
サークル活動団体等へのインタビュー調査
（1）調査の内容

伊賀市の各公民館を中心にサークル活動を行なっている団体に対し、伊賀市生涯
学習推進指針作成に向けたグループインタビューを実施し、現状と課題、今後の
要望などについて調査を行いました。

（２）調査期間
　 平成28（2016）年10月3日～31日

（３）調査方法
対面式によるグループインタビュー

（４）調査団体
27団体及び来館者（延べ338名）

・規則正しい生活習慣
・基本的な生活習慣を身につけ、心身ともに健やかでいられるようにしたい。
・早寝、早起き、朝ごはんなど
・お家ごはん、食育、あいさつ、道徳的なこと。
・あいさつが出来ない子が多い。
・家でも「いただきます」「ご馳走様」「おやすみ」「ありがとう」という様なことが大事。
・家族間で挨拶をしあう。朝のおはようから夜おやすみなさいまで数々の挨拶が無意識にでも出
　て来るように日々の積み重ねで体調の悪さや悩みなど見えてくると思う。
・生活習慣の基本的な事
・人としての基本的な事を習得させる。朝、夜、食事時等の挨拶、他人との接し方など。
・しっかりとしつけできるようにならないと駄目と思う。マナー、悪いことは悪い。
　しっかりと教えること。
・最近は、上を見ずに下を向いている者が多い。親もよく子どもに注意せよ。
・子どもの人格を認め、自主性・自発的な行動をするよう躾ることが大切
・親が子どもを真の意味で大切にすること。例えば夜８時過ぎまで外食を伴う外出を控えるとか、
　体調の悪い時にも食べる食事内容を考えるとか工夫することも大切。
・挨拶をまず家庭から徹底すること。
・良いこと悪いことをしっかり教える。
・感謝、あいさつ、思いやり
・親の背中を見て子は育つため親の教育が必要
・親が子どもを叱らないことが多いため、他人は注意できない。
・０歳児から預けているが、３歳ぐらいまで親がみられるような環境づくりが必要だと思う。
・まず家庭において他人のうわさをしないように心がける。（特に子どもが近くにいるときは）
　うわさというものは、批判が多く、人をほめるケースはまれだから。
・家族、周囲の人との挨拶、会話が大切
・人間のコミニューケーションが必要、その為、まずはあいさつから始まるので。何でも話せる
　ような家庭にしてあげたらいいのでは。
・子ども達とのコミニケーションが難しい。
・子どもを生んだ以上、親は親としての責任をもってほしい。今の親は忙しいのでかぎっ子が
　増えているように思うので、できるだけ接することができるときは、共に食事、話し合って聞
　いてあげる事も大切、子どもは親の言うことは聞かないが、する事は見て同じ事をしているの
　で親は責任をもって行動してほしい。
・年齢に関わらず、食事は3食決まった時間に食べる。そして1日1回は軽い運動をする。
・スマホやゲームで生活リズムが狂ってきている。
　家庭内でルールを決めて、時間を守る等健全な生活習慣に改める必要がある。
（まずは親から改める必要も）

１　今後、「家庭」ではどのような教育が必要であると思いますか？（課題と対策）

基本的生活習慣
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コミュニケーション
・家庭での会話を増やす
・家庭での会話、食事をできるだけ家族でする。
・数少ない子ども達、家庭でも学校でも地域でも繋がり、切磋琢磨の場が少なくなってきている｡
　家族の者も忙しい生活の中で、なるべく子どもと関わりを持つ時間をつくっていくべき（食事、
　入浴時中の会話など）
・核家族が増え、親が仕事等で忙しく、親子のコミュニケーションが取れていないように思う。
・「家庭での教育」とは、何であるのか。親中心に生活をするのか、子ども中心に生活するのか、
　子どもに対してどう向き合えばいいのか等、まず家庭を教育する必要もあるのではないか。
　今、家庭ではどのような・・・より重要なことがあると思う。
・話をする機会をつくる。
・夫婦共働きの家庭が増える中で、「家族」の時間が少なくなってきている。
・家族の会話の時間を増やすべき。
・親と子どもとの日常の対話
・常識的な事柄の意識付け
・両親が忙しいすぎて、ゆとりを持って接することができない部分もあると思う。

コミュニケーション
・家族で過ごす時間をとる（ゆとりをもって）
・母親も働く時代になってきている。

家庭教育力
・親の教育・子育て
・親の背中を見て育つ
・ゆとり教育はだめ
・親の過干渉が問題
・親自身の子育て教育、特に縦の絆についての教育
・子どもは親をみて育つ。
・親は子どもに細心の注意と共に、ふれあいを多く持ち、いつも子どもの気持ちをわかるように。
・社会の縮図である家庭において目上の者を尊敬し年下の者をいたわる心を育てなければなら
　ない。社会の現状から現代の子どもは自己中心の子が多いように思う。多くの人のささえで
　大きくなる子を幼児期から教える。
・基礎的なしつけが必要だと思うが、親の世代ができていない。スマホ、ゲームとかを
　親の世代が夢中になって夜更かしをしているから子どもの教育もだが、親の教育も必要
　だと思う。

心を育む
・学校で習うのではない、家庭の温かさ、家族の思いあり方、人間的な教育が必要だと思う。
・思いやりの心を育む
・自立心
・命を大切に、自分を大切に、自分と同じように他の人を大切にできる子にしたい。
・年々子ども達の目上の方へのあいさつができていないよう思う。敬語の使い方が出来ない。
　家庭でも、親が敬語を使わない為もあります。しっかりと公共の場で小さな次期から敬語を使
　えるような場面が増えるように世代間を越えた交流が必要と思う。
・自分の将来に夢を持てる子、その夢に向かってのスキルや心を強く持てるようにしたい。
　親と子のふれあう時間をつくり、自然環境（四季や花）をみて、感動を覚える子ども
　に育てる。

自主性
・安全や禁止・マニュアルといった「しばり」のみが強くなり、自分で考え、望む、行動すると
   いった自主性が薄われていると感じられる。
→森林公園では、主に自然や生き物・環境といった方面に限られるが自分で体験するという場を
　提供している。他の分野でも体験を通じて自ら考える感じるといった機会を設ける。
　あるいは、そのような場を利用するといった伊賀地方の種々の施設団体を利用する方法を考え
　てゆくべきではないか。

１　今後、「家庭」ではどのような教育が必要であると思いますか？（課題と対策）
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地域への参加
・各種行事へ家族での参加

その他
・今の子どもは外へ出ることが少なく体力もなく、転ぶことが多い。
・宿題で、計ド、漢ドの量が多い。
　進んでやる宿題もあるのでは。我々のころは、もっと少なかったように思う。

１　今後、「家庭」ではどのような教育が必要であると思いますか？（課題と対策）
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・声かけが迷惑と思わない意識を持ち、お互い様の気持ちで暮らしたい。
・高齢者が多く、隣近所の付き合いが少なくなってきているし、サロン的なものも少ないし、今
　後その対策を考えてほしい。
・地域全体で気をつけていくような普段の生活が大事
・病気の知識等対処（突然の場合）の仕方等みんなで学べたら良いと思う。
・認知症についての理解を深める
・人と人とのつながりが希薄にならぬ様な対策
・サロン活動などで顔を合わせることで見守りになり、地域の支えあいになる助け合う、共存す
　るという思いを持つ。
・自己満足にならない幅広い年齢層の方々の交流が必要。昔のように時間がとれない若い方々（
　子育て世代）が地域で活動（活躍）出来るような取り組みが欲しい。
・地域の人たち全体で子ども達を育てられるように、あいさつ、声かけなど住んでいて皆が安心
　して暮らせるようにしていきたい。
・世代間交流会などで昔の暮らしや遊びを学び、古き良き伝統を引き継いでいける子ども達を育
　てたい。
・高齢者が増え、子どもが減ってきている中で、「高齢者と子どもをつなぐ」取り組みがあれば
　いいと思う。遊びや文化、学習などなくなりつつある伝統を子ども達に伝えられる機会になる
　のでは。
・周りには、お年寄りの方が多いので、男の人が出てくるようになると皆の様子がわかってよい。
（男性の参加率が低い）
・男を集める行事ができるように。（男性の参加率が低い）
・近所どおし困った人があれば助ける。声かけをする。
・声かけを心がける。
・人に気をつかいながらも関わりをもつことが大切
・高齢者の人も気軽に集まって歌とか楽しまれる講座を増やして欲しい。
・それぞれの行事をしているが、近所の高齢者が少人数でも近くに集まり、家から少しでも出て
　きて一日の時間を皆さんで過ごすと心のゆとりができると思う。
・ご家庭で子どもさんに知らない人には、話しかけないと話されているのか以前スーパーでゴミ
　拾いゴミ箱に捨てていた子どもさんに「えらいね」と声かけをしたら、母親のところへ走って
　行き知らない人に声かけられたと報告、親子は早々に行ってしまいました。
　こんな事では、地域の見守り等できないのではと思いました。
・近所を通る高齢者の方には、なるべくあいさつなり声をかける様にしている。
　そういう事も大切ではないかと思う。
・高齢者への援護
・自分のためでもあり、それが人のためでもある事をわかってほしい。
・近所同志のコミニケーションに欠けていると思う。遠くの親戚より近くの他人と言われるよう
　に近所の付き合いを大切に
・地域がくずれていないか、まず見直す必要がある。児童、生徒が減少している今の親世代。
　その上の世代がまず安心して暮らせる環境が必要である。その上で地域の担い手となる方々を
　中心に地域の教育について考える場を作りたい。
・高齢者も最近は、いきいき倶楽部等に出る機会が多いので良いと思う。
・和・絆をつくるため、人との会話が必要。そのためにどこえでも何の会合にも出て行く事が必要
・大きい子（年長）が小さい子を教える団体生活。
・近所での挨拶を子どもとも良く行う。
・協働の精神、考え方がなくなってきているので、地域としてまた地域の人間として、共に生活
　している事を認識させる。
・声かけをしている。近所で知らないのは嫌
・挨拶教育をやっている。
・世代間の役割と協働、協調
・公徳心を育てる教育が必要である。
・見守る支援が不足しているのは国の施策にも一番の問題がある。
・挨拶運動を推進する。常に地域が声かけ運動をすると、子どもも見守られているという実感が
　わくと思う。

2　今後、「地域」ではどのような教育が必要であると思いますか？（課題と対策）

地域との交流
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・社会的に役割を持てるような、地域の中での仕組みづくり
・２～３世代交流の場
・子ども会の行事、人と関われる子
・なるべく若い方にご迷惑をおかけしなくていいように心がけています。
・地域内以外の情報の伝達
・ペット多いけれど、散歩の時などウンチは処理するなど大切。猫には餌をやらないとか、みん
　なでマナーを守ろう。
・高齢者と共に生きていけるような「集い」を大切にしていけたらと思う。
・まずは自分の住んでいる地域の人、産物、特色などを知る機会を企画していく。
・大家族でも、昼間は高齢者だけになっている。独居老人だけが（月1回民生委員訪問あり）声かけ
　あり、昼間の高齢者の方々にも声かけを。
・いきいきサロンの充実
・各種「みまもり隊」の活用
・地域では、ほとんど子どもはいない。
　地域ぐるみで子どもと接するコミュニケーションづくりが大切と思う。例えば老人ホーム
　などで交流（学習）することで思いやりの心を養うことなど考えてみる。
・核家族化が進み、独居老人が増えている
　近所の人と日ごろからお付き合いをして、変化を感じとる。（見守り隊）（声かけ運動）
　＝孤独死の発見
・高齢の方々から、子ども達まで年齢に関係なく集う場が必要。
・昔のことをいうと笑うかもしれないけど、地域の皆に育ててもらい、世間を少し知った
　気がする。今も忘れない。今の子どもたちにどんな思い出が残るか？
・子どもの声が、外で聞こえない。室内でゲーム等の遊んでいることが多い。
　元気でもっと遊ぶ姿を見たい。
・子どものために何かをするのも大事ですが、いろいろな行事に参加させ、大人達の
　努力や協調性を体得させるべきだと思う。
・地域教育の意味がわかりにくい。
　答えやすいアンケートにしてほしい。
・地域という意識が希薄になっていて、昔のように地域で子どもを育てる（近所の
　おじちゃん、おばちゃんが悪いことをしている子どもを親のかわりに子どもを叱る）
　とかいったことがなくなってきている。
　地域全体で考えていく必要がある。

2　今後、「地域」ではどのような教育が必要であると思いますか？（課題と対策）

地域との交流
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人権・同和教育
・家庭内での愛情が少なくなって来ているのでは。
・相手の痛みがわかる人になる様に指導
・いじめがあっても知らん顔している教師がいる中で、このようなことではなくなるはずがない｡
　学校の「汚点」「メンツ」を考えすぎ、表に出さず、かくす事考える学校側の考えも改めるべ
　き。
・いじめや差別などの人権学習を増やす
・いじめの問題は、昔からあったもの。学校では、もっと目を見開いて見ること。
・自分も好き、友達も好き、という意識が持てるような人間関係の育成
・「いじめ」の理解。本当に理解しているのか。（わかっているつもりになっていないか。）
・自分のことだけでなく、周囲の人や家族のことに思いやりが出来る気持ちを教えてほしい。
・いじめ事件が後を絶たない。
　法規制でなくなるものではないので、相手の立場に立って物事を考える子どものなるよう
　親も学校に頼らず、子どものサインに気づくこと

キャリア教育
・今は、学校（先生）と家庭（親）の関係が逆になっていると思う。「モンペ」という言葉があ
　るように学校での取り組みがやりずらくなってしまっている。
　順位をつけず、並列での教育に将来不安を感じます。社会に出たときに、上下関係などの
　プレッシャーに耐えられない社会との関係性をもてない子ども達が増えています。
　昔の教育方針がいいとは思いませんが、「学校は社会にでるための社会性」を学ぶ場所だと思
　う。
・実社会は競争、実社会に通用する教育。国際競争に戦っていける教育。国際感覚のもった人材
　の育成。

コミュニケーション
・コンピュータ時代なので、コミュニケーションがなくなってきている。
・常に個々の観察を心がける。
・先生との信頼関係がなくなってきている。（子どもと先生の心が通じていない）
・親との対話、先生との対話が大切。もっと大人との関わりが必要では。
　
道徳教育
・学力向上も必要であるが、相手の事を思う心を育てるべき。
・自分の思いをだれかに伝えられる人間力、人に発信する力を養う、相手を思う人間力。
・自分で考えて行動できる子を育てるための教育が必要だと思う。
・仲間を大切に、安心して学べる教室（空間）が必要だと思う。
・自分に自身の持てる子を育てていってほしい。
・学校では、褒めるだけでなく、良いこと悪いことをはっきりさせ、その都度きちんと話をして
・権利主張でなく、義務を果す事の大切さ、社会の正常化につなげる。
・生きた力、人前で自分の考えを言える力をつけてほしい。
・思いやりの心の育成

学力
・まず学力をつけるのが最優先だと思う。学習できる環境を作るとともに副担任制やカウンセラ
　ー等の配置。児童・生徒の生活を細かく見ていく体制をつくる必要がある。学校という場だけ
　でなくあらゆる連携が不可欠。その連携の中で学校という存在を示さないと思う。

家庭・地域との関わり
・高齢者、親を含めた仲間でできること（グランドゴルフ、ゲートボール等）を一緒にできる
　ゲームを教育の中に取り入れては。
・知らない人に声かけられたら、ついていかないこと等の教えから、地域の人とのかかわりがな
　くなってきている。
・学校運営は、教育現場の教職員の方々の向上心をつけるようなゆとりとは違った、先生方が心
　に余裕のある職場があり、保護者との連携がとれるようにしてほしい。
・学校と親との連携
・地域の人と子ども達が接する機会が少なくなっている。明るく元気に挨拶が出来るように
　指導してほしい。

3　今後、「学校」ではどのような教育が必要であると思いますか？（課題と対策）
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その他
・子ども達が、話せるように活動を増やし、やはり挨拶から始めるのがよいのでは。
・楽しい遊びから皆でやれるといいのでは。
・下校時の子ども達の様子を把握してほしい。
・昔のように学校から帰ったら、子ども達が遊べたら、親近感もわくのでは。
・人権教育はできているが、平和教育ができていない。
・障がい者のことをうわべだけで、本当に考えているのか疑問である。
　せめて義務教育だけでも地域の学校で育てるべきである。
・小中学校の夏休みの登校日がない、以前は登校日に戦争の体験談等伝えたりしていたと思いま
　すが、そういうことを置き去りになっている。
・元気の良い子に、気の弱い子の面倒を頼んではどうですか。元気の良い子ほめてみたら。
・先生をお手本にする。
・相互に情報伝達と意識統一を行う必要がある。→バラバラでは困る
・皆平等でないことを教える。現実にそって現代史をしっかり教え、中国などの近くの国との関
　係を教えることが大切
・正直、努力
・縦割りのグループ組織を作る。先生は、友達でなく子どもから尊敬してもらえるように心がけ
　行動してほしい。
・地区の回覧板で学校通信により学校のようす等がわかるようになっている。
・テレビは悪影響
・競争社会をなくすようにと徒競走など避けているが、どんどん競争していく事も大事なので
　はないかと思う。相手の良い所を認める。勉強ができないが走るのが速いなどで昔は相手を
　認めていたと思う。
・戦争の体験談を学ぶ
・授業参観に地域の高齢者の参加を
・学習重視になっていないか。
・小学校高学年に興味を持った教科が、得意になったように思う。
　だから、子どもに興味を持つような教育方法があればと思います。
・半世紀前は、学校教育と家庭教育が別々でやがてゆとり教育へと進んだ。今はどんな
　方針かわかりませんが、やがて子どもを育てる親に、また教師に社会の指導者になる
　であろう未来への教育をしてほしい。
・ゲームが浸透しているので他人のいたみを感じることができなくなってきている。
　本を読むことにより、他人のいたみを感じることができるようにしたい。

3　今後、「学校」ではどのような教育が必要であると思いますか？（課題と対策）
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行政
・イベントの時の補助金を出してほしい。
・文化活動に対する理解と応援
・規則を守らない団体があるが、その指導をいろんな場でいろんな機会をとらえて、教育を徹底
　してほしい。

活動の場
・気軽に活動できる場所を増やしていってほしい。
・老人高齢者が集える場所づくり
・高齢者・会社員を含め一緒にできる場所が整備してほしい。ゲートボールについては、雨天でも
　出来るドームが数箇所あるが、グランドゴルフの場所は滋賀県に比べると極端に遅れをとってい
　る。
・施設利用が不便（土日対応など）このようにアンケートを記入させていただきましたが、
　これに対する報告などが一切ないのが残念。どこがどのように改善されたのか報告を楽しみに
　しています。
・公民館活動の団体の見学など
（気楽に見学ができるように）
・活動の場の提供
・規制の少ない自由に利用できる施設がほしい。（小規模、老人の利用に便利な場所）
・地域の行事に参加する人がいつも同じ人達
・打ち解け、リラックスした、型を破った、腹をわった、本当の話し合いをそういう場が
　大切では。（多方面のなんでも、どんなことでも話し合える場）
・島ヶ原のこと（歴史・農業・名所等）を多くの人が理解し、他の地域から来た人に、島ヶ原
　の良さを紹介できるようになる学習場所があればと思います。
・発表の場として大山田に設備の整った施設がほしいと思います。
　これからは、各団体が独自で運営する方針でご指導いただいていますが、生涯学習グループ
（サークル）に関しては今までとおり運営をお願いしたいと思います。
・公民館も特定の人ばかりしか利用していない気がする。
　利用する人がまんべんなくできるようにしてほしい。
　あまりわからない。

企画内容
・個人的に上野まで出てきて習っているが、各地域等で何人か集めれば教えに来てもらえたら良い
　と思う。毎月のサロンもマンネリ化になっているので
・最近いろいろサークルをやってくれているのでいいと思います。
・子どもたちに、仕事体験などの機会をもっと増やしてほしい。
・互いに協力して一緒に地域を盛り上げていける取り組みやイベント（タイアップ企画）をやって
　いければいいと思う。
・自然体験教育の場である森林公園であるが、小学校等が来園し、体験教育を行うには、「移動手
   段」バス等の制約がある。
　県と市の垣根はあるが、伊賀地方にある施設・団体を活用するのであれば、公共の移動手段など
　の充実があれば、教育内容の向上につながると思われる。
・マジックで月に一度、利用させてもらい、時々野草の展示会に来させてもらっている。
・支所の方は、気軽になかなか集まれない。
・ハイトピア・サークル講座をもっとふやしてほしい。
・伊賀中の人が交流できる活動
・展示物を楽に出来るようにしてほしい。
・子ども支援センターなど以前より充実しており努力されていると思う。
・同世代に限らず、同じ興味を持つ探究心の意識を強く持たせるような教育。例えばノーベル賞を
　取るような人柄（人間形成）を養う。
・行事内容にあった体験談や経験した人を地域の中から選んで話をしてもらい、皆に興味を
　もってもらう。

４　今後、「行政や企業・団体」にはどのような教育を望まれますか？（課題と対策）
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企業
・企業での社会貢献を推奨してほしい。
・企業に団員募集を呼びかけて行きたい。
・「団体」として、社会貢献に参加することを推奨

その他
・愛国心を育てる。国を守る心を。
・行政は、市民には態度が大きいが、国会議員等にはすぐに物事を実行するところがあり、行政の
　体質を改善すること。

４　今後、「行政や企業・団体」にはどのような教育を望まれますか？（課題と対策）
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施設の利用
・湯沸し室をいつも空けておいてほしい。
・対応が窓口の人が一人で手間取っていても他のスタッフが知らん顔をしている。手助けし、人を
　待たせない対応が必要
・パソコンが時々おかしいのがあるので点検してほしい。
・駐車料金を（利用者一律に）安くしてあげてください。
・カーテンが壊れている所あり、直してください。
・食事する場所を別にするとか、たまに5階に上がって友達と一服したいと思っても小さい子ども
　と母親がお昼などしていて駄目なときが多い。
・希望することにより、施設の予約が十分市民が利用できるようにしてほしい。
・市民のための施設なのに使いずらいイメージが強い。
　使用のルールや手続きが手間なので気軽に。使いづらいです。
・他団体との連携・・伊賀地域の各団体がどのような活動をしているかの情報の共有
　A地域の公民館には、おもしろい活動、イベントをできる人がいるが、公民館のスペースがない
　B地域では、おもしろい活動イベントをできる人がいないが、公民館のスペースや余力　がない
　がある。
　こういった間で情報の共有があれば、人材や場所の有効活用ができる。
　公民館以外の団体・施設ではなおさらである。
・せっかくまだ新しいハイトピアなのに来る度、カーぺットの汚れが気になる。
・希望した時間に取れない。
・学生が飲んだり食べたりして、そのままゴミを置いたり、机も汚れていたりするので、自分が
　したゴミは持ち帰るとかするようにしてほしい。
・利用させてもらったグループが月に1回ぐらいお礼の清掃をさせていただいたらどうでしょうか｡
　また、汚した方がそのままにせず清掃されたらいいのに。
・学習室の使用願い３ヶ月前からというのはどのようなものかと思います。
・月に一度施設の申込をしなければならないので、これを年間計画を提出すれば年間使用できる
　ような方法ができないものかと思う。（サークル活動の予約を優先してほしい）
　現在、毎月1日に朝並んでの予約、2ヶ月先までの予約方法を見直してほしい。（運用方法の見
　直し）市の使用が優先されていて、予約できない。
・冷暖房の調整を細かく出来るようにしてほしい。
・多目的小研修室の窓開け閉めの調整ができないため、窓を全開した場合、サークル活動の時、
　当たるので危険である。
・駅前の駐車場のポールを早めに降ろして、車が入れるようにしてほしい。
・施設の予約で、年間を通して予約できるようにしてほしい。
・毎月１日に並んでの予約方法ですが、抽選をするとか予約の仕方を見直してほしい。
　会場が取れない時、他の会場を探すのに大変苦労している。
・カーペットについては、以前から気付いていますが、あそこで食事（特に小さい子ども連れの方）
　をされていたり、高校生が食事にきているのを見て何とかしてほしいと思っていました。
　カーペットも汁等を吸収せずに拭き掃除のできる材料に変えてほしい。
・春は忍者フェスタ、秋は市展等で施設が取りにくい。生涯学習関係事業は仕方がないが、他の行政
　の行事となると承服しかねる。
・市の行事が優先される事がしばしばある。内容が、公民館活動に関することであれば、理解できる
　が公民館活動が教育活動に関係のない事は、いかがなものか。
・ハイトピア駐車場の利用が不便
・いがまち公民館は使い勝手がいいが、複合化になった時に、今の講座が最低開催されるよう
　にしてほしい。
・畳の部屋には、和式イスの設置をお願いします。
・旧郡部では、ハイトピアなど市街地の施設は利用しにくい。
・照明設備の補修、改修
・机、椅子の改善（修理または新規購入）
・青山ホールの駐車場が不足している。（雨天時の北部グランド対策）むかるみなど
・公民館や公共施設（使用していない部屋等）の利用方法を考えてほしい。
・学校統合もあって、公共施設等の空き建物がでてくる。
　施設を学習活動や交流の場として使えるよう市民に提案してもらい、有効活用に努める。
・どんな場であれ学習はできる。
・使用料が無料になればと思います。
・カーペットが汚いのは気になる。公の場かしらないが、汚した人には費用弁償させるべきだ。

５　今後、「公民館などの生涯学習施設」にはどのようなことが必要であると思いますか？（課題と対策）
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施設の利用
・自転車置き場が少ないのが困ります。

講座
・他にどんな教室があるのか、見学可能か等教えてほしい。
・子育て世代でも参加しやすい講座があるとうれしい。何か参加しようと思ってもなかなか参加で
　きないので。
・公民館活動に参加している人は、限られている。気軽に参加できる様に、周知する事が必要。
・今のところよくやってくれていると思う。高齢者が増えているので、楽しく体を動かせる体操な
　どの企画をしてほしい。

情報
・地域情報の伝達
・地域の良さの意識づけ
・伊賀市公民館でのサークル紹介がほしい。年度初めだけでなく年２～3回あればよい。
・他のサークル活動が何をしているのか分からないため、月間表があればよいと思う。

その他
・少しでも多くの人が、生きがいを持って生活できるような指針を考えてほしい。

５　今後、「公民館などの生涯学習施設」にはどのようなことが必要であると思いますか？（課題と対策）
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