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    平成２８年度 第２回社会教育委員会議事録 

  

 ◆日時：平成２９年３月２８日（火）13 時 30 分~15 時 30 分 

               

◆場所：ハイトピア伊賀５階 学習室２ 

 

◆出席委員：  ８名  上出委員、船岡委員、中森(良)委員、中森(迪)委員 

竹岡委員、吉澤委員、岩佐委員、奥永委員 

◆欠席委員：  ４名  壷田委員、水口委員、城委員、田中委員、 

 

  

◆事務局：   ３名  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 

 

◆傍聴者：   ０名 

 

 

１．開会あいさつ 

  上出代表委員 

児玉教育委員会事務局教育次長 

 

２．議事 

（１）平成 28 年度「いがファミリーフェスタ」事業について 

   事務局より資料１「平成 28 年度いがファミリーフェスタ」事業について説明 

      

（議 長）皆様方良かった点、反省点などありましたらお願いします。 

（委 員）スクリーンの画面の反応が遅く、なかなか画像が出なかったり、画面が

見えないこともあり、子どもがわからない感じでした。自分自体がわか

らない、他人が見ていたらわかるけれど、自分（子ども）はわからない

感じでした。 

（委 員）対象年齢が今回小さな子どもだったので、来年のことは来年に決めたら

よいが、対象年齢を上げたほうがよかったのではないか。 

（委 員）来てほしいが、年齢が高い子は、土、日は、塾とかスポーツとかで忙し

いので参加は無理だと思います。よほど面白そうな内容をしないと一緒

に行こうとは言わないでしょう。 
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（委 員）今回他課の行事と重なったのですね。 

（事務局）はいそうです。 

（委 員）同じ役所内なのに、情報共有はなかったのですね。 

     特に今回は、対象年齢が一緒でしたので、余計に集まりが悪かったと思

います。 

（委 員）催しが、今はたくさんあるので、整理とかが必要だと思います。 

（事務局）このいがファミリーフェスタの方が早くから計画されていましたが、横 

の連携ができていなかったと思います。 

（委 員）参加人数に制限があったのと、申し込んでも無理だろうと思われた方も

いらっしゃったと思います。 

（委 員）林先生のお話は良かった。上手に話しをされていた。夫婦で一緒に聞か

れた方は本当に良かったと思います。男の人も聞いておいた方が良かっ

たと思いました。 

（委 員）お父さんとお母さんが来られる様な内容にしたら、小さいお子さんもい

いなと思います。 

（委 員）本当に子どもさんが、ざわざわする中で、あれだけの話をされる方は、

そういらっしゃらないかと思います。 

（委 員）いろんな所で、講師をされているので、伊賀中の人に聞いてもらいたい

という思いでされているので、定期的にあることが良いのかもしれませ

ん。 

（委 員）小さいお子さん連れでしたら、父母も参加してもらえるので、参加率が

上がる。年齢が小さいほど参加率があがるのではないか。 

（代 表）２部構成も良いと思う。 

     この子どもについてのつどいも継続的にやっていきたいと思います。 

     また、次年度については、よろしくお願いしたい。 

 

（代 表）それでは、（２）平成 30年成人式について説明をお願いします。 

（事務局）事務局より資料２「平成 30 年成人式」について説明 

（委 員）皆さん何かありませんか。 

（委 員）別件でもよろしいでしょうか。 

     まずは、予算のことですが、当初の予算では、青山はできないというこ

とで地元の団体とか青少年健全育成とかからお金を集めてやっていま

したけれど、成人式の内容をその予算の範囲内でやるべきか、あるいは 

     もう少し予算を増やしてもらうとか、そういう方向も考えるべきだと思

う。予算的に無理があるように思いました。 

（事務局）年々予算が減り財政状況が厳しくなる中、他の生涯学習関係も考えてい 

かなければならない状況ですが、次年度の成人式の予算は、９ヶ所で開 

催できるような予算は要求してあります。 

    ９ヶ所ある中で、今年青山は、団体とか同窓会に協賛金をいただいたと 

ころもありますし、例えば、地域の事業所へ行って協賛品をいただいた 
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ところもあります。 

     それぞれ地域によって違うのですが、地域のご協力によって限られた 

    予算の中でやっていきたい。 

（委 員）予算の範囲内でしようと思ったらやれると思う。 

    予算の中で、地域でお金を集めた方がよいのか、それとも予算の範囲内 

でやる方がよいのか、分かれるところかもしれません。 

（委 員）成人の子も、高校の友人と会いたいだろうし、予算も１ヶ所のほうが少 

なくて済むのではないでしょうか。１ヶ所に戻してほしい声も聞いてい 

る。やはり、行政の押し付けではなく、新成人が主体的にしていこうと 

大分慣れてきて、人権の集いでもしているような、１つにできないこと 

はないと思います。 

（委 員）９会場に分かれたそもそもの理由は、あったと思うのですが。 

（委 員）その頃は 壇上に上がったりして、市長さんや議員さんの挨拶ができな 

     かった状態でした。一番苦労してくれたと思います。 

一回、9会場で分かれてやってみようという話になりました。 

（事務局）私が、担当していました時、そういう状況が一番ひどい時でした。 

    担当の方では、粛々と同じ内容で進めていた訳です。 

    もともと今も２部構成ですが、以前は講演会があって来賓の祝辞を聞い 

て進めていた。ところが、当時は、講演会をしてもだれも聞いていなか 

った。会場に入らない。そして来賓の挨拶が始まると舞台の上にあがっ 

て、妨害をしたり、叱責されるような行為があり、途中で講演会の講師

が帰られてしまうようなことが頻繁に起こっていました。 

それから、講演会をやめて、式典のみで３０分ぐらいで終わるような内 

容で、これも外のロビーで話をしてなかなか会場に入らない状況が何年 

か続いていました。市長も就任されてすぐの成人式でしたので、こんな 

成人式だったらやめた方がよいということをおっしゃたんですが、経済 

効果が１億５千万～１億７千万円ぐらいの経済効果があるということ 

で、これは、単に成人式を行うのではなく、それによって経済的な効果 

があるということで、継続をさせてほしいと市長に提案しました。 

そんな中で、市長は分けてするとか、１つにするとかというお話はあり 

ませんでしたが、これを方向転換して、なおかつ地域の力を借りて子ど 

も達、成人の子が主体的に動けるような中で自分たちが成人になったと 

いう企画ができる成人式にしたいということで、社会教育委員の皆様に 

もご相談をかけて今の形にしたと思っています。それのお陰で、最初に 

やったときも委員さんにも大変お世話になったのですが、場所によって 

は、成人の子が商店や企業に出向いていろんなものを頂いたりして成人 

式を行ったこともありました。どんなことをしたかと言いますと、中学 

校区が統合したばかりで、当時は中学校区でしていましたので、面識の 

ないものが、集まってきてなかなかできないのではないかと、ビンゴ大 

会やゲームをする企画をしたりして、成人の子の発想の中で実施された 

訳で、実行委員会としての人数は少なかったが、子ども同志が連絡をと 

りあって成人式でしたい内容を教育委員会のほうへ申し出ていただい 
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て進めていたこともありました。会場によっては、成人式に実行委員会 

に出てこないこともありました。そこも、成人式が始まってくると自ら 

行動し、先生にサプライズで花束を渡したりしました。教育委員会とし 

ては、今のやり方は間違っていなかったと感じております。市の評価と 

しましては、１本でやるのもいいのですが、市長がよく言いますガバナ 

ンスとか、力をしっかり入れていく地域の関わりをもっとしていきなさ 

いと言われています。 

予算は少なくなっていますが、知恵と地域の力をお借りしていく中で、 

お金だけではなくそういうことを考えていかなければならないと、もう 

一つ、高校を卒業した子どもたちが集まって一堂に集まるのが、ほとん 

どないです。集まっても話をしないことがあります。自分達の集まる 

場所もないという部分の中では、やはり教育委員会が担当しているので 

あれば、成人式を企画すること、地域事業に参画すること、まあ一つの 

勉強になるのではないかと、そういう評価を受けているところです。 

いろんなアンケートをする場合でも、そういう集まりがないので今成人 

式だけであるという言葉もよく聞いています。 

まだまだ一つでするか、分散してするかは、議論は続けていかなければ 

なりませんが、今のところ１ヶ所の場合でも警備にお金がかかって、イ 

ベントにお金が回らないというのがありますので、こじんまりではあり 

ますが、各地区でやっていただいて、工夫次第で自分達で盛り上げて暖 

かいものができるのかなと一方では考えられます。 

名張市でも、過去にうちと同じような状況が続いていまして、名張市の 

方も大部おとなしくなったように聞かしていただいている。成人ではな 

くて、成人の仲間の方が来て、まったく成人とは関係のない人がやって 

きて自分達のやりたいことを主張する、主張する場がないため、大人の 

前でこのようなことをしたいのかなと思います。 

今後もいろんな意味でご議論いただきたいと思います。 

（委 員）去年から参加していますが、効果があるやり方、費用体効果の関係を 

考えなければと、そういう課題もありますが、そういう効果があれば、 

教育委員会として、信念をもって９会場でやるということを、私は、そ 

れはそれでいいかと思います。また、１会場に変えるとか、ころころ 

変わるのはどうかと思います。そういう印象も市民の人が納得する成 

人式のやり方でやるのがいいのかと思います。 

（委 員）感想も含めてよろしいでしょうか。 

    社会教育委員をさせていただいたから、成人式の全体のところと、分 

    かれての成人式に参加させていただいたのですが、はじめは、阻止す 

る役目で大変でした。 

教育委員会の体制も若い先生方に舞台の監視をお願いしていましたが、 

分かれた段階で、成人式でない人が来て、このごろは、本当に静かにい 

い雰囲気でやれてきているのが、今の印象です。 

それから、大山田地区しか知らないが、予算的な部分で厳しさというの 

がよく分かりました。青少年育成村民会議の中で、特別にお金を出して 
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いただいたので、会場がなんとかなりました。市の段階でしたら、お菓 

子やお茶がほしいし、写真もほしいけれど、お金がないため、できない 

状況でした。その部分で努力いただけたらと、企業に回るとか、村人づ

くりからいただいた、クリスマスが終わった時期に、後だったから、ネ 

ットなんかで安い品物を買えて、風船の中で写真を撮ったり、いろいろ 

できたことと、特徴的なことは、島ヶ原は保護者を入れてということだ

ったので、そんな感じもいいなということで、今年、大山田も保護者も

入れました。そしたら、結構、保護者の方も喜んでいただいていたし、 成

人の子どもたちも嫌がらずに、いい雰囲気でした。 

おそらく全体でしたら、保護者が入れる雰囲気ではないかと。 

地域の実情に合わせて、やっていったらいいのではないかと思いました。

（委 員）島ヶ原も子どもたちだけでは、閑散とするので、保護者もせっかくです 

ので、祖父母も一緒に参加して、本当に暖かい雰囲気を感じました。 

費用の面もお餅つきをして、逆にどう使おうかと思ったりしました。 

会場費も安いし、お祝いの餅は、安く手に入れるなど、工面しながらし 

ました。新成人も関わることで、離れていても、そのことで連携がと 

れる、交流がとれることがいいなと思いました。 

（委 員）大山田の場合、新成人の発案ですが、小学校の担任の先生をたくさん 

呼んで、一所懸命話をして、喜んでいただいている雰囲気でした。 

今まで、一番遅くまで話をして、盛り上がっていました。 

恩師に花束を渡していたので結構費用が嵩んでいたが、自分たちの大事 

なお金を使うことの発想から、恩師にも花を１本ずつ渡すようにしまし 

た。自然な形でできたことはよかったと思いました。 

      成人が考えたことなので、保護者を入れたりして、写真もいっぱい撮っ

ていました。 

（委 員）島ヶ原は、前年度の実行委員の新成人が司会をしている。何年か前から 

してもらっています。いいことです。来年お願いね、と言って繋がりを 

持っています。自分達の成人式として関わっている。という感じがある 

ので、いろんな段取りは、私たちがするのですが、当日はそういう形で 

してもらっています。 

（委 員） 地域性がある、崇広校区は、新成人が入いる会場がいっぱいになるた 

め、保護者も見に来ているが、入ってもらう場所がない、予算的なもの 

もない、写真もいままでプロが撮っていたものが、１０万円近く費用が 

かかるため、役所の職員さんに頼んで、クラス別に写真を撮り、ＣＤに 

焼き付けて配る、いろいろ苦労をかけているわけで、実行委員の中で考 

えてくれている。いくらでもお金がもらえればできるが、限られた予算 

の中で、新成人が考えた内容で、恩師にも花束を渡す経費をつくって、 

いろいろな方の力を借りてしました。 

（委 員）地域性があるから、いがまちは、中学校の２つが１つに集まっているた 

め、実行委員さん同志が知らなかった人たちが一緒にすることで親しく 

なるメリットもあるけれども、反対に両方の中学校のあまり知らない子 

たちが一緒に式をするということですごく懐かしいとか、すごくみんな 
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が一体になるとかはない。各学校がそれぞれ楽しいそんな感じです。そ 

れぞれの地域でそれなりにすごく工夫してすることができています。 

（事務局）今の島ヶ原のお話ですが、先輩が、司会をして進行してくれる話を聞く 

     と、先一昨年ぐらい前、新成人の実行委員会の人が、誰一人来なかった

ことがありました。そのときに前の先輩が、企画から当日の運営までし

ていただいたということがきっかけになっていると思います。 

それと地域の方と保護者の方が、一緒にやりたいということで、成人 

より親の方がやっていただいたということがありました。 

その地域性ですので、それを緑ヶ丘中校区とか崇広中校区でするとか、 

しようと思ったらとてもできる話ではないですし、地域に応じた形で 

いいのかなと、島ヶ原は、もともと、横に繋がっている会もあったり 

しますので、しっかり動いているのがよく見えます。 

費用が１５０万円ぐらい、昔のことを思うと半分ぐらいになっていま 

す。 

文化会館でしていた頃は、警備と会場費で、そのぐらい費用かかって 

いた。イベントというのは、できなないと思います。 

集まってきて、大きいところでしたらいろんな代議士に来てもらうこ 

とができると思うのですが、集まって自分の友達と話をする場に利用す 

るぐらいになってしまうのが関の山かなと思います。確かに写真を撮る 

と、１会場で十万円がかかってしまうので、工夫されているところは、 

パソコンでＣＤに焼いて配ってくれたりされているところがあります。 

ラインで送ったり、送るお金もないので、郵送代を倹約して、パソコ 

ン十数台使って、帰りに持たせて帰らすなど工夫されたことがありま 

した。 

いがまちは、統合はしていませんが、崇広中や上野南中も工夫されて 

いました。どういう形にしていくのか、考えていかなければなりませ 

んが、現状としては、こういう形でしているところは少ないですが、 

悪くない形だと思っています。市の方へご意見も上げさせていただき 

たいと思います。 

（代 表）実行委員に新成人の方を入ってくれたことはよかったなと思います。 

    ３０年度の成人式については、午後からの開式ということで、社会教育

委員も入らせていただきまして、よりよい成人式になるような方向で検

討していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（代 表）それでは、（３）生涯学習推進について事務局から説明をお願いします。 

（事務局）資料３「生涯学習推進」について説明 

 

（代 表）平成１９年度からの生涯学習大綱を取りまとめていただきました。 

この冊子づくりが目的ではなく、それを次に生かしてまちづくりひとづ 

くりに生かす、次に繋げていくのが、一番重要であると、そのために、 

私たちがコーディネート的な役割を果たすことが委員の役割であると 

考えています。このあとの課題に向けてこれから、こういうことをその 
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ために、方向性を皆さんそれぞれ、また、２９年度から考えていきたい 

なあとそのように思っております。これは、こうすべきであるとか、ま 

るばつの問題ではなく、伊賀市の特徴を生かして、また、地域の状況を 

勘案しながら具体的にできる方法を、私たちが見出していかなければな 

らないとそのように思っています。これは、また、特別に生涯学習推進 

のための会議はありますか。 

（事務局）また、会議をお願いしたいと考えています。 

（代 表）それでは、かえって資料をご覧いただきたいと思います。 

（委 員）機会があるごとに意見をだしていただけたらと思います。 

     資料をつくるのが目的ではない、お分かりと思いますので、自己実現で

終わるのではなく、それを社会に生かそうと生涯学習を推進していこう

と思いますので、その節にはよろしくお願いします。議事としてはこれ

くらいでよろしいか。 

（事務局）はい 

 

（代 表）その他の事項に進めたいと思います。 

     平成２９年度からの新規事業「地域未来塾」についてお願いします。 

（事務局）資料４「未来塾」について説明 

 

（代 表）新しい事業として、地域未来塾について、簡単に説明をしていただきま

した。学校、地域、家庭が連携して子ども達の健全をしていこうという

ものですので、社会の一員として、関わっていきたいと思います。 

（委 員）これから、社会教育委員として、どのように関わっていけばよろしいか。 

（委 員）これは、柘植小・中だけですね。 

（事務局）平成２９年度からは、モデル的に柘植小中学校区だけです。 

     また、これを全市的に広げていきたいと考えています。 

（委 員）私、柘植地区から推薦を受けてでていますので、どう関わっていけばい

いのか、教えていただけますか。 

（事務局）運営委員会がありますので、社会教育委員としての参画は、今のところ 

は、ありません。今後、伊賀市全域でこういう事業を広めていくにあた 

って、地域の方から、お声があればご参画をいただきたいと思いますが。 

（事務局）見守っていただきたいと思います。 

（委 員）複数の未来塾ができた場合、社会教育委員として、一人でいっぱい関わ

りを持つことは、しんどいと思う。 

（事務局）たとえば、社会教育委員さんが学習支援に入るとか、義務的なものはあ 

りません。 

（代 表）学校５日制のときに、中学校のモデル校でしたので、そのとき試験的に

行っていた。それも同じことですか。 

（事務局）そうです。モデル的に行います。 

（事務局）経過から説明します。あくまでも地域の中でボランティアが、子どもた

ちが見守り、学力や居場所を提供、学習する場の提供を与えていくとい

うことが、元になっています。 
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そのことに対して、社会教育委員さんが、直接関わるということは、あ   

りません。 

あくまでも、地域の中で、ボランティアを育てていく必要があります。 

たまたま今回、いがまちでしますが、教育集会所で仲間の方が立ち上げ 

て、子どもらの支援に立ち上がってくれまして、それを母体として、柘 

植地域で始めるものでございます。これがうまくいけば続けて違う地域 

にもお願いをしていくことになるのですが、地域の子どもらに学習指導 

をするということで、学校の先生に、負担がかかるようなことにならな 

いように教育長からも言われておりますので、学校ではなくて、地域の 

中で子どもたちを見るそういった組織を作っていくということをご理 

解いただきたいと思います。そのためには、自治協さんや地域でそうい 

う活動をされているグループがあれば、そういった方のお力をお借りし 

ていかないとできない。それについては、これからはじまるところでご 

ざいます。委員さんがおしゃいました府中のほうでしていただいた特に 

南中校区でしていますが、学校の中で，補習授業をしていただいたり、 

地域の人の力でしていただいて、どこでもやるということは、難しいの 

で、まずは地域の力で学校地域支援本部を作っていくことになっていま 

す。 

これは、学校教育課が進めています。そういう流れの中で子どもたちを 

しっかり見守り、また、貧困が言われていますので、学習の場が提供さ 

れるようなそういう形を作って行きたいと思いますので、国からの補助 

金を合わして、進めていこうとするものです。あくまでもモデル事業と 

して地域の関わりの中でやっていけるのかどうかあわせて検証してい 

くということで、できましたら、社会教育委員は見守っていただきたい 

と思います。 

よろしくご理解いただきたい。 

（委 員）構成はどのように考えていますか。 

（事務局）いがまちについては、NPOの方がコーディネーターをします。 

     運営委員会のメンバーは、柘植小中学校の校長先生、柘植保育園、柘植 

まちづくり協議会、教育ボランティアの代表の方、前川青年義塾長で準 

備を進めています。 

（事務局）もうすでに課題がでてきまして、指導する方が子どもの時間に合わすこ 

とができないことがネックになっています。 

地域で質問等があればアドバイスをお願いします。 

（代 表）よろしいでしょうか。私たちができることから協力していきたいと思い 

ます。本日は、どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 


