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平成２４年度第１回生涯学習推進委員会議事録 

 
◆開催日時：平成２４年７月３１日（月）午後１時 30 分～午後３時 30 分 
 
◆開催場所：生涯学習センター多目的大研修室 
 
◆出席委員： １１名（蓮尾会長、上出副会長、中島委員、坪香委員、田村委員、中川委員、

服部委員、村田委員、松嵜委員、吉田委員、北田委員） 
 
◆欠席委員：  ０名 
 
◆事 務 局：前田教育委員会事務局長、藤森総合危機管理室長、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 
田中同和課長、富岡市民生活課長、前山市民活動推進課長 
服部環境政策課長、中林障がい福祉課長、加藤厚生保護課長 
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、 
城商工労働観光課長、服部農林振興課長、松居予防課長、福山消防救急課長、 
岩嵜学校教育課長、児玉生涯学習課長兼中央公民館長、松本スポーツ振興課長、 
立山上野図書館長 

 
◆傍 聴 者：  ０名 
 
◆議 事： 
 
事務局  ただいまから平成 24 年度第１回伊賀市生涯学習推進委員会を開催する。 

本日は、伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画 24 年度事業計画について説明を行

う。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いる。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、

この会議は要件を満たしている。 
     この委員会は、伊賀市情報公開条例第 35 条に基づき、会議の公開を行うこと、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、録音を行うことを了 
承願う。 
 それでは、委員並びに事務局の紹介を行う。 
 －委員紹介－ 
 －事務局紹介－ 

     始めに蓮尾会長にご挨拶をお願いする。 
 



 - 2 -

会長   －挨拶－ 
 
事務局  それでは、会議を始めるにあたり議事進行を会長にお願いする。 
 
会長   事項書に沿って進めていくが、協議事項に入る前に、委員から前回の委員会の質疑 

応答に関して意見があるということで、少し時間をとるが、手短にお願いする。 
 
委員   平成24年４月２日付で平成23年度第４回伊賀市生涯学習推進委員会の回答をいた

だいたが、これに関して異議があるので、お答えいただきたい。 
     まず、総合危機管理室の防災ビデオの貸出回数の評価の理由として、目標回数に対

し、貸出しできた回数が少なかったためとあった。何故少なかったのかと、私が質問

したところ、委員会当日は担当者不在という事で後日回答をいただいた。 
     総合危機管理室によると貸出申し込みが少なかったため、とのことだが、これは担

当者が回答し、その後何人かの方が目を通されたと思うが、とてもまともな回答とは

思えない。何故少なかったのかを問うているのに、同じ事を回答している。もっとき

ちんと原因を追究しなければ今後の対策にならないと思う。 
     例えば、時間が長い、内容が物足りないといった理由であれば対策をとることもで

きるが、この回答にある理由で何か対策を講じる事ができるのか。この点についてお

答えいただきたい。 
 
事務局  この貸出回数は市民からの要望によってカウントされているので、目標数値を変更

していただきたい旨事務局に申し上げたが、既に決まった事なので変更できないとの

返答であった。 
     今、私が責任者として考えているのは、貸出回数ではなく、教材を使っていかに市

民に啓発するかということである。この９月に防災週間があるが、実際に触れていた

だく事が大切だと思うので、そういった回数を増やしていきたいと思っている。 
 
委員   もう一点お聞きしたい。防災訓練が台風の影響で実施できなかった事に関して、私

が以前質問したが、防災訓練なので台風という状況はある意味訓練を行う上で最も適

しているのではないかと思うが、いかがか。 
 
事務局  昨年は三重県と共催の防災訓練で、伊賀を中心に伊賀市、名張市で行った。当日大

雨暴風警報が出ている中、防災訓練を行うことは、市民の安全を守る上で二次災害を

引き起こさないようにやむなく訓練を中止とした。各種団体の方々に、防災訓練にか

わる説明会、訓練方法等ミーティングを行っているので、防災意識はある程度向上し

たのではないかと思う。そういったことでの D 評価であると聞いている。 
 
委員   芭蕉翁記念館基本計画についても質問させていただいた。基本計画と事業計画が並
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行して行われた事で、整備に関する進捗が遅れたということであった。基本計画の中

には既に検討しなければならない項目があると読み取る事ができ、当初から並行作業

になる事がわかっているのに、結果として並行作業のため整備が進まなかった、とい

う回答はおかしいと思う。 
 
事務局  並行とは、ソフト事業とハード事業を同時に進める形です。この場合、ハード事業

が進んでおらず、建物の建設によりソフト面の変更も有り得るので、進まなかったと

いう意味で回答させていただいた。 
 
委員   最後にもう一点。 
     本日、24 年度計画を検討するという事らしいが、例えば芭蕉祭の俳句の締め切り

が７月 31 日必着となっている。この時期に４月からの計画を検討するという事は、

どういったことなのか疑問に思う。 
 
会長   最後の質問は今年度の計画に関することなので、議事を進行して今年度の協議事項

に入る。それでは、24 年度事業計画について事務局より説明をお願いする。 
 
事務局  －説明(伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画平成 24 年度事業計画１について)－ 
 
委員   大綱に従って４月から後期計画を進めているわけだが、前期の反省に基づき、後期

新たに始められた計画を教えていただきたい。 
     先ほど、ハイトピアの生涯学習センターができて、今後新たな展開が期待できると

のお話があったわけだが、そういったことも含めてお聞きしたい。 
 
事務局  先ほども申し上げたように、生涯学習センターを活用していくという事で、事業に

ついては、例えば、34 頁公民館でホームページの開設とある。これまでも開設はさ

れていたが、更新がされず新しい事業が見られないといった事があった。そのような

中、公民館情報を詳しく知りたいとの要望があったので、公民館職員の技術の向上、

伊賀市全体としての公民館情報誌の発行を行っていきたいとの事で挙げている。また、

市民同士の情報交換ということを、公民館を通じて、サークル情報の交換、交流の場

の提供等を盛り込んでいる。 
     なお、詳細な比較表については、後日送付する。 
 
委員   ２頁(１)(ア)子どもの生活リズムに関する実態調査の実施とあるが、実態調査の実

施という事は、手段になる。24 年度事業予定の欄には就学前の学力保障のためのア

ンケート調査の実施とあり、これも手段となるが、このアンケート調査を実施して今

後どのように活かしていくのかという事が事業内容に書かれていても良いのではな

いか。 
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     こういったアンケート調査は初めてのことで以前には無かったのか。また、このア

ンケート結果を受けて、今後どのような活用を考えているのか、お聞きしたい。 
 
事務局  就学前保育の保障という事で、今まで全くしていなかった。就学前の保育が変わり、

これまでは保育だけであったが、ここに教育という部分が入ってきた。それにより、

子ども達に、どのような取組をすれば良いのか、また、地域によって、受け入れ時間

も変わってくると思われる。それに合わせて来年度以降いろいろな取り組みをしてい

きたいと考えているので、アンケート結果を見て、来年度の方向を考えていきたい。 
 
委員   ２頁(２)(ア)24 年度事業予定の中に設置者とある。前回この設置者という文言に引

っかかり、市長ではないのかとお伺いしたところ、設置者は教育委員会であるとの回

答をいただいた。それに関しては学校教育法にあるとのことで、私も勉強してきた。

しかし、学校教育法の中には教育委員会との記載はなく、公立の小中学校については、

地方公共団体が設置するとの記載であった。地方公共団体が設置して教育委員会が運

営するとの記載であったが、間違いないか。 
     私の認識では、地方公共団体が設置するという事は、設置者は市町村長であると思

ってしまうが、どうなのか。そこで、教育委員に確認したところ、設置者は市長であ

ると答えられた。設置者の捉え方にバラツキがあっては困るので、ここにある設置者

に関しては、実際に教育委員会が評価を行うという事なので、設置者という文言を教

育委員会に変更するわけにはいかないのか、何故設置者という文言を使っているのか

説明いただきたい。 
 
事務局  この設置者に関して、私も教育委員会と捉えていたが、もう一度しっかりと確認を

したいと思う。ただここに挙げている設置者については教育委員会のことであり、教

育委員会が中間期と年度末に評価を行う。評価を行う者を明確にするためにも、今ご

指摘いただいたように設置者を教育委員会と改めなければならないと思う。 
 
委員   この評価結果はどう活用されるのか。 
 
事務局  評価は２種類ある。ひとつは教育委員会による評価ということで、教育委員会で集

計し、年度末に学校長に伝え、次年度の学校経営、学校マニフェストに活かしていた

だく形のサイクルで進んでおり、取り組み、評価をし、改善して次年度の実績につな

げていく。 
     もうひとつは、学校評議員３名、学校評価委員２名が各校におり、学校自己評価報

告書を見て評価委員会として評価し、改善案を報告書で挙げていただく。 
     これら二つをもって次年度の取組に活用している。 
 
委員   評価をした側から改善命令を出すという事ではないのか。 
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事務局  当然評価をした中で、評価結果については学校長に伝えているので、教育委員会の

評価として受け止めていただき、次年度に活かしていただく、そういった状況である。 
 
委員   著しく大きな不都合があるといった場合でも、改善命令は出さずに受け取った結果

に基づいて自ら改善をするという事か。 
 
事務局  中間評価、年度末評価の時には指導をしている。具体的には、30 分ほど面談時間

をとり、面談のやり取りの中でどのように改善していく事が望ましいのか指導してい

る現状である。 
     評価にしても、この２回だけの評価ではなく、普段から教育委員会との接点もあり、

共有する事もあるので、課題がある場合には、その都度学校の取組に対して指示、指

導をしている。 
 
会長   教育委員会による評価は学校関係者評価を加味して各学校にフィードバックされ

ているのか。 
 
事務局  それらは全くの別物になる。２種類の評価で学校は改善している。 
 
委員   改善が実施されたかどうかの確認はされるのか。 
 
事務局  当然している。次年度のマニフェストにどう反映されているのか検証もしている。 
 
委員   この一連の流れは文書に残るのか。 
 
事務局  文書には残らない。評価をしたことに対しての文書は学校へ出すことになる。 
 
委員   ７頁(５)イ(イ)スポーツ･レクリエーションイベントの開催で４つほど挙がってい

る。その中の市民スポーツフェスティバルは、元々市民体育祭という上野の事業であ

った。伊賀市になって実行委員会で行っているので、その実行委員会の動きに合わせ

て進んでいく。それに関連して、８頁にスポーツ推進委員の設置とあり、各地域から

委嘱されてスポーツフェスティバル等を進めている。合併してから時間が経つが、い

まだに各地域でのバラツキが大きく、住民自治協議会とうまくいっていない地域もあ

ると聞いているし、住民自治協議会自体が出来かねている所もあると聞いている。そ

のあたりが生涯学習を市全体で行っていく上では、公平に盛り上げていくような形で

ないと、全体として達成する事ができないので、考えていただきたいと思う。 
 
事務局  ご意見として承っておく。スポーツ推進委員には会長からも提案が出されたりして、
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地域の問題が大きなウェイトを占めている。また、住民自治協議会のほうで上手くい

くように、市民活動推進課とも進めていきたいと思っている。 
 
委員   努力してくれているのはわかるが、単一の課や係だけに任せずに、もっと大きな問

題として考えていかなければならない。これまで地域のイベントとして盛り上がって

きた経緯があるが、最近は下降気味であるので、いろいろなところで力を出していた

だきたい。 
     一例を挙げると、かつての市民体育祭時には各地区の行事やイベントを一切行わな

いとの申し合わせもあったが、今はそういったことも崩れてしまっている。 
 
事務局  －説明(伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画平成 24 年度事業計画２について)－ 
 
委員   14 頁(１)イ(ウ)で「スポーツ忍」にかぎカッコは必要なのか不要なのかどちらなの

か。 
 
事務局  必要です。 
 
委員   14 頁(１)イ(イ)の 28 年度の数値 32 は累計か。 
 
事務局  累計ではなく、上野には 21 分館、青山６分館、いがまちにも柘植の分館があり、

それらを合わせて 32 となる。 
 
委員   15 頁(３)イ(エ)で、なぜ幼稚園だけが対象となっているのか。小学校等も入れてい

ただければと思う。 
 
事務局  小学校はひとつ上の項目で世代を超えた交流を実施しており、この項目では幼稚園

のみとしている。 
 
委員   可能であれば小学生のサロンへの参加も入れていただきたい。 
 
事務局  小学生が学年単位で行動する事は難しい一面もあるが、ご意見いただいたので、ま

た学校に提案していく。 
 
委員   先生の判断でサロンに来ている小学校もあると聞いている。安全面等クリアしなけ

ればならない面もいろいろあると思うが、広げていただければと思う。 
 
事務局  放課後こども教室事業でも高齢者サロンと交流しているところもあるので、小学生

にも参加いただいている。 
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事務局  －説明(伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画平成 24 年度事業計画３について)－ 
 
委員   24 頁、以前防災ビデオの質問時に指標の貸出し回数を止めるとお聞きしたが、今

回も回数のままになっている、どういうことか。 
 
事務局  見直しをするよう事務局に伝えたが、すでに決定されている事なので、変更出来な

いとの回答であったので、出来るだけ多くの人に借りていただけるように努めていく。 
 
委員   貸出回数を目標にするのなら、昨年の貸出回数の少なさから、もう一度検討してい

ただきたい。 
 
事務局  各住民自治協議会に話をもっていき、出来るだけ多くの人に見ていただけるように

努める。 
 
委員   16 頁(１)ア(イ)で社会福祉協議会に委託となっており、指標が箇所数１となってい

る。どういうことか。 
 
事務局  研修会の回数等、他の指標に変更する。 
 
委員   18 頁(１)カ、カナリアとあるがオカリナの間違いではないか。 
 
事務局  オカリナです。 
 
委員   同頁(２)ア(ア)生涯学習センターを活用しての居場所づくりの指標が20日となって

いるが、この微妙な設定日数はどうしてか。 
 
事務局  月１,２回の予定で 20 日としている。これから周知していきたいと思う。 
 
委員   20 頁(４)イ(イ)で人権啓発ビデオの購入とあるが、すでにたくさん持っているので

はないのか。新たに購入するという事は、何か画期的なものでも出たのか。 
     また、ウ(ア)定期モニター事業の実施とあるが、誰がどのように実施するのか。 
 
事務局  ビデオの購入については、同じ視点からだけでなく、人権に関する様々な切り口か

ら行いたいとの事で、新たな教材を購入している。また、いろいろな人にご利用いた

だけるように、貸し出しを実施している。 
 
事務局  インターネット上の書き込みは大きな社会問題となっており、伊賀市では名張市と
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広域で設置しており、モニター事業は伊賀、名張両市の人権担当が行っている。また、

このモニターの実施は県の補助金をもらっており、県民センターの職員とあわせて、

人権担当以外の職員もモニターをしている。 
     差別的な書き込みを発見した場合には、掲示板の管理人に削除依頼をし、実態を調

査分析し啓発に活かしていく事業である。 
 
事務局  －説明(伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画平成 24 年度事業計画４について)－ 
委員   29 頁(１)エ(ア)芭蕉祭の開催について、毎年参加しているが年々参加者が減少し、

寂しくなっていると感じる。以前は俳聖殿の周りも子どもで賑わっていたので、もう

少し力を入れて盛り上げていかないと、俳句に関係のある人達だけが参加する行事に

なってしまう。生涯学習の一環として老若男女参加できる芭蕉祭を考えていかなけれ

ばと危惧しているが、どのように考えているのかお聞きしたい。 
 
事務局  芭蕉祭に子どもの参加が増えれば、それに伴い他の参加も増えるという事だが、学

校での教育時間の確保もあるので、小中学校を休みにして芭蕉祭への参加をお願いす

るという依頼はしていない。俳句を作る事はお願いしているが、芭蕉祭当日の参加は

お願いしていない。また、俳句を作って大人の人達にももう少し参加していただける

ようにとは考えている。 
 
事務局  学校での取組で芭蕉祭への意識付けは各学校で強化しているところである。学校に

よっては集会で芭蕉について学ぶ機会を設けている。当日の参加に関しては、平日開

催になると生徒が一度に参加するという事は非常に難しく、出来ない状況である。休

みの日とあえば、参加を促していきたいと思う。 
 
委員   30 頁(２)イ(ウ)で、なぜ、びわ湖大津夏まつりが出てくるのか。名張等ではなくな

ぜ大津なのか、お聞きしたい。 
 
事務局  大津夏まつりの盆踊りに参加しているが、元々の始まりが芭蕉生誕３５０周年の記

念事業を上野で開催した折に、大津市、大阪の市と３市で盆踊りを始めたことである。

それ以来大津市とは行き来が続いており、今年度から甲賀市も参加して３市での交流

を実施している。８月３日に大津へ伊賀市の盆踊りの団体と参加し、大津市からも８

月 18 日に盆踊りに来ていただく予定をしている。 
 
委員   芭蕉関係での交流という事か。 
 
事務局  －説明(伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画平成 24 年度事業計画５について)－ 
 
委員   34 頁(１)ウ、市民どうしの情報交換の機会づくりとあるが、具体的にどのようなこ
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とか説明いただきたい。 
 
事務局  生涯学習推進大綱の作成にあたり、昨年度各公民館サークルのご意見を賜ってきた。

その中でサークル自体は多くあるが、自分達の範囲内で自己完結している状況や他の

サークル情報を利用したいときによくわからないといった意見を数多くいただいた。 
     現在調査中ではあるが、各公民館には 400 近いサークルがあり、公民館にも 100

以上のサークル団体がある。これらのサークルの情報を共有できる体制を作り、その

後各サークル団体の代表に集まっていただき、どのような連携を取ることができるか

話し合いの場を持ちたいと考えている。そういったことで団体同士が寄り添って活動

できるような組織づくりをしていきたい。今年度については掘り起こしを行い、代表

同士に顔合わせしていただく段階までいければと思う。 
 
委員   35 頁(２)オ(ア)スポーツリーダーバンクの充実とあるが、市の教育研究センターに

はボランティアティーチャーが登録されているし、各サークル団体にも指導者がいる

わけで、ここではスポーツリーダーとなっているが、スポーツだけに限らず一括して

まとめていただければと思う。 
 
事務局  確かに数多くの方に活動いただいているが、整理できていないのが現状である。今

ご指摘いただいたことを実施するために、まずはサークルの連携を図るところから始

めて、今後検討していきたいと思う。 
 
委員   12 頁(７)イ(ア)で地区公民館の図書購入予定冊数が記載されており、阿山公民館が

316 冊と細かい数値になっているが、各図書館によって購入方法はまちまちなのか。 
 
事務局  図書の購入に関しては、図書館職員が選定する場合と、市民のリクエストで購入す

る場合とがあり、それぞれ計画しながら進めている。その中で、青山公民館が多くな

っているが、これには寄付が含まれており、少し多くなっている。そのような状況で

す。 
 
委員   寄付で購入とはどういうことか。 
 
事務局  本来は規模に応じた予算の中から図書を購入するが、それ以外に市民の方から図書

購入に使ってくださいとのことで寄付金をいただきましたので、それを予算に含めて

購入しています。 
 
委員   私がお聞きしたのは、青山ではなく阿山の冊数が非常に細かく予定されているので、

購入図書を決めて予算化しているのか、だいたいで冊数を決めているのか、各図書館

によって違いがあるのかをお聞きした。 
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事務局  おそらくは計画を立ててこの冊数を挙げてきていると思う。各公民館とも概数で予

算化をして購入していくことにかわりはない。阿山公民館に関しては細かいところま

で計画しているが、また確認をとる。 
 
委員   島ヶ原公民館図書室は無くなったのか。 
 
事務局  島ヶ原公民館が昨年度から自治協に委託されて、市直営ではなく委託事業として運

営されている。その中で、図書については備品購入になるので、今年度島ヶ原公民館

では備品を購入できる契約にはなっていないので、ここに挙がっていない。次年度以

降盛り込んでいけるように予算取りをしていく方向でいる。 
 
委員   今日の討議を経て、内容の変更をしていただく事は可能であると受け取っていいの

か。 
 
事務局  ご指摘いただいて是正できる箇所、見直せる箇所があれば各部署で検討していただ

きたいと考えている。 
 
委員   24 頁の防災ビデオの貸出しについて担当が計画に挙げたくないといっているのだ

から、変更すれば良いのではないか。 
 
事務局  昨年度、皆さんとの協議や議会の承認を経て作成をした。項目についての変更は出

来るかわからないが、事業の中身については担当課との協議で修正可能だと思う。 
 
会長   いろいろな指標があるが、例えば 24 頁(６)安全に対する意識の向上では、市民の

生涯学習に対する意識の向上が本来の目的だと思うので、そのための手立てとして施

策がある。これまでに前期が終わり、今後後期として５年間実施し、また各年度の評

価も入ってくると思う。前期は回数でやってきたが、実施した内容の記載がどこかに

あれば良いかなと思う。参加した人が参加して良かったと言えるのもひとつの指標で

はないかと思う。そういったことも加えていく事によって変化を読み取る事も出来る

と思うので、加えてみても良いのではないかと思う。 
 
事務局  以前からご指摘いただいており、内部でも議論の中で、備考欄の拡大やわかりやす

い形での評価をしていこうとの話が挙がっている。 
     自課評価についても評価の段階を増やし、わかりやすくしていこうとしている。そ

の他の部分についても検討していく。 
 
会長   これで第１回伊賀市生涯学習推進委員会を終了します。 


