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平成 25 年度第２回伊賀市生涯学習推進委員会 議事録 

 

日時：平成 26 年 3 月 26 日（水） 午後 1 時 30 分～午後 3 時 45 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、小野委員、中川委員、 

服部委員、里中委員、奥井委員 

欠席委員： 1 名 森嶋委員 

事務局：     風早総合危機管理室長、総務課長代理：笠井主幹、 

企画課長代理：久保主任、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、加藤厚生保護課長、厚生保護課：奥副参事、 

入本健康推進課長、商工労働課長代理：福森副参事、 

松居消防本部予防課長、宮本消防救急課長、 

学校教育課長代理：中浦副参事、松本スポーツ振興課長、 

スポーツ振興課：島井主査、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 

伊藤会長あいさつ 

 

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 年度事業実績について 

５つの基本目標ごとに「施策項目」「取組の方向」「事業実施課」の順で事務局から説

明。その後、委員の質疑・意見に対し回答・補足説明を行った。 

 

委員  ２頁（１）家庭の教育力の向上のウの（ア）のこども家庭課の 25年度目標値と実績

値が同数であるのに自課評価がＤとなっているのは何故か。 

 

事務局 特記理由欄に調査結果の考察を行ったところまでであり実践につながっていないた

めとの記載がある。考察から課題を洗い出している段階と思いますが、詳細につい

ては、本日こども家庭課長が欠席していますので確認します。 

 

委員  ２頁（２）学校教育の充実のアの（イ）の学校教育課の指標で、「授業の内容がわか
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る」と答えている児童生徒の割合」とあるが、「割合」ではなく「比率」という表現

が適当ではないかと思う。 

 

事務局 ご指摘の欄以外でも同様の表現が見られる部分について、訂正します。 

 

委員  ３頁（２）学校教育の充実イの（イ）で部落問題を考える中学生が参加してよかっ

たという生徒の割合が 100％となっている。 

    先生方が一生懸命に取り組んでいただいているのに、保護者のなかには「差別はな

くならない」という発言があったと聞いており、とても残念に思っている。子ども

たちを取り巻く環境（地域・家庭・職場）を整えるようお願いしたい。大人たちの

言葉で子どもたちの感じたことがいい方向に行くように周りの大人たちの一層の取

組をお願いしたい。 

 

事務局 学校教育課では、小中学校でのつどいを行い、部落問題をはじめとするあらゆる差

別について学び、反差別の仲間づくりを進めており、地域・家庭もともに反差別の

仲間をつくっていきたいという思いで取り組んでいます。学校によっては家庭訪問

による保護者とともに学ぶ機会を設けるなどしています。 

生涯学習課では、地域学習として啓発講演会等に取り組んでいますが、隅々まで行

き届いていないのが現状です。家庭教育も含めて重要な課題として取り組みを進め

ていきます。 

人権政策・男女共同参画課です。上野地域では草の根運動を中心に地区別懇談会を、

支所管内では自治会や自治協単位の地区別懇談会を開催し、地域のみなさんが人権

について学ぶ機会を通じて啓発を進めていきます。。 

 

事務局 一部訂正をお願いします。４頁（３）知識・教養の習得・向上のイの（ア）の中央

公民館の 25年度実施内容で、「参加者予定数」を「参加者数」に訂正願います。 

 

委員  ７頁（５）スポーツレクリエーションの推進のイの（イ）にスポーツフェスティバ

ルの記載があるが、市主催のイベントでも地域ごとに参加への意識に違いがある。

市全体で参加できるよう、参加しやすいプログラムやメニュー、レクリエーション

種目の充実を図り、活発な事業となるようお願いしたい。 

 

事務局 現在のイベント・大会などでは団体参加による競技性の種目への偏りがあるかと思

います。最近ではレクリエーション協議種目の充実も図られてきています。レクリ

エーションを通じて地域交流を進めていけるようにしていきたい。 
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事務局 一部訂正をお願いします。８頁（５）スポーツレクリエーションの推進のウの（イ）

のスポーツ振興課の 25年度実施内容で、「支援に努めます」を「支援に努めました」

に、（ウ）のスポーツ振興課の 25年度実施内容で、「実施します」を「実施しました」

に訂正願います。 

 

委員  ９頁（６）権神づくりの推進のアの（ア）の健康推進課の広報啓発活動について、

機関紙（すこやかだより）の発行は来年度からできますか。 

 

事務局 健康推進課です。機関紙の配付については全ての自治協議会が立ち上がった時点で

と考えています。極力、健康づくりに関する情報を各地域に何らかの媒体で情報提

供を行っていきたいと考えていますが、現時点では全自治協が揃うまでは難しいか

と考えています。 

 

委員  機関紙の発行は２年間ほど途絶えている。地域住民への重要な役目であると思うの

で、いろいろ事情はあると思うが努力していただきたい。 

 

委員  １２頁（７）図書館活動の充実のイの（イ）で郷土資料の収集・整理保存のことが

書かれているが、今後、市庁舎が移転するときなど公文書をきちんと保管するよう

な体制を徹底してほしい。行政の責務としてしっかり考えてほしい。（要望のため回

答はなし） 

 

委員  １６頁（３）世代間交流の推進のアの（ア）で地域の祭りの支援があるが、かんこ

踊りについて、比自岐や波敷野では子どもたちと取り組んでいるが、その他の地区

では後継者がいないために今後続けられなくなっていくおそれがある。子どもたち

につなげるよう、祭りを残せるように努力してほしい。 

 

事務局 生涯学習課です。１７頁（１）地域の教育力の向上ウの（イ）の各地区青少年育成

市民会議への支援の枠組みの中で、市民活動のなかで祭りを行っているところを対

象に、小額ですが祭りや行事への支援を行っています。島ヶ原の獅子舞、大山田の

地蔵盆などですが、その他の地域にもご活用いただけるよう制度の周知啓発をして

いきたいと思います。 

 

委員  １７頁（１）地域の教育力の向上アの（ア）の子育てサポーターの養成ですが、若

い親の支援だけでなく、広い世代（祖父や祖母など）も対象とした支援をお願いし

たい。親世代以外の大人が地域のしきたりや文化を教えることも重要。 
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事務局 伊賀市社会福祉協議会において、世代を問わず広く市民に向けてサポーター養成講

座受講の募集を行っています。また、サービスの提供に関しては、サポーターと支

援を受ける方の両方の聞き取りを充分に行い、マッチングするようにしています。 

    生涯学習課です。青少年育成活動のなかで地域活動を行っていただいています。そ

こでは高齢者と子どもが正月飾りを一緒に作ったり、昔遊びを一緒にしたりしてい

ます。地域によっては米作りから餅つきまでを体験してもらって地域の食文化の継

承を行っているところもあります。青少年の活動の中で子どもたちに地域の文化を

教えていく活動を行っています。 

 

委員  １７頁（１）地域の教育力の向上アの（イ）のファミリー・サポート・センターの

指標が提供会員数となっているが、これはセンターに登録してサポートをしてくれ

る方の人数ですか。 

 

事務局 サービスを提供する側の人員の登録数です。 

 

委員  登録があっても利用がなければ意味がないと思います。実際にどれだけ活用されて

いるのかを知りたい。25年度実施内容に活動回数が 789回と明記されているものの、

これが前年度と比較して上がったのか下がったのかわからないので、教えてほしい。 

 

事務局 後日確認して報告します。 

 

委員  １７頁（１）地域の教育力の向上アの（イ）子育て支援センターの記載があるが、

ハイトピア４階では毎日たくさんの未就学児の親子が利用されている。幼少期から

他人と交流する経験は貴重な学習であると思います。施設利用者の状況や要望等を

調査してみたら何か新しいサークル活動などにつながっていくのでは。 

 

事務局 各地域にも子育て支援センターがありまして、それぞれに子どもと保護者が一緒に

活発な活動が行われていますので、それらの活動が充実できるよう支援していきた

いと思います。 

 

委員  １７頁（１）地域の教育力の向上ウの（イ）の中央公民館で、青少年育成団体への

支援が書かれているが、これまで団体構成員の約 80％が女性であった。最近は男性

も増えてきたが、青少年育成団体や自治協など、参加しているのは中高年ばかり。 

    もっと若い世代の参加が重要。若い世代が子育てに取り組み、子どもを育成してい

くシステムが必要である。 
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事務局 市民生活課です。住民自治協議会では年齢の高い方がほとんどです。女性の参加を

はじめ幅広い年齢層の方に住民自治活動に参加いただけるよう、参加率に応じた交

付金の加算等について検討しているところです。 

 

委員  １８頁（１）地域の教育力の向上エの（ア）の生涯学習課の放課後子どもプランに

ついてですが、放課後児童クラブは学校によって規定が違うのですか？また、３年

生であってもすでに満員で利用できない場合もあるのでは。４年生以上はどうする

のですか。 

 

事務局 放課後児童クラブは学校ごとに運営団体が異なりますので内容は様々ですが、進め

ている方向性は同じです。クラブの定員に余裕があれば６年生まで利用可能なとこ

ろもあります。また、放課後児童クラブが設置されていない学校では、ボランティ

アが子どもの見守りを行う放課後子ども教室を実施しているところもあります。 

 

委員  放課後子ども教室で学校の空き教室を利用させてほしい。また、地域にいる元教師

など子どもの見守りに協力してもらえそうな方の活用を考えてほしい。 

 

事務局 学校で空いている教室があれば、防犯面や安全面から他の教室と分離できるような

形であれば放課後子ども教室としてお借りすることもできます。学校に空き教室が

ない場合、子ども教室では市民センターや地域の集議所などを利用しています。 

放課後子ども教室に携わっていただいている方の中には、元教師の方がたくさんい

らっしゃいます。市では、そういったいろんな能力をお持ちの方々の把握が出来て

いませんので、活用するための人材バンクのようなものを今後の課題として検討し

ています。 

 

委員  １９頁（２）青少年が生き生きと成長する地域づくりのアの（ア）で小中学校の体

育施設を開放したとありますが、その際の安全管理などはどうなっているのですか。 

 

事務局 スポーツ振興課です。学校施設の開放については、スポーツ少年団などの団体が必

ず校長の許可を取り、団体の責任において子どもの見守り等を行なっていただいて

います。 

 

委員  ２２頁（４）人権が尊重される社会の実現のエの（イ）の生涯学習課の人権講演会

やＤＶＤ上映会の実績値が目標値と同数であるのに、自課評価がＡとなっているの

はなぜですか。 
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事務局 生涯学習課です。開催回数は目標どおりでしたが、参加者数が予想よりも倍増して

いるところがあり、充分な取組ができたとしてＡ評価としました。特記理由に記載

し忘れていました。申し訳ありません。 

 

委員  ２２頁（４）人権が尊重される社会の実現のエの（イ）の中央公民館で各地区公民

館での人権講演会の開催とあるが、もっと少人数（自治協単位など）を対象とした

やさしく気軽な出前講座や小さな学びの場を設けてほしい。 

 

事務局 生涯学習課および公民館では、講演会・研修会や自身が発言する体験型の講演会な

ども実施しています。公民館としましては次年度以降、上野地域と青山地域の分館

活動の見直しをしていく中で、各種講座を提案できるシステムも考えていきたい。

身近な人権をテーマにご提案し啓発を進めるとともに、体験講座なども多くの方々

に参加いただけるよう拡大していきたいと思います。 

    人権政策・男女共同参画課です。各自治会単位での地区懇談会、草の根運動など小

さな地域で開催していますので、身近なところでたくさんのみなさんにご参加いた

だきたいと思います。また、若い世代の方にも参加いただけるよう、ビデオを使っ

たやさしい人権学習など工夫していきたいと思います。 

 

委員  ２５頁（６）安全に対する意識の向上イの（イ）の総合危機管理室の防災訓練につ

いてですが、災害時の避難所での活動などに女性の参加が不可欠と思いますので、

女性の視点を取り入れてほしいと思います。女性の参加はどれくらいですか。また、

同頁（オ）と（カ）の消防救急課の救命講習や自主防災組織などについても女性の

視点からの取組をお願いしたい。 

 

事務局 総合危機管理室です。女性の視点からの参画はとても重要であると考えていますが、

残念ながら伊賀市地域防災計画策定の委員にも女性が少ないのが現状です。地域で

作成している避難所運営マニュアルの検討について女性の参加をはたらきかけてい

きます。 

    消防救急課です。25 年度には、女性消防団員 10 名が救命講習の普及員として活動

しています。26年度には５名追加し、１５名に活動いただく予定です。 

市民生活課です。担当である市民活動推進課が欠席していますので代わってご説明

します。住民自治協議会の女性委員の登用を働きかけ、女性目線での防災支援がで

きるよう。阪神大震災・東日本大震災の教訓を活かして取り組みます。 

 

委員  ２７頁（８）住民自治活動の推進のアの（イ）の市民活動推進課の地域担当職員の

配置について伺いたい。 
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事務局 市民生活課です。担当である市民活動推進課が欠席していますので代わってご説明

します。地域担当職員は各支所に 1 人配置していますが、すべての自治協をフォロ

ーすることができていません。26年度 6月から新たに地域担当職員制度導入の準備

を進めているところです。 

 

委員  ２９頁（１）歴史・文化の保護と継承の推進のエの（オ）の芭蕉記念館の整備です

が、市長の考えでは現在の上野図書館の場所としているが、見学者のバスの駐車場

も確保できないのでは。 

 

事務局 企画課です。芭蕉記念館のほか図書館などの整備については、広くエリアで考えて

その中を周遊してもらえるような構想を検討しています。バスや自家用車の駐車場

については、ハイトピア前駐車場や周回バスの利用などの方法を考えています。 

 

委員  芭蕉記念館の建設については、全国から来ていただく観光客の方に満足していただ

けるよう、交通の問題のほか、たくさんの資料や文献の展示なども充実したものと

なるようお願いしておきます。（要望のため回答なし） 

 

委員  ３３頁（１）情報の収集・発信機能の充実のウの中央公民館のサークル協議会の交

流会ですが、指標の達成率がどんな基準なのかわからない。 

 

事務局 中央公民館です。現在、各地区のサークルまつりやサークル交流会で集まるところ

まではいっているが、各支所にあるサークル協議会での交流はまだ始まったところ

であり、各協議会の代表者が集まって今後の方向性が見えたということで市全体の

60％程度と評価しています。 

 

委員  全体的な評価方法について、目標値が 100％で実績値も 100％なら、自課評価なしで

評価しなくても良いのではないか。 

委員  ９頁（６）健康づくりの推進のアの（イ）の健康相談の件数などは実績の報告は必

要かと思うが、自課評価はなしでよいのではないか。 

委員  ３２頁（３）環境保全・環境学習の推進のアの（オ）のエコクラブの活動などは、

国の体制変更が原因で実施回数が減っているので仕方ないことと思う。取り組みは

しているのだからＥ評価というのは違うと思いますので、評価を変えてもらいたい。 

委員  ３０頁（２）文化・芸術活動の推進のイの（ア）（イ）（ウ）の市民文化祭や市展に

ついての企画課の自課評価がいずれもＥとなっています。目標値と実績値をみると

数字的にはＥ評価になるのかもしれないが、取り組んでいないわけではないのに一
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番低い「取り組みができなかった」というのはどうかと思う。 

委員  評価区分が 95％～105％でＣとなっているが、100％達成できたらＡという評価でい

いのでは。 

委員  目標値に向けて充分取り組めなければＥ評価で仕方ないと思うが、がんばっても結

果として目標に達しなかった場合はＣでもいいのでは。 

委員  指標や目標値の設定次第で評価への影響が大きくなる。 

    ただチラシを配るだけでも、会議を開いて協議しても同じ１回になる。設定の仕方

も難しい。 

 

事務局 生涯学習推進大綱策定時に指標を定めましたが、わかりづらい部分もありましたの

で、評価の特記理由欄に記載させていただいています。 

当計画に限らず、市の他の計画においても進捗の諮り方状況の確認方法について各

委員会等でご相談いただいているところですが、この後期計画については残りのあ

と３年間については現行の評価方法で進めさせていただく必要があるかと思います

が、今後わかりやすい評価の仕方（区分、基準の見直し等）を検討したい。 

指標には、数値で表しやすいものや難しいものもある。100％もノルマとしてやった

だけというところもある。わかりやすく表現できるように、特記理由の記載方法の

統一も含めて、市の他の計画の進行管理の方法も参考にしながら、次期の計画策定

時までに整理していきたい。 

 

 

3. その他 

 

協議事項なし。 


