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平成２７年度第１回伊賀市生涯学習推進委員会 議事録 

 

日時：平成 27 年 7 月 31 日（金） 午後 3 時 15 分～午後 5 時 

場所：ハイトピア伊賀 5 階生涯学習センター 学習室２ 

 

出席委員： 9 名 伊藤委員、上出委員、前山委員、松森委員、小野委員、増田委員 

西岡委員、藤原委員、奥井委員 

欠席委員： 2 名 岩井委員、末廣委員 

事務局：     伊室教育委員会事務局教育次長、中浦学校教育課長 

前山生涯学習課長、森生涯学習係長 

 

１. あいさつ 

   伊藤会長 

 

２． 協議事項 

伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画平成２７年度事業計画について 

事務局より説明。 

【計画シートの様式について】 

・「26年度自課評価」「27年度事業方針」の２欄を新設。 

・自課評価は昨年度の実績により各担当課で評価し、平成 27年 3月 26日開催の平

成 26年度第 2回伊賀市生涯学習推進委員会において報告されたものを転記。 

  評価の基準は表紙に記載の５段階（Ａ～Ｅ）。 

・27 年度事業方針欄は、26 年度自課評価に基づいて、「継続」「改善」などの事業

方針を記載。 

・27 年度事業方針欄に「改善」を記載した場合には、27 年度事業予定欄に改善の

ポイントなどを記載。 

・「28 年度までの累計又は目標値」欄は、後期基本計画の期間である H24～28 年度

までの 5年間の累計を[ ]内に記載。28年度単年度の目標値はそのままで記載。 

 

【事前質問に対する回答について】 

委員より事前に提出のあった質問事項に対する回答について、担当課別に説明。

資料「伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画平成２７年度計画に関する質問・意

見一覧表」に沿って説明。 

 

○学校教育課への質問事項について 

３ページ 施策項目（２）学校教育の充実 

取組の方向 イ生命や人権を尊重する教育の推進 
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主な取組（イ）学校人権・同和教育部会の活動の充実について 

 

（委 員）部落問題を考える小学生・中学生の集いに参加したアンケート結果につい

て、どんなアンケートでも 100％満足という結果はなかなか得られないと

思うのですが、回答のとおり子どもたち全員が参加して良かったという感

想だったのでしょうか。良い回答をするよう強制したのではなく、子ども

たちの自発的な回答なのでしょうか。 

 

（事務局）２年前までは 100％に達していませんでしたが、子どもたちの「自分の思

いを伝えたい」「他校の生徒にも聞いてもらいたい」という意欲を大切に、

ていねいに指導してきました。子どもたちが「しっかり自分の気持ちを

発表できた」「他校の人にも伝わった」「みんなと共感できた」という手

ごたえを実感できた結果と思います。 

 

（委 員）この会に参加したいと希望した子どもたちが自主的に参加しているのか、

先生から参加するよう言われて参加しているのですか。 

 

（事務局）学校によって異なります。希望者を募っているところや、参加するよう促

しているところもあります。 

 

（委 員）集いの参加者数は、小学生 110名、中学生 57名となっていますが、生徒・

児童の総数は何名なのでしょうか。 

 

（事務局）市内の小学生と中学生でおよそ 8,000名弱ですが、集いの対象者は全学年

ではなく、小学６年生と中学３年生のみですので、人数はもっと少なくな

ります。市内の全小学生約 4,000 名のうち、６年生はおよそ 700～800 名

です。約 800名のうち 110名が参加したということになります。 

 

（委 員）対象が小学６年生と中学３年生だということを、はっきり記載しておいて

ほしい。各学年で考え方も違うと思いますので。 

 

 １４ページ 施策項目（７）図書館活動の充実 

取組の方向 エ読書習慣の普及 

主な取組（エ）図書館ボランティア事業の推進について 

 

（委 員）事業予定に記載しているブックトークとはどういうものでしょうか。 

 

（事務局）一定のテーマを立てて一定時間内に何冊かの本を紹介することで、図書館

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E5%8F%B8%E6%9B%B8
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司書、学校の司書教諭、ボランティアなどが行います。 

「その本の内容を教えること」ではなく、「その本の面白さを伝えること」

「その本を読んでみたいという気持ちを起させること」が目的であって、

読み聞かせや朗読のように本を最初から順に読んでいくということはし

ません。 

     読み聞かせやブックトークにおいて市民ボランティアとの協力・連携が足

りないという結果になっていますので、改善するよう取り組みたいと思い

ます。 

また、土曜授業では１時間を読書活動に充てています。多くの子どもたち

が本の世界に入り込んで集中できるようになってきていますが、まだ読書

に慣れていない児童に対して、親しんでもらえるようボランティア等と協

力していきたいと思います。 

 

（委 員）ブックトークのような聞き慣れない単語については、注釈などを付けても

らえればありがたい。 

 

３５ページ 施策項目（２）文化・芸術活動の推進 

取組の方向 ウ子どもが文化・芸術に親しむ場づくり 

主な取組（ア）子どもフェスティバルの開催について 

 

（委 員）回答欄に記載のとおり、学校の規模に関わらず、小さい学校でも取り組ん

でいるということですか。 

 

（事務局）伊賀市全体で統一して行っている取組みというのはありませんが、各学校

で限られた予算の中で出来ることを地域の方と連携しながら実施してい

ます。学校の規模によって、全校生徒対象に行っているところや、学年ご

とに交流・体験などを行っているところもあります。 

 

（委 員）取組の内容については、各学校で決定しているのですか。 

 

（事務局）各学校において、教育課程の中で学習内容と繋げながら、児童の状況や地

域の実情に応じたものを考えています。 

     子どもたちにどんな力をつけさせたいのかを考えたときに、例えば、プロ

の漫才師に来てもらった学校では、子どもたちが人前で思いを伝えること

が苦手であるという部分を、漫才のネタを作り発表するなかで、他者と指

摘し合ってより良いものを作ろうとする姿勢や表現力などを学ぶための

総合的な学習として計画されました。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E5%8F%B8%E6%9B%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%9B%B8%E6%95%99%E8%AB%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%81%9E%E3%81%8B%E3%81%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%97%E8%AA%AD
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（委 員）学校内のお茶室を借りてボランティアで子どもたちに茶道を教えているが、

学校の先生は全く関わっていない。地元にはいろんな経験者やボランティ

アなど豊富な人材が居るので、もっと連携・活用してほしいと思います。 

 

（委 員）地元の小学校では、参観日に雅楽鑑賞を行った。地区で舞姫を募集し、４

名の子どもが伝統芸能の後継者として指導をしてもらい踊りを発表した。 

子ども・保護者・地域が一緒に伝統文化に触れることができ、とても良か

った。 

また、小学校での読み聞かせにも参加しており、今年からは土曜授業の一

環として参加させてもらっていて、毎回楽しみにしています。 

 

（委 員）お話しを伺っていて思ったのですが、生涯学習推進大綱は小学生以上を対

象としているわけではなく、全ての世代が対象だと思います。それなら、

未就学児への読み聞かせなども各公民館の図書室で行っていますので、そ

の活動は計画書に載っているのでしょうか。 

      

（事務局）計画書１４ページ 取組の方向 エ 読書習慣の普及の中で、図書館の読み

聞かせ会開催について記載しています。 

     また、伊賀市では子どもの読書活動を推進していくために「伊賀市子ども

読書活動推進計画」を策定してあり、伊賀市子ども健全育成施策検討委員

会において協議を行っています。 

      

（事務局）学校教育と地域の連携については、双方が情報を共有して、子どもの状況

や要望、地域の人材の情報などを把握したうえで連携を図っていければと

思います。 

     伊賀市では、伊賀市教育研究センターでボランティア・ティーチャーの登

録、各学校への情報提供も行っていますが、もっと地元の情報を集めて活

用するようにしていきたいと思いますし、土曜授業において地域との連携

を図るよう、学校は地域を良く知り、地域に協力を求めていくように、教

育委員会から各学校へ周知していきます。 

  

（委 員）各学校でそれぞれに連携先の情報を持っていると思ますが、その情報を学

校教育課や生涯学習課が必要なところへ繋げる・コーディネートするよう

な仕組みはあるのでしょうか。 

 

（事務局）文部科学省のモデル事業「学校支援地域本部事業」として、地域コーディ

ネーターによる地域住民が学校の教育活動を支援する組織構築事業があ

りますが、伊賀市では当事業を実施していません。 
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     コミュニティースクールとして、城東中学校では学校運営協議会を設置し、

夏休みに地域の大学生に勉強を見てもらうなど、地域の力を借りた学校運

営をしている学校もありますが、教育委員会全体で取りまとめる仕組みは

まだありません。 

 

○医療福祉政策課への質問事項について 

２６ページ 施策項目（４）人権が尊重される社会の実現 

取組の方向 カノーマライゼーションの理念の普及 

主な取組（ア）ユニバーサルデザインの普及・啓発について 

 

（委 員）回答によると、職員の研修会へ参加しただけで取り組みができたＡ評価に

なるということでしょうか。それでユニバーサルデザインを普及できた、

市民が充分理解できたということに結びつくのでしょうか。 

 

（事務局）伊賀市では、誰もが自由に社会参画できる暮らしやすいまちづくりを目指

して総合的なユニバーサルデザインの取り組みを推進することを目的に、

伊賀市ユニバーサルデザイン庁内推進委員会を設置し、協議を進めていま

す。昨年度、協議内容を「ユニバーサルデザインの取り組み・情報発信編」

として取りまとめ、読みやすい文字表記の基準や文書の書き方、障がい者

への配慮などについて周知を図っています。また、市広報等でその内容を

お知らせするなどの活動も行っていることから、Ａ評価となっています。 

 

（委 員）委員会や研修会を開くだけではなく、実際に障がい者や高齢者が「使いや

すくなった」と実感できたときが、充分に取組みができた（Ａ評価）に達

すると思うのですが。 

 

（事務局）市では、講演会等の際に手話通訳、要約筆記、磁気誘導ループを設置した

り、公共施設の出入り口付近に思いやり駐車場区間を設けるなどの取り組

みを行っていますが、まだすべての職員がユニバーサルデザインの理念や

知識を十分理解しているとはいえないことから、昨年度は、まずは職員向

けの研修会を開催することから始めましたので、職員の中にユニバーサル

デザインについての意識が芽生え、今後の施策･事業に反映させていくた

めのきっかけづくりができたということで、Ａ評価とさせていただきまし

た。引き続き職員の意識啓発を進めながら、ユニバーサルデザインによる

まちづくりの推進について取り組んでいきます。 

 

（委 員）ノーマライゼーションの理念に基づき、障がい者を無理に特別扱いして区

別するような誤った意識を持たないようにお願いしたい。 
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（事務局）目に見えない壁を取り払って、障害のある人も、障害のない人と同様の生

活ができるように支援することが、ノーマライゼーション、ユニバーサル

デザインの考え方ですので、その実現にむけて取り組んでいきます。 

 

（委 員）職員だけの研修ではなく、講演会や研修会等に専門的な知識を持った方を

招くなど、内容の充実もお願いしたい。 

 

（事務局）職員の意識改革も必要ですが、市民の皆さんの意識改革も必要ですので、

市民への啓発も同時進行で進めていく必要があると思います。 

 

（委 員）自課評価については、目標の設定・水準がはっきりしていれば納得できる

が、行政側の自己満足的なものになっているのではないか。 

     ユニバーサルデザインについて市民や企業にむけて啓発することが目指

すところだが、まだ地盤固めとして職員の意識改革の部分について評価し

たということであれば、評価する側が何を持って評価したのでしょうか。 

 

（事務局）昨年度の実績として、「全庁でユニバーサルデザインを進めるために利用

者の様々な特性を学び、すべての人に配慮した視点を持てるよう全職員対

象の研修会を開催した」とあり、計画どおり研修会を１回開催した実績を

もとに自課評価いただいています。 

 

（委 員）研修会を１回開催することが事業予定であれば、１回開催すればＡ評価だ

と思いますが、例えば、全職員が参加しなかった場合の指標があれば理解

しやすい。指標の設定は各担当課で決定されているが、達成目標をどこに

設定しているかがわかるようにお願いしたい。 

 

（委 員）計画通り実施したなら、達成率 100％でＣ評価が妥当。Ａ評価は甘いと思

います。 

 

（事務局）指標がわかりづらいところや目標値が低い項目もありますが、当計画が来

年度で終了するため、指標を変えてもあと２年のみの評価になってしまう

ことから、指標は変更せず表現の方法や評価の説明を工夫したい。 

 

（委 員）研修会は机上で講義を聞くだけではなく、アイマスクなどを装着して高齢

者や障がい者の疑似体験が出来るような研修を取り入れるなど内容の充

実をお願いしたい。同じ開催回数でも研修内容が充実していれば、自課評

価の判断基準として納得できると思います。 
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○商工労働課への質問事項について 

４１ページ 施策項目（５）産学官民の協働の推進 

取組の方向 ア大学との協働 

主な取組 大学との協働について 

 

（委 員）担当課が変更になったのであれば、総合政策課が担当する取り組みとして

新たにその部分を計画表に追加するべきでは。 

 

（事務局）本年度末の実績評価の際には、総合政策課として大学との協働にどれだけ

取り組めたかを報告いただき、シートに追加します。 

 

○事前質問以外について 

 

（委 員）４ページ 施策項目（２）学校教育の充実 

取組の方向 エ地域に根ざした教育の推進 

主な取組（イ）ボランティア・ティーチャーの登録と活用 

          主な取組（ウ）学校支援ボランティア事業の推進 

 

          施策項目（２）学校教育の充実 

取組の方向 カ学社融合の推進 

          主な取組（ア）地域で行う文化・スポーツ・ボランティア活動

などを組み込んだ学校教育プログラムの開発  について 

 

          本年度から始まった第３土曜日の授業について、読書活動や学校行事な

どのほかに、１学期中に２回程度、俳句に親しむような授業の導入を提

案します。伊賀市は芭蕉の生誕地ですから、夏休みの宿題には俳句を作

っていますが、土曜授業としても俳句に取り組んでみるのはいかがでし

ょうか。 

 

（事務局）土曜授業の内容については、昨年ＰＴＡの方にも入っていただきながら、

伊賀市はどんな目的の授業をするのかを話し合った結果、原則として読書

と地域学習という形で進めています。地域の方との連携やボランティア・

ティーチャーの利用の中で、俳句や絵手紙を教えていただいている学校も

あります。 

     土曜授業の中身については、各学校で地域の連携のなかで自主的に決めて

いますので、現時点で一律すべての学校で俳句に取り組むことは考えてい

ません。しかし、伊賀市は芭蕉の生誕地であり、俳句は地域の大切な宝で
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すので、夏休み以外の授業でも芭蕉をテーマにするなど、それぞれの学校

で取り組んでいます。 

 

（委 員）土曜授業の内容は校長・教頭が決めているのですか。教育委員会以外の意

見も広く聞いて検討することはないのですか。 

 

（事務局）各学校のＰＴＡを通じて保護者の意見を集約し、検討した結果、市として

一定の目的を持って土曜授業の内容を決定しています。伊賀市では、子ど

もたちが自ら学ぶ力を身につけてもらえるよう、読書の好きな子を作りた

いという思いから、現在の形になっています。 

 

（委 員）土曜授業では、平日の授業の延長ではなく、子どもたちの創造力を育むよ

うに子どもが自分で探して学ぶような授業にしていってほしいと思いま

す。 

 

（委 員）子どもたちの中には俳句の基本的なことがわかっていない子もいる。五七

五は知っていても季語がわからない子もいる。知っていると思って進めて

いることがあるように思いますので、基本も覚えられるように配慮してほ

しい。 

 

（委 員）９ページ 施策項目（５）スポーツレクリエーションの推進 

取組の方向 エ地域スポーツの振興 

主な取組（イ）総合型地域スポーツクラブの支援について 

      

市内にいくつかの総合型地域スポーツクラブがありますが、施設管理を担

っているところもあれば、地域住民から会費を徴収して運営している会や、

全くそいうのがないところもあります。そんな様々な状況のクラブについ

て、連絡協議会で情報交換するだけでは本当の支援とは言えないと思いま

す。活動支援の内容が地域によって違うので、内容の充実を図るようお願

いしたい。 

 

（事務局）担当課へ伝えます。 

 

（委 員）いろんな場所に出て行っていろんなことを学ぶのが生涯学習であり、年齢

や性別に関係なく学べることだと思うのですが、中高年の男性の居場所が

ないと思います。中高年男性が活躍できる場所づくりをお願いしたい。モ

デル事業を市から発信するなど、何かきっかけを考えてほしい。 
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（委 員）男性は控えめで、コミュニケーションが苦手な方も多いと思う。 

 

（委 員）年齢を重ねた男性が何をしたいと思っているのか、何をするときが楽しい

のか、ほっとするのかがわからない。本音を聞き出すことが難しい。 

 

（委 員）生涯学習事業の年間計画表を市広報に載せてほしい。 

 

（事務局）公民館事業については、市広報やホームページに掲載しているほか、いが

っこ通信などの市以外の媒体も活用しています。 

 

（委 員）１ヵ月前では、保護者が仕事を休むことができないので、できるだけ早く

募集などの情報を知りたい。年間計画があれば予定を取りやすいので。 

 

（委 員）学校行事の年間計画策定時に、生涯学習課と連携するようなしくみも必要

かと思います。 

 

（事務局）本日は長時間にわたってご審議いただきありがとうございました。 

 

以上 


