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第５回伊賀市まちづくり委員会 会議録 (要 約) 

 

【日  時】 平成 23 年 12 月 12 日（月） 午後７時～午後９時 

【場  所】 市役所北庁舎１階 第 1１会議室 

【出席委員】 １３名 

【欠席委員】 ２名 

【議  題】 開会            

１．議事 

（１）「教育・文化」分野の目標値の設定について    

（２）「産業振興」「交流基盤」各分野の概要について 

２．その他  

 

１．議事 

（１）「教育・文化」分野の目標値の設定について 

政策１ 明るい未来の希望を育むまちづくり 

基本施策① 個性を伸ばし、夢を追い求められる教育を進める（基本施策番号 31） 

（事務局説明） 
委  員： 新しい小学校が、住宅も建っていない場所で安全か。 
教育総務課： 
      立地については、地域の同意と参画が必要である。小学校の検討協議会で設

置場所の協議が行われた。 
（設置要因） 
・ 地理的に中心地であったこと 
・ 通学の利便性 
・ 高台にあり災害が少ない 
・ 景観・騒音に関して望ましい環境 
これらの要因などにより設置場所の合意に至った。 

      通学の防犯や環境整備事業で今後、地域の方々と要望を踏まえながら実現さ

せていきたい。 
委  員： 合併し、校区再編となり、小規模の学校を統廃合する必要はある。 

複式学級は子どもの教育環境としてはよくないので、伊賀市は統廃合を進め

ており、県内でもめずらしい。統合し新しい学校になった後も、地域の方から

教育支援などのコミュニティスクールのようにしてもらいたい。統合したから

こそ、集団の中で育つような目標が必要。 
会  長： 地域と密着して実施してもらいたい。 
      せめて必要な値として、50％でどうか。 
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（委員 賛成） 
 
政策１ 明るい未来の希望を育むまちづくり 

基本施策② 大学や研究機関などを積極的に活用する（基本施策番号 32） 
（事務局説明） 
委  員： 研究機関活動の現状周知はわかりにくい。すぐに成果が出るものでもない。

市民の方々も知る努力が必要であるが、研究機関からの周知も必要。 
委  員： この分野は、大人が関わっているところが多い。アンケート回答者の関わり

が少ない施策は満足度が低く、関わりが多い施策は満足度が高い。施策番号 31

も保護者にアンケートしたら、もう少し高くなるのではないか。この施策のよ

うに関わる方が限定されたものは、目標値を上げてもよいのでは。 
会  長： 駅前ビルに大学関係が入ると満足度も上がると思う。 
委  員： 例えば、伊賀白鳳高校が相可高校のようなことを実施し、中心市街地に入っ

てくることや、上野高校では、現在社会人向けの公開講座を実施していると思

うが、このようなことを市としてどのようなサポートをしていけるのか。 
学校教育課： 
      伊賀白鳳高校と中学校の連携として、キャリア形成のための授業参加をして

いる。 
教育総務課： 
      上野高校は、三重大学の生物資源の授業をスーパーサイエンスハイスクール

として、上野高校の生徒がゆめテクノ伊賀で大学の授業や、大学の先生に出前

講座としてお越しいただき授業を行った。 

会  長： 委員アンケート調査数値の最高値 35％でよいか。        
（委員 賛成） 
 
政策２ 生涯を通じて生きがいを持てるまちづくり 

基本施策① だれもが生きがいを持てる機会をつくる（基本施策番号 33） 
（事務局説明） 
委  員： 図書館活動の充実とあるが、利用者の声を取りまとめているのか。 

上野図書館： 

      図書館内に利用者の声を聞くための、ＢＯＸを設置しており、ご意見をいた

だき、改善に取り組んでいる。 

      車椅子の方のための段差を無くすことや、エレベーター設置場所の表示等の

ご意見が多い。又、開館時間を１時間延長してもらいたいとの声があり延長し

たが、利用者が少なく、結局４時閉館に戻した。 

委  員： 名張市立図書館と比較してどのように考えているのか。 
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上野図書館： 

      よく比較される。名張市立図書館は、図書館賞も受賞している素晴らしい図

書館である。 

      上野図書館と公民館図書室と連携し、ネットワーク化の構築を平成 25 年度完

成予定で進めている。 

委  員： 中央公民館と地区の公民館のすみ分けはどのようになるのか。 

      中央公民館が今後、駅前ハイトピアに移る予定であるが、地域における公民

館活動としてサークル活動等はどのようになっていくのか。 

中央公民館： 

      現在、上野地域は上野公民館、いがまち地域はいがまち公民館、島ヶ原地域

は平成 23 年度から住民自治協議会に業務委託をしている。阿山、大山田、青山

各地域は職員が配属され公民館活動を行っている。 

      駅前ビルが完成した際には、５階に公民館機能を移す。12 月 15 日の議会常任

委員会の中で、条例を提案し使用料等についても協議する予定。上野地域での

公民館や各地域の使用料についても利用していただきやすいように考えている。 

委  員： 我々の地域にある公民館の使用料が無料になっているため、他地域の方が使

用することがあり、地域で会議を開催したい時に利用できない状況となってい

る。新しくできる駅前ビルの公民館は有料であれば、また無料である公民館へ 

     利用者が流れてくることが考えられるので、考えていただきたい。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 55％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

政策２ 生涯を通じて生きがいを持てるまちづくり 
基本施策② だれもが気軽に楽しめるスポーツを振興する（基本施策番号 34） 
（事務局説明） 
委  員： これまでの施設は使い勝手が悪いところがある。せっかく施設を建設するの

であれば、何度も改修をしなくてもよい施設にしてもらいたい。 
スポーツ振興課： 
      新たなスタジアムの建設について、運動公園のホームスタンドだけを新しく

するのに、約 70 億円と莫大な金額が必要になる。平成 25 年度に対応できると

ころから行いたい。 

委  員： 現在、女子サッカーが脚光を浴びており、くノ一も今後一部リーグに残留し

たことがＰＲになる。先日行われた INAC 神戸レオネッサとの試合は、鈴鹿市で

開催となった。伊賀市をＰＲするためくノ一は一番の媒体であると思うので、

市からも支援していくべきである。 
会  長： 満足度が高く、最近は様々なスポーツも増え高齢者の方も楽しめる機会が増
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えた。多くの方が満足されているので、63％でどうか。 
（委員 賛成） 
 
政策２ 生涯を通じて生きがいを持てるまちづくり 
基本施策③ 文化・芸術により、豊かな感性と創造性を育む（基本施策番号 35） 
（事務局説明） 
委  員： 本市のまちなか拠点はどのようなまちをモデルにしているのか。 

      施策４の「周遊」とはどのような考えがあるのか。 

伊丹市の柿衛文庫は本市に当てはまると思うが。 

      図書館の蔵書の保管はどのように行っているのか。 

企 画 課： 柿衛文庫には行ったことはない。 

      「周遊」の参考にしたモデルとして具体的なものはなく、芭蕉記念館、蓑虫   

     庵等があり、今後活動計画の中で、芭蕉に関連付けるものを考えていきたい。

また、芭蕉だけに関わらず、まちなかを巡ることができる工夫をしたい。 

上野図書館： 

      古文書等の貴重資料は、定期的に燻蒸も行いながら保管している。 

委  員： 現在計画中の橋の建設は周遊につながると思うが。 

企 画 課： 橋を含めて、点と点をむすぶように考えている。橋が建設されない場合も、

芭蕉記念館の建設を変更することは考えていない。 

委  員： 芭蕉はこれからのまちづくりに重要な資源になる。地域間競争に勝つために

は、芭蕉は大きな要因になる。 

      芭蕉記念館を桃青の丘にこだわる必要はないと思う。立地条件として将来、 

本市の財産になる場所として適切か考えていただきたい。 

 シェークスピアの生誕地イギリスのストラトフォード・アポン・エイヴォン 

はたいへん不便な場所であるが、世界中から人が来る。芭蕉の生誕地を俳句の 

メッカとしても良いのではと思う。 

会  長： 芭蕉記念館の候補地は検討委員会で４箇所（長田、桃青、まちなか、現在の

市役所）があり、「自然の中につくりたい」「観光に結び付けたい」等、議論の

末、桃青になった。 

委  員： 文化の創造性を育むには、本市は「能」も必要ではないかと思う。毎年、「能」

の企画も実施しているので考えていただきたい。 

会  長： 本市は、文化のまちとして様々な資源がある中で美術館らしいものがない。

観光面からも弱点。今回、桃青の丘に芭蕉記念館建設を予定としているので期

待していただきたい。 

      このような期待を踏まえ 54％でどうか。 

（委員 賛成） 
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政策３ 歴史・文化を守り、未来へとつなげるまちづくり 

基本施策① 歴史や文化を守り、未来へと引き継ぐ（基本施策番号 36） 
（事務局説明） 
委  員： 議会を傍聴した際に、教育長が「文化財について、著名な人の作品は・・・」

の発言のなかで、この考え方は違うのではないかと思う内容の発言があった。   

埋蔵物の中に、日常生活に使用されていた物も、埋蔵文化財になってくるの

ではと思う。著名な方が作った作品は文化財であり、各年代の生活で出土した

物については、不要であるという内容の発言であったため、改めて教育委員会

の意見を聞きたい。 

生涯学習課： 

      不要という意味ではなく、生活の中で使用されていた物でも文化財として価

値のある物もある。今回発掘した物は、近現代の物であり発掘場所の時代考証

から資料になる物もあった。ただし、文化財として残していくかの判断は、時

代的な部分からも考査する必要がある。 

近現代の物は貴重な資料として残している。平成 10 年文化庁から文化財とし

て残す物として判断基準の通達があり、全部を文化財として認定はできなかっ

た。 

委  員： 歴史は、文化財の価値や平凡な物であろうが、過去における生活の証である。

このような物をどのように処理したのか。 

生涯学習課： 

      発掘の過程で出土した物は、各時代の文化を考査する貴重な物であり、南庁

内２階に市民の方々にも見ていただけるよう展示している。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 72％でどうか。 

（委員 賛成） 

 
政策４ 子どもたちを健全に育成するまちづくり 

基本施策① 子どもたちの健やかな成長を促す（基本施策番号 37） 
（事務局説明） 

委  員： 青少年の健全育成という言葉は今後使用していくのか。 

生涯学習課： 

      本市の健全育成ということで使用していく。見守りというなかで県は体制が 

変わってきているが、いがっ子憲章にあるように、「大人が子どもを見守ってい 

く、地域が子どもを育てていく」見地でいる。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 39％でどうか。 

（委員 賛成） 
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政策５ だれもが尊重される人権文化のまちづくり 

基本施策① 互いを認め合い、すべての人の人権を尊重する（基本施策番号 38） 
（事務局説明） 
委  員： 基本施策番号 38～41 まで共通することであるが、満足度を上げるために市や

職員がモデルや広告塔として動くことが大切だと思う。例えば、ユニバーサル

デザインが新庁舎建設にも入れている。部長級の女性登用等。このようなこと

が充実してくると、満足度も上がってくると思う。       

委  員： 上野地区草の根運動が 2007 年から旧上野地区 20 箇所を毎年３箇所まわって

いる。皆さんにはこの時に聞いたことを地区でも話す機会をつくってもらうよ

うお願いしている。 

      現在、11 箇所まわっており３年で終了できる見込みであり、このことから満

足度も上がってくると思う。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 51％でどうか。 

（委員 賛成）  

 

政策５ だれもが尊重される人権文化のまちづくり 
基本施策② 部落差別の解消に向け、同和行政を推し進める（基本施策番号 39） 
（事務局説明） 
会  長： 委員アンケート調査平均値から 48％でよいか。 

委  員： 基本施策番号 38 が 51％であれば、39 を 48％と低くするのは理解できない。

38・39・40 の意味合いは大きく変わらないので、目標値を揃えてもよいのでは。 

会  長： 以上のご意見から 51％としたい。 

（委員 賛成） 

 

政策５ だれもが尊重される人権文化のまちづくり 
基本施策③ ユニバーサルデザインの理念に基づいたまちをつくる（基本施策番号 40） 
（事務局説明） 
委  員： ユニバーサルデザインは施設的な面で考えてしまうが、それだけでなく、施

策２「だれにでも分かりやすい情報提供」のように、外国人にでもわかる日本

語を話すこととして、震災後「やさしい日本語講座」が開催されるようになっ

てきた。これについても、ユニバーサルデザインにつながると思う。また、本

市の案内表示は外国語で表示してあるものも多くてよいと思う。 

      市側も出来ていることについて、ＰＲしたら今以上に満足度も上がると思う。 

委  員：  行政文書はカタカナが多く、皆がわかるような行政文書にしてもらいたい。  

会  長： 基本施策番号 39 での協議の際、38・39・40 を揃える意見が出たが、40 に関

しては違う施策も入っているので、これについては、委員アンケート調査平均



- 7 - 

値から 44％でどうか。 

（委員 賛成）   

 

政策６ 男女がともに参画するまちづくり 

基本施策① あらゆる場に男女がともに参画する社会をつくる（基本施策番号 41） 

（事務局説明） 

委  員： 様々なところで女性が必要と言われるが、話しやすい場であればと思う。 

委  員： 他の委員会では沢山女性がおり、副会長には女性になっていただいている。

県内では初めてである。周囲がサポートしていけば女性の地位も上がると思う。 

委  員： 女性も抜擢すると仕事はやると思う。 

委  員： 我々は以前から住民自治協議会の役員を女性にお願いをして入っていただい

ている。また、人権政策・男女共同参画課からも、女性の登用をお願いする文

書も送られてくる。 

会  長： 以前はそうでなかったが、世間では女性の進出が増えている。 

      委員アンケート調査平均値から 50％でよいか。 

 （委員 賛成） 

   

（２）「産業振興」「交流基盤」各分野の概要について 

 （事務局説明） 

 

２．その他 

事 務 局： 次回開催は１月 11 日（水）午後１時 30 分からでお願いしたい。 

                           （午後９：00 終了） 


