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平成２８年度第２回伊賀市生涯学習推進委員会 議事録 

 

日時：平成 29 年 3 月 21 日（火） 午後 3 時 00 分～午後 5 時 00 分 

場所：ハイトピア伊賀 4 階 ミーティングルーム 

 

出席委員： 7 名 上出委員、蓮尾委員、前山委員、常喜委員、藤原委員 

末廣委員、奥井委員 

欠席委員： 4 名 東委員、松森委員、増田委員、西岡委員、 

事務局：     児玉教育委員会事務局教育次長、前山生涯学習課長 

山本生涯学習係長 

 

１. あいさつ 

蓮尾会長あいさつ 

 

２． 協議事項 

伊賀市生涯学習推進大綱後期基本計画平成２８年度事業実績について 

事務局より説明。 

【資料の確認】 

  事項書、委員名簿、実績シート（Ａ３）、資料１～３ 

【実績シートの修正について】 

  19、20ページ（差替え） 

【実績シートの様式について】 

・「各年度の年度目標値」の項目を新設。 

・「28年度までの[累計]又は 28年度目標値」には、累計は〔 〕で、目標値 

は数字のまま記載。 

・「上段自課評価 下段年度目標に対する評価」には、上段に各担当課からの 

自課評価、下段に年度目標値に対する評価を記載。 

追加理由は、最終年度の目標値は最高値となっている場合があるため、達成率が 

低くなり、当然評価も低くなる。そのため、参考に年度目標値に対する評価を追 

加することで、本来の評価を記載した。 

自課評価は平成 28年度第 2回伊賀市生涯学習推進庁内連絡会議において協議。 

・評価の基準は表紙に記載の５段階（Ａ～Ｅ）。 

・「今までの事業の成果」、「今までの事業の課題」「対策」の項目を新設。 

・「第 2次再生計画」には、資料 3の施策名（キーワード）を記載。 

【各基本目標に対する実績内容の説明、及び質問に対する回答について】 

 評価ＤＥになっている事業のみ抜粋して説明。 
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○基本目標 1.各世代における人間力の向上について 

 

 実績シート 1ページから 11ページまで事務局説明。 

 

（議 長）ご意見、ご質問があればよろしくお願いします。 

（委 員）説明していただいた 4ページの施策項目（３）知識・教養の習得・向上の

中の№31 で、28 年度の評価はＤだから、Ｄということはあまり取り組み

ができなかった。それで課題としては、各地区の教室・講座の事業形態、

募集形態が異なり伊賀市として統一がされてない現状がありますという

こと。それと、予算が減少していることから必然的に教室開催数が減少し

ていますという課題がある。対策として今まで地区公民館で実施していた

事業を生涯学習課で一本化していくことを考えて、一本化すれば課題の対

策になるということですが、公民館でやっていたらあまり取組みができて

いなかったけれど、生涯学習課で一本化していけば取組みが統一的にでき

ていく根拠は何ですか。なぜ一本化したら各公民館していた取組みができ

るようになるのですか。 

（事務局）公民館は、統括するのが中央公民館で、その組織の中に 6つの旧市町村単

位で地区公民館があります。それぞれ 6つの公民館で教室・講座を開催し

ています。例えば、島ヶ原でも大山田でも阿山でも同じような園芸教室を

同じ講師で行っています。それぞれにお金を支払って開催するよりも、同

じ講師なら 1つの講座を開いて地域を回る。例えば、生涯学習課で企画す

るのを一本化してしまい、実際に教室を開くのは地域へ出向くという形で

行う。というますのは、伊賀市も厳しい財源の中で、纏められる講座は、

纏めた方が良いというのが現状です。ですので、平成 29年度については、

今まで通り各地区の公民館の方で教室・講座を開催するが、平成 30 年度

については纏められる講座は纏めて開催していきたいというのが今の方

向性です。 

（委 員）今までなら、同じようなものが各地区でバラバラに行っていたというのを

一本化して合理的にやっていくと。 

（事務局）ただし、地域で特色のある教室・講座もありますので、それはそのまま残 

していければ良いと思っています。 

（委 員）これとこれはダブっているというようなものを仕分けるのは誰がやってい

るのですか。 

（事務局）毎月 1回地区公民館長会議を開催し、情報交換をしていますのでその中で

今後の公民館活動について協議する場もありますので、そこで協議してい

ます。 

（委 員）そこで吟味しているわけですね。 

（事務局）そうです。 
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（議 長）他にありますか。 

（委 員）一本化していくことは、つまり今まで 6箇所でやっていたことを 1箇所だ

けで開催するという意味ですか。 

（事務局）全てがそういう訳でなく、一本化できるものはしていくということです。 

（委 員）考えてみると、成果で教室や講座数を拡大していくという市民のニーズ、

要求があり、応えていくのが成果。ダブっているものがあり経済的な理由

で縮小していくのは分かるが成果に対しての拡大はないですよね。小さく

なりますよね。開催数も少なくなっていく。というと、言っていることと

それに対する答えになっていない。「市民のニーズがいっぱいあるよ」と

言っていて「講座数を増やしていこう」ということを考えてくださいと、

言っているのに、答えとしては市の財政は苦しいのでダブってそうなもの

は減らしていきましょうということだから、ニーズに対する答えにはなっ

ていないのではないか。 

（委 員）先ほど説明いただいたのは、企画のところを生涯学習課で行って、内容に

よっては一緒にやったり、出前であったりという方法を取るという説明で

したよね。 

（事務局）要するに、公民館においては同じような事業で続けていてマンネリ化して

いるという意見や、地域の高齢の方しか参加していない。だんだん人が少

なくなって縮小していく講座もあったりするのでそれを 1つにするという

のは全体を見直して、パッケージ化するというか、公民館からこんな教室

で組替えたらどうですかというのを作って、それを地区公民館でチョイス

して実施するということで、公民館の講座を見直していく形をとっていく

ということだと思っています。例えば、人気のある園芸講座があるのです

が、同じ先生が 3つも 4つも回ってくれています。また、開催しても人が

集まってこなくて、それを整理するという考えの中でしようとしているの

ですが、人気のあるものや普及をさせたいものを公民館長が集り、整理を

してそれを各地区公民館で選んで 5つか 6つの教室で公民館ごとにやって

もらうということで。それと先の話になるが、計画としてはそれを公民館

だけではなくて、市民センターあたりまでその事業を拡げていこうと考え

ています。長くやってきた人の中には講師になれる方もいるのでそういっ

たものはサークル化するとか、あるいはその人が地域に指導に入るとかい

う仕組みをこれから練り直すという流れです。ですから、色々なニーズに

応えていくために事業をシャッフルして整理をしようと聞いています。 

（議 長）別のところですが 1ページの、例えば、保育に関わるチラシとか色んなニ

ーズをこども未来課とか保育幼稚園課とか係わっているところがありま

すよね。そういったところが同じことをやっていて、だけれども対象が微

妙に違っているのでそれが、横の連携はどうなのかなと思いました。その

辺は、今は生涯学習課と地域の公民館の話ですが、市の各担当課が縦割り
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になっているので、なかなか整理や連携といってもできないということで

しょうか。 

（事務局）それをしていく必要があるということで、新しい方向でこの大綱を割って

いくのですが、教育委員会としての市が色々なことをやっているのを色ん

な情報を発信していこうということで、横に繋げていく会議を持っていく。

毎年みていただくために、大綱でやっている事業を申し合わせる会議は毎

年 2回行っているが、それを横に繋げていこうとこれから総合計画の中で

位置づけていきますので、より充実して進めていこうということで、教育

委員会としての方向性を出すものを考えてはいます。あくまでも、各所属

と横に繋がるための連絡をとって、例えば、消防であれば救命講習があり、

公民館行事の中で防災事業の学習会があったりするのですが、その時に横

に繋がって消防にも来て頂いて救命講習をしたり非難訓練をしたりと一

緒にして、地域ぐるみでしていきたいとこの次の計画には反映していきた

いと思っています。 

（議 長）1 ページのアの№2 で健康や子育てについての啓発紙やお便りを作成し…

と書いてあり、その下の方も重なっていますよね。こども未来課などはも

っと幅が広いかと思いますが、こういうところも連携すると効果的になる

のではないかと思います。 

（事務局）保育幼稚園課については、平成 28 年度 4 月に新設した課です。今までこ

の事業についてはこども未来課だけでやっていたのですが、新設したこと

によって 2つの課が連携しながらこの取組みを進めています。 

（委 員）新設したと言うが、ダブっているものは 1つにしてとか、逆じゃないのか。 

（事務局）保育幼稚園課については、保育園・幼稚園の施設を管理する課で、こども

未来課については、運営をする。こども未来課はソフトで、保育幼稚園課

はハードと考えてください。 

（事務局）事業としては 1本で進めていますが、たまたま課が 2つに別れたので 2つ

の課が協働してこの事業に取り組んでいるということです。別々にやって

いる訳ではないです。 

（委 員）実際は違う仕事をしているということか。ハード面とソフト面で違うと。 

（事務局）そうです。 

（議 長）他にありませんか。特になければ次に進みます。 

 

○基本目標 2．交流による豊かな人間関係づくりについて 

 

 実績シート 12ページから 13ページまで事務局説明。 

 

（議 長）それでは、お願いします。 
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（委 員）13ページ一番上のところですが、行事を支援するのは、青少年育成団体の

みですか。青少年育成団体が実施する地域の…と書いてあるが、他の団体

や町とか、地域で伝統行事があるとかは省くということか。 

（事務局）青少年育成団体というのは、伊賀市の青少年健全育成という部分で、そこ

の団体に限らず地域の祭りであるとか、伝統行事の地区の支援。支援とい

うことは、財政的な支援であったり、人的な支援もあり、財政支援、人的

支援を含めた中で支援をしていくことで事業予定にあげました。 

（委 員）団体にこだわることはないのでしょ。 

（事務局）そうです。 

（委 員）それなら、28年度事業予定の書き方は青少年事業団が実施するというのは

おかしい。その事業団が実施する夏祭りしか支援してくれない。誰が読ん

でもそう取れる。 

（委 員）そこだけ省いてもらえたら良いのでは。 

（議 長）他にありませんか。では、3番ということで。 

 

○基本目標 3．地域力を活かしたまちづくりについて 

 

 実績シート 14ページから 22ページまで事務局説明。 

 

（議 長）説明について、何かありましたら。 

（委 員）17ページの取組の方向地域を主体とした人権問題に対する意識の高揚の 

     №150 で、課題が地域での人権関係の役員が短期間で交代するため知識や

ノウハウの蓄積が進まない面があります。人権関係の役員は短期間で交代

するのですか。私たち地域の活動の役員は若い人がほとんど出てこないの

で、例えば、自治会とか副会長をずっとやっているが。人権関係の方はど

んどん交代してノウハウが次の人に受け継いでいかれないのですか。 

（事務局）おそらく地域によって違うと思いますが、自治協の役員のことを言われて

いると思いますが。 

（委 員）自治協はそんなに交代していないと思います。うちも人権部会は部長をず

っとされている。自治協の役員は長いことしている。 

（事務局）たぶんですが、人権講演会など取組みが少ないところが、やはり事業の実

施についての温度差があると思います。やはり少ないところはそういう役

員が交代する動きが早いのだと思います。全体に拡げていくと、地域によ

っても地区別懇談会とかやり方が違うのですけど、それぞれに地域での取

り組み様が違いますのでそういったところが経験的にどういったことを

やっていけば良いのかが、繋がらないところも中にはあると思います。例

えば、大山田ですと行政も入って地区別懇談会を対話式の懇談会にすると

ころがあったり、ビデオを見て研修をするというところもありますし、講
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師を呼んできて講演会をしてもらったり、人権バンドを呼んで色んなこと

を伝えたり、人権の研修会を色々されているのですが、なかなか関係の人

たちとの連携が取れていないところについては講師を見つけにくいとい

うのもあり、繋がっていないところがあると思います。中には工夫をされ

て、お金もないのでパネルを借りてきて、パネルを読みながらゲームをす

るということを考えてくれているところもありますが、地域によって千差

万別の取組みがされているので、やり方が定着しない地域が多いと思いま

す。特に、伊賀町とか大山田とか定着しているところもあります。新しい

住宅地のところは少ないです。 

（委 員）ただ、うちにも地区懇談会がありますが、そのやり方についてはずっと前

から一度見直しをしてこういった方法をしたらどうだという意見も地元

では言ってくれているが、毎年同じパターンで動いているからこの意見は

通っていないのだなと実感はあります。ということは、担当の人たちが変

わっているからだと思うが、今までやっていたことを、公民館も同じです

けど館長もころころ変わるから提案しても次に繋がらないことがあるの

でこういう評価になってきているのであれば、できれば専門の人やしばら

くそれに係わってくれる人を作っていただくことが。評価がこうだったか

らというだけではなく対策をしていかないと、対策にならないと思います。

地区懇談会にこだわるようですが、出てくる人が毎年一緒。限られた人が

一緒です。行って聴かないと、と思う人は思うが、思わない人は全然なの

で、そういったところをどうやって広めていくかが課題だと思います。 

（事務局）本当に色んなやり方でやってくれています。人権の寄席で、噺家の方に話

をしてもらって聴いて帰るという研修をしているところや、人権バンドで

歌を歌ってもらい聴いて帰ってもらうというのをやっていたりとか。どう

してもパターン化してしまうことがあると思いますので、そういったとこ

ろの見直しも担当でも思っていると思います。先に質問もいただいた各世

代で人間力の向上の中でも公民館の事業の整理をしましょうということ

で、どうしても行政の中でも同じようなことが繰り返されているのがあり

ます。それも大事ですが、やはり色んなやり方を考えていく必要があると

思います。色んなニーズを拾い上げて、予算の中で拡げていきたいという

のが生涯学習としてもやっていきたいことですし、庁内あげてそういった

意識付けをしていかなければならないと思います。そのような対応をして

もらえるようにお願いをしていくと思います。 

（議 長）3についてはよろしいでしょうか。それでは、4をお願いします。 

 

○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 

 

 実績シート 23ページから 26ページまで事務局説明。 
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（議 長）ご意見、ご質問よろしくお願いいたします。 

（委 員）24ページ№213の芭蕉祭ですが、参加する人、式典については、特入選者

の選者等の参加となっているということで。他にたくさん芭蕉祭に参加し

ようと思ったときに駐車場とか車とかというのはどこへ止めるのですか。

お城のところでやる時に私たちが参加しようと思って車はどこへ止めた

ら良いとか芭蕉祭のときに場所があるのですか。 

（事務局）平日なら市役所なのですが、今も平日でしていたりするので、市役所の駐

車場を利用いただいて。 

（委 員）そういうのは広報に書いてあるのですか。 

（事務局）担当課は書いてないかもしれない。知らせてないのかもしれない。芭蕉祭

は朝から滋賀県に出向いて、墓標のゆかりを拝んでこちらに帰ってきて芭

蕉さんのお寺、愛染院で拝んで、そして俳聖殿で芭蕉さんの俳句の入賞の

方を献詠したり、献詠のための歌を歌ったり。お茶会なんかもやっていた

だいていたかと思います。そういう行事をやっています。また、その後ハ

イトピアの方で文学賞も創っていますが、その分の作者の方の報告会とい

うか、講演会を開いて一連の芭蕉祭の事業ということでやっています。場

所によっても会場があちこちになりますので、メインのところはお城の上

でするというところの啓発は必要だと思います。 

（委 員）私はお茶会の手伝いに行くときは、道具を運ぶときは車を中に入れさせて

もらって、他のときは下のところに止めている。それと、私が広報を見て

ないのかもしれないが、どういうことをされているか。今、言われた事業

を知らないのです。参加者が少ないというならば、もっと広めていっても

らうという。知ってる人は知っていると思うが、知らない人は知らないと

思うので、参加したらこういった事をしてくれているのだなと分かると思

うのですけれど。 

（事務局）1 つずつの行事は、分かるところに連絡して寄ってもらっていることだと

思います。「月見のえん」というのがあり、あれから始まって塚にお参り

に行くことをして、そして、一連の事業ではなかなか啓発できていないと

思いますので担当の方にも話はしますし、そのために参加してもらいやす

い環境づくりも必要かと思いますので伝えさせてもらいたいと思います。 

（委 員）広報は多角的に行ってもらわないと、インターネットの広報と伊賀の市政

だよりとか色んな手段があります。 

（事務局）今まで 10 年間積み重ねてきた反省を取りまとめている中に、各課がバラ

バラにやっているのではなく、それを繋いだものを地域の方にもお知らせ

していくと形を今後取っていく必要があると考えて、そういった見直しを

していくことが大事であると担当とも話をしています。そういった方向で

纏めていって市民の方にも伝えていかないと、と事務担当では話をしてい

ます。おしゃっていただいた通り「公民館事業もバラバラじゃないの」と
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いう話がありましたが、そういったところは横に連携をとっていくような

体制は残して、もうちょっと深く横に繋げるように 1つの事業と理解でき

るようにしていく必要があるかと思います。それぞれがそれぞれに動いて

いた事がありますので、そのような反省は出ていると思います。 

（議 長）横の繋がりがあるとやり方も工夫ができますけどね。自分のところだけで

やっているとマンネリ化になりますし。 

（事務局）例えば、この前にあったのですが、防災のところで国民保護法の講演会が

できていないという反省があります。ところが、地域では例えば、避難訓

練をするのに学校と地域が一緒になって避難訓練をする。地域の人は集ま

って体育館に避難をする。学校のこどもは何をするかというとこども達も

学校の体育館に避難をしますが、避難してきた人たちと一緒に体育館で過

ごすことで、どんなことができるかをそこで学習のなかで考えてもらった

りすることをやりかけています。地域と学校が一緒になってそういったこ

とをやるということを繋げていく必要があるのかと感じさせてもらって

います。どうしても、防災訓練というと町内会が集まって避難経路を見た

りとか、避難マップを作ったりとか、消火訓練をしたりとかで終わってい

くものが多いですけども。 

（議 長）いつ、どこであるか、どういう場面であるかは多様ですよね。 

（事務局）そうです。そういうことを繋がってやれるように地域の住民自治協にもお

知らせをしながら市民の方にもお知らせをしながら、というような横に繋

がって拡がりをみせるようなことが必要だと思うので、そのような取組み

をできるようなことを考えていく必要があるというのが今回の大綱の反

省点になってきているのかなと思います。 

（委 員）社協の地域福祉コーディネーターとかも、私も担当のエリアの保育所に行

かせていただいたり、ボランティアさんと繋がせていただいたり、民生委

員さんと一緒に活動したりさせてもらっている部分もあるので、今回、こ

ども未来課と連携は取れなかったですけど、たまたま車椅子を市から保育

所に寄贈されたところから保育師の先生と色んな話を膨らませていく中

で地域との繋がりを深めていったこともあります。また、防災なんかでも

リーダの研修や要請も社協の方でしています。色んな面で、自治協にも訪

問させてもらっているので、ぜひどこかに組み入れてもらって友好的に動

けるような組織作りの手伝いをさせてもらえたらと思います。 

（委 員）№228 の子どもを対象とした公民館講座の開催や№239 の風景・景観に対

する意識の向上ついてですが、私が子どもを小学校、中学校行かせて不思

議に思っていたことが校外学習で一度もハイキングに行ったことがない

です。伊賀に住んでいて、山も川も少し遠いなと思いまして。ハイキング

に適する山が一つも無いのかなと思っているのですけど、意外と伊賀に住

んでいて山も川も遠いと感じています。今言った 2つの項目に関係するか
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と思いまして。もっと子どもたちにせっかく山や川に恵まれていますので、

どこか山や川に触れ合う事ができる機会や講座が増えればと願っていま

す。 

（事務局）公民館講座ではないのですが例えば、青山ですと青山の青少年育成団体が

あるのですが毎年、田植え体験をしたり、稲刈り体験をしたりしていると

ころもあります。また、公民館の講座でも自然と触れ合うということでも

色んなことを取り入れていきたいと考えています。 

（事務局）公民館独自でやっていくということが、なかなか地区公民館で例えば、大

山田だとか島ヶ原だとかコミュニティーの小さいところでは小回りが利

くというか動きやすいです。上野の全域の中で中央公民館 1つとなります

ので、そうなってくるとなかなか対象者も選びにくいというのが出てきま

す。取組んでもらうのは子ども会連合会の方がミステリー列車などを出し

てくれていますが、地域に根付いた事ができていないので。例えば、生涯

学習課では歴史施設のスタンプラリーをやっています。 

（事務局）文化財課へ移行しました。 

（事務局）そういった事業はやっていますが山だとかに子どもたちがハイキングに出

かけるというのは少ないです。今年取組んだ中では、図書館が森林公園と

コラボレーションしまして、森林公園で虫を探したり、草を探したりして、

それを持って帰り図書館で図鑑を使って虫や花を調べることを森林公園

と共にやったりする事業もありました。だんだんそういったこともしてい

く必要があるかと思いますし、私がやっていたのでは水に親しむプログラ

ムを作って、年間 80 時間くらい小学校と共にやりました。川に入る子ど

もの体験の機会のない子どもたちを川に連れて行って川の中の、流れてい

る川を歩くというのはまずしませんのでそういう体験をしたりとか、紙を

渡して「ここに絵を描いておいで」と言い、1 時間くらい時間を与えてそ

こに回りにあるものを使って絵を描くということもやっていたりとか、ネ

イチャーリングなんとかと言うのですけど、そういったものを導入してや

ったりはしているのですがなかなか自然体ではやれていないので今後の

課題だと思っています。 

（委 員）上野というか町の中の子どもが、体験するというのはなかなかできないと

いうのはあると思います。私たちの自治協も健康福祉部会でハイキングを

計画したりとかがあるので、そこに乗っかってもらう。その地域に固定せ

ず大山田の者が島ヶ原のところへ行くとかエリアを越えてそういった体

験ができるようなことを計画してもらった方が子どもたちは楽しいので

はないかと思います。小学校も全て自分たちのエリアで動いているけれど

も色んなところへ出て、企画したところに参加してもらう。個人では申し

込めると思うが、なかなかそういうこともないと思うので全体で行けるよ

うなチャンスを作ってもらえばできるのではと思うのですが。 
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（事務局）言われたように、まだ構想の段階ですので公表できるものではないのです

が公民館協議会の中でもいわゆる市民センターと公民館が一体化をして

いこうということで、色んな事業を公民館から市民センターへ発信をして

市民センターで取組みを行ってもらい、地域の中で活動を。やはり地域の

ことは地域の方が一番よく知っていますので、そういう人たちと一緒にや

れるような方法を今後考えていきたいなと。そのためには、市としても社

会教育指導員ですとか公民館の指導員とかもう少し充実させていかない

といけませんので今後の計画の中で市には要望しつつ、地域の中で動きや

すい生涯学習活動を考えていきたいと思うので。今の大綱を反省点の材料

として検討したいと思います。 

（議 長）地域で何かをやっているということを統括するところが大事ですよね。市

のほうで再構成される場合に地域あるものを活かしながら、それを俯瞰

（ふかん）しているところと、仕分けしているところがあれば企画が早め

に融合できると思いますので。 

（事務局）合併してから 10 数年経ちましたが、それぞれに任せているところが今ま

で多くて、それを 1つに繋げてきていなかったことが今回の反省として出

てきていますので、今後はそういった形を、色んな事業を連携しながら、

話ができるようにとか情報が流れるようにしていくことが大事だと考え

ています。 

（議 長）よろしいでしょうか。それでは 5をお願いします。 

 

○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 

 

 実績シート 27ページから 29ページまで事務局説明。 

 

（議 長）最後の項目で何かありますか。 

（委 員）27ページの一番下の人材活用システムの整備ですが、こちらにはスポーツ

しか入っていないですけど、人材活用といえば色んな文化的なことなども

あると思います。3 ページの真ん中の学校教育課でボランティアティーチ

ャーの活用とかありますが、この項目で人材活用はスポーツだけですよね。

後、学校教育以外の文化的な活動の指導者もいるかなと思いますが、スポ

ーツだけでよろしいですか。学校教育課と書いてあるページは違うのです

けど。後、生涯学習大綱のところにも人材活用システムの整備ということ

で人材登録バンクの設置でスポーツしか書いていないですけれども。色ん

な方面で人材がいると思うのですけどスポーツに限らずしたらと思うの

ですけど。それも生涯学習課でデータバンク化してもらって、それを記録

してもらう。 

（事務局）この大綱を作ったときにそのような話もありました。育成した人をリーダ
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になってもらって出していこうという話がありましたが、生涯学習をする

時に個人情報のことがやかましく言われて。その人を登録して講師にきて

もらうのにルート的に教えて良いものかと。いちいち確認を取りながらし

ないといけないということが議論されたことがありました。その時にその

事業としてこちらにあげていなかったですけど、実際には作っていく必要

があるということで今も話をしていると思いますし、学校の方は学校地域

支援事業に取組むことに今年からなりまして、中学校でいきますと城東中

学校にコミュニティースクールを、学校を中心として行っているのですが、

これから他の学校にも全部やっていこうということで地域のリーダーバ

ンク的な人たちに集まってもらえるような整備をしていくことやろうと

しています。計画にはあがっていなかったので報告には出てきていないの

ですけど、生涯学習についても色んな学習をして、ある程度先生になって

もらっても良い人もいるので、そういった人たちを登録して発見できるよ

うなことをしようとしている構想はありますし、今年の事業でしたのは自

分たちが教室をやりたいという思いをもった人が公民館がお金を出して

その人に体験教室を行ってもらう事業をやってもらうということで、人材

育成を図る事業には取組んでいるのですが、この 10 年前のところと、5

年前の組替えたときにはそういった発想がなかったので事業としてはあ

げていませんでした。現在はそういったことで必要があるということで、

はっきりとした方向は作っていませんが考えているということで。 

（委 員）指針や再生計画の中には含んであるわけですか。 

（事務局）指針には盛り込んでありませんが、データバンクのやり方も研究しながら

進めています。 

（委 員）生涯学習もそういう人材を選出することになりますよね。それをシステム

化して。 

（事務局）派遣して、地域から要望があればこのような人がいると伝える。それは 4

年ぐらい前からそのような話は出ましたが、この大綱を作る 5、6 年前に

はまだどうしていいのか、はっきりとした方向性が出ていなかったので、

生涯学習で載せてはいなかったです。 

（委 員）これに関連して 14 ページ一番上の子育ての講座を受けた人は活動はどん

な指導が必要かなど、講座を受けた人が指導者になるようなシステム作り

が必要です。 

（事務局）今までは、ワーク・ライフ・バランスからワーク・ラーニングというまず、

自己実現をしますというのが前回の推進大綱の基本となっていたと思い

ますので、まず自己実現をして、今度の課題はそれを地域に返していきま

しょうということを指針の中に盛り込んで考えていきたいという流れに

なっています。 

（委 員）人づくりしていくと長く見ればまちづくりの活性化に繋がっていきますよ
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ね。 

（委 員）学習して活かされますよね。生きがいがもっと深まってきますし。 

（事務局）前回の大綱ではまだそこまでも行っていなくて、まず自己実現を図りまし

ょうということだったかと思います。 

（委 員）そうすると、生涯学習課の目的というのは自己実現のための学習というこ

とで、地域にリーダを育成したりというところまではいかない大綱ですか。 

（議 長）最初はそうだったかもしれないがだんだん考え方と教育基本法も改正され

ましたし。 

（事務局）言われたとおり、まず自己実現して、そして地域に還元するためにという

こと。なかなか地域からもそんな要望等の連携が取れていなかったという

ことは反省として出てきています。今度の指針には、はっきりと一番にあ

げて地域の中で活躍をしてください。そのために生涯学習を進めていきま

しょうというような形に今は変えています。 

（議 長）今までは、あまりに個人に関心が向きすぎていたのでもっと社会とか公と

かに目を向けて自分が貢献するというところに転換しないと成り立って

いかないことになりますね。 

（事務局）合わせて、働き方改革ということで、職場での働き方を変えて、自分のた

めに時間をつかってくださいねということも国の方からも言われていま

すので。そういった意味でも生涯学習の意味合いがもっと根付いていくよ

う考えていかないといけないと思っています。今までなら、仕事の合間な

ど、とにかく 25から 40代、50代の人たちはあまり生涯学習という観念が

あまりなかったように思いますが、その辺の方たちにも活躍してもらえる

ような場を持っていかないといけないと思います。 

（委 員）地域づくりや仕組みづくりそのものがそういうことも含まれているのでは

ないですか。 

（事務局）そうです。ですが、そこまでは啓発でききれなかった。これの中では出来

きれなかったというのが反省にあると思います。この反省は後で出てきま

すので。 

（議 長）他にありませんか。学校教育はもちろんコアですけど、それを支えていく

のが生涯学習であるとするとこれから大事なこと。学校教育だけではやっ

ていけないわけで、支えていくような役目を果たしていく。そうすると人

材づくり、後継者づくり、地域づくりの中にその人の要素ができる。 

     では、最後までいったということで説明をよろしくお願いします。 

 

○資料 1、2について 

 

資料 1、2を事務局説明。 
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（議 長）資料 1、2の内容についてご意見ありませんか。 

     資料 1、2というのはこれから指針と総合計画の中で支えていくための 

     基礎資料ということでしょか。 

（事務局）はい。そのために出しました。 

（事務局）大綱を振り返って、今まで取組んできたことを説明しています。総体的に

は委員の皆さんから指摘をもらったとおり、市民参画というところに結び

つける生涯学習の今後の進行が大事だと資料を見ても出てきています。そ

ういった方向で指針を考えています。各課の中で共有はされていませんの

でそれを共有して横に繋げるような形を取っていきたいと本庁関係全部

にそういった事業について今後、指針ということで教育委員会は考えてい

くということを示しているところです。素案については教育委員会として

方向性を、反省を元にして作っています。今後は、生涯学習の推進に向け

てということで資料 1の最後の 5にあるような形で。地域で成果を社会で

活かすことができる環境づくりを目指した指針で整理をして進めたいと

思います。総合計画は市の大きな計画になりますので、その中に入れて進

めていきます。総合計画は 6月までは出てこないので、それに合わせて指

針を整理していきたいと考えています。方向としては社会参加ができてい

けるような生涯学習の進行ということを考えています。 

（議 長）何かご意見ありませんか。 

（委 員）生涯学習というのは、社会に返すような人材を育成していくためのもので

あるということで、自分だけが学習したという自己実現だけではないとい

うことが最後の 5に書いてありましたのでよくわかりました。 

（議 長）結果としてもなりますし、目的としても。 

（委 員）自分のためでもあって、その自分が生涯学習をして色んな知識や経験を積

んだものを社会に返していくというところまで行って初めて成果があっ

たというわけで。そこでやりがいもできると。 

（議 長）自分だけで終わるのではなくて、継承していくことが大切です。 

（委 員）色んなことを 10年間やってくれた中で見えてきたことがあると思います。

それで、私たちも今までなら当然これで済んできたであろうことがちょっ

とおかしいと気づかせてもらうことがあると思う。その中の 1つに、私は

孫が保育園にお世話になっているので今年で最終ですけど、前も言いまし

たが保育園の受け入れは行政ですよね。でも、伊賀市の場合は市直轄の保

育園があり、事業協会が持ってくれている保育園がある。ここに格差があ

る。色んなことに差があります。ということを今まで知らなかったけれど、

自分の孫が預かってもらうことになって、「あっ、違うんや」と分かりま

した。それというのは、それぞれの私の友達なんかは「えっ、みんな一緒

と違うの」と思っているようで。そういったことを前にも言わせてもらっ

たことがありました。そうしたら、「それは各事業所の責任においてして
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もうてますので。」というお答えでした。それが伊賀市の子どもたちを預

かる、受け入れますという窓口は市なのだから、細部の指導は違っても、

基本的なことは一本であるべきだと思うのを、役所がそれは各事業所のも

のであると言って欲しくないという思いがずっとありました。色んなこと

が出てきている。例えば、お昼ご飯のお弁当が温かい、冷たいこれはいか

がなものかと思うのです。誰しも自分の子どもたちや身内や両親たちにで

も冷たいご飯を食べさせたいとは思わない。温かいものは温かいように冷

たいものは冷たいように食べさせてやることは人間の根本なのにそこに

差がある。色んなことでそういったことがあってはならない。あるべきで

はないと考えたので、今後の中で学校教育も同じだと思いますが、学校も

下の子どもが先に帰ってくる。家に帰っても両親は仕事だから留守。じゃ

あ、上の子どもが帰るまでもう 1時間だけ遊ばせてあげれば、一緒に連れ

て帰ることができる。小さい子だけ「先に帰りなさい。」と言ったら、鍵

を持たせられないし、学童で預かってもらえたら良いけど、常にそういう

状況でなかったら、この子達はどうしたら良いのかということになります。

学校は帰したら責任は無いのかもしれないが、帰ってくる居場所に大人が

いないというところへ帰されたりとか。それから、台風などがあった時で

も一番ひどい時に下校時間を設定してくれていたりすることがあるので、

そこら辺は団塊の世代が沢山いるので、もう少し活用してもらうとか、学

校の先生たちがダメなのならそういった人たちに見守りをしてもらうと

か。学校の施設というのは公共のものであるのだから有意義に放課後も活

用する方法も無いのか。体育館は開放してくれるようですが、多目的室や

図書室とかで勉強して帰れるような状況を作ってもらうなどという体制

を今後取っていってもらって。1 年で無理かもしれないがこれだけ両親が

働く状況になってきたら必要なことだと思います。今の現状ではじいちゃ

ん、ばあちゃんの応援なしでは子どもは育ちません。絶対育たないと思っ

ている。学校や公の場所だけでは見きれない。そこをなんとかしてやって

もらって我々の年代のものは死ぬまで健康でいるかという点が大きな課

題だと思うので、何かの事業をこなしていくことよりか、地にウェートを

置いた今後の考え方を役所の方でもしていただけたらありがたいなと思

います。 

（委 員）そういった見守りは社協の中に見守り隊とかありませんか。老人はあるが、

あまり子どもの見守りは少ない。老人の方にばかりで、これからは子ども

の方に。 

（事務局）少し違う話になるのですが、今も言われたとおり学童を充実されていこう

と市の方で考えています。学童と、教育委員会では子ども教室があります

が、それも継続してやっていきたい。ただ、子ども教室については費用が

ほとんど出ませんのでボランティアでやってもらっているという状態で
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す。ですので、毎日開催するのが難しいということでそれと合わせて、子

ども達の生活が貧困という言葉でまとめられているのですが、家庭に子育

ての能力がなかなか付いていないことがあり、地域未来塾と言って、生涯

学習で取組もうとしています。市民センターを中心として、そこには人が

居ますので、そこにまたボランティアで参画をしてもらいながら子ども達

を見ていくような形を作っていきたいと考えています。これから先の話に

なりますが、それと合わせて学校では地域支援の組織を作っていって子ど

も達を見守れる体制づくりを教育委員会としてはしていくところです。そ

れと、子どもの生活に直接関わっている福祉部関係の方も放課後児童クラ

ブなどの充実をさせたり、社協と共に色んな事業ができると考えていると

聞かせてもらっていますので、総体的に家庭の教育力を上げていくことが

大事だと思います。今も話があったように先生方は子ども達を帰したらそ

の子ども達の家庭への保護者を指導に行っているのは非常に多いようで

す。家庭訪問を昔なら先生が来るならえらい事だとやっていましたが、今

は、先生方は放課後に家庭訪問を頻繁に行っていて子ども達の状況を親と

話ができるようなことをやってもらっています。伊賀市はそういう意味で

は人権含めて取り組みとしては家庭に密着して子どもが学習するための

環境づくりを家庭、地域、学校ということで学校だけではできないという

ことで動いています。その中で一歩、子どもたちを早く帰らせてしまった

りとか、全部に及んでいないことが課題だと思いますのでまた学校の方に

話をしていきたいと思います。 

（議 長）他になければ、終わりたいと思います。 

 

（事務局）あいさつ 

     委員の皆様には、生涯学習推進委員として計画の進行管理とご審議いただ

き、ありがとうございました。指針ということで今日いただいた意見もも

らいまして、生涯学習で学んだことを社会に活かしていくという方向性を

打ちまして指針の計画を策定していますが、指針については、この生涯学

習推進委員会というのは閉じさせてもらいますが教育委員会の中でまた

皆様に確認をしながら進めて行きたいと思います。ありがとうございまし

た。最後に教育次長から挨拶を申し上げます。 

 （事務局）あいさつ 

     色々と審議いただきありがとうございます。教えていただくことが沢山あ 

りましたし、今後、生涯学習を進める中での大事な部分が推進大綱で進め 

てきた事、その反省が色々出てきています。それを踏まえて役所の中全体 

が課題として取組んでいくことを確認しているところです。それに基づい 

て教育委員会としての生涯学習を進める指針を作り上げ、教育委員会とし 

て取組んでいきたいと考えています。ご示唆をもらいながら進めさせても 



16 

 

らいましたが、そういった成果をもって今回の大綱については終了させて 

もらいたいと思います。今後については、教えてもらったことや、指摘し 

てもらったことを指針に基づいた形で色んな事業を行っていきたいと思 

います。また、気づかれることがありましたら色んな形で示唆をもらえた 

ら結構かと思いますので、本当にありがとうございました。 
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