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平成２３年度第３回生涯学習推進委員会議事録 

 
◆開催日時：平成 24 年２月６日（月）午後１時 30 分～ 
 
◆開催場所：伊賀市役所北庁舎第２１会議室 
 
◆出席委員： ９名（蓮尾会長、上出副会長、坪香委員、田村委員、中川委員、服部委員 

村田委員、松嵜委員、船見委員） 
 
◆欠席委員： ２名（森嶋委員、北田委員） 
 
◆事 務 局：前田教育委員会事務局長、澤田総務課長、藤山企画課長 

大橋人権政策・男女共同参画課長、牧野同和課長、前山市民活動推進室長 
清水障がい福祉課長、秋永こども家庭課長、加藤厚生保護課長 
服部農林振興課長、松本商工労働観光課長、藤岡予防課長、福山消防救急課長 
仁保学校教育課長、児玉生涯学習課長、松本スポーツ振興課長 

 
◆傍 聴 者： ０名 
 
◆議 事： 
 
事務局  ただいまから平成 23 年度第３回伊賀市生涯学習推進委員会を開催します。 

本日は、伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画について説明をします。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ますが、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いますので、この

会議は要件を満たしています。 
     また、この委員会は、伊賀市情報公開条例第 35 条に基づき、会議の公開を行いま 

すことと、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 
いたしますのでご了承賜りたいと存じます。 

     最初に蓮尾会長よりご挨拶をお願いします。 
 
会長   こんにちは。気温が低く寒い中お集まりいただきありがとうございます。本日もよ 

ろしくお願いします。 
 
事務局  それでは会長に議長と司会進行をお願いします。 
 
会長   それでは事項書に従って進行します。まずは事務局から説明をお願いします。 
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事務局  まず始めに資料の修正について説明します。 
 
委員   その前にひとつ。中間案と最終案の経緯はどのようになっていますか。また違いは 

何ですか。 
 
事務局  中間案は前回協議いただいた内容を反映し会長による内容確認後、12 月議会に報 

告したものです。そして、本年１月に３週間ホームページ等で市民からのパブリック 
コメントを求め、誤字脱字を修正し、また議会からの意見も織り込み作成したものが 
最終案となります。 

 
会長   最終案では誤字脱字はしっかりと確認されていますか。中間案では訂正箇所がいく 

つかありましたのでよろしくお願いします。 
 
事務局  －説明（中間案と最終案の変更点について）－ 
     パブリックコメントについては、３週間募集したが、市民からの意見等はありませ 

んでした。 
     次に議会からの意見、それに対する回答について担当から説明します。 
 
事務局  －説明【資料１】（中間案に対する市議会からの意見・回答について）－ 
 
委員   27 頁の一番上は後期大綱整備に向けたではないか。また 28 頁に以下のような問題 

が整理されたとあるが、問題ではなく課題ではないか。そうするとその下に留意すべ 
き課題とあるが、これは留意すべき事項になるのではないか。これに関連して 48 頁 
に課題を考慮し、検討を深め展開するとあるが、後期計画の中でも検討することにな 
れば、いつまで検討することになるのか。この場合は施策を実行しますとなるのでは 
ないか。そうしなければいつ実行されるのか分からない。 

 
事務局  文言については整理、検討します。 
 
委員   中間案から最終案まで結構期間があったのに、こういったことはしっかり検討しな 

かったのですか。 
 
事務局  先ほど指摘いただいた 28 頁ですが、前回の委員会時に課題から問題に変更してく 

ださいとの意見がありましたので文言を変更しましたが、今回はどのようにすればよ 
ろしいか。 

 
委員   整合性を考えるなら課題に戻していただいた方がいいかと思います。 
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事務局  あと 29 頁の表ですが委員会での意見もあり最終案で再掲しました。 
 
委員   前回も意見として出たが、文章が長く分かりづらい箇所が全体的にあります。また、 

主語が分からない文章も多々あります。時間はないと思うが例えば、30 頁（１）４ 
～５行目にかけて位置づけられていますとあるが、主語は何になるのですか。 

 
事務局  細かい箇所については各課から出していただきその後皆様に説明します。 
 
委員   この文章は顔になるわけですよね。その中でこの様な文章でいいのですか。 
 
事務局  大筋についての理解は頂いていると考えているので文章の流れ的な箇所での指摘 

については可能な限り調整します。 
 
委員   公民館、サークル関係については大体活かされていると思います。もうすぐ中央公 

民館が無くなってハイトピアが新しくできるが、このハイトピアが繁栄していくため 
に大綱で取り組む必要があると思います。 

ひとつ気になっているのが、53 頁ウ（イ）ですが去年三重県の子ども条例ができ

て子どもの活動について地域住民が見ていかなければならないとしています。昔から

公民館を見てきたが中央公民館だけに突出して行政の支援があるのはおかしいとい

うことで切り離していこうということになりました。中央で吸い上げ又下ろしていく

組織ではなく地域社会で見ていく機運が必要だと思います。そうしなければ他市にア

ピールもしていきにくいと思いますので、ハイトピアが廃れていかないよう盛り込ん

でいただきたいと思います。 
 
事務局  地域の活動支援ということで公民館では様々な体験教室等を行っているが、これか 

らも発信していきたいと考えています。 
 
委員   ふるさと学習会については挙がっていないが、ボランティアの力も必要だし、資金 

も必要になってくると思います。また学校と地域が連携して学んでいくシステムが必 
要になると思います。 

 
事務局  ハイトピアを生涯学習拠点として活用していかなければならないということで、上 

野公民館の機能の充実と、上野公民館と別に生涯学習活動の支援をしていくスタンス 
をとっていきたい。また生涯学習情報の発信や指導者の育成支援も含めて取り組んで 
いかなければならないと考えています。 

 
委員   30 頁ア（ア）は８行あるがこの中に啓発という言葉が４回出てきます。啓発とい 

う言葉は上から目線であり、あまりに多発するのはいかがなものかと思う。またイ 
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（イ）にもおかしな表現があります。 
     次に 29 頁表の家庭の教育力の向上の担当課はどこになりますか。生涯学習課です 

ね。世代間交流の推進はどうですか。これらは内容的に同じようなことが書かれてい 
るのでひとつにまとめてはいかがですか。 

 
事務局  もともとの大綱を変えることはできないのでベースとなる大綱にならって掲載し 

ています。 
 
委員   5 頁に外国人登録の推移の表が載っているが、前頁では 23 年までの数値が載って 

いるので、こちらも 23 年までの資料を掲載していただきたい。近年外国人が減って 
いるように思うので最新の情報を知りたいと思います。 

 
事務局  調査当時はこの年度までしか分からなかったと思うが、担当課に確認して資料があ 

れば最新の数値を掲載します。 
 
委員   31 頁ウで実態調査や啓発活動を推進しますとなっているが、実態調査については 

その下で実施しましたとなっているので、どうかと思います。 
 
事務局  今後も早寝早起き朝ごはんを推進するため継続していくということではないかと 

思うが、担当課に確認します。 
 
委員   36 頁（キ）託児の実施とあるが、託児サービスの実施ではありませんか。38 頁ア 

（ア）の見出しが長すぎて文章になってしまっています。57 頁（４）ア（ア）地別 
となっているが地区別の間違いではありませんか。最後に 50 頁イに＊が入っている 
がこれはどういった意味ですか。 

 
事務局  整理中のミスです。 
 
委員   34 頁芸術を生み出してきたとあるが芸術作品ではありませんか。芸術を生み出す 

のはなかなか難しいと思います。（イ）に登録と活用とあるが、登録の使い方がおか 
しいと思います。 

 
委員   36 頁（イ）生涯学習に関する講演会の開催とあるが、これは生涯学習を推進する 

ための講演会ではないと思うので誤解を受けるのではないかと思います。 
 
事務局  確かに何もかもひっくるめて生涯学習活動になるので、生涯学習に関するという言 

葉をとり、各種講演会にしたいと思います。 
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委員   2 頁 3 頁にある注釈の前についている数字は何ですか。 
 
事務局  これも先ほどの＊と同じくミスになります。 
 
委員   １頁（１）に計画の期間が書いてあるが（２）にも計画の期間とある。繰り返さな 

くてもいいと思います。 
 
事務局  （１）を訂正します。 
 
委員   平成 28 年度まで行うとあるが、これからの 5 年もどういう形になるか分からない 

が、私たちは市民の声を代弁しています。これからもそういった会議にしていかなけ 
ればならないと思うので、文言等はしっかりと訂正していただきたいと思います。 

 
事務局  細かい内容的にはしっかりとつめていきたいと思うが、方向性としてはこのまま行 

かせて頂きたいと思うのでよろしくお願いします。 
 
委員   59 頁（ウ）人材を養成するとあるが、養うではないですか。また広域性とはどう 

いったことになりますか。今後はとあるが、これはどこまでのことになりますか。 
 
事務局  広域性とは広い範囲で活動できる人材を育成していくということで挙げています。 

深く人権問題について学習していただき広く活動していただくということです。 
 
委員   知識ではなく活動範囲の広域性ということですか。 
 
事務局  知識も範囲も含まれます。伊賀市では各地域で活動が行われているのでファシリテ 

ーターとして活動できる人材を育成していきたいという事になります。 
 
会長   今の説明だと広域性ということとは少し違うような気がします。 
 
委員   今後というのが最後までかかる事になれば、現状に即した研修テーマとあるがこれ 

まではできていなかったということか。 
 
委員   先ほどのところですが、専門性を持って広域的にという表現にしていただければと 

思います。 
     いくつか気になる箇所があるので挙げていきます。まず、14 頁の（セ）情報が要 

望とあるが、情報を要望ではないか。15 頁（チ）取組に関するとあるが、取組に関 
してではないか。２頁ウ持続可能な地域社会の構築とあり、３頁にも持続可能な地域 
社会の整備とあるが、この持続可能とは何を持続可能していくのですか。 
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事務局  地域社会の中でのつながりが薄くなっているということで、広げていくという意味 

で生涯学習を通じてうまくつながっていただきたいということで挙げました。 
 
委員   地域社会とのつながりということですか。それも分かるが地域社会とはもう少し抽 

象的な言葉なのでどうかと思いました。もう少し分かりやすくお願いします。 
 
委員   56 頁ア福祉意識の向上とあるが、これは誰が何を推進するのですか。 
 
事務局  本日担当課がいないので確認します。 
 
委員   60 頁カ（ア）年齢、性別、国籍、障がいのあるなしとあるが、国籍の後でいった 

ん区切っていただきたいと思います。そうしなければ年齢のあるなしのような表現に 
なってしまいます。 

 
事務局  確認します。 
 
委員   53 頁、放課後児童クラブの説明書きはあるが、放課後こども教室の説明書きも必 

要だと思います。 
 
委員   関連して 55 頁ア中学生、高校生の居場所づくりの推進とあるが、高校生に対して 

まで居場所づくりを考えなければいけませんか。 
 
事務局  具体的にはバンドを行いたい子どもたちなど発散の場が必要な場合もあり、そうい 

ったときに居場所づくりが必要になるため挙げました。 
 
委員   32 頁イに児童・生徒とあるが、この・がある場合と無い場合があるので統一して 

いただきたい。33 頁ウ（ウ）ライオンズクラブの協力を得てとあるが、すでに何か 
の実績はあるのかお聞きします。57 頁（４）ア自治会単位でとあるが、今後どうい 
った形で組織化をしていくのですか。59 頁オ（イ）また、を周辺地域もとあるが、 
をは必要ないと思います。 

 
事務局  市民センター単位の学習会から自治会単位におろしていこうということで、そのた 

めには地区懇談会等をコーディネートできる人材を養成しなければならないと思っ 
ています。この様な取組を人権啓発ということで行っています。 

 
事務局  ライオンズクエストというプログラムがライオンズクラブによって開発され講習 

会等が行われています。そのカリキュラムを使って各中学校で研修等を実施していま 
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す。 
 
委員   ハイトピアは生涯学習課の担当になるのですか。これを読んでいると生涯学習課の 

仕事かなという気がします。 
 
事務局  ハイトピアには２つの目的があります。まずは上野公民館を施設内に入れること。 
    もうひとつは生涯学習活動を前面に出して事業を進めていくため市民に理解をして 

いただくということで色々な情報を集約し発信できるような機能を持たせたいと考 
えています。また将来的には講座を自宅で視聴できる仕組みを作りたいと考えていま 
す。 

 
委員   組織としては市の外郭団体にあたるのですか。 
 
事務局  公民館が入ることになるが、生涯学習課の職員も入り事業を進めていきます。ハイ 

トピア全体として１,２階は商業施設が入ります。３階には商工会議所と大学の施設 
が入る予定になっています。４階には男女共同参画や保健センターが入ります。そし 
て５階に生涯学習センターと公民館が入ります。 

 
委員   ハイトピアとは建物の名前ですか。組織名ではないのですか。この大綱を読んで建 

物名ではなく組織名のように思っていました。 
 
委員   昨年に名称の募集を行いその中からハイトピアが選ばれました。ハイトピアと  

は芭蕉との関係で俳句の都といった意味です。 
 
事務局  施設としては寄り合いになるのでハイトピアとは建物の名称になります。その中で 

行政による運営は５階部分の生涯学習センターと４階部分の保健センター、男女共同 
参画、子育て施設です。 

 
委員   ハイトピアは組織名に思えてしまうので、明確にしていただきたい。 
 
委員   ５頁の生涯学習施設の現状の中でも一切触れられていません。この中に今説明いた 

だいたことを書けばかなりの説明になるのではないか。中央公民館が無くなることは 
書かれているが、新施設である生涯学習センターについては何も書かれていません。 
少しふれるべきだと思います。 

 
委員   施設使用料がかかると思うが、あまり市民の負担にならないように考え、施設が活 

性化するようにしていただきたい。 
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委員   74 頁イ（ア）掲載の充実とあるが充実の使い方が気になります。（イ）内容の充実 
とあるがこちらはわかる。掲載内容の充実ではないか。 

 
事務局  内容という文言を加えます。 
 
委員   同じく 74 頁イ（ア）ホームページへの掲載のためとあるが、－が行の文頭にきて 

います。これが何箇所かありおかしいと思います。 
 
委員   この 74 頁にはハイトピアに関する記述があるので、先ほどの生涯学習施設の現状 

も変えていかなければならないと思います。 
 
委員   76 頁ア（ア）の今後は以降でハイトピア伊賀が施設名であることがやっと分かり 

ます。 
 
会長   26 頁７加齢とともに参加思考の低下とあるが、指向ではないか。 
 
委員   同じく 26 頁一番上の後期大綱整備向けたとあるが、整備に向けたと直していただ 

きたい。 
 
事務局  後期基本計画の整備に向けたと直します。他にもいろいろ細かいことがあるが、文 

字ももっと見やすく直すように庁内会議でも挙がっているので、そういったことも含 
めて整理します。 

 
委員   67 頁ア（ア）調査員の確保に努めるとあるが、これは要請なのか募集なのかどう 

いうことですか。 
 
事務局  文化財保護の調査推進ということで、いろいろお世話になりながら調査をしている。 

今後も継続してお願いしたいということで理解しています。要請をしていくというこ 
とです。 

 
委員   どのように要請していますか。 
 
事務局  これまでにもお世話になっている大学教授や地域の郷土研究家、建物、街づくりな 

どの専門家に要請しています。 
 
委員   同じく 67 頁効率的な史跡の環境整備とあるが効率的とはどういうことか。 
 
事務局  ひとつは観光と結び付けます。また地域にお願いして地域振興に活用していただく 
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などです。 
 
委員   市があまりお金をかけずに地域のボランティアを利用して整備するということで 

すか。 
 
事務局  それだけには限りません。例えば伊賀市には国庁跡や国分寺等もあり史跡の跡地は 

広大な面積を持っているのでボランティアも含めて整備していかなければなりませ 
ん。 

 
委員   文化財保護法の中で文化財保護委員がいます。合併して伊賀市になる前は各地域に 

文化財保護委員がいました。合併後に保護委員にならなかった方に調査員をお願いし 
ています。 

 
会長   それでは時間になりましたので、本日はどうもありがとうございました。 


