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    平成２４年度 第２回生涯学習推進委員会議事録 

  

 ◆日時：平成２５年３月２８日（木）13時 30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１・２ 

 

事務局 それではみなさんこんにちは、定刻となりましたので、ただ今から 

平成２４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。

皆様には、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。

本日の会議につきましては、推進委員様の交代がありまして初めての会議と

いうことでございます。これから、皆様に２年間お世話になります委員様の

ご紹介をさせていただきます。こちらからお名前を呼ばせていただきますの

で、よろしくお願いします。事項書２の「伊賀市生涯学習推進委員会委員」

名簿がありますのでご確認ください。 

 中島 耕士様 伊賀市校長会からお世話になっています。 

 上出 通雄様 伊賀市社会教育委員からお世話になっています。 

 蓮尾 直美様 学識経験者からお世話になっています。 

 高見 一也様 公募からです。 

 奥田 代子様 公募からです。 

 田村 敏子様 伊賀市図書館協議会委員としてお世話になっています 

 中川 甫 様 伊賀市文化財保護審議会委員としてお世話になっています。 

 服部 明 様 伊賀市スポーツ推進委員協議会からお世話になっています。 

 澤田 典子様 伊賀市青少年育成市民連絡会議からお世話になっています

今日はお休みです。 

 吉田 文江様 伊賀市社会福祉協議会からお世話になっています。 

 奥井 てる子様 伊賀市公民館運営審議会からお世話になっています。 

委員様につきましては以上でございます。 

事務局職員の紹介をさせていただきます。 

教育委員会事務局の前田事務局長でございます。 

教育委員会事務局 生涯学習課の前出です。 

それから私、生涯学習課長の児玉でございます。よろしくお願いします。 

補助ということで公民館担当の其道が入っています。 

  つづきまして、事項書３の「伊賀市生涯学習推進委員会、会長・副会長の 

選任」を行いたいと思います。会長及び副会長の選任につきましては、「伊賀 

市生涯学習推進委員会条例」第５条に、それぞれの委員の互選により定めると 

ありますいかがさせていただきましょうか。 
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＊＊＊＊＊「事務局一任」＊＊＊＊＊ 

 

事務局一任の声をいただきましたので、会長に蓮尾 直美（ハスオ ナオミ） 

様、副会長に上出 通雄（カミデ ミチオ）様を推薦させていただきます。 

よろしいでしょうか。 

 

＊＊＊＊＊「異議なし」等＊＊＊＊＊ 

 

異議なしのご意見をいただきましたので、会長に蓮尾 直美（ハスオ ナオミ） 

様、副会長に上出 通雄（カミデ ミチオ）様にお願いをいたしますがいかが 

でしょうか。 

 

 ここで、会長にご就任いただきました蓮尾 直美（ハスオ ナオミ）様にご 

あいさつをいただきます。 

 

  会長あいさつ 

   

会長に就任しました三重大学の教授の蓮尾直美と申します。微力ながら 

よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

  それでは事項書 ５の議事に入らせていただきます前に記録保存、公開の 

 ため記録さしてもらいますことご了承よろしくお願いいたします。 

 

 事項書により会長様より議長、進めていただきますようお願いいたします。 

  

 ●議長 

   それではよろしくお願いします。 

 

○ 委員 

字の大きさを指摘。「小さくて読めない。」 

   まず事項書２の、（１）「伊賀市生涯学習推進大網平成２４年度事業実績」 

   についてを説明を頂きたいと思います。 

   基本計画の、５つの基本目標ごとに協議を行いますので、「基本目標１各 

   世代における人間力の向上」について、事務局から説明をお願いします。 
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 ○事務局 

   評価ということで A・B・C・D・E ４つの評価から５の評価に変えさせ

ていただきました評価結果の１．各世代における人間力の向上から確認

してください。C が中心になりますのでおおむね１００できていたら、

それが普通です。 

 

 ●議長 

  課長から説明がありましたが内容を具体的にお願いします。 

 

 ○事務局 

   最初に資料の誤りの訂正、半差別→反差別 一現化→一元化 出初式→

出始式と訂正をお願いします。 

    

 ○事務局 

   概要（伊賀市生涯学習推進大網後期基本計画 平成２４年度実績を朗読

説明 

 

   １．各世代における人間力の向上 

（１）家庭の教育力の向上 

（２）学校教育の充実 

（３）知識・教養の習得・向上 

（４）職業能力の向上 

（５）スポーツレクリェーションの推進 

（６）健康づくりの推進 

（７）図書館活動の充実 

２．交流による豊かな人間関係づくり 

 （１）サークル・団体の活動支援 

 （２）多文化共生の推進 

 （３）世代間の推進 

 

３．地域力を生かしたまちづくり 

 （１）地域の教育力の向上 

 （２）青少年がいきいきと成長する地域づくり 

 （３）福祉教育の推進 

 （４）人権が尊重される社会の実現 

 （５）男女共同参画の推進 

 （６）安全に対する意識の向上 
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 （７）市民活動の支援 

 （８）住民自冶活動の推進 

 

４．地域の歴史・文化・環境の保護・継承と活用 

 （１）歴史・文化の保護と継承の推進 

 （２）文化・芸術活動の推進 

 （３）環境保全・環境学習の推進 

 

５．生涯学習を推進するためのしくみづくり 

 （１）情報の収集・発信機能の充実 

 （２）相談・支援体制の充実 

 （３）生涯学習拠点の整備とネットワークづくり 

 （４）いつでもどこでも学べるしくみづくり 

 （５）産学官民の協働の推進 

  それぞれ事務局から説明、よろしくご審議賜りたいと思います。 

   

   ○事務局 

    スポーツ振興課の Cから A評価を頂いています。 

    

● 議長（蓮尾会長）説明に対しご質疑、ご意見ありませんか。 

 

   ○委員 学校教育の充実というところで、ボランティア活動の推進と掲

げていますので体験してというところが大事なことですが、子ども

たちの実生活につながっていくかということが評価というのは難し

いと思いますが学校の中で広めていただく際には、お手伝いさせて

いただきますので先生方も体験を進歩してもらいたいです。活動の

中身と思います。よろしくお願いいたします。 

 

   ●議長 

    はい、ありがとうございます。 

    

● 学校教育 

     私も改めて、結果を見ましたら、おっしやって頂いたように実感し

ました。特に体験じゃなく子どもたちが、人と関わる中で、いきざ

ま学びかたを糧とし学校へも人の生き方、自発的なボランティアの

取り組の事例報告、各学校へも報告したいと思います 
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● 議長 

はい、どうぞ 

    

   ○委員 

    子ども家庭課さんの就学前の学力保障のためのアンケート調査、どん

なことか教えてください。 

 

   ●子ども家庭課 

    アンケートの実施、内容ですが中身としては、生活の実態です。何時

に寝て何時に起きたか？ 

    朝、食事をしたか？ゲームはしていますか。生活全般です。 

 

   ○委員 

    意識づけはよいが、結果の公表はするのか？ 

 

   ●議長 

    お願いします。 

    

   ●子ども家庭課 

    アンケートの結果は、ホームページ等で公開していきますし、早急に

報告させてもらいます。 

    

   ●議長 

    他にありませんか？ないようでしたら、事務局からお願いします。 

 

   ●事務局 

    資料を読み説明。 

    平成２１年４月に改正した料金体系のうち伊賀上野武道館の一部見直

しを行いました。スポーツ振興課 A→C 

    健全な運営に向け、県広域スポーツセンターを含めた連絡協議会を開

催して情報交換をおこないました。スポーツ振興課 A→C 

    社会体育振興のための機関紙「スポーツ忍」を年２回発行しました。

スポーツ振興課 A→C 

 

 ●議長 

  修正は単なるミスですか？ 
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 ●事務局 

  ミスです。 

 

 ●議長 

  他にありませんか？ないようでしたら、 

 

 ○委員 

  １７ページの人権政策・男女共同参画課のところでアイスブレーキング 

  がわかりませんので説明よろしくお願いします。 

     

   ●人権担当大橋 

    質問にお答えします。アイスブレーキング、固いイメージですので簡

単なクイズをしたり、ゲーム形式の場、雰囲気づくりと考えています。 

  

● 議長 

ありがとうございました。他に質問ありませんか。 

 

○ 委員  

  教えていただきたいのですが、人権が尊重される社会の実現の中に、

同和問題と書かれているんですが、さまざまの人権が同和でしょう

か？ 

 

 ● 議長 

  さまざまな人権の中で同和問題が多いということですね。 

 

 ●大橋課長 

  人権の中には、同和問題だけでなく占める部分が多いということで、

女性、子どものことは子ども家庭課、高齢者、障害者のある方、いろ

いろな部で取り組んでいます。 

 

 ● 議長 

  同和問題が多いということですね。よろしいでしょうか？ 

 

 ● 議長 

  私から、５ページですね防災教育の推進の中で、訓練をする組織は毎

年行っていますが、やってない具体的やってない理由をお願いします。 

  現時点でわかっていることの説明お願いします。 
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 ● 消防救急 福山 

   伊賀市の中で自主防災３０８の組織、その中の半分の１５０組織で

上げさせてもらっています。去年は９３で平成２６年から連絡会を計

画していますのでよろしくお願いします。 

 

 ● 議長 

  分かりました。どうもありがとうございます。 

  それでは、次の項目地域の歴史・文化・環境の保護・継承と活用につ

いてお願いします。 

 

 ● 事務局 

  文化財の保護では、文化財 

  文化財に親しむ機会づくりでは、文化財室 

  郷土学習・研究の推進では、生涯学習課、文化財室、上野図書館、総

務課 

  芭蕉を核とした地域づくりの推進では、企画課 

  文化・芸術活動の推進の自主的な文化・芸術活動の推進では企画課、

中央公民館 

  文化・芸術活動の発表の場づくりと交流の促進では、企画課、中央公

民館 

  子どもが文化・芸術に親しむ場づくりでは、学校教育課中央公民館 

  ホールの活用では、企画課 

  環境学修の推進では、学校教育課・中央公民館、環境政策課 

  風景・景観に対する意識の向上では、中央公民館 

  以上で「基本目標４地域の歴史・文化・環境の保護・継承と活用」に

ついてを終わります。 

 

 ● 議長 

  何か質問ありませんか？ 

 

 ○ 委員 

  文化・芸術活動の推進のハイトピアでは、市展等の案内の看板を設置

できなかったのですか？ 

 

 ● 事務局 

  ハイトピアの周辺なるべく美観をそこなわないよう、設置については
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承認を得る必要があった。外周の案内看板が周知不足でした。これか

ら考えていきます。どうぞよろしくお願いします。 

 

● 議長 

よろしいでしょうか？ 

 

 ○ 委員 

  ずっとつづくなら設置の承認の方向に考えてください。 

 

● 議長 

  ないようでしたら次の説明お願いします。 

 

● 事務局 

「基本目標５ 生涯学習を推進するためのしくみづくり」について説

明させていただきます。 

情報の収集・発信機能の充実の取組の方向 

学習意欲の高揚では、 中央公民館 

多様なメディアによる情報発信では、 中央公民館 

市民どうしの情報交換の機会づくりでは、 中央公民館 

情報収集機能の強化では、 中央公民館 

相談・支援体制の充実の取組の方向 

学習相談体制の充実では、 中央公民館 

コーディネイトの機能の強化は、 中央公民館 

支援制度などの整備では、 中央公民館 

指導者の養成では、 生涯学習課・スポーツ振興課 

人材活用システムの整備では、 スポーツ振興課 

生涯学習拠点の整備とネットワークづくりの取組の方向 

生涯学習センターの整備では、 中央公民館 

図書館の施設整備と管理運営の充実は 上野図書館 

既存施設の有効利用では、 スポーツ振興課 

施設の効果的運営の促進では、 文化財室、スポーツ振興課、企画課 

施設間のネットワーク化では、 中央公民館、スポーツ振興課、企画

課 

いつでもどこでも学べるしくみづくりの取組の方向 

サテライト機能の充実では、 中央公民館 

柔軟な学習の場の設定では、 生涯学習課、スポーツ振興課 

産学官民の協働の取組の方向 
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大学との協働では、 生涯学習課、商工労働観光課 

企業との協働では、 商工労働観光課 

民館機関の活用では、 商工労働観光課 

以上で「基本目標５生涯学習を推進するためのしくみづくり」につい

て終わります。 

７ページをご覧ください。 

生涯学習を推進するためのしくみづくり 

多様なメディアによる情報発信 中央公民館 

市民どうしの情報交換の機会づくり 中央公民館 

生涯学習拠点の整備とネットワークづくり 

図書館の施設整備と管理運営の充実 上野図書館で D 評価を頂いて

います。 

施設の効果的運営の促進で企画課 A評価を頂いています。 

以上ですよろしくお願いします。 

 

●議長 

 生涯学習を推進するためのしくみづくりで何かございませんか？ 

 はいどうぞ 

 

○委員 

 生涯学習拠点の整備とネットワークづくりのところで図書館の施 

 設整備と管理運営の充実の中の上野図書館の施設整備に取り組み 

     ましたが実施できなくなりましたと書いてありますが、その訳をお

願いします。 

 

    ●議長 

     それでは図書館よろしくお願いします。 

 

    ●上野図書館 立山館長 

     図書館の駐車場が狭くなって、増築の計画がありましたが、増築の

方のお金もたかいということで、実施できなくなりましたので今後

ユニバーサルデザインを考えて検討していきたいと思っています。 

 

    ●議長 

     よろしくお願いします。他にありませんか？ 
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    ○委員 

     私初めてでわかりませんが、生涯学習の支援ネットワークの中でタ

ーゲットにされている方とか、健康な方のターゲットか、外国人と

か、不登校、高齢者の方とか広い地域住民の方をターゲットされる 

     ようによろしく願いします。 

 

    ●議長 

     よろしくお願いします。 

 

    ●事務局 

     中央公民館、サテライト出席できない人には、出張サービス、出前

講座、大学講座、全体を通して障害のある方、それぞれの部署で気

を配りながら、それぞれの施策の中で勧めてまいりました。細かい

部分でご指示頂けたらと思います。よろしくお願いします。 

 

     ○委員 

     ありがとうございました。 

 

     ●議長 

     他にございませんか？ 

 

     ○委員 

     ハイトピアが建って約１年、利用者も心配なくと思います。学生が

あらゆるところを利用して集まっている。資料６ページ市民文化祭、

来客数が少ない。実行委員会形式でしてますので、役所の方にもお

世話になっていますが、伊賀市全体で集中してはと思います。伊賀

市全体で広げていく、一つにまとめていくことが大切と思います。 

     企画課に伝えてほしい。 

 

     ●議長 

     はいありがとうございました。それでは事務局よろしくお願いしま

す。 

     

     ●事務局 

     企画課に伝えます。 

     反省点でまとめていただいています。施設調整をはかっていますの

で、分っている範囲でやり方をかえていました。団体が一同に集ま
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るには難しいと思います。部門を分けて行う等、細かいことは決ま

っていない。分散していく方向でいくよう申していました。サーク

ルについては公民館が主で横につながって、同じ趣味をもった人た

ちが一体化する方向で独自性を最重点において部門が横につながっ

ていない。今後、広がって大きな輪になっていく、ハイトピア施設

の問題点を解消しながら、またご指示いただきますようよろしくお

願いいたします。 

 

     ●議長 

     他にありませんか？ 

 

     ○委員 

     もう一点お願いします。ハイトピアを借りる施設の予約状況は 

 

     ●議長 

     よろしくお願いします。 

 

     ●事務局 

     予約状況は、規則で定められている運用の中で利用の日の特定をす

るよう努めてまいりたいです。 

 

     ●議長 

     他にありませんか？ 

     色々検討していただきありがとうございました。 

     以上をもちまして平成２４年第２回伊賀市生涯学習推進委員会会議

を終らせてもらいます。今後ともよろしくお願いします。 

 

     ●事務局 

     本日はありがとうございました。色々ご審議いただきありがとうご

ざいました。 


