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平成２３年度第２回生涯学習推進委員会議事録 

 
◆開催日時：平成 23 年 10 月 21 日（金）午後１時 30 分～ 
 
◆開催場所：ゆめぽりすセンター２階大会議室 
 
◆出席委員： ８名（蓮尾会長、上出副会長、森嶋委員、坪香委員、中川委員、服部委員 

松嵜委員、北田委員） 
 
◆欠席委員： ３名（田村委員、村田委員、船見委員） 
 
◆事 務 局：前田教育委員会事務局長、橋本総合危機管理室長、澤田総務課長 

稲森人事課長、藤山企画課長、大橋人権政策・男女共同参画課長 
牧野同和課長、富岡市民生活課長、前山市民活動推進室長 
山岡環境政策課長、馬場清掃事業課長、清水障がい福祉課長、 
秋永こども家庭課長、清水介護高齢福祉課長、入本健康推進課長、 
松本商工労働観光課長、藤岡予防課長、福山消防救急課長、 
仁保学校教育課長、児玉生涯学習課長、松本スポーツ振興課長、 
松井上野図書館長 

 
◆傍 聴 者： ０名 
 
◆議 事： 
 
事務局  ただいまから平成 23年度第２回伊賀市生涯学習推進委員会を開催させていただ

きます。何かとご多忙のところご出席いただき、ありがとうございます。 
     本日は、伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画の中間案について説明させてい 

ただきます。この委員会は、伊賀市生涯学習推進委員会条例に基づき運営してお 
りますが、条例第６条第２項の会議の成立要件である半数以上の委員の皆様にご 
出席をいただいておりますので、この会議は要件を満たしております。 

     また、この委員会は、伊賀市情報公開条例第 35 条に基づき、会議の公開を行い 
ますことと、審議会等の公開に関する要綱第８条に基づく議事概要作成のため、

録音をさせていただきますのでご了承賜りたいと存じます。 
     それでは最初に会長よりご挨拶をお願いします。 
 
会長   本日の第２回の委員会では中間案について協議することになりますので、時間 

がかかると思いますが、よろしくお願いします。 
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事務局  議事に入る前に、前回ご質問いただいた事項について各担当より回答致します。 
まず健康推進関係につきましてご質問いただいた忍にん体操普及事業の推進と

こんにちは赤ちゃん訪問について回答いたします。 
 
事務局  まず忍にん体操普及事業の推進についてですが、平成 15 年に忍にん体操を創作 

して市民に普及啓発するため忍にん体操普及会を発足しています。健康推進課の 
施策である平成 19 年度に策定した伊賀市健康２１計画に基づいて市、事業者など 
が協力して取り組むこととしています。その趣旨から普及会と連携した事業を実 
施することにより普及会から派遣いただいた講師事業についても事業の一つとし 
ています。 

     次にこんにちは赤ちゃん事業の取り組みについてですが、市の保健師、助産師 
が生後２ヶ月前後の乳児がいるお宅に訪問して健康管理を支援する事業です。訪 
問において経過観察が必要であるお母さん、お子様については継続して支援、見 
守りが必要になり、関係機関と連携していくことが必要になってくると考えてい 
ます。ただ全ての訪問に主任児童員が同行して情報を共有するということではな 
く状況に応じて連携協力をお願いしたいと考えています。 

 
事務局  続きまして、図書のリクエストに関して上野図書館に回答願います。 
 
事務局  図書のリクエストに関するご質問にお答えします。リクエストについては利用 

登録されている方から受け付け図書購入費の中から購入しています。専門図書に 
ついては高価なものもありますし、需要が少ない本については三重県立図書館に 
リクエストして購入いただき、それを借り利用者に提供しています。また他の図 
書館から相互貸借で借り入れて提供するという形も採っています。リクエストは 
利用登録者のみとなっているので、登録をしていただきたいと思います。 

 
事務局  それでは、環境政策について不法投棄等のゴミ意識に対する市での取り組みに 

ついて環境政策課より回答願います。 
 
事務局  環境政策課と清掃事業課が連携しています。不法投棄の監視ということで三重 

県では６月を環境月間として取り組みを行っています。また５月 30 日はゴミゼロ 
の日ということで１週間不法投棄の監視を強めています。伊賀市においても市内 
７箇所イオン、アピタ、オークワ等で住民自治協議会の役員と街頭啓発活動を実 
施し、地域一丸となって不法投棄撲滅運動に取り組んでいます。その他に伊賀市 
の行政チャンネル、広報紙で不法投棄禁止の趣旨を理解していただけるように広 
報活動をしています。環境パトロールについては年間を通じて山間部を中心に不 
法投棄の監視パトロールの実施と廃棄の回収を行っています。地元の方々の協力 
をいただき不法投棄禁止の看板も設置いただいています。地域において環境クリ 
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ーン作戦を実施した場合においても美化活動を支援するため、さくらリサイクル 
センターにおいても臨時的に改善をしています。 

 
事務局  以上前回のご質問に対する回答です。 

引き続き議事に入ります。それでは伊賀市生涯学習推進委員会条例第６条によ

り、会長に議長をお願いします。それでは、議事の進行をよろしくお願いいたし

ます。 
 
会長   それでは協議事項に入ります。伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画中間案に 

ついて事務局に説明をお願いします。 
 
委員   その前によろしいか。目を通しておかなければならない資料が昨日届いたわけ 

ですが、発送がなぜこんなに遅くなったのですか。 
 
事務局  早い時期に送付すべく検討していましたが、事務局の不手際で集計に手間取り、 

まとめたものも非常にわかりづらいといった指摘をいただき、再度作り直してい 
たために委員の皆様のお手元に届くのが遅れてしまいました。大変申し訳ありま 
せん。 

 
委員   今回は資料にほとんど目を通すことができませんでしたので、今後このような 

ことがないようにお願いします。 
 
事務局  －資料の概要説明－ 
 
委員   34 頁に後期計画に向けて留意した視点とあるが、私はこの視点という文言に違 

和感を覚えます。この場合は視点ではなく課題とか問題点だと思います。 
 
事務局  課題ということで修正を考えていきたいと思います。 
 
委員   また生涯学習活動への参加者の割合が減少しているとあるが、割合とはどうい 

ったことですか。単に参加者数で良いかと思うが、何をもって割合となっている 
のですか。 

 
事務局  これはアンケートに基づく内容で参加者の参加率が減っているという形になる 

と思います。 
 
委員   人口に対する参加率ということですか。 
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事務局  生涯学習活動への参加ということで平成 18 年と 23 年で比較を行っています。 
生涯学習活動は何も行っていないという割合が前回よりも７%増加しているとい 
うことで活動が鈍っています。このアンケートの中身から減少しているという意 
味です。 

     もうひとつ、先ほど 34 頁で視点は課題ではないかということでしたが、上から 
２行目のところの○については以下のような課題が整理されたとなっており課題 
が続くということで、この文言は問題ではないかとのことですが、アンケートの 
中から出てきた問題点をこのような形で提示して課題が 10点になると訂正したい 
と思います。 

 
事務局  －伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画中間案１．説明－ 
 
委員   まず文が長いので焦点がぼけてしまう。人に分かりやすくするために文章をも 

っと短く切っていただきたい。啓発という言葉が非常に好きであるように感じま 
した。その中で意識啓発という文言の使い方がおかしいのではないか。また、１ 
行目で次代とあるが次世代ではないですか。それと同頁の最後から７行目で毎年 
最も大きな課題の一つに焦点を当てた対策を検討していきますとあるが、最も大 
きな課題とはどのようにして分かるのですか、また判断するのは誰ですか。 

 
事務局  こども家庭課になるのか学校教育課のなるのかわかりませんが、文章的にざっ 

くりしているのは申し訳ありません。子育てとしつけを大きな課題としたいとい 
うことで挙げました。 

 
委員   今のお答えですと毎年経常的に決まってしまう課題であると思います。毎年大 

きな課題に焦点を当てるということは年毎に変わってくるものだと思います。 
 
事務局  今の答弁には子育てと子どものしつけの二つの柱があります。この取り組みに 

ついては最も課題となる一つにという表現ではないかと思います。 
 
会長   最も大きなという表現を改めれば良いと思います。 
 
事務局  担当課ともう一度協議しますが、毎年課題について検討していくというふうに 

見直してみます。 
 
委員   37 頁 1,2 行目になるが、そのための使い方がおかしいと思います。 
 
事務局  検討します。 
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委員   52 頁の図書サービスという言葉はあるのですか。図書館サービスではありませ 
んか。 

 
事務局  よく使われる言葉です。 
 
事務局  図書館利用サービスという文言で検討します。 
 
委員   38 頁６行目です。保護者、地域住民に経営方針や教育をということですが、私 

立なら経営方針で良いと思うが公立では運営方針と言われたほうが良いのではな 
いか。 

 
事務局  三重県の開かれた教育振興ビジョンの中では、顧客満足等の理念が浸透してま 

いり、経営という言葉を一般的に使っています。 
 
委員   同じく 38 頁（２）の下から２行目です。学習の場や活動等の双方のとあり、こ 

の二つが並列になっていますが、これは合わないのではないか。 
 
事務局  これはご指摘いただいたとおりですので、学校教育の学習の場と社会教育の学 

習の場という文言に修正したいと思います。 
 
委員   38 頁。学力検査の結果や外部評価を分析とあるがどのような分析をされました 

か。 
 
事務局  外部評価とは保護者の方、地域の方々に学校マニフェストで示されたものを評 

価していただきます。アンケート等で学校によって年２回または年度末に実施し 
ます。それぞれの評価結果を地域の学校関係者評価委員会に諮り、その中で提言 
をいただき学校改善に活かしています。伊賀市では学校評価システムと呼んでい 
るが、このような形で分析をしています。 

 
委員   関連でその下になるが、マニフェストや評価の質を高めるとあります。評価が 

外部だけのものであるとしたら、評価の質を高めるとはどういうことですか。 
 
事務局  学校評価をいただく方々の評価をしていただく基準に関する研修会を昨年度も 

行いました。そこで評価をしていただく質の高さを上げていくという意味です。 
もう少し文言を検討しながら修正をしたいと思います。 

 
委員   40 頁、学社融合の推進です。そこに芭蕉祭のことが挙がっています。以前は独 

自に芭蕉関連の講話等が行われ、子どもたちも祭に参加する等賑やかに催されて 
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いたが、最近は寂しくなって参加する人の範囲も狭くなってきているように思い 
ます。子どもたちが参加することに意義があると思うので、学校で行事を行うこ 
ともいいと思うが、実際に参加してみることも大事かと思います。 

 
事務局  学校教育課は芭蕉祭そのものの所管ではないが、子どもの関わりという範囲で 

お答えします。芭蕉祭への参加体制は基本的に各学校長の判断になります。旧上 
野地区については慣例があるので、上野西小学校等は午後から休みになるが、旧 
郡部の学校ではそのような対応はとっていません。それぞれの祭においてみこし 
を担ぐといったことも各学校の判断によります。地域の伝統の後継者を育ててい 
くといった意味では十分理解をしているが、教育の施策として打ち出していくと 
ころまでは出来ていません。 

 
委員   文章が非常に長いのでもっと端的な文章に直していただきたいと思います。特 

に 44 頁冒頭ですが、各行に～ための、～ためといった言葉が入っており、それぞ 
れの文章は分かるが、全体を通してみると何を言っているのかわからないという 
ことになっています。もう少し短い文章で端的に示していただきたいと思います。 

     45 頁イのスポーツ・レクリエーションに親しむ機会の提供とあるが、23 頁に評 
価が低かった事業として挙がっているスポーツ・レクリエーションの推進とは別 
の考え方でいいのですか。 

 
事務局  少し前まで高齢者、障がい者を対象とした教室を開催していましたが、健康推

進課で教室を開いていただいており、スポーツでは最近開催できていないという

ことでこのように評価しました。 
 
委員   46 頁上から３行目。多面的な意味での自立とはどういったことですか。 
 
事務局  多面的とは、お金の面、人の面、さらには色々な事業ということです。 
 
委員   39 頁にキャリア教育とあります。私が思うキャリア教育は、就職して専門性を 

深く追求して研究することだと理解していますが、学校教育の中でのキャリア教 
育とはどのようなことですか。むしろ体験学習等にした方が良いのではないか。 

 
事務局  キャリア教育という文言はニート等が社会問題化した平成 17年に国が若者自立 

支援に関わる政策を打ち出してきました。その中で文部科学省がキャリア教育の 
推進を打ち出しています。キャリア教育の概念として児童生徒に望ましい職業観 
勤労観を身に付けるとあります。ですので、ご指摘いただいたキャリアアップで 
はありません。最近では就職してからのミスマッチが課題になっているので、職 
業選択の幅を広げる体験をしていくということが加わっています。キャリア教育 
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という言葉は教育界では一般的に使われている言葉であり、伊賀市の教育の柱の 
中にも入れています。 

 
委員   40 頁カ（ア）に地域の学習素材の開発や体制づくりに努めるとあるが、開発よ 

りも探索としたほうがいいのではないか。 
 
事務局  指摘いただいた文言を検討します。 
 
委員   5 頁に本町、町の地域力とあるが、市ではないのか。次に 1 頁の最後に期間内で 

あっても見直しを行うこととしますとあるが、誰が判断しどのような手順で見直 
しますか。これは重要なことなので誰が判断し、どのような手順で見直すかは決 
めておいたほうがいいと思います。 

 
事務局  私は直接この大綱には関わっていないが、他のところでもこのような文章にさ 

せていただきました。通常考えられない出来事が起こった場合にといった漠然と 
したものですが、計画の遂行ができない事態が起こった場合に照らした考え方な 
ので、現時点では具体的な想定はしていない状況です。 

 
委員   書くからには想定していただきたい。 
 
事務局  確認します。 
 
事務局  考えられるのは、今年の東北地方の大きな災害のように行政が機能しない状態 

も状況変化の一つになると思います。そういった場合はこの場で図ることになる 
と思うが、相談して直さなければならないと思うので、こういった文言が入って 
いると思います。 

 
委員   誰が判断するのですか。 
 
事務局  私共が大綱の事務局なので、事務局の者が図るべき必要があると判断します。 

いまどういう事態でと言われたが、社会状況下でこの計画を遂行できないといっ 
た状況に事務局が判断します。 

 
委員   事務局が発議してこの会議を招集するのであれば、もっと簡潔に書けるのでは 

ないか。 
 
事務局  大綱の位置を考え、この文言については 10 年の計画について、このような事態 

が発生した場合には見直すということで提案し承認いただいているが、説明が必 
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要であれば直接書き込むというより文言の説明という形で書かせていただきます。 
 
委員   これはインターネットで一般に公開されるが、一般の方々が分かりやすいよう 

に記入していけばいいのではありませんか。 
 
事務局  大綱自体は公開しています。後期計画に新たに含まれるものについて理解して 

いただけると考えています。この冒頭部分についてはこのまま進めるということ 
で考えています。 

 
委員   文章が長すぎて非常に分かりづらいと言いましたが、修飾語、美辞麗句が多く 

て分かりにくくなっています。そういったことでも、当局の方は頑なだと思うが、 
変更しないのでしょうか。 

 
会長   市民に公開されるので、もっとわかりやすい形への変更は検討していただけな 

いのですか。 
 
事務局  記入する文章は基本的な計画、構想、目標といった 10 年のものがあるので、そ 

の部分で影響がなければ加筆をし、影響がある場合には説明を加えることになり 
ます。 

 
事務局  －伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画中間案２．説明－ 
 
委員   56 頁に留意する視点と同じことが３つ書いてあるが、一つにまとめればよいの 

ではないか。 
 
事務局  この件に関しては、もう一度検討します。 
 
委員   54 頁ア（ア）生涯学習施設の使用料の見直しとあります。難しい問題だが、ハ 

イトピアの使用料、駐車料金にも関わってくると思うが、人が集まるようにしな 
ければならないと思う。いよいよ出来上がってきたので具体的な中身を検討する 
必要があるのではないか。 

 
事務局  料金設定については、色々な場所で説明しているように従来から使われている 

施設が機能についてはそのままということで、これまでと同等以下で使用いただ 
けるよう考えています。また駐車場についても、全ての方に無料とはいきません 
が、時間帯によっては無料にできる施策も行わねばと考えています。 

     文化活動をされる団体については、使用料金の配慮を進めていきたいと思いま 
す。 
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事務局  －伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画中間案３．４．５．説明－ 
 
委員   60 頁（イ）カ（ア）です。まず（イ）ですが、今までの反省があって内容の充 

実につながるのではないか。カ（ア）では、参加層の拡充に向けた検討を行うと 
あるが、今までどういった参加層だったのか、それが分かりません。もう少し詳 
しく書いてください。 

 
事務局  体験型教室では年齢、性別等もふまえて考えていきたいと思います。 
 
委員   83 頁からの生涯学習を推進するための仕組みづくりで、文章構成を考えていた 

だきたい部分があります。84 頁に情報収集機能の強化とあり、86 頁には人材活用 
システムの整備とあります。これらは一括してデータバンクとし一本化する文章 
にして頂いたほうがわかりやすいと思います。主に公民館主体の活動で色々な民 
間団体があると思うが、それらも一括してデータバンク化していただければ生涯 
学習推進のために皆さんに周知して楽しく参加できるのではないかと思っていま 
す。 

 
事務局  基本的には情報収集したものを一元化していけるように精査して検討していき、 

単元としては残していきたいと思うが、分かりやすくします。 
 
委員   上野図書館とあるが、これは正式名称ですか。 
 
事務局  伊賀市上野図書館が正式名称です。 
 
委員   この文章にも正式名称で書かれたほうがいいのではないか。 
 
事務局  修正します。 
 
事務局  66 頁下から５行目オを（ウ）に修正お願いします。67 頁もずれてくるので、カ 

をオへ、キをカへ修正お願いします。 
 
委員   75 頁ア（エ）史跡環境整備事業の推進で、いま国庁の整備を行っているので具 

体的に挙げていただきたいと思う。（オ）無形文化財の保護・継承への支援で、 
かっこ踊りをちょうど行っているので挙げていただきたいと思います。 

 
委員   関連するが、整備事業が草刈ばかりしているように感じるので、もう少し文章 

を考えていただきたいと思います。 
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事務局  国庁、かっこ踊りともに具体的に精査して文章を検討します。 
 
委員   76 頁ウ（ア）の文化財保護管理ボランティア講座修了者とは具体的にどういっ 

たことか。 
 
事務局  今は樹木や樹齢について行っているが、文化財に指定されているものを見て歩 

きながら場所を確認したり、保護するためにはどういったことをしていかなけれ 
ばならないのかといったことを、教示いただきながら勉強しています。講座の人 
数は少ないが、参加されている方が終了されたら地元に戻って、そこで文化財の 
保護に協力いただいています。 

 
委員   78 頁ア（イ）活動への参加者の増加を図るとあります。参加者の増加という使 

い方でよいのでしょうか。私はおかしいと思うので、参加者を増やすことを図る 
ではいかがでしょうか。 

 
事務局  参加者を増やすとともにという形に直します。 
 
委員   全体について図書関係ですが、図書館に専門的な図書が少なすぎます。リクエ 

ストで図書を揃えていくやり方だけではダメだと思います。専門書は県立図書館 
で借りればいいと言われていたが、それでは不便だと思います。ある程度の専門 
書は整え、調べられることが出来るようにしなければならないと思います。 

     90 頁に産学官民の協働の推進とあります。レベルの高い専門的な講座を大学、 
企業と連携して充実させていけばと思います。 

                                                 

委員   リクエストの要望を聞くのは登録者だけということだが、そうすると今登録さ 
れている人の興味範囲に限定されてくると思います。ある時期に広く要望を聞く 
ことをしてみればいいのではないですか。そうすれば、新たな利用者の増加にも 
つながると思います。 

 
事務局  図書の購入については専門の司書がいて、そこで購入しています。専門書も全 

く買わないということではありません、購入しています。アンケート等はこれ 
からも行っていきたいと思います。 

 
委員   これからもではなくこれからはです。 
 
事務局  高度な講座とのご意見をいただきましたが、伊賀市では文化フォーラムという 
    ことで三重大学、皇學館大学の協力をいただきながら進めてきました。回数や内 
    容については満足していないが、今後はハイトピアに三重大学人文学部も入ると 
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    いうことで、言われている講座等も相談しながら行っていきたいと思います。生 
    涯学習としてはこれまでの講座を浸透させながら新しい方向の大学講座も考えて 
    います。 
 
委員   図書館にお聞きします。司書の方々はどういった経歴を持っていますか。文型 

なのか理系なのかいかがですか。文系ばかりで理系の図書を充実させることが出 
来ますか。 

 
事務局  大学で司書の免許をとられた方々です。購入図書については色々な分野の図書 

を選定しています。登録者以外のリクエストに関しては検討します。 
 
会長   それでは長くなりましたが、これで第２回生涯学習推進委員会を終了します。 

ありがとうございました。 


