
伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画２６年度実績　

施策
項目

取組の方向 主な取組 事業実施課
事業内容

(後期基本計画）
26年度事業予定 26年度実施内容 指標

26年度
目標値

26年度
実績値

自課評価
（A～E）

A.B.C.D.E評価の特記理由
28年度までの
[累計]又は28
年度目標値

備考

子育てサポーターに対して、研
修会等に参加するよう周知しま
す。

子育てサポーターに対して研修
会・講座等に参加するよう呼び
かけます。

広報やちらし等で周知をし講座
「今必要な子育て支援l～現代
子育て事情から～」を実施しま
した。

回数 2 2 C 2

子育てサークル等の積極的な
活動を図るため、子育てに必要
な人材や活動情報を収集し、
提供します。

子育てサークル等の積極的な
活動を図るため、各サークルの
情報ちらしを子育て支援セン
ターに設置し、情報提供をしま
す。

募集や活動状況のちらしを設
置したり、活動場所の提供、活
動情報の提供、活動の支援を
行いました。

箇所数 9 9 C 9

（イ）ファミリー・サ
ポート・センター
事業の推進

こども家庭課

伊賀市社会福祉協議会に委託
し、住民同士の子育て支援活
動の推進を行うとともに会員の
資質向上を行うため、講習会を
開催します。

伊賀市社会福祉協議会に委託
し、住民同士の子育て支援活
動の推進を行うとともに、会員
の資質向上及び新規の提供会
員養成のための講習会を開催
します。

保育施設等までの送迎等の預
かり活動を340回行いました。ま
た、病後児・緊急預かり活動等
緊急対応を４回行いました。ま
た、会員の資質向上を行うた
め、４日講習会を開催しました。

提供
会員数

120 123 C 130

（ウ）民生委員・児
童委員、主任児
童委員の資質向
上

厚生保護課

研修などで身に付けた支援や
制度を市民への啓発活動や市
の事業で直接ふれあう機会を
通じて、市民からの相談等に役
立てていきます。

・社協広報誌での啓発記事の
掲載　1回。
・こんにちは赤ちゃん訪問事業
紹介カード配布　700回。
・出前講座（メンタルパートナー
他）　3回。
・乳幼児相談　12回。
・１歳６ヶ月児検診・３歳児検診
28回。
・離乳食教室託児協力　6回。
・各地区民生委員協議会啓発
活動　2回。
・訪問活動　30回
　（啓発活動時には啓発ベスト
の着用。）

・社協広報誌での啓発記事の掲
載　1回。
・こんにちは赤ちゃん訪問事業紹
介カード配布　660回。
・出前講座（メンタルパートナー
他）　1回。
・乳幼児相談　12回。
・１歳６ヶ月児検診・３歳児検診
31回。
・離乳食教室託児協力　6回。
・各地区民生委員協議会啓発活
動　2回。
・訪問活動　8回
　（啓発活動時には啓発ベストの
着用。）

回数 782
721

（見込）
D [3,855]

イ　子育て
支援サーク
ルの育成・
支援

（ア）子育て支援
サークルの育成・
支援

こども家庭課
活動場所の提供や子育て支援
事業での支援を行います。

子育て支援センターやその他
の施設において活動場所の提
供や子育て支援事業での支援
を行います。

各子育て支援センターでは活
動場所の提供や支援、玩具等
の貸し出しを行いました。その
他の施設では活動場所の提供
を行いました。

箇所数 11 11 C 11

（ア）ジュニアリー
ダーの育成・活用

スポーツ振興課
スポーツ少年団リーダー会の
育成をします。

リーダー研修会及び団員交流
会を実施して育成を図ります。

リーダー研修会及び団員交流会
を実施して育成を図りました。
県内研修会1回（参加者延べ2人）

リーダー
会人数

10 14 Ａ 15

生涯学習課
各地区青少年育成市民会議へ
の支援をします。

各地区青少年育成市民会議へ
の補助金や委託金の交付を行
うとともに事業の一元化に向け
て協議します。

各地区青少年育成市民会議へ
の補助金を統一し、事業の一
元化に取り組みました。

回数 3 3 C 2

スポーツ振興課
スポーツ少年団の育成・活動
支援をします。

スポーツ少年団の育成と活動
支援の充実を図ります。

スポーツ少年団の育成と活動支
援の充実を図りました。
＊スポーツ少年大会、スケート交
流会、各種目大会、ドイツスポー
ツ少年団交流会ほか

団数 60 56 Ｄ
少子化に伴い、合併したり解散し
たクラブが増えてきている。 73

（イ）子どもの育成
団体に対する支
援

中央公民館
上野児童福祉会並びに青少年
育成団体へ支援をします。

上野児童福祉会連合会並びに
青少年育成団体（阿山・いがま
ち・大山田・島ヶ原・青山）へ支
援をします。

上野児童福祉会連合会に、青少年
健全育成委託料・ふるさと学習会委
託料を支出するとともに、生涯学習
課からは、青少年育成団体（阿山・
いがまち・大山田・島ヶ原・青山）へ
補助金を執行しました。

団体数 6 6 Ｃ 6

ア　子育て
支援の人材
育成とネット
ワークづくり

３．地域力を活かしたまちづくり

こども家庭課
（ア）子育てサ
ポーターの養成・
研修の推進

ウ　子ども
の活動を支
援する人材
及び団体へ
の支援

（
１

）
地
域
の
教
育
力
の
向
上

（イ）子どもの育成
団体に対する支
援

自課評価
A.　充分に取り組みができた　　　　 １２０％以上
B.　かなり取り組みができた　　　　　１０５％以上～１２０％未満
C.　取り組みができた　　　　　　　　　９５％以上～１０５％未満
D.　あまり取り組みができなかった　８０％以上～９５％未満
E.　取り組みができなかった　　 ８０％未満  17P

 ※28年度までの[累計]又は28年度目標値
累計：28年度までの５年間の数値を[　]内に記載

目標値：数値をそのまま記載
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施策
項目

取組の方向 主な取組 事業実施課
事業内容

(後期基本計画）
26年度事業予定 26年度実施内容 指標

26年度
目標値

26年度
実績値

自課評価
（A～E）

A.B.C.D.E評価の特記理由
28年度までの
[累計]又は28
年度目標値

備考

３．地域力を活かしたまちづくり

（ア）「放課後子ど
もプラン」の推進

生涯学習課
放課後の子どもの居場所づくり
の推進を図ります。

放課後子どもプラン施策検討委
員会において、検討・協議を行
います。

３月６日（金）に放課後子どもプ
ラン施策検討委員会を開催予
定です。

回数 1
1

(見込)
Ｃ [5]

（イ）放課後子ども
教室の設置

生涯学習課
設置に向けて周知していきま
す。

公民館長会議で設置に向けた
周知を行います。

公民館長会議等で設置に向け
た周知を行いました。

回数 2 1 E
住民自治協議会への周知を予
定していたが、会議等の機会が
なかった。

[5]

放課後における児童の健全な
育成を支援するため、放課後
児童クラブを実施します。

指定管理者制度により安定した
運営を行い、放課後の児童の
健全な育成を図ります。

放課後の子どもの見守り、居場
所づくりとして、放課後児童クラ
ブを実施しました。
２／１現在登録者数　６５６名

箇所数 14 14 C 17

校区再編により建設される小
学校区に対し、 放課後児童ク
ラブ設置に向け、検討を行って
いきます。

統合される小学校及び関係地
区の子どもが通う保育所（園）
等を通じ、当該地区の保護者に
対し、アンケート調査を実施しま
す。

三田小学校と丸柱小学校（諏
訪地区の児童のみ）の統合に
向けて当該地区の保護者に対
しアンケート調査を実施しまし
た。

箇所数 1 1 C -

校区再編計画の進捗
状況によりアンケート
調査を実施するが、
現在未定。

（エ）児童館活動
の実施

同和課
安全かつ健全な児童館活動を
実施します。

遊びの場・学びの場を提供し、
遊び、学習の指導に努めるとと
もに、自主性を高め仲間づくり
を進めるため各種教室を実施し
ます。

施設・遊具等を提供し、遊び、
学習の指導に努めるとともに、
自主性を高め仲間づくりを進め
るため各種教室を実施しまし
た。

箇所数 3 3 C 3

生涯学習課
青少年健全育成推進大会にお
いて、親子で参加できる内容を
企画します。

青少年健全育成推進大会を開
催します。

３月２２日（日）に親子で参加で
きる人形劇の鑑賞を予定してい
ます。

参加人数 150
150

（見込）
Ｃ 150

中央公民館
各地区公民館で親子参加型事
業を実施します。

各地区公民館で親子参加型事業を
実施します。
上野公民館：親子お城ウォーク他
阿山公民館：楽がきくらぶ（年8回）
いがまち公民館：夏休み体験教室・
スケート教室フープブーンで目指せ
スッキリbody教室
大山田公民館：親と子の英語であそ
ぼう！教室
青山公民館：「吹奏楽公開練習＆発
表会」
　　　　　　　 ・「ロビーコンサート」
島ヶ原公民館：親子料理教室、パン
づくり教室

各地区公民館で親子参加型事業を
実施しました。
上野公民館：親子お城ウォーク
阿山公民館：楽がきくらぶ（年8回）
いがまち公民館:夏休み体験教室・
スケート教室・フープブーンで目指
せスッキリbody教室
大山田公民館：親と子の英語であそ
ぼう教室、親子で和菓子作り体験教
室
青山公民館：「吹奏楽公開練習コン
サート」・「春の小さなコンサート」・
「どろんこ田植え体けん」・「収穫祭
（稲刈り体験）」
島ヶ原公民館：親子料理教室、パン
づくり教室、三重県総合博物館＆お
やつカンパニー見学会

箇所数 6 6 Ｃ 6

こども家庭課

保育所(園）・地域子育て支援セ
ンターの各種事業で、親子が集
い、体験できる活動を行いま
す。

保育所（園）・子育て支援セン
ターで親子が集い体験できる活
動を数回に増やし実施します。

保育所（園）では、製作活動や
絵本の読み聞かせなど親子で
体験できる活動を計画し、実践
しました。
子育て支援センターでは、食育
事業や工作等親子がふれあ
い、体験できる事業を実施しま
した。

箇所数 43 43 C
保育所
（園）

ほか43

統廃合により所（園）
数が減少することに
より目標数値が変動
することがあります
（26年3月31日で１園
閉園のため左欄数値
変更）

オ　親子で
参加できる
体験活動の
推進

（ウ）放課後児童
健全育成事業（放
課後児童クラブ）
の実施

（
１

）
地
域
の
教
育
力
の
向
上

こども家庭課

エ　放課後
の子どもの
居場所づく
りの推進

（ア）親子で参加
できる講座・教
室、イベントの開
催

自課評価
A.　充分に取り組みができた　　　　 １２０％以上
B.　かなり取り組みができた　　　　　１０５％以上～１２０％未満
C.　取り組みができた　　　　　　　　　９５％以上～１０５％未満
D.　あまり取り組みができなかった　８０％以上～９５％未満
E.　取り組みができなかった　　 ８０％未満  18P

 ※28年度までの[累計]又は28年度目標値
累計：28年度までの５年間の数値を[　]内に記載

目標値：数値をそのまま記載
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施策
項目

取組の方向 主な取組 事業実施課
事業内容

(後期基本計画）
26年度事業予定 26年度実施内容 指標

26年度
目標値

26年度
実績値

自課評価
（A～E）

A.B.C.D.E評価の特記理由
28年度までの
[累計]又は28
年度目標値

備考

３．地域力を活かしたまちづくり

（ア）親子で参加
できる講座・教
室、イベントの開
催

同和課
児童館の事業として、親子で参
加できる体験活動を行います。

１　地域の保護者会の活動を支援し
ます。
２　親子社会見学や体験教室等を
実施します。
３　「すくすく広場」「絵本の広場」を
実施し、地域の交流の場を提供しま
す。

地域の保護者会の活動を支援し、
親子社会見学や体験教室等を実施
しました。また、「すくすく広場」「絵本
の広場」「児童館夏まつり」などを実
施し、地域の交流の場を提供しまし
た。

箇所数 3 3 C 3

（イ）子どもセン
ター情報紙の発
行

中央公民館
子どもセンターにより情報誌を
発行し、保育所（園）、幼稚園、
小学校を通じて配布します。

市内や近隣で子どもや保護者が
参加できる行事を集約して、年3
回情報紙「いがっこ通信」を発行
します。委託先：伊賀市ＰＴＡ連合
会

伊賀市文化都市協会・もくもく手づく
りファーム・上野森林公園等市内各
関係団体との連絡調整を経て、見
やすく、手にとってもらいやすい紙面
づくりを心がけました。

回数 3 3 Ｃ 3

カ　地域を
フィールドと
した体験学
習・体験活
動の推進

（ア）チャレンジ教
室の実施

中央公民館
各地区公民館で、子ども対象
の体験教室を実施します。

各地区公民館で、子ども対象の
体験教室を実施します。
上野公民館：ふるさと学習会で
キャンプ・野外活動を実施しま
す。
いがまち公民館：こども体験教
室で（万華鏡作り）みえこどもの
城協力・お菓子作り・昔のあそ
び・体操等を実施します。
大山田公民館：「オオサンショウ
ウオ観察会」
青山公民館：「どろんこ田植え
体けん」
島ヶ原公民館：竹灯りセミナー
（行灯づくりと切り絵づくり等）

各地区公民館で、子ども対象の体
験教室を実施しました。
上野公民館：ふるさと学習会でキャ
ンプ・野外活動を実施しました。
阿山公民館：こどもちゃれんじ教室
（年8回）
いがまち公民館：こども体験教室（年
8回）
大山田公民館：オオサンショウウオ
観察会
青山公民館：「どろんこ田植え体け
ん」「収穫祭（稲刈り体験）」「キャラ
バン先生竹工房（竹のおもちゃづくり
と竹遊び）」
島ヶ原公民館：竹灯りセミナー（行灯
づくりと切り絵づくり等）

箇所数 5 6 Ａ 6

スポーツ振興課
小中学校の体育施設を開放し
ます。

小中学校の体育施設を開放し
ます。

小中学校の体育施設を開放しまし
た。
体育館（小学校24校　中学校10校）
運動場（小学校25校　中学校10校）
武道場（中学校3校）

学校数 35 35 Ｃ 32

生涯学習課
伊賀市生涯学習センターを活
用して居場所づくりを進めま
す。

生涯学習センター開館時に展
示ギャラリーを開放し、放課後
や休日の居場所づくりを進めま
す。

生涯学習センター開館時に展
示ギャラリーを開放し、放課後
や休日の居場所づくりを進めま
した。

日数 340 346 Ｃ 340

イ　家庭に
対する関心
の喚起

（ア）中学生・高校
生の保育所
（園）、幼稚園など
への訪問学習の
推進

学校教育課
中学校の家庭科などで保育体
験学習を実施します。

中学校の家庭科などの学習に
おいて、保育体験学習を実施し
ます。

１０中学校の家庭科などの学習
において保育体験学習を実施
しました。

校数 8 10 A 10

ウ　若者の
自立支援

（ア）キャリア教育
の推進

学校教育課
中学校において、職場体験学
習を核としたキャリア教育に取
り組みます。

すべての中学校で職場体験学
習を実施し、職場体験学習を核
としたキャリア教育に取り組み
ます。

すべての中学校で、職場体験
学習を実施するとともに、全体
計画に基づいたキャリア教育に
取り組んだ。

生徒の
満足度
（％）

90 86 Ｃ 95

（ア）青少年健全
育成大会などの
開催

生涯学習課
青少年健全育成推進大会を開
催します。

青少年健全育成推進大会を開
催します。

３月２２日（日）に青少年健全育
成推進大会を開催予定です。

回数 1
１

（見込）
Ｃ [5]

（イ）伊賀市青少
年育成市民連絡
会議の育成・支援

生涯学習課
伊賀市青少年育成市民連絡会
議の育成・支援を行います。

伊賀市青少年育成市民連絡会
議の事業として、第7回輝け！
いがっ子フォトコンテストや市内
一斉啓発活動を実施します。

伊賀市青少年育成市民連絡会
議の事業として、第７回輝け！
いがっ子フォトコンテストや市内
一斉啓発活動を実施しました。

回数 2 2 C [10]

（
２

）
青
少
年
が
い
き
い
き
と
成
長
す
る
地
域
づ
く
り

エ　青少年
の非行や犯
罪の防止

ア　中学
生、高校生
の居場所づ

くり

（
１

）
地
域
の
教
育
力
の
向
上

オ　親子で
参加できる
体験活動の
推進

（ア）中学生、高
校生の居場所づく
りの推進

自課評価
A.　充分に取り組みができた　　　　 １２０％以上
B.　かなり取り組みができた　　　　　１０５％以上～１２０％未満
C.　取り組みができた　　　　　　　　　９５％以上～１０５％未満
D.　あまり取り組みができなかった　８０％以上～９５％未満
E.　取り組みができなかった　　 ８０％未満  19P

 ※28年度までの[累計]又は28年度目標値
累計：28年度までの５年間の数値を[　]内に記載

目標値：数値をそのまま記載



伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画２６年度実績　

施策
項目

取組の方向 主な取組 事業実施課
事業内容

(後期基本計画）
26年度事業予定 26年度実施内容 指標

26年度
目標値

26年度
実績値

自課評価
（A～E）

A.B.C.D.E評価の特記理由
28年度までの
[累計]又は28
年度目標値

備考

３．地域力を活かしたまちづくり

（ア）「伊賀市地域
福祉計画」の住民
自治協議会単位
での出前説明会
の開催

医療福祉政策課
地域福祉の重要性など各地域
や団体への啓発として説明会
を実施します。

各地域における福祉でまちづくり
を進めるため、「第2次伊賀市地
域福祉計画」に基づく地域活動の
取組みについて、社会福祉協議
会と連携し、地域や関係団体へ
の啓発を行います。

社会福祉協議会のエリア担当者
が、地域福祉推進啓発DVDを活
用し、各地域における福祉意識
の向上をめざすための啓発活動
に対する支援を行いました。

開催
回数 6 10 A [30] 社協活動

（イ）学校教育及
び生涯学習と連
携した福祉教育
の実践

医療福祉政策課
学校教育、生涯学習、地域の
公民館活動等を通じ、福祉教
育の学びの場を提供します。

伊賀市福祉教育推進協議会を中
心に、学校教育課、社会福祉協
議会と連携し、こども達が学校教
育を通じて福祉教育を学べる機
会を提供するための検討を行い
ます。

福祉教育の一環として、市内小中学校や
高校と連携しながら、企画段階から子ども
たちが参画し、自分たちの住む地域を知る
ための福祉活動として、「夏休み体験教
室」「ふくしでつながるプロジェクト」「市街
地の見守り活動」などを実施しました。そ
の福祉活動をサポートする社会福祉協議
会の地域支援活動に対する支援を行いま
した。

検討
回数

（実施事
業数）

3 3 C [25] 社協活動

（ア）地域福祉教
育推進プラット
フォームの創設

医療福祉政策課

伊賀市地域福祉計画推進の
テーマ別部会において、市民の
地域福祉推進への主体的参加
の促進に関する検討を行いま
す。

地域福祉の推進母体である社会
福祉協議会が、市民参加により
地域福祉活動を検討できるよう、
その活動に対する支援を行いま
す。

社会福祉協議会のエリア担当者が、各地
域が関心のある取り組みに応じて、市内
外の先進地への視察調整などを行い、地
域間交流による情報交換の場づくりを行う
などの地域福祉活動に対する支援を行い
ました。

検討
回数

（地域支
援回数）

3 10 A

今年度より、市民がより地域福
祉活動に参加できるよう、地域
支援活動の母体である社会福祉
協議会が、主体的に市民活動を
支援することとなったため。

[30] 社協活動

（イ）ボランティア
活動支援の充実

医療福祉政策課
地域における見守り体制を構
築するための人材を育成しま
す。

社会福祉協議会が「市民ふくし大
学講座」を開催し、福祉の専門的
な知識を持った「いが見守り支援
員」を養成できるよう支援を行い
ます。

社会福祉協議会が、「市民ふくし
大学講座」を開催し、福祉の専門
的な知識を持った「いが見守り支
援員」を養成できるよう、支援しま
した。

人数 50
50

（見込）
C [250] 社協活動

（ア）人権問題地
区懇談会の開催

人権政策・男女
共同参画課

住民が人権問題を考え、問題
の解決に向けて自由な意見交
換ができる場をつくります。

人権問題地区別懇談会を開催
します。

人権問題地区別懇談会を開催
しました。

参加者数 5,300 4,900 D 6,000

人権政策・男女
共同参画課

地域における人権教育の推進
役としての指導者を育成しま
す。

指導者養成講座を開催します。
上野（部落解放・人権大学講座、地区
懇モデル・フォロー･ステップアップ研
修、草の根全体会研修・先進地視察
等）
　伊賀（地区別懇談リーダー研修会）
島ヶ原（地区懇談会事前研修・フォ
ローアップ研修）
阿山（地区別懇談会事前学習会・事後
反省会）
大山田（人権大学講座・修了生研修
会）
　青山（人権・開放講座、地区懇事前
研修、支所職員人権研修）

指導者養成講座を開催しました。
　上野（部落解放・人権大学講座、地区懇
モデル・フォロー・ステップアップ研修、草
の根全体会研修・先進地視察等）
　伊賀（地区別懇談会リーダー研修会）
　島ヶ原（地区懇談会事前研修・フォロー
アップ研修、職員人権･同和学習会）
　阿山（地区別懇談会事後反省会）
　大山田（人権大学講座・修了生研修会、
地区懇談会事前打合せ回・反省会）
　青山（人権・解放講座、地区懇事前研
修、支所職員人権研修）

受講者数 1,600 1,580 Ｃ 2,000

生涯学習課
市民を対象とした人権講演会を
実施します。職員に対しても研
修会を実施します。

伊賀市同研（各支部同研）主催の講演
会･研究大会の支援、社同研（上職会）
の啓発ＤＶＤ上映会の実施や、人権政
策･男女共同参画課、人事課主催の研
修会･講演会と協力しながら、市民・職
員に向けて研修の機会や情報を提供
します。

伊賀市同研（各支部同研）主催の講演会･
研究大会を支援し、社同研（上職会）の啓
発ＤＶＤ上映会を開催しました。
人権政策･男女共同参画課、人事課主催
の研修会･講演会、商工労働課主催の人
権啓発企業訪問（上野地区180社）への支
援・協働をしました。

回数 10 12 A [44]

各支部同研事
務局会議、三人
教団体代表者
会、伊賀市企業
事業所訪問の
ための会議

学校教育課
人権・同和教育推進委員研修
会を実施します。

学校人権・同和教育部会にお
いて研修会を実施します。

開催日：平成26年8月8日（金）
場　所：伊賀市ゆめぽりすセンター　参加
者：80名
講　師：大阪市立大学人権問題研究セン
ター　上杉　聡　さん
開催日：平成26年10月14日（火）
場　所：伊賀市ゆめぽりすセンター　参加
者：75名
講　師：部落解放同盟八幡支部長　松岡
克己　さん
開催日：平成27年2月5日（木）
場　所：伊賀市教育研究センター　参加
者：45名
講　師：志摩市立磯部中学校　梅元　章光
さん

回数 2 3 A [10]

（
４

）
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現

（
３

）
福
祉
教
育
の
推
進 イ　地域福

祉教育推進
プラット
フォームの
創設

ア　福祉意
識の向上

（イ）人権問題に
関する指導者研
修の実施

ア　地域を
主体とした
人権問題に
対する意識
の高揚

自課評価
A.　充分に取り組みができた　　　　 １２０％以上
B.　かなり取り組みができた　　　　　１０５％以上～１２０％未満
C.　取り組みができた　　　　　　　　　９５％以上～１０５％未満
D.　あまり取り組みができなかった　８０％以上～９５％未満
E.　取り組みができなかった　　 ８０％未満  20P

 ※28年度までの[累計]又は28年度目標値
累計：28年度までの５年間の数値を[　]内に記載

目標値：数値をそのまま記載



伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画２６年度実績　

施策
項目

取組の方向 主な取組 事業実施課
事業内容

(後期基本計画）
26年度事業予定 26年度実施内容 指標

26年度
目標値

26年度
実績値

自課評価
（A～E）

A.B.C.D.E評価の特記理由
28年度までの
[累計]又は28
年度目標値

備考

３．地域力を活かしたまちづくり

（ア）学習プログラ
ムの整備

人権政策・男女
共同参画課

市民のニーズや学習レベルに
応じた、地域や団体等で活用で
きるよう学習プログラムを開発
します。

ゲーム等を交え、楽しく学びな
がら人権課題を見つけ、話し合
うことが出来るよう、地区懇談
会進行シナリオを作成します。

ゲーム等を交え、楽しく学びな
がら人権課題を見つけ、話し合
うことが出来るよう、地区懇談
会進行シナリオを作成しまし
た。

プログ
ラム数

1 1 C [5]

書籍冊数 1 1 C [5]

ビデオ
本数

1 1 C [3]

生涯学習課
人権・同和教育関係教材の収
集、充実を図ります。

人権同和問題をテーマにしたＤ
ＶＤ（映像教材）を購入します。

人権同和問題をテーマにしたＤ
ＶＤ（映像教材）を購入しまし
た。学習用ビデオ・DVDの貸出
は92件でした。

設置数 3 3 Ｃ [22] 企業を中心に貸し出
し数増加しました。

学校教育課
特色ある学校教育事業におい
て、人権に関わる啓発図書・教
材の充実を図ります。

学校（園）において、啓発図書・
教材の購入及び充実を図りま
す。

すべての学校（園）において、
啓発図書・教材の購入をし、充
実を図ります。

校(園)数 35 35 Ｃ 32
平成27年度小学校が
統合により減数

人権政策・男女
共同参画課

インターネット上の差別書き込
みの実態を把握し、教育啓発
に活用します。

インターネット上の差別書き込
みの実態を把握するため、定期
モニター事業を実施します。

インターネット上の差別書き込
みの実態を把握するため、定期
モニター事業を実施しました。

回数 45 44 C 45

学校教育課
情報モラル教育の充実を図り
ます。

すべての学校において、情報モ
ラル教育を実施するとともに、
保護者への啓発を行います。

すべての学校において、情報モ
ラル教育の計画に基づき、研修
会等で保護者への啓発を行い
ました。

実施校
の比率
（％）

100 100 Ｃ 100

生涯学習課

三重県人権教育研究協議会、
伊賀市人権同和教育研究協議
会、伊賀地域における部落差
別をはじめとするあらゆる差別
撤廃に関する連絡協議会等と
の情報交換を行います。

インターネットモニタリング事業
を支援し、伊賀地区連協、三人
教、伊賀市同研（各支部主催の
研究大会等）交流会学習会や
会議等に参加して情報収集に
努めます。

インターネットモニタリング事業
への支援をしました。
伊賀地区連協、三人教、伊賀
市同研（各支部主催の研究大
会等）交流会学習会や会議等
へ参加しました。

団体数 3 3 Ｃ 5
伊賀市職員の資質・
能力の向上が図られ
ました。

ウ　インター
ネットによる
人権侵害へ
の対応

（ア）インターネッ
トによる差別的書
き込みへの対応

（
４

）
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現

イ　人権学
習環境の充
実

地区懇談会や指導者の研究教
材として、本庁・各支所・保育
所・小中学校へビデオや書籍を
設置しました。

地区懇談会や指導者の研究教
材として、本庁・各支所・保育
所・小中学校へビデオや書籍を
設置します。

人権政策・男女
共同参画課

地区懇談会や指導者の研修教
材として、本庁・各支所・保育
所・小中学校へビデオや書籍を
設置します。

（イ）啓発図書・教
材の整備

自課評価
A.　充分に取り組みができた　　　　 １２０％以上
B.　かなり取り組みができた　　　　　１０５％以上～１２０％未満
C.　取り組みができた　　　　　　　　　９５％以上～１０５％未満
D.　あまり取り組みができなかった　８０％以上～９５％未満
E.　取り組みができなかった　　 ８０％未満  21P

 ※28年度までの[累計]又は28年度目標値
累計：28年度までの５年間の数値を[　]内に記載

目標値：数値をそのまま記載



伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画２６年度実績　

施策
項目

取組の方向 主な取組 事業実施課
事業内容

(後期基本計画）
26年度事業予定 26年度実施内容 指標

26年度
目標値

26年度
実績値

自課評価
（A～E）

A.B.C.D.E評価の特記理由
28年度までの
[累計]又は28
年度目標値

備考

３．地域力を活かしたまちづくり

（ア）学校での人
権学習の推進

学校教育課
学校（園）人権・同和教育研究
事業を行います。

すべての学校（園）のマニフェス
トに、人権にかかわる目標を掲
げ、人権・同和教育の研究及び
実践を計画的に実施します。

すべての学校（園）のマニフェス
トに、人権にかかわる目標を掲
げ、人権・同和教育の研究及び
実践を計画的に実施しました。

「人権」に
かかわる
各校（園）
マニフェス
トを達成し

た学校
（園）の比

率
（％）

100 100 Ｃ 100

学校教育課
各学校(園)で人権学習参観や
人権講演会を実施します。

すべての学校（園）で、保護者
対象の人権学習参観や人権講
演会を実施します。

すべての学校（園）で、保護者
対象の人権学習参観や人権講
演会を実施しました。

回数 1 1 Ｃ [5]

生涯学習課
市民を対象とした人権講演会を
実施します。職員に対しても研
修会を実施します。

平成２６年度に下記のとおり研
修の機会を提供します。
社同研啓発ＤＶＤ上映会・・・９
回
上野地区ＰＴＡ講演会・・・１回

部落解放研究三重県集会（全
体会＆分科会：参加者６７人）、
社同研啓発ＤＶＤ上映会（計９
回：参加者５６１人）、
上野地区ＰＴＡ講演会（１回：参
加者１０５人）
をそれぞれ実施しました。

回数 10 10 B

市職員の上映会参加者の増加、
スマホ等利用制限に向けたＰＴＡ
からの取り組みの声が上がりま
した。

[44]

中央公民館
各地区公民館で人権講演会を
実施します。

各地区公民館で人権講演会を
実施します。
上野公民館：悠々講座で人権
講演会を行います。
阿山公民館：あやま人権・同和
問題学習講座（年4回）阿山同
研共催
いがまち公民館：やまなみ文化
協会人権講演会
大山田公民館：いきいきライフ
人権講座
青山公民館：公民館ロビーで人
権パネル展示等を行います。
島ヶ原公民館：人権講演会を開
催します。

各地区公民館で人権講演会を実施
しました。
上野公民館：悠々講座第7回「インド
の生と死」
阿山公民館：あやま人権・同和問題
学習講座（年4回）阿山同研共催
いがまち公民館：家庭教育講演会・
やまなみ文化協会人権講演会
大山田公民館：公民館ロビーで人権
パネルの展示、住民自治協との共
催による人権講演会
青山公民館：図書室で「人権につい
て考える特集コーナー」を設置、人
権講演会（年2回）青山同推協・市共
催、公民館ロビー展示「点字絵本と
点字の本」、「人権について考えよ
う」
島ヶ原公民館：人権講演会

箇所数 6 6 Ｃ 6

人権政策・男女
共同参画課

市民の人権教育の場として、人
権・同和問題への理解と認識を
深めるため、定期的に継続して
人権講演会等を実施します。

人権・同和問題講演会等を開催
します。
上野（ひゅーまんフェスタ、人権を
考える市民のつどい、地区草の
根講演会）
伊賀（いがまち解放講座、差別を
なくすいがまちの集い、人権フェ
スティバル、いがまち人権・同和
問題講演会）
島ヶ原（しまがはら人権のつど
い、しまがはら人権フェスティバ
ル）
阿山（阿山地区人権フェスティバ
ル、あやま人権・同和問題解決講
演会、阿山人権学習会）
大山田（ライトピアおおやまだ人
権フェスティバル、おおやまだ人
権フェスティバル）
青山（同和問題講演会、人権の
つどい、人権啓発地域リーダー研
修）

人権・同和問題講演会等を開催
しました。
　上野（ひゅーまんフェスタ、人権
を考える市民のつどい、地区草の
根講演会）
　伊賀（いがまち解放講座、差別
をなくすいがまちの集い、人権
フェスティバル、いがまち人権・同
和問題講演会）
　島ヶ原（しまがはら人権のつど
い、しまがはら人権フェスティバ
ル）
　阿山（阿山地区人権フェスティ
バル、あやま人権・同和問題講演
会、阿山人権学習会）
　大山田（ライトピアおおやまだ人
権フェスティバル、おおやまだ人
権フェスティバル）
　青山（同和問題講演会、人権の
つどい、人権啓発地域リーダー研
修）

参加者数 7,900 7,200 D 8,000

（
４

）
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現

（イ）人権学習講
演会などの開催

エ　人権教
育の充実

自課評価
A.　充分に取り組みができた　　　　 １２０％以上
B.　かなり取り組みができた　　　　　１０５％以上～１２０％未満
C.　取り組みができた　　　　　　　　　９５％以上～１０５％未満
D.　あまり取り組みができなかった　８０％以上～９５％未満
E.　取り組みができなかった　　 ８０％未満  22P

 ※28年度までの[累計]又は28年度目標値
累計：28年度までの５年間の数値を[　]内に記載

目標値：数値をそのまま記載



伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画２６年度実績　

施策
項目

取組の方向 主な取組 事業実施課
事業内容

(後期基本計画）
26年度事業予定 26年度実施内容 指標

26年度
目標値

26年度
実績値

自課評価
（A～E）

A.B.C.D.E評価の特記理由
28年度までの
[累計]又は28
年度目標値

備考

３．地域力を活かしたまちづくり

学校教育課
教職員研修会の充実を図りま
す。

同和問題に関する教職員意識
調査の分析結果に基づく研修
会、転入・新規採用教職員研修
会を実施します。

開催日：平成26年5月20日（火）
場　所：伊賀市教育研究センター　参加
者：60名
講　師：子ども教育広場　代表　野口克海
さん
開催日：平成26年7月7日（月）
場　所：八幡町市民館　参加者：60名
講　師：八幡町市民館長　南　一郎　さん
　　　　伊賀市人権教育アドバイザー　桒原
成壽　さん

回数 2 2 Ｃ [10]

人事課

部落解放・人権大学講座や三
重県人権大学講座の修了生を
活用した職員研修を実施しま
す。

部落解放・人権大学講座や三
重県人権大学講座への派遣を
行い、リーダー的役割を果たせ
る職員の育成に努めます。ま
た、これらの修了生を活用した
全職員を対象とした職員研修を
実施します。

三重県人権大学講座へ6名を派遣しまし
た。
また、新規採用職員前期研修では、前年
度の修了生をグループ討議のファシリテー
ター役に起用し、修了生が講座をとおして
学んだ知識等を活用した効果的な研修が
実施できました。
なお、今年度の全職員対象の同和問題研
修は、聴講型のみの研修会としたため、修
了生の活用につながるような取組みは特
に行っていません。

派遣者数 6 6 Ｃ [ 30 ]

部落解放・人権大学
講座については、例
年どおり受講希望者
を1名を公募しました
が、申込者がいな
かったため三重県人
権大学講座へ6名を
派遣しました。

人権政策・男女
共同参画課

企業・団体における人権教育
の推進役としての人材を育成し
ます。

企業・団体における学習会を開
催します。
上野（上野同和教育研究協議
会研究大会・連続講座）
　伊賀（いがまち同和教育研究
会総会記念講演会・研究大会）
　阿山(阿山人権同和教育研究
協議会総会記念講演会・視察
研修会・研究大会、阿山地区人
権講演会等開催支援事業）
大山田（大山田同和教育研究
会総会記念講演会・研究大会、
大山田同和問題企業連絡会研
修会）
青山（企業同和問題研修）

企業・団体における学習会を開催し
ました。
　上野（上野同和教育研究協議会研
究大会・連続講座）
　伊賀（いがまち同和教育研究会総
会記念講演会・研究大会）
　島ヶ原（島ヶ原地区人権同和教育
推進協議会総会･啓発事業）
　阿山（阿山人権同和教育研究協議
会総会記念講演会・視察研修会・研
究大会、阿山地区人権講演会等開
催支援事業）
　大山田（大山田同和教育研究会総
会記念講演会・研究大会、大山田同
和問題企業連絡会研修会）
　青山（企業同和問題研修･青山同
和教育推進協議会総会）

参加者数 4,000 3,955 C 4,000

（ア）人権同和教
育研究団体との
連携・支援

生涯学習課

全国人権教育研究協議会、三
重県人権教育研究協議会、及
び伊賀市人権同和教育研究協
議会各支部との連携を図るとと
もに,上野社会同和教育研究
会、上野地区PTA会事業の支
援を行います。

全人教、三人教、伊賀市同研、
各支部同研の支援･連携を行
い、研究大会、講演会、学習会
等に参加します。

全人教、三人教、伊賀市同研、
各支部同研の支援･連携、研究
大会、講演会、学習会等へ参
加しました。

参加数 26 26 Ｂ
全国大会が近県での開催とな
り、参加者が増えました 22

全国大会が近県での
開催となり、参加者が
増えました

（イ）教育集会所
活動の推進

生涯学習課
各教育集会所実施事業につい
ての情報交換を行います。

伊賀市教育集会所交流事業
「みんなよっといで！」を開催し
ます。

伊賀市教育集会所交流事業
「みんなよっといで！」を開催し
ました。（年間上・下期２回：延
べ参加児童数１６０人）
伊賀市高校生（青年）人権学習
交流会を開催しました。（年間２
回：延べ参加人数３０人）

回数 5 5 Ｂ
各教育集会所の成果と課題の
共有ができた [9]

県事業「公民館等を
中心とした社会人権
教育活性化支援事
業」

カ　ノーマラ
イゼーショ
ンの理念の
普及

（ア）ユニバーサ
ルデザインの普
及・啓発

医療福祉政策課

さまざまな分野でユニバーサル
デザインの理念を普及するた
め、市民や企業等に啓発を行
います。

職員がユニバーサルデザイン
の理念を理解し、さまざまな分
野に取り入れる中で施策展開
できるよう、職員研修を実施し
ます。

全庁的にユニバーサルデザイ
ンのまちづくりをすすめるため、
利用される人の様々な特性を
学び、すべての人に配慮した視
点を持てるよう、全職員を対象
とした研修会を開催しました。

開催回数 1 1 A

庁内推進委員会委員他、全職員
が研修を受講したことにより、新
庁舎建設に関する検討の中で、
ユニバーサルデザインの視点を
重視した検討に繋げることがで
きたため。

[3]
平成26年度～平成28
年度で累計

（
４

）
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現

エ　人権教
育の充実

（ウ）人権学習を
推進する人材の
育成

オ　人権同
和問題の解
決

自課評価
A.　充分に取り組みができた　　　　 １２０％以上
B.　かなり取り組みができた　　　　　１０５％以上～１２０％未満
C.　取り組みができた　　　　　　　　　９５％以上～１０５％未満
D.　あまり取り組みができなかった　８０％以上～９５％未満
E.　取り組みができなかった　　 ８０％未満  23P

 ※28年度までの[累計]又は28年度目標値
累計：28年度までの５年間の数値を[　]内に記載

目標値：数値をそのまま記載



伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画２６年度実績　

施策
項目

取組の方向 主な取組 事業実施課
事業内容

(後期基本計画）
26年度事業予定 26年度実施内容 指標

26年度
目標値

26年度
実績値

自課評価
（A～E）

A.B.C.D.E評価の特記理由
28年度までの
[累計]又は28
年度目標値

備考

３．地域力を活かしたまちづくり

（ア）男女共同参
画情報紙「きらき
ら」の発行

人権政策・男女
共同参画課

年４回男女共同参画センター
情報紙「きらきら」を発行しま
す。

年４回（春・夏・秋・冬）男女共同
参画センター情報紙「きらきら」
を発行、市内各戸へ回覧及び
男女共同参画センター、本庁、
支所窓口に設置します。

年４回（春・夏・秋・冬）男女共同
参画センター情報紙「きらきら」
を発行、市内各戸へ回覧及び
男女共同参画センター、本庁、
支所窓口に設置しました。

回数 4 4 Ｃ [20]

人権政策・男女
共同参画課

講座等を通じた男女共同参画
の学習を行います。

男女共同参画に関する講座等
を実施します。

男女共同参画に関する講座等
を実施しました。

回数 9 9 Ｃ [35]

人権政策・男女
共同参画課

研修や連続講座を通じて参画
意識を高める女性のエンパ
ワーメントやリーダー育成をし
ます。

「女性リーダー養成連続講座」
（計8回）を開催し、あらゆる分
野で能力を発揮できる人材を育
成します。

「女性リーダー養成連続講座」
（計8回）を開催し、あらゆる分
野で能力を発揮できる人材を育
成しました。

受講者数 22 22 Ｃ [100]

（ウ）啓発冊子、チ
ラシの配布

人権政策・男女
共同参画課

女性に対する暴力の社会的認
識の浸透を図ります。

女性に対する暴力に関するチ
ラシ・パンフレット等を配布し啓
発します。

チラシ・パンフレット等を配布し
ました。

回数 2 2 Ｃ [10]

（ア）女性の政
策、方針決定の
場への登用率調
査の実施

人権政策・男女
共同参画課

審議会等委員の女性登用の拡
大を図ります。

審議会等への女性委員登用の
拡大を図るため啓発を行いま
す。

審議会等への女性委員登用の
拡大を図るため啓発を行いまし
た。

登用率
（％）

38 31.3 D 40 平成27年度目標値

（イ）女性の登用
拡大に関する情
報提供と意識啓
発の推進

人権政策・男女
共同参画課

企業に対する女性登用の情報
提供と啓発を行います。

企業への情報提供を行い、女
性登用について啓発します。

企業への情報提供を行い、女
性登用について啓発しました。

企業数 300 298 Ｃ [350]

（ウ）地域組織に
おける女性役員
の就任の促進

人権政策・男女
共同参画課

自治会・住民自治協議会等に
おける男女共同参画の推進を
します。

住民自治協議会等における女
性役員登用について依頼しま
す。

女性役員登用について依頼し
ました。

回数 1 1 Ｃ [5]

（ア）防災マップの
見直し

総合危機管理課 　防災マップの見直し

災害に備えるため必要とされる
情報を集約したマップを平成２
４年度に作成したので、次回
（時期は未定）の見直しを目指
して情報の収集を行います。

平成２４年度に作成した防災
マップの外国語版（英語、ポル
トガル語、中国語）を作成しまし
た。また、次回（時期は未定）の
見直しを目指して情報の収集を
行いました。

回数 0
1

(見込)
C [1]

（イ）防災ハザード
マップの作成

総合危機管理課 　防災ハザードマップの見直し
丸柱、新居、三田地区の土砂
災害ハザードマップを作成しま
す。

地域で避難所運営マニュアル
を作成するための出前講座を
行いました「。

回数 1
1

(見込)
C 1

（ウ）地域防災講
演会の開催

総合危機管理課  地域防災講演会の開催
各種団体への出前講座を実施
します。

参加型の研修とすることで参加者
の興味を引くよう避難所運営ゲー
ムの出前講座を実施しました。ま
た、地域で避難所運営マニュアル
を作成するための出前講座も行
いました。

回数 8 9 B 10

イ　防災教
育の推進

（ア）防災ビデオ
の貸出し

総合危機管理課 　防災ビデオの貸出し
防災ビデオの貸出しを行いま
す。

防災ビデオの貸出しを行いまし
た。

回数 2 2 C 3

（
５

）
男
女
共
同
参
画
の
推
進

（
６

）
安
全
に
対
す
る
意
識
の
向
上

ア　防災意
識の向上

イ　あらゆる
分野での男
女共同参画
の実現

（イ）講演会、研修
会、地区懇談会、
出前講座の実施

ア　男女共
同参画に対
する意識の

向上

自課評価
A.　充分に取り組みができた　　　　 １２０％以上
B.　かなり取り組みができた　　　　　１０５％以上～１２０％未満
C.　取り組みができた　　　　　　　　　９５％以上～１０５％未満
D.　あまり取り組みができなかった　８０％以上～９５％未満
E.　取り組みができなかった　　 ８０％未満  24P

 ※28年度までの[累計]又は28年度目標値
累計：28年度までの５年間の数値を[　]内に記載

目標値：数値をそのまま記載



伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画２６年度実績　

施策
項目

取組の方向 主な取組 事業実施課
事業内容

(後期基本計画）
26年度事業予定 26年度実施内容 指標

26年度
目標値

26年度
実績値

自課評価
（A～E）

A.B.C.D.E評価の特記理由
28年度までの
[累計]又は28
年度目標値

備考

３．地域力を活かしたまちづくり

（イ）防災訓練の
実施

総合危機管理課 　防災訓練の実施
地域での情報伝達訓練、避難
訓練を行います。

伊賀市に地震災害（最大震度６
強）が発生したことを想定し、職
員を対象に災害対応図上訓練
を実施しました。

回数 1 1 C [5]

（ウ）防災ポスター
コンクールの開催

予防課
防火ポスター等のコンクールを
実施します。

伊賀市防火協会と連携し、市内
の小・中学生を対象に防火習
字、防火ポスターを募集しま
す。

伊賀市防火協会と連携し、市内
の小・中学生を対象に夏休み
は防火習字、冬休みは防火ポ
スターの募集を行い、優秀作品
につきましては大型店舗で展示
し防火広報を実施しました。

回数 2 2 C ［ 10 ］

（エ）幼年消防クラ
ブの育成

予防課 各種行事に参加します。

８月に市民夏のにぎわいフェス
タ、１０月にふれあいフェスタｉｎ
青山、２７年１月に消防出初式
に参加します。

８月に市民夏のにぎわいフェス
タ、１０月にふれあいフェスタｉｎ
青山、２７年１月に出初式に参
加しました。

回数 3 3 C ［ 15 ］

（オ）救命講習推
進事業の推進

消防救急課

応急手当の重要性を理解し実
行できる市民が増え、地域の防
災力を向上させるため講習会
を開催します。

  個人での受講機会を増やすた
め、公募型の講習会（上級救
命・普通救命）を開催します。講
習会については一人でも多くの
市民が受講できるよう、開催毎
に広報紙やホームページで周
知します。
  また、インターネットによる「e-
ラーニング」を用いた応急手当
の基礎知識学習を行い、受講し
やすい環境を作ります。
  防災教育の推進と危機管理
体制の向上のため、教育職員
や行政職員向けの講習会も開
催します。

  個人での受講機会を増やすた
め、公募型の上級救命講習会２
回・普通救命講習会２回を開催
し、一人でも多くの市民が受講で
きるよう、開催毎に広報紙やホー
ムページで周知しました。
　7月からはインターネットによる
「e-ラーニング」を用いた応急手
当の基礎知識学習を行い、受講
しやすい環境を作りました。
  防災教育の推進と危機管理体
制の向上のため、教育職員・行政
職員や中学高校生を対象とした
講習会も開催しました。
　また、時間的な制約のある市民
のために、普通救命講習受講に
つなげる「救命入門コース」（1時
間30分）も開催しました。

受講
人数
 3,000
2,900
(見込）

C
[10,000]

3年間の目標
値

　普通救命講習受講
者は、技術維持のた
め2～3年間隔での定
期的再講習を勧めて
いる。
　そのため28年度ま
での「累計」は、3年間
の普通救命講習受講
者累計に、28年度の
「救命入門コース」受
講者を加算した数値
とする。

（カ）自主防災組
織支援事業の推
進

消防救急課
自主防災組織の活動を推進し
地域防災力の向上に努めま
す。

防災訓練の重要性について、
補助金申請の周知の機会を捉
え啓発すると共に、広報紙や
ホームページによる啓発も実施
します。

　防災訓練の重要性について、
各自主防災組織代表者宛に活
動促進及び補助金申請の周知
文書を発送しました。

訓練
組織数

200 217 B

異常気象による風水害及び巨大
地震による災害等、地域におけ
る防災体制の重要性が浸透して
来たもの。

[750]

（ア）国民保護制
度啓発事業の推
進

総合危機管理課
　国民保護制度啓発事業の推
進

国民保護制度を広報「いが市」
などを通じ、啓発事業を行いま
す。

ホームページ、広報「いが市」、
ケーブルテレビによりそれぞれ
１回啓発を行いました。

回数 3 8 A [15]

（イ）国民保護制
度研修会の開催

総合危機管理課 　国民保護制度研修会の開催
国民保護制度研修会を開催し
ます。

市国民保護協議会開催に際し
て研修会を開催するよう計画し
ましたが、同協議会に付議する
案件がなく開催にいたりません
でした。

回数 1 0 E

市国民保護協議会開催に際して
研修会を開催するよう計画しまし
たが、同協議会に付議する案件
がなく開催にいたりませんでし
た。

[2]

（ウ）国民保護訓
練の実施

総合危機管理課 　国民保護訓練の実施

国、県との情報伝達等を全国
瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）
やＭ-ｎｅｔを通し伝達訓練を行
います。

国との情報伝達等を全国瞬時
警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）や
Em-ｎｅｔを通し、北朝鮮の飛翔
体事案等を想定した伝達訓練
を行いました。

回数 8 8 C [40]

エ　防犯意
識の向上

（ア）伊賀地区防
犯協会への支援

総合危機管理課 　伊賀地区防犯協会への支援 活動負担金の支援をします。 活動負担金の支援をしました。 回数 1 1 C [5]

（
６

）
安
全
に
対
す
る
意
識
の
向
上

ウ　国民保
護の推進

イ　防災教
育の推進

自課評価
A.　充分に取り組みができた　　　　 １２０％以上
B.　かなり取り組みができた　　　　　１０５％以上～１２０％未満
C.　取り組みができた　　　　　　　　　９５％以上～１０５％未満
D.　あまり取り組みができなかった　８０％以上～９５％未満
E.　取り組みができなかった　　 ８０％未満  25P

 ※28年度までの[累計]又は28年度目標値
累計：28年度までの５年間の数値を[　]内に記載

目標値：数値をそのまま記載



伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画２６年度実績　

施策
項目

取組の方向 主な取組 事業実施課
事業内容

(後期基本計画）
26年度事業予定 26年度実施内容 指標

26年度
目標値

26年度
実績値

自課評価
（A～E）

A.B.C.D.E評価の特記理由
28年度までの
[累計]又は28
年度目標値

備考

３．地域力を活かしたまちづくり

（イ）名張地区防
犯協会への支援

総合危機管理課 　名張地区防犯協会への支援 活動負担金の支援をします。 活動負担金の支援をしました。 回数 1 1 C [5]

（ウ）防犯情報の
提供

総合危機管理課 　防犯情報の提供
広報いが市へ啓発情報を提供
します。

広報いが市へ啓発情報を提供
しました。

回数 12 12 C [60]

（ア）交通安全教
室の開催

市民生活課
交通安全実践教室を実施しま
す。

市内の運転免許を取得してい
る高齢者45名を対象に交通安
全教室を自動車学校で秋に実
施します。

各住民自治協議会等に呼びか
け、19名が参加。講習・実技に
よる学習のほか交通指導の注
意点についても研修しました。

回数 1 1 D
実施回数は目標値に達したが、
参加者数が少なかった。（他行
事と日程が重なった）

[5]

（イ）交通安全運
動の実施

市民生活課

交通安全運動時の啓発活動に
ついて、広報いが市、ケーブル
テレビ等により周知・啓発を行
います。

年4回の交通安全運動時及び
「交通事故ゼロの日（4/10、
9/30（予定））」の啓発活動のほ
か、必要に応じて広報いが市等
で周知・啓発を行います。

年4回の交通安全運動時及び
「交通事故ゼロの日（4/5、
9/30）」に街頭啓発を実施した
ほか、広報いが市・ケーブルテ
レビを活用し、周知・啓発を行
いました。

回数 6 6 B

夏の交通安全運動では、女子
サッカーくノ一の試合日に啓発
活動を行うなど、新しい試みが出
来た。

6

（ウ）交通事故相
談の実施

市民生活課
交通事故相談員の対応による
交通事故相談を実施します。

毎月第3木曜日に実施します。
８月を除く毎月第3木曜日に実
施しました。

回数 12 7 C
年間１２回の開催を確保したが、
予約がない月もあったので実績
は７回となった。

12

カ　感染症
や食の安全
に関する情
報提供

（ア）感染症や食
の安全に関する
情報提供の推進

健康推進課
広報いが市、HPや出前講座で
感染症や食の安全に関する情
報を提供します。

広報いが市、HPや出前講座で
感染症や食の安全に関する情
報を提供します。
出前講座の開催　15回
広報、HP、ケーブルテレビでの
情報提供・啓発　随時

広報いが市、HPや出前講座で
感染症や食の安全に関する情
報を提供しました。
出前講座の開催
広報、HP、ケーブルテレビでの
情報提供・啓発　随時

回数 50
50

(見込）
Ｃ 60

キ　賢い消
費者の育成

（ア）消費者に対
する教育・育成

市民生活課
広報いが市、ケーブルテレビ等
による啓発、出前講座を実施し
ます。

消費者月間にあわせ広報いが
市、ケーブルテレビを活用し啓
発するほか、大型スーパー店
舗前にて街頭啓発を行います。
市民の要請による出前講座を
実施します。

消費者月間にあわせ広報いが
市、ケーブルテレビを活用し啓
発を行いました。
市民の要請による出前講座を
13回実施しました。
小・中学校でのネットトラブル出
前講座を2回実施しました。

回数 12 15 B

市民だけでなく福祉関係団体等
からの出前講座の要請があり、
地域や見守りの体制作りの必要
性についての意識が醸成され
た。

[ 45 ]

ア　市民活
動支援セン
ターの充実

（ア）市民活動支
援センターの機能
充実

地域づくり推進課

　市民活動支援センターの管理
運営や機能充実について、利
用者（市民活動団体など）が参
画する場で協議していく仕組み
を検討します。

H26年度から市民活動支援セン
ターの指定管理に移行できたの
で、運営についてあり方について
利用者（市民活動団体など）が参
画する場で協議していく仕組みを
検討します。

平成26年度から指定管理制度
を導入し、運営等のあり方につ
いて月１回会議を重ね２月２５
日に第１回運営委員会を開催
いたしました。

回数 11 11 C 2

イ　市民活
動への財政
支援

（ア）市民活動の
支援

地域づくり推進課

　地域活動支援事業の見直し
について、アンケート調査を実
施し、その調査結果や市民公
益活動団体の意見等を踏ま
え、市民の公益的な活動に対
する財政支援の見直しを検討
します。また、市民による市民
活動への寄付意識の醸成を図
るため、寄付の仕組み（マッチ
ングギフト）の広報活動に努め
ます。

平成２６年３月２２日に公開審
査会を実施し、市民公益活動
団体の選定を行いH２６年度に
認定を受けた団体に対し支援
を行います。

平成２６年３月２２日に公開審
査会を実施し、市民公益活動
団体の選定を行い、H２６年度
に認定を受けた８団体に対し支
援を行いました。

回数
[審査登録
団体数]

8 8 C [ 50 ]

（
６

）
安
全
に
対
す
る
意
識
の
向
上

エ　防犯意
識の向上

オ　交通安
全意識の高
揚

（
７

）
市
民
活
動
の
支
援

自課評価
A.　充分に取り組みができた　　　　 １２０％以上
B.　かなり取り組みができた　　　　　１０５％以上～１２０％未満
C.　取り組みができた　　　　　　　　　９５％以上～１０５％未満
D.　あまり取り組みができなかった　８０％以上～９５％未満
E.　取り組みができなかった　　 ８０％未満  26P

 ※28年度までの[累計]又は28年度目標値
累計：28年度までの５年間の数値を[　]内に記載

目標値：数値をそのまま記載



伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画２６年度実績　

施策
項目

取組の方向 主な取組 事業実施課
事業内容

(後期基本計画）
26年度事業予定 26年度実施内容 指標

26年度
目標値

26年度
実績値

自課評価
（A～E）

A.B.C.D.E評価の特記理由
28年度までの
[累計]又は28
年度目標値

備考

３．地域力を活かしたまちづくり

（ア）地域まちづく
り計画の策定支
援

地域づくり推進課

　地域住民が地域の課題を把
握し、住民の創意工夫が活か
された主体的で継続的な活動
が行われるよう、「地域まちづく
り計画」が随時見直されるよう
に支援を行います。

地域住民が地域の課題を把握
し、住民の創意工夫が活かされ
た主体的で継続的な活動が行
われるよう、「地域まちづくり計
画」が随時見直されるように支
援を行います。

地域担当職員による情報発信
や課題発見等随時見直される
よう推進を行いました。

団体数 38 38 C 39

（イ）住民自治活
動への支援

地域づくり推進課

　住民自治活動への支援を充
実させるとともに、横断的な行
政組織体制や市民活動支援セ
ンターなどが連携しながら、地
域まちづくり計画の実現に向け
た情報提供、他団体とのコー
ディネートや地域課題の解決事
例の紹介など、必要に応じたき
め細かな活動支援を行ってい
きます。

地域担当職員の配置により、住
民自治協議会への情報提供、
人的支援、財政支援の推進を
行います。

地域担当職員の配置により、住
民自治協議会への情報提供、
人的支援、財政支援の推進を
行いました。

回数
（企画参画
開催含む）

114 114 C [ 570 ]

イ　住民自
治活動の拠
点整備

住民自治活動の
拠点整備

地域づくり推進課

各地域の地区市民センターを
住民自治活動の拠点（自治セ
ンター）として、住民自らが管理
運営できるよう検討を行いま
す。今後、老朽化した施設につ
いては、計画的に整備改修に
努めます。

整備計画に基づき、老朽化した
三田地区市民センターの移転
と中瀬地区市民センターの駐
車場整備を行います。

中瀬地区市民センターの駐車
場整備及び、三田地区市民セ
ンターを、平成Ｈ２６年１２月２２
日に伊賀上野交流研修セン
ター移転しました。

箇所数 2 2 C [ 6 ]

（
８

）
住
民
自
治
活
動
の
推
進

ア　住民自
治に対する
意識の向上

自課評価
A.　充分に取り組みができた　　　　 １２０％以上
B.　かなり取り組みができた　　　　　１０５％以上～１２０％未満
C.　取り組みができた　　　　　　　　　９５％以上～１０５％未満
D.　あまり取り組みができなかった　８０％以上～９５％未満
E.　取り組みができなかった　　 ８０％未満  27P

 ※28年度までの[累計]又は28年度目標値
累計：28年度までの５年間の数値を[　]内に記載

目標値：数値をそのまま記載


