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平成 25 年度第 1 回伊賀市生涯学習推進委員会 議事録 

 

日時：平成 25 年 8 月 2 日（金） 午後 1 時 30 分～ 

場所：ハイトピア伊賀 5 階生涯学習センター 多目的大研修室 

 

出席委員： 9 名 上出委員、伊藤委員、高見委員、奥田委員、中川委員、服部委員、 

澤田委員、里中委員、奥井委員 

欠席委員： 1 名 森嶋委員 

事務局：     前田教育委員会事務局長、総合危機管理室長代理：廣瀬主査、 

澤田総務課長、福永人権政策・男女共同参画課長、田中同和課長、 

大橋市民生活課長、服部環境政策課長、中障がい福祉課長、 

清水こども家庭課長、入本健康推進課長、服部農林復興課長、 

舩見商工労働課長、松居消防本部予防課長、宮本消防救急課長、 

岩嵜学校教育課長、松本スポーツ振興課長、立山上野図書館長、 

狩野文化財室長、児玉生涯学習課長、生涯学習課：森、森林 

 

 

1. あいさつ 

新任委員の紹介 

事務局の担当者紹介 

伊等会長あいさつ 

 

2. 協議事項 

伊賀市生涯学習推進大網後期基本計画：平成 25 年度事業計画について 

 

 

委員 事務局の方から、まず最初の目標であります、各世代における人間力の向上第 1 ペ

ージです。それではよろしくお願い致します。 

事務局 失礼いたします。この計画表は、５つの基本目標ごとに記載しています。 

 各目標ごとに、左から「施策項目」「取組の方向」「主な取組」「事業実施課」 

「事業内容」「25年度事業予定」「指標」「25年度目標値」「24年度の累計又は 24年度

実績値」「28年度までの累計又は 28年度目標値」「備考」となっています。 

「施策項目」「取組の方向」「事業実施課」の順で説明いたします。 

それでは、１ページをご覧ください。 

「基本目標１ 各世代における人間力の向上」についてを説明させていただきます。 
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 ※事務局から資料により説明。 

 

委員  ありがとうございます。みなさんからのご質問ご意見をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

委員  家庭の教育力の向上のイの中のこども家庭課、同和課という風なところで、同和課

には「保護者を対象にこどもの人権に関する学習会を実施します」という風に掲げ

られております。でも、こども家庭課にはそこの部分がなくて「子育てや子どもの

しつけに関する講演会を開催します」とだけうたってあるのですが、しつけも虐待

になりかねないといった状況の中できちんと子供の人権に対する講習会というのが

実施されるのでしょうか。 

2 ページの取組の方向のウの中の主な取組ア、すべての小学校で生活リズム調査を

実施しますという風に毎回書かれていて、ではその調査をどのように活用されてい

るのか、という事。ウの所の子供の生活リズム改善のための保護者と向き合った事

業の展開という所で「子供の生活リズム改善のためのお便りを作成配布します」と

いう風に掲げられております。継続的にしていく事も大事ですがそれを活かすとい

う風な事はどのように考えておられるんでしょうか。 

3 ページなんですけども、一番上の生命や人権を尊重する教育の推進の中で「部落

を考える小学生の集いを実施します」この人権を尊重する教育という所で、全国的

にこのような人権を尊重するという項目をどういう風な所で取り組まれているので

しょうか。教育方針を見させていただいたんですけれども、学校教育についてのマ

ニフェストの項目名の所で「人権同和教育の中で仲間づくりを進め道徳性を育て、

人間としてのあり方や行き方をしっかり考えられるよう取り組みます」と記載され

ていました。そういう事も兼ねてここらへんをどのように考えておられるのかを教

えてください。 

 

委員  1 ページの家庭教育に関する学習機会と情報提供の充実というところでございます

が、同和課とこども家庭課のところに関わるんですけれども「保護者を対象に子供

の人権に関する学習会を実施します」という事が同和課の方で提示されていると。

これに対してこども家庭課の方は「子育てや子供のしつけに関する講演会を開催し

ます」と。この事について、特に虐待という事で、これは具体的に子供の人権を守

るためにどのような手立てを施されるのですかという事でよろしいでしょうか。ま

ず、これは同和課の方にお願いします。 

 

事務局 同和課です。この 3 箇所といいますと 3 箇所に児童館というのがございまして、児

童館へ通われている子供さんの親御さんに対し子育て相談員というのがおりますの
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で、その方が講演会ということではなくて継続的に相談を受けております。人権に

関する学習会については、１回ないし 2回行っているという事です。 

 

事務局 こども家庭課です。1 点目の質問でございます。子育てなり子供のしつけ、この中

には公立と私立の保育所で構成しております伊賀市介護保育教育委員会というもの

がございます。年間約 5 回程度、保育士以外に保護者の方も交えた人権に関わる研

修が 6月にも実施しまして、年間計画を立てております。虐待の部分もございます。

子供に関する相談員もおりまして、ネグレクト、モラハラ、そんな中での相談対策

はとっておりますので、もう少し細かく記載すれば分かりやすかったかなと考えて

おります。 

 

委員  こども家庭課の方でも、子供の人権に対する学習会というものが行われているとい

う事でよろしいでしょうか 

 

事務局 そのように理解していただければと思います。 

 

委員  では次のご質問で、2ページですけれども、学校教育課でよろしいですね。 

 

事務局 学校教育課です。最初に生活リズム調査についてなんですけれども、全国学力学習

状況調査というものがございまして、小学校 6 年生から中学校 3 年生を対象に今年

度は全国で実施されたんですけれども、そういった方法の中で生活状況をつかむ質

問がたくさんございます。そういった部分を分析しながら各学校、家庭へ返してい

くという事もやっておりますし、それは小 6 から中 3 に限られてしまいますので、

あとの学年につきましては各学校で学期ごとあるいは半年に１回ぐらいずつアンケ

ート調査をとりまして子供たちの基本的生活習慣の確立に向けて実態把握しながら

家庭と連携しながら取り組んでおります。そういうアンケートを実施しております。

また、市全体としましてはその学力状況調査を分析しながら伊賀市の子供たちの基

本的生活習慣の中での課題ってなんだろうかという事を分析しまして、家庭学習の

手引きを作成し各家庭に配布したんですけれども、そこに現れてくる課題を 4 つ程

明記しまして、周知をするとともに一番後ろにチェック表というものがありまして

毎日朝食を食べているとか、登校する 1 時間前には起きているとか、こういった課

題の項目を羅列しまして、家庭で子供と保護者で確認しながら生活をもう一回見つ

めなおしていきましょうというような形で明記させていただいております。 

 

委員   ありがとうございました。それでは 3番目でございますけれども、3ページ、生命

や人権を尊重する教育の推進の所で、子供たちに対して人権に対する具体的な取組



4 

 

という事で、学校教育課さんお願いします。 

 

事務局 伊賀市の小中学校幼稚園におきましては、平成 19年 4月に策定しました伊賀市人権

同和教育基本方針というものがございまして、それに基づいて各学校で取組を進め

ております。その中で伊賀市教育委員会のこれらの人権問題の解決には教育の果た

す役割は大きく、部落差別の解消なくしてはわが国の人権の確立はないという基本

方針に立ち、子供たちの一人ひとりの確かな学力を保証し、人権意識の高揚を図り

未来を保障するキャリア教育に取り組んでいくという風にうたっております。 

当然学校では人権教育という事で、全ての人権を尊重する教育という事で低学年中

学年高学年そして中学校という形で積み重ねをしております。この部落問題を考え

る小学生の集いにつきましては、6 年生が各校の代表が集いまして部落問題をはじ

め学校で起こっているいじめの問題も障がい者に対する問題もいろいろなことを含

めて話し合いを子供たちが自分の体験や学んできたことを出し合います。でも小学

校 6 年生の中で部落問題を考える集いをしたいというそういう部分を、願いを持ち

まして、こういう名前で取組を継続してきております。中心は部落問題を考える集

いにおいておりますけれど、6 年間学んできたことを子供たちが生活と重ねていく

中で自分の思いや経験してきた事を出し合う場となっておりますので、いろんな子

供たちが学んできた事を出している現状がある、そういう意味でご理解いただけた

らと思います。 

 

委員  回答に対していかがでしょうか。 

 

委員  ここに部落問題という風に掲げられておりますけれども、その中でいじめの問題と

か命の尊さとかそういった事を学習していくという風に捉えさせていただいてよろ

しいですか。 

 

事務局 集いの中心には部落問題を置いております。しかし、その中では学校でいろんな人

権問題を学んできておりますので、そういった部分が子供たちの中から自分達の学

びとして発信される、そういう事もありますので、中心は部落問題においています

けれども、子供たちの中でいろいろな事が出てくるのも実状であります。 

 

委員  同和教育をはじめとしてその他の人権に関わる問題を取り扱っているという事でよ

ろしいでしょうか。ありがとうございます。他にございますか。 

 

委員  2ページの（2）の学校教育の充実で研究指定校による教育実践のところの授業の内

容がわかると答えている生徒の割合を目標として 80という、これは 100にはできな
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い？100にしてどれくらいできたかじゃなく初めから目標が 80というのはどういう

ことなのかな、というのが 1 つと、次 3 ページの（ア）副読本「わたしたちの伊賀

市」の作成という所ですけども、２５年度作成予定ありませんと、指標校数という

のは全校の校数にしたというのはどっから出て、28 年度累計指標を 1 としますと 5

年に 1度改正というのはわかるんですけれども、現在できているやつを 28年度に改

正するわけですので、今現在できているやつはどこで見る事ができるのかという事

を知りたいんですけれども。 

 

事務局 授業の内容がわかるという部分についての資料ですけれども、おっしゃっていただ

いたとおりで認識しております、昨年度の実態が 76％という事で 80 というよりは

80％以上を目指したいという事で当然 100％に近ければ近い程目指したい数字であ

るのは当然ですので、80％以上という事でご理解いただきたいと思いますし、あと

おっしゃっていただいているのは、わからないという子供たちに対してどうしてい

くかという事を考えていかないとだめだよという事もおっしゃっていただいている

風に理解しております。副読本につきましては、教科書が 4 年に 1 度改定になりま

す。その改定に合わせて副読本を改定する形になっておりますので、作成の谷間の

年度が出来る実態がございます。現在使っている副読本につきましては市教委の方

にもありますし、各学校へ子供たちに各一冊ずつ 3、4年生が持っております。また

学校でも副読本の予備もございますので、おっしゃっていただければご提示させて

いただきます。 

 

委員  今 4 年に 1 回とおっしゃったんですが、ここには 5 年に 1 回と書いてありますが、

こちらは間違いですか。 

 

事務局 教科書が 4 年なんですけども、副読本については 5 年に 1 回にさせていただいてい

ます。ちょっと確認させていただきます。 

 

委員  今のところですけれども、指標が校数というのはどういう事ですか。 

 

事務局 これはすみません、訂正させてください。回数になります。申し訳ございません。 

 

委員  回数に訂正をお願いします。他にございませんでしょうか。 

 

委員  4 ページの学社融合の推進の中で（イ）の学校教育課の方でこどもフェスティバル

を毎年やっていたんですけれども 25 年度は実施しませんとなっておりますけれど

も、この理由を教えていただきたいです。 
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事務局 伊賀市が合併して以来、夏の終わりに研究部会という教職員で作っている部会の中

でブースを作り、子供たちにいろんな教科の学習なり経験なり体験を提供するとい

うサマーフェスティバルをやってまいりました、それが 9 年続きました。その中で

一定の成果を上げてきたことと、ちょっとマンネリ化してきている部分もありまし

て、1 回見直ししていかなければならないという部分で、今年度実施をせずに見直

しの協議を進めていく、そういう形にさせていただきました。 

 

委員  他にございませんか。 

 

委員  失礼します。3 ページのところで（2）のエ、（ウ）学校支援ボランティア事業の推

進の所ですが、こちらの指標の方が回数となっておりますが、学校支援ボランティ

ア事業をなさっている校数という形での指標というのは可能なのかというのをお尋

ねしたいです。あともう 1 点、8 ページですが、（5）のイ（ウ）高齢者・障がい者

向けのプログラムの充実ですが、障がい者スポーツ大会の事を今年の事業予定とし

てあげていただいておりますが、本来でしたら毎年 10月に開催しておりますが今回

会場の都合等で 9月 21日（土）にゆめドームの方で開催しますので、すみません勝

手ですがお願い致します。 

 

委員  最後の方は訂正という形ですね。最初の質問につきまして、お願いしたいと思いま

す。 

 

事務局 学校支援ボランティアにつきましては、たくさんの方にいろんな形で地域の学校の

方にお世話になっております。ご協力いただけるような形で今回お願いの周知をさ

せていただいて、また学校の方とつながっていただくという事で回数を 1 回にさせ

ていただいております。これが学校数という事でございますが、うちの方では調査

させていただいておりませんので、いまお答えすることはできませんが、内容につ

きましてまた学校の方と確認をして学校数等も明確にできるようにしていきたいと

思います。各学校いろんな形でボランティアさん入っていただいております。学校

教育課の方にちょっと確認させていただきたいと思います。なにかの形では入って

はおりますので、校数という形になるのか回数というかそういう細かい所確認でき

るように訂正していきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

委員  はい、確認お願いします。 

 

委員  4ページの芭蕉祭の事について載っていると思います。毎年芭蕉祭といって 10月 12
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日にやっておるんですけれども。どうもこの祭という字がついている割には市民の

興味もあまりないようやし、集まりも悪いしという事で、相当経費もかけてやって

いただいていると思います、特に今年と来年とは土日で、土曜日で学校が休みとい

う事になりますとそれぞれの学校で芭蕉祭に関する学習等していただいてると思い

ますし、管内以外の所の子供たちがわざわざ式典に参加したり、特選とか入選とか

いう方はご紹介できているんですけれども、ほとんどの子どもについてはあんまり

俳聖殿の方へ来るような事がないという事で、もうちょっと賑やかに、せっかく芭

蕉に関する施設とか祭りとか行事とかいうのは伊賀市でないと全国でこれだけ大き

なものはないと思うんですけれども、もうちょっと学校的にもここに書いてありま

すように、俳句についてポスターとか絵手紙とかそういう取組はしてくれていると

思うんですけれど、入選とかで入った子はそれでよろしいんですけれども、もうち

ょっとそういう所に芭蕉に関心をもって、年 1 回の 10 月 12 日にもうちょっとなに

か全体でやれるようなインパクトのあるような行事にしていただきたいという事と、

この施設も伊賀市ハイトピアという名前で、俳句の都のピアという事で、私も名前

をつける時の委員にも入っていたんですけれども、全国からの応募によって名前が

つけられました。1 年あまりでにぎにぎしく部屋は取りたくてもないというような

始末で、もうちょっと取りやすくできないだろうかというご意見も聞くんですけど、

役所の行事は仕方ないんですけれども。伊賀市は芭蕉を中心に、忍者もあるんです

けれども、せっかくこういう形でですね、若いものがあまり少子高齢化の関係でど

うだろうと思ってたんですけれども、4 階の子供の集まりがよくて、お母さんと子

供でいつ行ってもにぎにぎしくやってくれてはるし、5 階のロビーの所も昼間も高

校生がにぎにぎしく集まって、このままで行ったら良い状況だなと思っているんで

すけれども。やっぱり芭蕉さんをもうちょっと押し立てて伊賀市の推進にするよう

なところじゃないかというような部分を提案させていただきました。 

 

委員  ありがとうございました。企画課と学校教育課の方にもっと若者達が集まるような

企画を考えていただけないだろうかという事で、よろしくお願いします。 

 

事務局 今日ちょっと企画課が欠席しておりますので。ここにもあげておりますが企画課さ

んの方で 5 月にありました校長会で子供さんたちに参加していただきたいという事

で依頼を受けておると思います。今後、日もありますので、学校の方に子供たちに

参加いただくような形で周知していただくようにお伝えをさせていただきたいと思

います。なおハイトピアのビルの方でございますけれども、5 階の生涯学習課の方

で管理をさせていただいておりまして、大変利用が多くなってきておりまして、逆

にみなさんにご迷惑をかけているという所でございます。昨年度、企画課さんの方

で実施いただきましたけれども、文学賞をいただいた方の講演を期間中に実施して
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いただいたりとか、俳句の投句箱を設置していただきまして、ここの中でも俳句に

ついて考えていただけるような環境を徐々に整えておりますので、今後ともそうい

った形ですすめたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。あと学校教育

課の方にお願いします。 

 

事務局 生涯学習課の方からありましたように、校園長会に続いて学校への取り組みの方、

休みですので積極的な子供たちの参加を呼びかけてまいりたいと思います。ただ平

日につきましてはなかなか厳しいものがございますので、今年度来年度につきまし

ては積極的な参加を私どもからも提示してまいります。 

 

委員  学校で、例えば特選の子がいるので聞きに来てくださいというような、各学校へ流

すという事はないのですか。 

 

事務局 その芭蕉祭に出席をされる子供たちは当然行きますけれども。子供たちは、たとえ

ば吹奏楽とかで参加させていただいたりしてますけれども、あとの子供たちにつき

ましては授業をしていると。ただ校内で芭蕉祭をしている学校もございますので、

そういった部分の中で芭蕉さんの功績なりを学んでいる学校もいくつかございます

ので。毎年やっている学校につきましては、土曜日、日曜日ですと違う日に設定さ

れると思います。そういった部分も確認しまして大事にしていただくように学校の

方に確認をしながらすすめてまいりたいと思います。 

 

委員  よろしく周知お願いします。 

 

委員  やっぱり大人も子供も人間力というような事を書いてあるんですけれども、一つに

向かって集中してみんなが盛り上げていくようにしないと、生まれ故郷の伊賀とし

てはちょっと恥ずかしいような気がしますけど。あと春のにぎわいフェスタ、5月 5

日あそこでやるんですけれども、俳聖殿が閉まったまま、全国から観光客が来ても

中に入れない状態で、子供たちが集まる時や全国から観光客がくるような時はオー

プンにして、壊さない程度に見られるような事がないと、せっかく遠いところから

伊賀に来てもらって俳聖殿を外から見てるだけではどんなものかわからないので、

できたらオープンにしていただいて外も中も見られるようになればと思います。 

 

委員  俳聖殿の管理の課はどちらですか。 

 

事務局 担当は企画課になるんですけれども、またそのように伝えさせていただきまして、

今後観光とも結びつけて俳聖殿を通じて俳句の町というのがわかるような形でアピ
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ールできるようにお願いしておきます。 

 

委員  お願いします。せっかくの伝統ですので、伝えていきたいと思います。 

 

委員  今俳聖殿の事で言っていただいたので、ちょっとそれについてですけれども、芭蕉

祭の時とか学校とか案内していただいたりするときに車の事なんですよね、車をど

こへ停めていいのか、行きたいけれども、車の停める所がわからないとか多いにあ

ると思うんです。私は今度の芭蕉祭にお茶の当番に当たっていて、出させてもらう

んですが、その時に荷物運ぶ車どうしたらええんやろとか上にあげさせえもらえる

んやろうかとか担当の者ですら言っている状態ですので、当日来てくださいと、み

んな行きたいけども、じゃあ車どうしたらええんやろという案内はたぶんないんじ

ゃないかなと思うんです。そこらへんの所、明確にしてもらえれば、親御さん土日

やしお友達がご一緒してくれるんやったらじゃあ行ってみようかという事もできる

かと思うので、来てください来てくださいばっかりじゃなしに、上野は意外と公共

施設というか崇広堂も含めていろんな所の駐車場の確保ができないのはそれは多い

に問題があると思うので、そこらへんもまた課題にしていただけたらありがたいな

と思います。 

 

委員  ありがとうございます。では今の件につきましては合わせて確認お願いします。 

 

事務局 おっしゃっていただく部分、今回の芭蕉祭だけでなくて、中心市街地、特に市街地

にありますいわゆる文化財施設、生涯学習施設含めてですけれども、駐車場の件を

おっしゃっていただいたかなと思います。今回、栄楽館と入交家でございますが、

あそこは特に駐車場が周辺にございませんでしたので、今回市民の方のご理解をい

ただきまして、台数は少ないですけれども専用の駐車場を設けさせていただきまし

た。まだ周知はしておりませんが、8 月 1 日から稼動させていただくという事で現

在案内の準備をしている所でございます。どうぞご理解ください。また芭蕉祭等の

駐車につきましては企画課の方に申しあげて、対処するようにさせていただきたい

と思います。 

 

委員  お願いします。それではよろしいでしょうか。 

 

委員  12ページですけれども図書館の関係で「主に古文書などの郷土資料の収集・整理保

存に努めます」とあるんですけれども、これについてもうちょっと調査したり、ど

ういう形で保存するのかわかれば出してくれる人もあるかと思います。私も結構、

集まってきた郷土資料を持っているので、なんとかしたいと思っているんですが、
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そういう事についてもうちょっと調査してそういう方法を、図書館の方どういうよ

うなお考えか教えていただきたいと思います。 

 

事務局 上野図書館の立山です。よろしくお願い致します。古文書関係ですが、今は伊賀古

文献刊行会という団体の方に委託しまして、いろいろな調査、整備を委託しており

ます。市民の方から家を増改築する時に出てきたとか、引越しをするから引き取っ

てくれないかとか、そういうお話もちょうだいするんですけれども、図書館の蔵書

が非常に増えておりまして、20万冊規模の図書館なんです、もう図書館が建ちまし

て 30 年近くなるものですから非常に蔵書というものが増えておりまして今は飽和

状態という事で、そういう声かけをいただきましたら、図書館にすでにないもので

したら貴重なものはなるべくちょうだいするようにしているんですが、ご自宅の方

で保存していただけるようでしたら、大きな図書館でも建ちまして、いただけるよ

うな時期がきたらいただきたいな、と思っているんですけれども今の時点では飽和

状態という事で、お申し出も積極的に受け入れができないような状況という事でご

理解いただきたいと思います。 

 

委員  早くこういう施設を作る方向を、市・国の方へ言うてほしいなと思います。 

 

委員  見通しとしてはいかがですか。 

 

事務局 ありがたいご意見頂戴しましてありがとうございます。行政の方もいろいろと問題

をかかえておりますので、早速とはいかないとは思うんですけれども、もちろん図

書館側もそういう要望をあげていっているという事実もございます。図書館協議会

等でも意見もたくさんいただいておりますので、こういう意見をまた伝えさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

委員  ありがとうございます。 

 

委員  12ページのウの図書サービスの向上の中のリクエスト・予約制度の整備の上野図書

館の県内外の公立図書館との連携でというようなところで、予約・リクエストに応

えるようにしますと書かれていますが、このシステムの進捗状況というのはいかが

なものでしょうか。 

 

委員  上野図書館お願いいたします。 

 

事務局 ここには予約リクエストの件数という事であげさせていただいてあります。市民の
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方が読みたい本、すでに図書館にない本につきましてはリクエストしていただくと

いう制度で、用紙は図書館の方に置いてありまして、読みたい本がありましたらリ

クエスト表に書いていただくようになっております。ところがかなり高価な本であ

りますとか特殊な本等につきましてはなかなか購入する事ができませんので、県立

図書館あるいは愛知県なり岐阜県だったり近隣の図書館等へ貸してくださいという

連絡を入れさせていただいて、お借りして市民の方のリクエストには基本全部応え

るようにさせていただいております。ここに書かせてもらってある数というのは年

間のリクエストの数、それから予約といいますのは、読みたいけれども今すでに誰

かが読んでいるので次わたし、というような予約をしておく制度です。これも流行

っているものでしたら 1冊ではなかなか回っていきませんので、2冊、3冊と購入す

るようにして予約に応えるようにしております。基本は全部予約なりリクエストに

はお応えさせてもらっているという状況です。借りるなりしてとにかく要望にはお

応えさせていただいているという事です。ただ購入につきましては、たとえば漫画

の本でしたら購入するわけにはいきませんのでお断りさせていただくようなものも

ございます。 

 

委員  ありがとうございます。県の図書もお願いすれば借りられるという事でよろしいで

しょうか 

 

事務局 県立図書館の方は県民の方でしたら自分で登録していただいてインターネットの方

で県に直接申し込んでいただいて、近くの公民館図書室でお受け取りいただくとい

う方法もございます。それと、上野図書館へ言っていただいてという方法もありま

すし、選択していただくことができます。 

 

委員  私の主人がたくさん本持っているんです。主人と最終命がなくなるときまでにはな

んとか処分をしないとと常々思っているんですけれども、先ほど建物を建てて、と

いう時に個人的に貸してもいいよという本を市民の方に登録していたただいて、そ

れを把握はしてもらわないといけないけど、もし借りたいというリクエストだとか

予約・要望があったときのひとつの検索の材料の中に民間の家に保存してあるもの

を入れていくという方法はどうでしょうか。公共のものばかり探しているよりかは

意外と家に眠っている本の中にいいのがあるのではないかな、とふと思ったので。

ちょっと頭においていただいたらどうかなと思うんですが。 

 

委員  いかがでしょうか。ご提案ですが。 

 

事務局 ご提案いただいた件、非常に良いと思うんですけれども、すでに今 20万冊あるんで
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すがそれが全部コンピュータの中に入っていまして、システムの中で管理をしてい

ます。今後の事なんですが、公民館図書室にある全ての本はシステムの中に入れて

検索できるようになっていまして、そのシステムというのは県と繋がっていますの

で、県の図書館にある本もコンピュータから検索できます。入り口はそういうイン

ターネットになってくるわけですが、そういう状況ですので今後なんですけれども

学校図書館の方とそういうシステムを繋いでいって学校図書館にはどんな本がある

かっていうのをどこの自治体もやっていっているんです。ですから今、伊賀市につ

きましてはやっと公民館図書室全部繋ごうかという所にきておりまして、次は学校

の図書館との連携かなと考えておる状況で、その後、また一般の方っていう事も考

えられるかもわかりませんが、連携という意味ではそれのが先かなという風に思い

ます。 

 

委員  という事でございます。よろしいでしょうか。なにもなければ次の項目に移らせて

いただきます。事務局お願い致します。 

 

事務局 次に、「基本目標２ 交流による豊かな人間関係づくり」についてを説明させていた

だきます。 

※事務局から資料により説明。 

 

委員  ありがとうございました。それではこの項目に対してご質問ご意見いただきたいと

思います。 

 

委員  世代間交流の推進の中で、いろんな年代の方たちが交流する中で一番大事な家庭教

育という風な部分、子供の教育に学校・地域・家庭とある中で、家庭教育のそうい

う風な部分を構図の中に入れていくというのはどうなんでしょうかと思うんですけ

れども。全体で聞かせていただきたいんですが。 

 

事務局 家庭教育につきましてですけれども、具体的に生涯学習課と社会教育委員さんの方

の事業として特に家庭教育の中で子供の子育てという事で核家族化が進んだりとか

いろんな子育てで悩まれていて相談される方がなかなかないというようなご家庭も

あったりします。年 1 回ですけれどもそういった方々にご参加をいただいて県の専

門家の先生にきていただいてご講演いただいたあとに社会教育委員さんにも社会経

験があるという事で地域の方の声という事で、相談をしてもらうグループ講座みた

いなものをさせていただいております。地域の中で近所の人には喋りにくいけれど

も年配の方で子育ての経験のある方に聞いていただきたい事とかアドバイスいただ

きたい事を喋って気持ちだけでもすっとして帰っていただくというような事をやっ
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ております。ここにはあがっておりませんけれども、各地域で青少年育成会議とい

うのがありまして、その中で地域の活動としてさまざまな活動が地域の中で子供の

見守り活動という事で進めていただいております。家庭教育と結びつくという事は

難しいかと思いますけれども、地域と子供たちというような形での活動については

市民の方々が主導となって実施をいただいております。そういった部分に対して市

として助成金を出させていただく中で活動団体さんの方でいろんな活動に支援をい

ただいているという事が生涯学習課の方の現状かなと思わせていただいております。

どうぞよろしくお願い致します。 

 

委員  ありがとうございます。生涯学習課の方でお話いただいたんですけれどもたとえば

こども家庭課とか学校教育課はどのように家庭教育を考えておられるのでしょうか。 

 

事務局 こども家庭課でございます。先ほども発言ございました、世代間交流という事で各

園の特性に応じた世代間交流、核家族化という言葉が先ほど出ましたが老人施設の

方と保育園との交流事業の中で、孫とおじいちゃんおばあちゃん、そんな中で、ス

キンシップというか肩たたきとかそういった事をされております。大変入所者の方

には好評という事で、園児なりが家庭教育というか、おうちの環境では若干ないと

いうような部分が多少ともあろうかなとこのように感じました。 

 

委員  ありがとうございます。学校教育課お願い致します。 

 

事務局 学校教育課です。16ページに学校教育課として 3点書かせていただいているんです

けれども、1 番上の真ん中の方は全ての学校でゲストティーチャー等を招いての授

業を実施しますという事で、必ず地域でいろんな経験や技術を持っている方、災害

活動とか俳句あるいは地域学習という事でゲストティーチャーを招きながら世代間

を越えた交流をしております。下につきましては学校での高齢者福祉施設への訪問

や交流活動、一番下は幼稚園での高齢者を招いての交流活動となっております。家

庭教育という形でいいますと、いろんな家庭がございまして家庭の中で世代間を越

えた、高齢者の方から子どもたちが守られながら育ってる家庭もあれば、おじいち

ゃんおばあちゃんがいないという家庭もございますので、そういった意味からもこ

ういった活動を意図的に取組んでいく必要があると思っております。昨年も、しっ

かりとした出会いとなるような訪問や交流活動にしていく必要があるというご意見

もいただきましたので、出会いを大事にした交流活動や体験活動にしていかなけれ

ばならないと考えております。 

 

委員  ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 
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委員  サークルといいますか、いろんな学習をしていく中で、少子高齢化の中で高齢の方

は割と順調にいっているんですが、学校以外の地域で子供たちを立ち上げる、先ほ

どの芭蕉祭もそうなんですが、そこの地域でしかできないような事業を継承し、高

齢者の方から子どもたちに伝達をし、盛り上げていくというような流れがないとそ

の地域地域の人間関係というものは育っていかないし、地域の中でもいろいろとう

まくいかない所もあるし、高齢者ばかりの所では事件の元になったりするんですけ

れども、子供がいるとそれが緩和されて子供を中心にその地域の政を盛り上げてい

くというような形態がここしばらく低下しているように思います。自分の事しか考

えないような社会情勢になりつつあるように思いますので、地域の子供は地域の高

齢者が面倒をみながらっていうのは大事な事ですし、昔から伝わっていることは子

供たちに伝え、また継承していくような流れを作っていくのが大事だと思いますの

で、市の方でも各地域の重要な政は大切にして、特に先ほどの芭蕉祭ではないんで

すけれども、地域地域の政を大事にしないといけないなと思いました。こういう経

済的に緊迫した中でみんなで盛り上げていかないとと思いました。 

 

委員  ありがとうございました。今ご指摘の点は次の 3 に関わりますのでよろしくお願い

致します。それでは 3番目の地位力を生かした町づくりという事で 17ページからお

願いします。 

 

事務局 次に、「基本目標３ 地域力を活かしたまちづくり」についてを説明させていただき

ます。 

※事務局から資料により説明。 

 

委員  ただいまの目標につきましてご質問ご意見等いただきたいと思います。よろしくお

願い致します。 

 

委員  27ページです。住民自治活動の推進の中のアの（イ）の所で、住民の支援財政の支

援というのはどういう風なものかというのと、イの住民自治活動の拠点整備という

中で都市計画は老朽化したものから計画的に整備されていると思うんですけれども

それについては変更とかそういうものはあるんでしょうか。 

 

委員  ありがとうございます。それでは市民活動推進課の方お願い致します。 

 

事務局 直接の担当課ではないですけれども市民生活課でお答えいたします。住民自治協議

会での人的支援と財政的支援という事ですけれども、人的支援につきましては地域
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に担当職員というものを各住民自治協議会に配置をさせていただき、財政支援につ

きましては現在、地域包括交付金という事で約 1億 6千万円のお金を 38の自治協議

会の活動経費として交付させていただいているという事でございます。 

二つ目のご質問について、もう少し詳しくお聞かせください。 

 

委員  老朽化された施設は整備計画に基づいて整備されていると思うんですけれどもこの

整備計画の、計画の変更というのはあるんでしょうか。整備計画に基づいてきちっ

と確かにされているんでしょうか。 

 

事務局 今現在第二次の整備計画に基づいて、こちらに書かせていただいておりますとおり、

三田地区市民センター移転と、古山地区市民センターについては改築という事でさ

せていただいてるんですけれども、今の所二次という事でまだまだ整備が完全にで

きておりませんので、三次の計画も立てまして順次整備させていただくという事で

す。直接の担当課ではありませんので詳細まではわかりませんのですみません。 

 

委員  27ページの一番最後の所に三田地区の市民センターの移転と、古山地区市民センタ

ーを改築しますという事で、いろいろ調べた挙句こういう形になったと思うんです。 

優先で順序という事になると思うんですけれども、私の個人的な意見ですと東部地

区、緑ヶ丘本町にあるんですけれども、人口 1 万 2 千人になります、建物自身も相

当古いと思うんですけれども第一、駐車場が全然ないという事で、これはフライン

グになるかもわからないんですけれども商業の後地をなんとかならんのかという事

で、ちょっと今検討中ですのであまり言えない事かもわからないですけれども一応

商業のあの辺の広い所に移れば 1 万何人の広範囲な住民自治協議会もなんとかいけ

るんではないかという事で検討中なんですけれども。手を上げますと相当多く出て

くると思いますけれども、強い所が優先される事のないように、公平な事でやって

いただけたらと思います。 

 

事務局 もちろん公平な視点でやらせていただいていますけれども、地区市民センターのな

いところには当然新設は必要ですし、老朽化した市民センターもございますので、

耐震の問題とかを順次自治計画という事でやらせていただいております。先ほど言

われました、東部地区については 1 万 2 千人、1 割以上の人口がありながら非常に

手狭でありしかも駐車場がないという事で、今言われました通り地区からの要望も

いただいておりますので要望に応えるべく準備をすすめさせていただくという事で

ございます。 

 

委員  去年、市長、それから市議会に当てて要望書を提出させていただいてご検討いただ
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いていると思うんですけれども、住民の総意でもございます、ひとつよろしくお計

らいを願いしたいと思います。 

 

委員  ありがとうございました。それでは他にございますでしょうか。特にないようでし

たら次の 4番目地域の歴史・文化・環境の保護・継承と活用という事で 28ページか

らお願いします。 

 

事務局 「基本目標４ 地域の歴史・文化・環境の保護・継承と活用」について説明させて

いただきます。 

※事務局から資料により説明。 

 

委員  ご質問ご意見いただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

委員  28ページの史跡環境整備事業の推進の所で史跡の草刈を実施しますとありますけれ

ども草刈は永遠に尽きないと思うので、姫岩垂草を植えるとかそういうような事業

で、費用もかかると思うんですけど徐々に進めていったらいいかなと思うんです。

コンクリートで固めるのはイメージ的に文化財にふさわしくないと思うのでそうい

う風な政策も検討していただけたらなと思います。 

 

委員  今のご提案も含めて文化財室お願い致します。 

 

事務局 文化財室です。貴重なご意見ありがとうございます。文化財室といたしましても草

刈にかかります経費につきましては年間膨大な経費を要しているという事もござい

まして、全国での史跡の整備の仕方等も参考とさせていただきまして情報も得なが

らすすめておるわけですけれども、なかなか代替の草を植生させるという事に対し

ても人件費が非常にかかるといった問題もございまして非常に悩ましい問題となっ

ております。今後とも研鑽に努めて経費削減に努めていきたいと思います。よろし

くお願い致します。 

 

委員  他にございますでしょうか。 

 

委員  30ページの市民文化祭の開催という所なんですけれども、昨日市民文化祭の全体会

というのをやって、いよいよ今年度の市民文化祭が、ここも使って、市の文化会館

を使って、だんだんちょっとずつ増えてきて、それは良い傾向かなと思っているん

ですけれども、やはりまだまだ伊賀市全体というものを完全としますと、旧上野の

ものが中心になっているという意見もたくさんもらいます。上野の市民文化祭の継
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承ではないかというご意見もたくさんいただきますし、伊賀市がやっているとなり

ますと他の町村の方も参加していただくような方向にならないと市民一体とした市

民文化祭という事にはならんと思います。その辺の展望といいますか、どういう形

で伊賀市を一本化してやっていくかというような事を聞こうかと思ったんですけれ

ども企画課がいないという事でまた聞いておいてください。 

 

委員  これは生涯学習課ですか。お願いします。 

 

事務局 今おっしゃっていただく所につきましては、実は公民館の方でサークル連絡協議会

の伊賀市内のサークルさんに集まっていただいた中でも同様の意見をいただいてお

ります。ただしサークル協議会としても単独でそれぞれの事業行っていますけど、

まとまった形の事業というのはなかなか個性があって難しいなというようなご意見

が出たりしております、そんな中で市民文化祭、かなり増えてもきていただいてる

ようでございますけれども、また私たちの方からもたくさんの市民の方のご参加、

また参加しやすい形でとご要望があった旨お伝えさせていただきたいと思います。

ありがとうございます。 

 

委員  以上のお答えでよろしいでしょうか。それでは他にございませんでしょうか。ない

ようでしたら最後の 5番目生涯学習を推進するためのしくみづくりという事で 33ペ

ージからお願いします。 

 

事務局 それでは、最後の「基本目標５ 生涯学習を推進するためのしくみづくり」につい

て説明させていただきます。 

※事務局から資料により説明。 

 

委員  ご意見ご質問いただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

委員  33 ページの（１）のエの情報収集機能の強化の所なんですけれども、各地区公民

館で公民館情報を収集します、って書いていただいてるんですけれども、こんな

事をどこでやっているんでしょうかと。自分の公民館の方へ尋ねさせていただい

たらその情報はいただけるんでしょうか。 

 

事務局 ありがとうございます。今ご質問いただきましたように今までそれぞれの館の情

報がなかなか伝わらないような状況でございました。またサークルにつきまして

も市内に約 440 ぐらいのサークルがございまして、どこでどんな教室が開かれて

いるか、またサークルが開かれているかという情報もございませんでしたので、
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今そういった情報をまとめておりまして年内ぐらいでまとめて各地区公民館の方

ではそういった情報がわかるようにという事で準備をさせていただいている所で

ございます。今年なんとかそれを組み立てたいと思っております。よろしくお願

い致します。 

 

委員  という事でございますがよろしいでしょうか。 

 

委員  同じく 33ページなんですけれども課長の方からありましたように公民館の各情報

交換会を立ち上げるという事で集まっていただいて、いろいろ各公民館でやって

いる事業の公開とか主に今までからやっている上野公民館で公民館祭だとかそう

いった事についての打ち合わせみたいな協議会みたいな事もやったんですけれど

も、前の公民館の時は講座がたくさんあって、公民館講座の中でそれを受講した

人がもうちょっと頑張りたい、あるいは仲間作りたいという事からサークルに移

行するという風な事がたくさんありまして、今もそのまま続いておりますし、特

に男の料理教室なんかは講座から移行して、今盛んにやっていただいているわけ

なんですけれども、他の地域からはどういう風にやっているかと興味を抱いてい

ただいています。それから芸術関係だとか社交ダンスとかいろんな事で、流行的

な事もありますけれども、社交ダンスなんかは頻繁にどこでもやっていただいて

るという事でですね交流もしていただいてはいるんですけれどもね、個人情報の

問題も出たんです、あんまり分かりますと個人情報の問題もあってという事で、

そういう風な趣味のサークルについてとかあんまり個人情報ばっかり言ってると

広まるような事はないと思いますので、ある程度は範囲内でそういう名簿とか必

要ではないかと思います。そういった事で生涯学習を推進する上ではある程度の

名簿を作ったり、個人情報にあたるかもわかりませんが、その辺はちょっとやわ

らかく解釈していただいた方がいいと思います。よろしくお願いします。 

 

委員  ありがとうございます。ただいまの件についてお話を伺いましょう。 

 

事務局 今おっしゃっていただくような形で、今各サークルさんなり活動されている方々

の代表の方の情報を集めさせていただいております。その中には当然個人情報も 

入っておりますので、利用させていただいてもよろしいかという確認をさせてい

ただいたりとか、個人情報が出せない場合でも公民館を通じてその団体と連絡が

取れる方法を今形作りをやっている所でございます。もうしばらくしましたら、

またそういった物が公民館でご確認いただけるようになると思いますが、なるべ

く多くの活動が市民の皆様に見ていただけるような形で周知していきたいなとい

う風に考えております。どうぞよろしくお願い致します。 
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委員  ありがとうございます。よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。 

 

委員  一応この審議というか協議が終わったわけですけれども、資料についての説明終

わったわけですけれども、今ずっとさっきから聞いて、私らもこれをもらって 3

日、4日ぐらいですけどこの資料、目通ししてましたがわからない事がいっぱいあ

りますもので、これを今度の時に、各課から課長さんや課長代理が来てくれてま

すので、全部じゃなくてだいたいの事を課長さんの方から説明してもらったらも

うちょっと分かりやすいんじゃないかと、事務局の方からも言うてくれてますけ

れども全部読んでてもなかなか理解できないところもありますので各課の主な重

点的な事だけでも説明してもらうようにしたらどうかなと思うんですけれども。 

 

委員  というご提案ですがいかがでしょうか。 

 

事務局 ありがとうございます。また次回の時に庁内の方で協議いたしまして、意に添え

るどうかわかりませんけれども協議をさせていただきたいと思います。今回出さ

せていただいた内容につきましては、今まで通りの形でご説明させていただきま

した。ただ前回の前期計画よりももう少しわかりやすくという事でございますの

で備考欄に細かく書いたりとかという事で訂正はしてきておりますが、もう少し

中身がわかりやすいような形で委員さんにもわかりやすくご説明できるような形

をまた考えていきたいと思います。どうもありがとうございます。 

 

委員  先ほどご説明の中で変更点ございましたよね、その時になぜ変更したのかという

事も教えていただければいいなと思います。 

 

事務局 次回からそのような形で、各担当の方で重点事項が確認できるような形も一度協

議をするという所で考えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い致

します。 

 

委員  ３３ページの（1）（ア）公民館ホームページの開設なんですけれど、ホームペー

ジというと重い、それと責任レベルの問題もあろうかと思いますので、公民館か

ら発信するものっていうのはもう少し軽くフェイスブック等でいいんじゃないか

なっていう風に思います。フェイスブックで公民館の方から伊賀市のホームペー

ジの方にリンクを張っとくとかという事は今もうされているのかどうか知らない

んですけど、意見をいただくとかという事も含めてフェイスブックの方が他の市

区長さんもやってらっしゃる所もありますので、軽いのではないかなと。多少間
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違いがあるような事があるんでしたら周りの方々がそれを一緒に見ておいておか

れてすぐ削除するにもこちらの方が軽いんじゃないかなと思いますけれども、参

考にされるかどうかご検討いただければと思います。 

 

委員  ありがとうございます。これは生涯学習課さんですか。 

 

事務局 ありがとうございます。現在ホームページの作成等につきましてもホームページ

に対する知識もまだまだ進んでおりません。新しく出てきておりますフェイスブ

ック等につきましては、市の方で全体としてはフェイスブックという形でのご意

見をいただいたりとか市の情報を流したりという事をしております。またこれに

ついては将来を見越して公民館の方も勉強していきたいと思います。いろいろと

対応できるかどうかも合わせまして考えていきたいと思います。どうもご意見あ

りがとうございます。 

 

委員  ありがとうございます。それではもう時間もそろそろですけれどもよろしいでし

ょうか。どうも長時間に渡りありがとうございました。ではこれで終わりたいと

思います。その他の事項につきまして事務局の方からお願い致します。 

 

事務局 事務局からはその他の方特にございません。ただこの間から新聞報道等で出てお

りますが、伊賀市に富山大学の先生方が入られて伊賀の方言をまとめた物を作っ

ていただきました。公民館でも 500～1000 部くらい扱っておりますが、かなり市

民の方にも評判がよろしいですもので、今回委員の皆様にもそれをお渡しさせて

いただきたいと思います。この先生につきましては、生涯学習課が行っておりま

すセミナーの方でお世話になっております。富山大学の中井先生という方でござ

いますが、また参考にいただけたらという事でお渡しをさせていただきます。以

上でございます。 

 

委員  どうもありがとうございました。私どもの学生がことわざとか研究していますの

でまたよろしくお願い致します。それでは今日はこれで第 1 回の生涯学習推進委

員会を終わらせていただきます。どうもご協力ありがとうございました。 


