
伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画２５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）
25年度事業予定 25年度実施内容 指標

25年度
目標値

25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「これ
までとはちょっと違う絵本の読
み方、届け方」「子どもとのかか
わり方」「今の子どもは未来の
大人」～男女がいきいきと暮ら
すまちづくり～と題した講座を
実施しました。

回数 2 3 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
資質向上を行うため、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７８９回行いました。
また、病後児・緊急預かり活動
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

110 114 Ｃ 110

実績値は第３四半期
（Ｈ25.12月末）取りま
とめの数値となってい
ます。

（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
活動内容を広く市民に啓発しま
す。

・社協広報誌での啓発記事の
掲載　1回。
・障がい児童の日中一時支援
事業参加　38　　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）　5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　5回。
・各地区民生委員協議会啓発
活動　14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。
・障がい児童の日中一時支援
事業参加　9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　5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。）

回数 803
790

（見込）
Ｃ [3,196]

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やその
他の施設において活動場所の
提供や活動の支援を行いまし
た。
活動の支援　　　　３９８回
活動場所の提供　２１０回

箇所数 11 12 Ｃ 11
２５年度から、指標を
「回数」から「箇所数」
に変更

（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。

リーダー
会人数 12 10 D 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現化に向け
て協議します。

各地区青少年育成市民会議へ
の補助金や委託金の交付を行
うとともに事業の一現化に向け
て協議しました。

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、甲賀市
交流会

団数 62 60 Ｃ 73
小学生の減少により
団の合併が進むため

（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]：24～28年度までの５年間の累計

28年度目標値：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２５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）
25年度事業予定 25年度実施内容 指標

25年度
目標値

25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。

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
いました。

回数 1 1 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。

公民館長会議で設置に向けた
周知を行いました。

回数 2 2 Ｃ [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。

放課後児童クラブに指定管理
者制度を導入し、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　６８８名

箇所数 14 14 Ｃ 15

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
区にある保育所（園）に対し、ア
ンケート調査を実施します。

箇所数 - -

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。

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。

１月１８日（土）に上野フレックス
ホテルで青少年健全育成推進
大会を開催しました。

参加人数 150 206 Ｂ 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：親子で学ぶ文化
財ウォーク
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・スキー教室
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：親子で学ぶ文化
財ウォーク
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・スキー教室
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

箇所数 5 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
保育所
（園）

ほか44
44 Ｃ

子育て包括支援センターにおい
て、キラキラぷち事業を増やしま
した。

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）

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

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

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]：24～28年度までの５年間の累計

28年度目標値：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２５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）
25年度事業予定 25年度実施内容 指標

25年度
目標値

25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。

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
等を実施します。また、「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」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。

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
青山公民館：「飛び出すカード
づくり」「楽器を親しむ」
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10回）
いがまち公民館：こども体験教
室
大山田公民館：オオサンショウ
ウオ観察会
青山公民館：「飛び出すカード
づくり」「百人一首大会」「竹細
工体験」
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 4 6 Ｃ 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。

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 20 344 A

当初中高生の居場所の設定を
日割りで計画していましたが、世
代ごとに利用時間帯が異なるた
め、施設運営に支障のない範囲
で展示ギャラリーを開放していま
す。

20

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。

６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 10 6 Ｅ
中学校の家庭科の授業時数が
少ないため、なかなか実現でき
ていない。

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
学習を実施します。

すべての中学校で、職場体験
学習を実施しました。

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。

１月１８日（土）に上野フレックス
ホテルで青少年健全育成推進
大会を開催しました。

回数 1 1 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６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。
各地区においても青少年市民
会議事業として、講演会や研修
会等を実施します。

伊賀市青少年育成市民連絡会
議の事業として、第６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。
各地区においても青少年市民
会議事業として、講演会や研修
会等を実施しました。

回数 2 2 Ｃ [10]

（ア）中学生、高
校生の居場所づく
りの推進（

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

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]：24～28年度までの５年間の累計

28年度目標値：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２５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）
25年度事業予定 25年度実施内容 指標

25年度
目標値

25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

介護高齢福祉課
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意識の向
上をめざし、地域や団体への啓
発として、「第2次伊賀市地域福
祉計画」の説明会を開催しま
す。

各地域における福祉意識の向
上をめざし、地域や団体への啓
発として「第2次伊賀市地域福
祉計画」が示す地域の支え合
い体制の構築に向けた説明会
を開催しました。

回数 6 13 A

地域における見守りや支え合い
の体制づくりの重要性を伝えるこ
とにより、地域住民の福祉意識
の向上につなげることができまし
た。

[30]

（イ）学校教育及
び生涯学習と連
携した福祉教育
の実践

介護高齢福祉課
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。

「ご近所みまもり隊養成講座」な
どを開催し、福祉意識の向上を
目指すと共に、福祉活動に関す
る人材育成を行います。

「ご近所みまもり隊養成講座」な
どを開催し、福祉意識の向上を
目指すと共に、福祉活動に関す
る人材育成を行いました。

回数 5 7 A

諏訪住民自治会において、「諏
訪見守り隊養成講座」を7回開催
し、参加者28名の内21名が修了
者となり、地域での見守り活動に
参画することになりました。

[25]

（ア）地域福祉教
育推進プラット
フォームの創設

介護高齢福祉課

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。

伊賀市地域福祉計画推進委員
会が設置する「高参加高福祉
部会」を開催し、福祉教育を進
めるための学習内容や学びの
場のしくみを検討します。

伊賀市地域福祉計画推進委員
会が設置する「高参加高福祉
部会」を開催し、福祉教育を進
めるための学習内容について
検討しました。

回数 6 6 Ｃ

福祉教育の学習内容に加え、地
域住民が福祉教育を学びやすい
環境づくりに取り組む必要があり
ます。

[30]

（イ）ボランティア
活動支援の充実

介護高齢福祉課
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。

「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」を養成し
ます。

「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」を養成し
ました。

人 80 70 Ｃ
育成された人材が、地域の中で
活動できる体制を構築する必要
があります。

[800]

平成２４年度に設定し
た２８年度目標値
（500人）を達成したた
め、上方修正しまし
た。

（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

4,450
4940

（見込）
B 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）
　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・解放講座、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）
　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・解放講座、地区懇事
前研修、支所職員人権研修）

受講者数 1,700
1378

（見込）
D 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への支
援・協働をしました。

回数 7 10 A [44]
伊賀市同研会員数を
増やしたい。

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25年6月27日（木）
場　所：伊賀市教育研究センター
参加者：47名
講　師：元志摩市立磯部小学校　校
長　東川賢一さん
また、「Ａとの関わりを通して」と題し
て、成徳中学校での実践を中心に
授業づくりや仲間づくりについて講
演いただき、学習した。
開催日：平成26年1月30日（木）
場　所：伊賀市教育研究センター
参加者：45名
講　師：桑名市立成徳中学校　西村
奈央子さん

回数 2 2 Ｃ [10]

ア　地域を
主体とした
人権問題に
対する意識
の高揚

（
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

（
４

）
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現

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]：24～28年度までの５年間の累計

28年度目標値：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２５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）
25年度事業予定 25年度実施内容 指標

25年度
目標値

25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
10

（見込）
A

多様な学習ニーズに応えるた
め、予算の範囲内で購入でき
た。

[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51件でした。

設置数 3 3 A 消費増税等で価格高騰の中、予
算の範囲内で購入できた。 [22]

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。

「人権ワークショップ教材集」
「ええやん、そのままで」「お笑
い人権講座」等の啓発図書を
購入しました。

校(園)
数

36 33 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 45 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
ラル教育を実施するとともに、
保護者への啓発を行いました。

実施校
の割合

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 A 5

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。

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

イ　人権学
習環境の充
実（

４

）
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現

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

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]：24～28年度までの５年間の累計

28年度目標値：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２５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）
25年度事業予定 25年度実施内容 指標

25年度
目標値

25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、人権に関わる目標を掲
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）の割
合（％）

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２５年度に下記のとおり研
修の機会を提供します。
伊賀市同研講演会・・・１回
社同研啓発ＤＶＤ上映会・・・９
回
上野地区ＰＴＡ講演会・・・１回

人権啓発研究集会・部落解放
研究三重県集会（全体会＆分
科会：参加者２９５人）、社同研
啓発ＤＶＤ上映会（計９回：参加
者６０４人）、
上野地区ＰＴＡ講演会（１回：参
加者１５０人）
をそれぞれ実施しました。

回数 12 12 A [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：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：いきいきライフ講
座
青山公民館：青山青少年育成会
議と共催して、小学生を対象に人
権、特に「いじめ」についての標語
募集を実施します。
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「金
子みすゞの世界」
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：いきいきライフ講
座
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し
ました。
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 7,800
7999

（見込）
Ｃ 8,000

（イ）人権学習講
演会などの開催

エ　人権教
育の充実

（
４

）
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現

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]：24～28年度までの５年間の累計

28年度目標値：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２５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）
25年度事業予定 25年度実施内容 指標

25年度
目標値

25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25年5月20日（月）
場所：伊賀市教育研究センター
参加者：85名
講師：大阪教育大学監事　野口
克海さん演題：子ども一人ひと
りが輝くために

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。

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
実施しました。

派遣者数 6 5 Ｃ

各種講座へ職員を派遣、人権問
題に関する啓発・指導ができる
職員の育成に繋がり、人権啓発
を推進していく職員層に厚みを
増すことができました。

[ 30 ]

平成25年度において
各種講座へ6名を派
遣しましたが、うち1名
が体調不良により途
中終了したため、講
座を修了できません
でした。

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）
　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）

参加者数 3,500
4339

（見込）
A 学習会の開催回数を増加させた。 4,000

昨年度設定した２８年
度目標を達成したた
め、上方修正しまし
た。

（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 26 120 A
今回、全国大会が三重であり、
たくさんの市民・職員が参加する
ことができた。延べ１２０名

22

（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１４０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４
回：延べ参加人数１４０人）

回数 2 6 A
今年度より中・高生から青年層
の次世代人権リーダーの育成を
目的とした事業を実施しました。

[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

障がい福祉課

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。

市民や企業等に対し、ユニバー
サルデザインの理念を普及す
るための啓発を行います。
障害者週間街頭啓発での啓発
チラシ配付数　　1,000枚

市民に対し、ユニバーサルデザ
インの理念を普及するため１２
月の障害者週間の街頭啓発の
際に、啓発チラシの配布を行い
ました。
啓発チラシ配付数　　1,000枚

配付数 1000 1000 Ｃ [3,000]

理念の普及を目的と
するため、啓発回数
から啓発チラシの配
付数に指標を変更し
ました。

（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

エ　人権教
育の充実

（
４

）
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現

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]：24～28年度までの５年間の累計

28年度目標値：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２５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）
25年度事業予定 25年度実施内容 指標

25年度
目標値

25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 6 9 A [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

20 16 Ｃ [100]
平成23年度～平成27
年度で累計

（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。

チラシ・パンフレット等を配布し
ます。

チラシ・パンフレット等を配布し
ました。

回数 1 1 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
（％）

36 31 D
審議会等設置要綱等に記されて
いる構成委員の組織自体に女
性が少なく、伸び悩んでいる。

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 160 176 B [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。

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

総合危機管理室 　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。

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（推定活断層、活断層
について）の収集を行いまし
た。

回数 0 0 Ｃ [1]

（イ）防災ハザード
マップの作成

総合危機管理室 　防災ハザードマップの見直し

中瀬、三田・府中、中心市街
地、神戸地区の洪水ハザード
マップの修正、青山地区の洪水
ハザードマップ作成、河合地区
土砂災害ハザードマップの作成
を行います。

中瀬、三田・府中、中心市街
地、神戸地区の洪水ハザード
マップの修正、青山地区の洪水
ハザードマップ作成、河合地区
土砂災害ハザードマップの作成
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

総合危機管理室  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。

避難所運営を地域住民主体で
行うことを前提に、また、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。

回数 20 8 Ｅ

住民参加型の出前講座にするこ
とで実施回数が増えることを見
込みましたが、目標にはいたりま
せんでした。

10
過去２ヵ年の実績に
より目標値を修正しま
す。

イ　防災教
育の推進

（ア）防災ビデオ
の貸出し

総合危機管理室 　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 1 2 Ａ 3

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

ア　防災意
識の向上

（
５

）
男
女
共
同
参
画
の
推
進

（
６

）
安
全
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]：24～28年度までの５年間の累計

28年度目標値：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２５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）
25年度事業予定 25年度実施内容 指標

25年度
目標値

25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

総合危機管理室 　防災訓練の実施

災害に対していち早く対応を迫
まられる市職員に対し、南海ト
ラフ巨大地震の想定を加味した
訓練を行います。

南海トラフ巨大地震対応の訓
練を計画し、訓練に向けて幹部
職員の研修を行った。その後訓
練を行う予定をしていたが、台
風１８号の検証会に変更しまし
た。

回数 0 1 Ｃ
被害想定を変更して訓練を行い
ました。 [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・中学生を対象に夏休み
は防火習字、冬休みは防火ポ
スターの募集をします。

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、２６年１月に出初式に参
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、２６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 3,400 2,808 Ｂ

　上級救命および普通救命講習
会の受講者は1712名、「救命入
門コース」の受講者数は1096名
でした。
また、「e-ラーニング」で学習した
後、普通救命講習会を受講した
人は3名でした。
　受講者数は目標値にいたらな
かったが、公募型を含め延べ
128回の講習会を実施し2,808名
の受講者が救命技術を習得し
た。

[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

150 167 B

消防署から指導に赴き活動を実
施した組織数は167組織でした
が、その内で補助金制度を活用
した組織は67組織でした。
なお、消防の指導および補助金
を受けずに独自で活動した組織
数については、把握できていま
せん。

[750]

（ア）国民保護制
度啓発事業の推
進

総合危機管理室
　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」などを通し、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 3 Ｃ [5]

（イ）国民保護制
度研修会の開催

総合危機管理室 　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 [2]

（ウ）国民保護訓
練の実施

総合危機管理室 　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 3 8 A [5]

エ　防犯意
識の向上

（ア）伊賀地区防
犯協会への支援

総合危機管理室 　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]

ウ　国民保
護の推進

イ　防災教
育の推進

（
６

）
安
全
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  25P

 28年度までの[累計]又は28年度目標値
[累計]：24～28年度までの５年間の累計

28年度目標値：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２５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）
25年度事業予定 25年度実施内容 指標

25年度
目標値

25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

総合危機管理室 　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

総合危機管理室 　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。

各住民自治協議会に呼びか
け、34名に参加いただき、講
習・実技により学んでいただき
ました。

回数 1 1 Ｃ 1

（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（4/10、
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

地域・団体間の情報交換や啓発
事業への相互協力等を図るた
め、市内各地域・関係機関・企業
等40団体を構成員として「伊賀
市交通安全推進協議会」を立ち
上げました。

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 11 Ｃ

保険請求の方法や相手方との
対応等の助言により、相談者の
事故後対策に関して一定の効果
があったものと考えます。

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　３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 15 46 Ａ
Ｈ25年度は、感染症（手足口病・
風しん・ノロウイルス等）が流行し
たため情報提供が増えました。

[ 45 ]

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４
回実施しました。

回数 12 6 Ｃ

市民、団体等からの要請による
出前講座は目標値と比較し減少
しましたが、参加者に対する啓
発・教育はある程度達成できた
と考えます。

[ 12 ]

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

市民活動推進課

　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。

市民活動支援センターのあり方
について検討を行います。

平成26年度から公設民営を目
指し、指定管理に向けて協議を
重ね12月議会において条例改
正を行いました。

回数 2 20 Ｂ 2

イ　市民活
動への財政
支援

（ア）市民活動の
支援

市民活動推進課

　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。

H24年度に補助制度を見直し、
H25年度から団体別支援から
段階別支援の補助制度と致し
ました。
平成２５年３月２０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H25年度に
認定を受けた団体に対し支援
を行います。
また、マッチングギフトの広報活
動を行います。

平成２５年３月２０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、H25年度に
認定を受けた１１団体に対し支
援を行いました。
しかし、寄付のしくみの広報活
動は実施されませんでした。

回数
[審査登録
団体数]

[ 14 ] 14 Ｃ [ 50 ]

平成２４年度で制度
の見直しができたた
め、指標を審査登録
団体数に変更いたし
ます。

オ　交通安
全意識の高
揚

（
７

）
市
民
活
動
の
支
援

（
６

）
安
全
に
対
す
る
意
識
の
向
上

エ　防犯意
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  26P

 28年度までの[累計]又は28年度目標値
[累計]：24～28年度までの５年間の累計

28年度目標値：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２５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）
25年度事業予定 25年度実施内容 指標

25年度
目標値

25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

市民活動推進課

　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

市民活動推進課

　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）

114 228 Ｃ [ 588 ]

イ　住民自
治活動の拠
点整備

住民自治活動の
拠点整備

市民活動推進課

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
と古山地区市民センターの改
築を行います。

三田地区市民センターの移転
に向けての協議を行い、平成Ｈ
２６年秋以降に伊賀上野交流
研修センター移転予定。
また、古山地区市民センターの
改築を行いました。

箇所数 2 2 Ｂ [ 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]：24～28年度までの５年間の累計

28年度目標値：数値をそのまま記載


