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    平成２９年度 第１回社会教育委員会議事録 

  

 ◆日  時：平成２９年７月２８日（金）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  中森(良)委員、中島委員、山森委員、𠮷澤委員、増岡委員、 

船岡委員、岩佐委員、上出委員 

◆欠席委員：４名   

  

◆事 務 局：５名  笹原教育長、児玉教育委員会事務局教育次長、藤山教育委 

員会事務局環境政策監、山本生涯学習課長、松尾生涯学習

課副参事 

 

◆傍 聴 者：１名 

 

１．開会あいさつ 

  笹原教育長 

 

２．社会教育委員の委嘱状交付 

  欠席委員のお名前の読み上げ 

  事務局自己紹介 

配布資料の確認 

 

３．社会教育委員について  

  「資料１」に基づき社会教育委員の職務ついて事務局より説明 

    

４．代表委員の選出 

（事務局）代表について、ご提案はございませんでしょうか。 

（委 員）引き続き上出さんにお願いしたいと思いますが。 

（事務局）上出委員にということですが、皆様いかがでしょうか。 

→異議なし 

（事務局）それでは、上出委員にお願いしたいと思います。 

     上出委員前の席へ移動お願いします。一言ご挨拶をお願

いしたいと思います。 
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（委 員）皆様方には日ごろから生涯学習推進に多方面に渡りご尽

力頂き有難うございます。これから、社会教育委員の活動

方針についてご審議頂くわけですが、学校や公民館、地域

の立場というかあり方について活発なご意見を頂戴した

いと思います。平成２１年度から家庭教育事業を続けてい

ますが、今年度も続けて行きたいと思っています。 

定例会以外に私達委員の自主的な活動ということで、懇談

会を度々開催させて頂きたいと思っています。新しい方は

前任者から聞いて頂いているかもしれませんが、あくまで

も懇談会については手弁当、所謂無報酬ということになり

ます。その趣旨をご理解頂きご協力賜りますよう重ねてお

願い申し上げます。１年間どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

５．報告事項 

（１）平成 28年度事業報告及び平成 29年度年間事業予定について 

   「資料２」「資料３」について事務局より読み上げ 

   →質問、意見なし。 

 

（２）三重県社会教育委員連絡協議会総会資料について 

（事務局）先の総会に出席された委員については、冊子「総会資料」

の１４、１５ページのコピーのみ付けさせて頂いていま

す。その１４、１５ページをご覧下さい。 

三社連では地域と学校が連携するために「地域学校等協

働活動推進委員会」という組織を設置するということで、

賛同頂ける市町の社会教育委員に対して推進委員として

入会頂きたいということです。今後詳細について連絡が

ありましたら、お伝えさせて頂きます。 

→質問、意見なし。 

 

６．議 事 

（１）第 48 回東海北陸社会教育研究大会参加について 

（事務局）市としては２名分の報酬、交通費、大会参加費しか計上出来なかった状

況で、その範囲内でご参加頂きたいと思っています。 

三社連への報告締切は８月２５日になっていますので、この委員会後もし

くは後日希望される委員の方々で調整をして頂ければと思います。 

→質問、意見なし  
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（２）「伊賀市生涯学習推進指針（案）」について 

（事務局）今まで伊賀市では生涯学習推進大綱を進めて参りました。これは、平成

19～28 年度まで 10 ヵ年の計画となっていまして、基本計画は５年ずつ

の前期と後期の計画からなっていて、２８年度でこの計画が終了しまし

た。進行管理は生涯学習推進委員会において行って頂いていましたが、

昨年度で終了したことから、今後は生涯学習の推進を行っていくため、

社会教育委員の皆様にご意見を頂きながら、指針の策定を考えています

ので、宜しくお願いしたいと思います。 

― 指針（案）の概要についてページに沿って説明。― 

（委 員）計画を作ることが目的ではなくて、これを活かしてどういう方法で生涯

学習を推進していくことが目的です。 

皆さんは生涯学習をされていると思いますが、自己満足ではなく地域とい

うか社会に還元することが必要です。 

生涯学習の究極の目的は、人が輝いてまちづくりに繋がっていかないとい

けないと考えます。それぞれの立場で皆様の方策やご意見を頂きたいと思

っています。日を改めてということで宜しいですか。 

（事務局）たくさんの資料となっていますので、本日お持ち帰り頂いてご熟読頂い

て後日改めてご意見等頂戴したいと思っています。この指針については、

遅くとも年内 12 月には完成させて頂きたいと思っていますので、ご協力

の程宜しくお願いいたします。これにつきまして、何かご意見等ござい

ませんか。 

→質問、意見なし 

 

（３）「平成 30 年成人式」及び「いがファミリーフェスタ 2017」について 

（事務局）成人式には、毎年社会教育委員の皆様には基本的に地元の校区の成人式

に実行委員ということでご参画頂いており、式当日のほか、月１回程度

の実行委員会の会議にもご出席いただいてご指導やご助言を頂戴してい

ます。そこで、今年度については資料 A３サイズの一覧表のとおり、事

務局で割り当てさせて頂きました。ぜひ、ご協力をお願いしたいと思い

ます。 

 

     次に「伊賀市社会教育委員家庭教育事業」について、最後に付いていま

す資料をご覧下さい。 

     基本的に昨年実施した内容を案とさせて頂きました。また、事業予算に

ついては、報償費 3 万円、開催するかどうかも含めて、詳細は今後詰め

ていって頂くことになりますが、大よその事業案としてご提案させて頂
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きます。 

（委 員）成人式については、最初現場を知ろうということで受付等させて頂き、  

自主活動でしたので強制ではありませんでしたが、近年実行委員会に入っ 

ていただき、活発な意見を出して頂くということで、委員の皆さんには参

画頂いています。実行委員として参加しなければならないと思っています

ので、ご協力をお願いしたいと思いますが、この案で宜しいでしょうか。 

→質問、意見なし 

（委 員）最初は全体会議、その後個々に実行委員会を持つということで宜しいで

すか。 

（事務局）今年度は最初から校区別に個々にやることで考えています。 

（委 員）次にファミリーフェスタについてですが、平成２１年度から家庭教育支

援をしようということで事業をしてきました。今年度も実施するつもり

です。過去には講演会や親子料理教室など色々してきました。 

今後懇談会で詰めていくことになりますが、内容について案があれば、

この場でお聞きしたい 

（委 員）林先生のお話はとっても良かったです。終了後に直接質問される方がい

らっしゃったので、先生と質疑応答できたらと更に持って帰れると思う

んです。そうなると子どもが退屈してしまう。その質疑応答の時、子ど

もが楽しく過ごせるものをやればいいのではないでしょうか。  

（委 員）一方通行だけでは面白くないですよね。人の質疑を聞くのも繋がりがあ

っていいかなと思います。 

（委 員）林先生の講演は好評でした。わかりやすい言葉で話しをしてくれますし。 

（委 員）林先生は色んなところでお話しされていますが、何回聞いてもいいと思

います。 

（委 員）お母さん方はやはり疑問を聞いてもらいたいと思ってみえて、来た方は

満足して帰ってくれました。 

（委 員）同じ講師先生３年目となると、反対じゃないけど、切り口を変えて話し

をしてもらったらいいと思います。対象者を変えるなどもいいと思いま

す。 

（委 員）お父さんに関わってもらうという内容でもいいですよね。 

（委 員）質疑応答の間、子どもには読み聞かせ等して子どもと私達だけで対応す

るのは、長時間は難しいかと思います。 

（委 員）影絵、人形劇それぞれ団体があります。 

（委 員）出演料はどうですか。なんせ３万円の予算しかないのでね。 

（委 員）交渉次第です。講演のあと、影絵、紙芝居、読み聞かせ色んな方向で出

来ると思います。そういう方向でいいですか？ 
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→意見等なし。 

（委 員）先生は忙しいので、早いうちに日にちは決めた方がいいですね。日曜日

がいいですよね。 

（委 員）昨年、確か市の子ども向けイベントとバッティングしたと思うのですが、

重なることがないようにした方がいいのではないでしょうか。後で決め

られる場合もありますが。 

（事務局）保育幼稚園課のイベントで内容も子ども向けで一緒でした。 

（委 員）市の中で調整は出来ないのですか。 

（事務局）今聞いてきます。 

（委 員）市として精査できないのですか。 

（事務局）事業は各課で計画に基づいてやっています。市の予算が縮小していく中

でイベントを見直さなければならないと思います。事業、イベントの目

的がそれぞれにあります。全庁的にはイベント予定を共有していますが、

それぞれの中で一番都合のいい日に設定してしまいます。 

（委 員）参加する側は困ります。市全体でカレンダーを塗りつぶしていく等した

らいいのではないでしょうか。それぞれが考えていたら重なったり近か

ったりしますよね。 

（事務局）自治協の事業もあり、それを避けてやっているのが現状で、どうしても 

よく似た時期に偏ってしまいます。団体のご都合を聞きながら調整もす

るので、先に決めていても避けてもらうことが出来ない場合も出てきま

す。情報は早く出すなどして避けてもらうという方法はあると思います。

今回ご意見を頂戴しましたので、他のところとは出来るだけ調整させて

頂きます。 

（委 員）今、保育幼稚園課へ確認したところ、今年度は公立としては予算がない

ので予定はないが、冬に社会事業協会さんがするかもしれないとのこと

でした。 

（事務局）この事業については、社会教育委員の調査研究事業という位置づけでお

世話になっています。そういう発信をすることは大事だと思いますし、

生涯学習課も一緒にやらせてもらいます。 

（委 員）社会教育委員の皆さんの都合で決めるしかないでしょう。他のイベント

を考えていたら出来ない。 

（事務局）講師先生のご都合を聞いて決めて頂いたらどうでしょう。 

（事務局）会場は両日とも空いています。 

（委 員）場所はハイトピアはいいですが、駐車場の問題がありますしね。料金の

減免はしてもらえますか。 

（事務局）キャパの問題があります。ここでやる場合は、他に臨時の駐車場を借り
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ないといけなくなります。そうなると旧町村の会館だと広く場所が使え

たりします。 

（委 員）予算はどうですか。 

（事務局）会場費は変わらないでしょう。 

（事務局）指定管理になっている施設だと会場費は発生してきますが、そうじゃな

いと無料です。阿山だとホールは有料ですが、公民館だと無料になりま

す。 

（委 員）昨年の反省の中で旧町村で開催をという意見がありましたね。 

（委 員）日は先生に１８日か２５日どちらかでお願いしてもらうということで、

場所はゆめぽりすセンターで宜しいですか。 

（委 員）託児はどうしますか。 

（委 員）講演のときは膝の上でしょう。 

（委 員）一緒に聞くからいいんでしょう。 

（委 員）託児は大変ですよ。 

（委 員）タイムスケジュールですが、交流時間は内容に寄りますけど、９０分も

いらないと思いますが、スタートは 1 時半からで宜しいですか。 

（委 員）例えば講演会１時間でしょ、その後保護者と先生のディスカション、休

憩挟んで人形劇なりするということですよね。      

（委 員）対象はどうしますか。 

（委 員）会場は逆にしてはどうでしょう。講演は大会議室、子どもさんは東の会

議室の方でというのはどうですか。  

（委 員）影絵をするのか何をするか内容によって会場が違ってきますよね。 

（事務局）スポ少のイベントはこの頃ではなかったですか。 

（委 員）成人式の１週間後です。駅伝は２月の初めか１月の終わりです。 

（委 員）１時間、１時間ですよね。開始時間は遅くしてやった方がいいと思いま

す。14 時スタートだと、お昼を食べさせて出掛けられる時間ではないで

しょうか。講演会のあと、10 分程度休憩を挟み、質疑応答、希望者は悩

み等抱える問題を個別に相談するというのはどうでしょう。その間子ど

もは退屈するから、別室で人形劇や影絵、読み聞かせ等で楽しんでもら

えればいいですよね。 

（委 員）２時スタートで会議室の場所は催しものの内容によって考えるとしまし

ょう。 

（委 員）対象は小学生では駄目でしょうか。 

（委 員）限定してしまうと兄弟で来てもらいにくくなります。 

（委 員）未就学児は持続時間が短いから１時間はしんどいです。 

（委 員）催し物が変わったらいけるのではないでしょうか。 



7 

 

（委 員）飽きささないようにやってもらえます。影絵なら出来ます。  

謝礼も安くしてと言ってみます。 

（委 員）先生、小学生はどうですか。 

（委 員）１年生だと６０分はしんどいですね。 

（委 員）影絵は暗くして集中するので 1 時間持ちますよ。 

（委 員）６年生まで上げると、未就学児と６年生だと精神年齢的に違います。そ

うなると焦点が定まりにくい気がします。 

（委 員）ある程度絞った方がいいかもしれませんね。 

（委 員）では、未就学児低学年は「主として」と曖昧にしておいたらどうですか。 

（委 員）未就学児はやはり持続時間が心配なので、抜いてはどうですか。 

（委 員）お母さんの立場でいうと、お母さんとしては精神的に不安定な時期なん

ですよね。中学年になるとある程度落ち付いて問題もなくなってきます

からね。 

（委 員）「中高学年も参加して結構です」とかアバウトにしてはどうでしょう。 

（委 員）それでは、場所はゆめぽりすセンターの２階で、定員は５０組、開会時

間は昨年より３０分ずらすということで、交流会の時間は出し物で変わ

るということで、タイムスケジュール等詳細は今後詰めるということで

お願いしたいと思います。 

（委 員）申込みは面倒と良く聞きます。申込期日は一応あっても、「なるべく早く

お申込み下さい」としてはどうでしょうか。「定員になり次第」とか「先

着順」としてもいいかもしれません。 

（事務局）林先生から連絡頂戴しまして、18 日は既に予定があり 25 日なら可能で

すということでした。 

（委 員）では、25 日ということでいいですね。 

（委 員）「いがファミリーフェスタ」の題名はどうしますか。 

（委 員）そのままでいいのではないでしょうか。あまり変えない方がいいと思い

ます。 

（委 員）「第３回」を入れてもいいかもしれないですね。 

（委 員）予算のことですが、総ぐるみから事業に対して２年間もらえるお金があ

るんです。１年目１０万、２年目は５万円という金額です。今年考えた

のですが、申し込み期限に間に合わなかったので、来年度は早く考えて

いったらと貰えると思います。 

（委 員）平成３１年２月実施分を今年度中に決めて、もらえたら有難いですから

ね。 

（事務局）内容の確認をさせて頂きます。 

     日は２月２５日、１４時から。場所はゆめぽりすセンター２階。 
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講演会のあと休憩を挟んで先生とのディスカッションや個別相談、その間

子どもは別会場で影絵を楽しむ。対象は未就学児小学生としておいて、小

学中高学年も参加可能とし、申込みは先着順とするということで宜しいで

しょうか。 

→異議なし 

（委 員）申込みはメールや電話でも可能とした方がいいですね。 

（委 員）影絵の方が集中するんです。しかも年齢に関係なく。影絵の団体に聞い

てみてもいいですか。 

（委 員）総ぐるみは人形劇をするのであれば影絵でどうでしょう。 

（委 員）謝礼は１万円ぐらいでいいですか。 

（委 員）いいですよ。影絵が始まる前に何でもしてくれて融通がききます。では、

影絵でよろしいですか。 

     →異議なし 

 

（４）その他 

「地域における学びのワークショップ」のご案内 

 

７．その他 

（事務局）全社連から委員へ配布依頼のあったものです。 

（委 員）寄附は任意ですか。 

（事務局）はい、そうです。 

（委 員）任意ですので、賛同頂く方は個人でお振込み下さい。 

 

（委 員）これで議事を終了させて頂きます。今後も頑張っていきますので、 

宜しくお願いいたします。 

（事務局）今後共社会教育委員の皆様のご支援を賜りますようお願いしたいと思い

ます。本日はこれで終了させて頂きます。本日はお忙しい中誠に有難う

ございました。 


