
平成２９年度 第２回 伊賀市公民館運営審議会 

 

 １ 開催日  平成３０年３月２０日（火） 

 ２ 開催時刻 午後１時３０分 

 ３ 閉会時刻 午後３時３０分 

 ４ 開催場所 ハイトピア伊賀 ５階学習室２ 

 ５ 報告事項 平成２９年度公民館事業実施見込について 

平成３０年度公民館事業計画案について 

６ 審議事項 公民館活動のあり方について 

 ７ その他 

８ 出席委員（１１名） 西出委員、川本委員、速水委員、中森委員、山崎委員、出山

委員、磯矢委員、福永委員、花垣委員、清水朱委員、岡山委員 

 ９ 欠席委員（４名）  堀井委員、西委員、清水良委員、細川委員 

10 事務局       児玉教育次長、藤山教育環境政策監 

             いがまち公民館馬場館長、島ヶ原公民館森嶋館長 

阿山公民館伊藤館長、大山田公民館山本館長  

青山公民館円界館長 

             中央公民館・上野公民館山本館長  

             中央公民館・上野公民館其道主査、島崎主査 

11 傍聴人 無し 

・・・・・・・・・・・・・・・・・１３：３０開会・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事務局）司会 

教育次長）開会の挨拶 

事務局）昨年の 12月に伊賀市公民館運営審議会規則の制定にあたり、審議会における会長、

副会長の選任をしたいのですがご意見はありますか。 

事務局）ご意見がなければ事務局案として、会長に西出委員、副会長に福永委員を選任し

たいがどうでしょうか。 

委員）異議なし 

会長）挨拶 

副会長）挨拶 

会長）今年度の事業についての説明をお願いします。 

 

報告事項  

平成２９年度公民館事業実施見込みについて 

事務局）説明 

会長）事業説明について、ご意見はありますか。 



事務局）青山公民館の実績の報告について、内容の欄が「○○します」となっていますが、

「○○しました」と過去形に読み替えていただきたいので、訂正をよろしくお願いします。 

委員）受講者数の欄の中で、青山公民館だけ定員の明記がないように思われるが、何故で

すか。統一したほうが良いのではないでしょうか。もう一点は、定員に対してオーバーし

ている教室と定員に満たない教室などがあるが、中身について何か分析されていますか。 

事務局）大山田公民館については、「癒しの園芸教室」が定員 30名に対して、受講生が 54

名になっている。当初は 30名を予定していたが、大変人気があり、現場での事業であるこ

とから、ハウスの場所を広げていただき 54名で実施することにしました。 

事務局）阿山公民館では「こどもちゃれんじ教室」が定員 30名に対し受講生が 42名、「チ

ャレンジバンド教室」では定員 20 名に対して 23 名の受講生があり大変人気がある教室で

ある。「チャレンジバンド教室」では、当初は 10 名程度であったが、何回か回を重ねるご

とに受講生が増えてきており、20名から 30名の間で受講生の受け入れをしています。 

事務局）島ヶ原公民館では、充分な活動が行えるであろうという人数で定員を決めている。

「彩々教室」では希望者が 2 名多かったが、お断りすることなく受講していただくことが

出来た。「パソコン教室」については、15名の募集を行ったが、少なかったので、来年度は

もう少し募集があればと考えている。思っている人数と応募される人数が一致することが

なかなか難しく、今後は多くの呼びかけ等を行っていきたいと考えています。 

事務局)いがまち公民館では、講師と相談をして定員を決めている。ただ、「いきいき園芸教

室」については、温室という場所をお借りしてそこに出向いてということになるので、最

高でも 60 名程度しか入れないという事で、定員を 50 名にしたが、実際人気があり、入れ

る範囲ということで定員オーバーではあるが、受講していただいた。「みんな集合！こども

体験教室」では、子どもが対象ということで、第三土曜の午後に教室を設定をしていたが、

実際は少なく 17名の参加となってしまった。うち、13名は他地区からの子どもが参加され

た。まずは、館内、館外といった順に受付を行っていたが、子どもが忙しくて、定員割れ

となってしまったようである。 

事務局）青山公民館では、今回、定員と受講生の数は、記載していないが、今後は他の館

と様式を統一するようにします。青山では、定員に合った受講生の数になっています。 

事務局）上野公民館では、定員に満たない教室もあるので、来年度定員を決める際に反映

させていけたらと思う。「パソコン教室」については応募が多く、パソコンが 10 台しかな

いので必ず抽選をして受講していただいている状況です。 

事務局）様式の違いがあったので、今後は統一した形で記載して報告するようにしたい。 

会長）他にご意見はございませんか。 

会長）今年度の事業を踏まえた上で、来年度の報告をいただきたい。 

 

平成３０年度公民館事業計画案について 

事務局）（案）説明 



会長）報告を頂きましたが、ご意見はありますか。 

委員）中央公民館の「園芸教室」についてですが、29年度の報告を見せてもらうと、いが

まち公民館の「園芸教室」に 59名が受講している。30年度は、阿山と島ヶ原は別だけど、

いがまちは上野の募集の中に入ると言ったが、定員の設定もあるでしょうが、講師のハウ

スを私は知っておりまして、そこに 59名のいがまちの人と上野や青山、大山田の人が一緒

にするとなると、それが実施可能なのかどうか教えていただきたい。どうして、いがまち

公民館の「園芸教室」がなくなってしまうのか根拠を説明いただきたい。あと一点は、伊

賀・山城南定住自立圏連携事業の「かんこ踊り講演会」を行うという事ですが、実際の具

体的な計画はどのようになっているのかを教えていただきたい。地区民に負担がかかって

くることはないのでしょうか。 

事務局）「園芸教室」については、定員を示していないが、それぞれ 4回づつする予定であ

る。これまで会場は、阿山公民館は阿山公民館で、島ヶ原公民館は島ヶ原会館で、いがま

ち公民館と大山田公民館については、伊賀の里温室でしていた。30年度に上野と青山で実

施するのであれば、伊賀の里温室で行うということになった。本来は、地区公民館を 6館

回ればよいのであるが、講師の都合もあり、4回としている。たとえば、「夏の花コース」

の 4回の内訳は、阿山公民館で 1回と島ヶ原会館で 1回、伊賀の里温室で 2回開催するこ

ととし、4回のうち 1回希望する日を申し込んでもらって、定員を超えた場合は抽選となる

が、阿山公民館と島ヶ原公民館については、会場の関係で定員は 30名、伊賀の里温室は 60

名といった定員としているので、今まで受けていただいた方にはどちらかに受講していた

だき、そして新たな方にも受講していただくといった形になるかと思います。 

委員）それで、充分今までの実績が含まれるという事ですね。 

事務局）そうです。ただ、申し込みが集中してしまうと、抽選になってしまうので、これ

まで受けていただいていた方が受講できない事になってしまうことにもなるので、「夏の花

コース」を開催した後で、不都合な点等がでてくるようでしたら、次の回には募集形態の

見直しを行っていきたいと考えてはいます。 

委員）申し込みの範囲は、いがまちの人が阿山の会場の申し込みをしてもいいのですね。

事務局）そのとおりです。 

委員）これまでは 4月に一年間の教室の申込みをしていたが、今後は、その都度申込みを

するということですね。私は今、「園芸教室」を友達と一緒に受けていて、今度からこのよ

うに変わるということを聞いているが、抽選となると一緒に受講することができなくなる

こともあるのですね。 

事務局）抽選となると、それはどの教室にもありうる事です。 

委員）いがまちで 59名、大山田で 54名受講がある中で、上野の申し込みがどの程度増え

るのかを考えてみると、この回数では少ないのではないかと思うのですが。もう一教室増

やす事で、上野の人も受講できるのではないでしょうか。 

委員）実績がなかった講座ではなく、いがまち公民館がなくなる訳でもないのに、実績の



あったいがまちの人が何故受講出来なくなっていくのか、その根拠は何なのでしょうか。 

また、今までは花だけではなく、野菜の育て方を学ばせてもらってきたが、花だけになっ

てしまうのですね。 

委員）「園芸教室」を中央でやろうといった意味は何だったのでしょうか。 

事務局）それぞれ地区公民館でやっていたのを、まとめたということです。 

委員）いろいろなところで特色ある公民館活動があるが、「園芸教室」についてはない所も

あった訳ですね。他地区にも広くという事を目指しているのですね。それはそれで意義が

あると思いますが、これまでのいろいろなところの特色ある公民館活動という点では残念

な気もします。 

委員）教室をまとめるにあたって、人気がなく定員割れしている教室だったらゆくゆくは

なくなってしまう気がして、行きたいと思っている人も少人数であってもいるのであるか

ら、そういった教室をまとめていただいて広く他地区からも募集をされたほうが良かった

のではないかと感じます。 

事務局）このことは中央公民館だけでなく、各地区の担当者が集まって決めたことです。 

委員）いがまち公民館の担当者は、「園芸教室」を中央に持って行ってもいいと言ったので

すね。 

事務局）そのとおりです。 

委員）この「園芸教室」を、広く知ってもらいたい、こんないいものがあるという事を広

めたいということなのかなと思われますし、わかる気もします。一長一短ですね。 

委員）広めたいのであれば、４回を 5回にすればいいことなのではないでしょうか。 

委員）私は青山なのですが、こんないい活動がある事を知らなかったし、こんな活動があ

るのなら行ってみたいなって思う人もいるので、広めていくといった事なのだろうなとも

思うのです。やはり予算もあることなのですが、各地域で頑張ってやっていたのに回数が

減ったりすることは、かなり残念な事ではあると思います。 

委員）地域からみれば、実質的には縮小されることになっているのですが。 

委員）公民館の活動を知る、延べではなく毎年どれくらいの利用者がいるのかが大事で、

例えば同じ人がいろんな教室を受講していては意味がなく、より広く、年令を超えて、男

女差を越えて参加される事が大事なのではないでしょうか。上野で園芸がなかったのは、

それはそれでよかったのかなって思いますし、今まで行っていた人が行けなくなるのは寂

しく、楽しみがなくなるのは残念な気がします。 

委員）予算のこともあるでしょうが、そこは上手くやっていっていただきたい。 

委員）今までも、いがまちでやっていても、他の地区の人も受講することができたのです

よね。 

事務局）上野の方も参加していると思います。 

委員）それではだめなのでしょうか。 

委員）ＰＲの仕方だと思います。公民館によって募集期間が違ったりするので、同じ時期



に全市民が知ることができるような周知の方法も考えていただければ良いのではと思いま

す。 

委員）その都度の申込みとなると、たまたま広報を見落とした事で、応募できなくなるこ

ともあり、申込時期を統一する事で、不公平なく申込みができるようにお願いしたい。 

事務局）いがまち公民館では、「切り絵教室」が終わりましたが、教室を受けていただいた

方が独自に活動を始めていただくきっかけづくりをさせていただくのが、公民館の役目だ

と思っております。ただ、「園芸教室」につきましては、毎年毎年たくさんの方から応募が

あり受講して下さっており、実質やめられないのが現状です。ただ、特定の方の受講もみ

られます。いがまちの中での話し合いの中では、いろんな方に受けていただくという意味

から、市全域で募集をしたほういいのではという事になりましたし、今後の公民館のあり

方の中で、地域の特色ある活動といった部分もあるのですが、いがまちでは合併前のこと

をそのまま継続しているところです。新しく変えていこうとするのもなかなか出来なくて、

同じ講座を毎年続けているのが現状です。先ほども出席率が 6割と説明をしたが、講座に

登録をしていても参加については、暑いときは少なく、9月の時は 19名でかなり少なかっ

たです。3月は 50人くらい参加いただいたのですが、やはり、その時々に実際参加してい

ただける方がその都度応募していただいたほうがいいのではと思っております。 

会長）「園芸教室」の話ばかりになってしまっているが、たくさんの事業を行っている公民

館の職員の御苦労をすごく感じるのですが。 

事務局）従来のとおり地区公民館がそれぞれにやっていくのではなく、中央がまとめてや

ることの労力は大変大きいが、「園芸教室」を皮切りに、混乱のないように他の教室も共通

講座として進めていきたいと考えている。先ほどご指摘のあったとおり人気のない講座な

どを集めて開催しても良いのではないかと感じます。 

事務局）先ほどいがまち公民館長も言ったとおり、公民館の教室については、きっかけづ

くりといった部分があって、だいたい 3年間続けて、後はサークルとして独自にやってい

ってもらうように指導を行っている。それでも、人気のある教室は、新たに形を変えて募

集を行っている。今回の「園芸教室」については、大山田から始まり 10年くらい続いてい

る。年間を通した連続講座となっており、内容がわかりやすい教室として大変人気がある。

ただ、その間長く同じ人が受講されているという事もあり、やはりいろんな人に広く広め

ていきたいといった事で、事業の見直しを行った部分もあります。今後は事務局の方で充

分精査して、募集時期につきましても、統一して市民への周知ができるよう検討をしてい

きたいと思います。 

事務局）17ページの伊賀・山城南定住自立圏連携事業の「かんこ踊り講演会」についてで

すが、「かんこ踊り」を知ってもらうきっかけ作りですので、地域に動員をかけるわけでも

なくて、広報等でお知らせして「かんこ踊り」とはどんなお祭りなのかを知ってもらい、

市内の人や南山城の人に見に来ていただく事を考えている。講演会の講師には、当時、山

畑の「かんこ踊り」、南山城の踊りを調査され報告書を書かれた大学の先生にしていただく



予定でいます。観光に繋げていくといった感じです。 

委員）他地区から受講している講座は、子どもや親子対象の講座が多く、年配になると伊

賀市全体の地域性からみれば、受講者の方を固定化しないで幅広く対象者を広めたいとい

った目的には難しい壁があるのではと思う。地区外からの参加はとてもいい傾向だが、年

齢層からみると、高齢化に伴い上野に集中された教室に出向いて参加するという事には無

理があり、公民館活動の意に反しているのではないかと思うので、そのあたりも充分考え

ていただきたいと思います。 

会長）審議事項の公民館活動のあり方にも関わってくる部分でのご意見でもあるかと思わ

れますので、審議事項に移りたいと思います。 

 

審議事項  

公民館活動のあり方について 

事務局）（案）説明 

会長）ご意見はございますか。 

委員）第１回の審議会の時にも市民センターのあり方については、地域への協議や説明を

お願いしたいと言いましたが、その辺はまだ始まっていないとは思うのですが、今の説明

では地域のほうが営利目的をしたいという意向が大きいと言っていた様に思うのですが、

現実にはどうですか。営利目的を主体とした自治センター化を地域が望んでいるのかどう

かですが。公民館活動をしていくにあたり市民センターでは継続できない、又、市の予算

のこともあるので、縮小して市民センターを自治センター化にしていく、地域が営利目的

をしたいが為の自治センター化といったニュアンスに聞こえるのですがどうでしょうか。 

事務局）公民館としては営利目的が社会教育法に抵触するということが懸念する部分であ

り、それで公民館を廃止するということです。 

委員）指定管理にもっていきたいが為にということが表に出てきているような気がするの

で、そのあたりも今後充分地域への説明や理解をお願いしたい。 

事務局）今後のスケジュール等も検討し、説明をしていきたい。 

委員）平成 26年頃に自治センター化に向けて説明があったが、今はその話もストップして

おり、委員さんとかも変わってきている状況なので、新たに考え直していただきたい。 

会長）今後も公民館としての場の保証をしていかないと、地域でのサークルなどの自主的

な活動を摘み取っていくことになっていく事にもなる気がします。佐那具にも集議所があ

るが、会場費をとるように設定されているため、どうしても公民館を借りることになって

いる。地域の中での公民館の役割をしっかり位置付けていかないと地域で活動したいサー

クルが活動できなくなってしまうように感じます。他にご意見はありますか。 

事務局）公民館のあり方といった部分については、審議会で報告をさせていただくことに

なるかと思いますが、また、別の場でご意見をいただき検討をしていかなければならない

と考えている。実際に話が進んでいくと館長さんが言われたとおり地域への説明もしてい



かなければならないと考えている。今は、公民館活動と自治センター化が一緒になって動

いている感じになっている。公民館の活動としては、上野と青山には分館があるが、旧の

郡部には公民館がないので、市全体で活動ができるようにしていきたい。公民館をかたや

自治センター化にということであれば、自由に使っていただけるようにしないといけない

し、公民館として残していくとなると、公民館法という法律の中で、いろいろな制約がか

かってくることになるので、自治センター化を進めるのもなかなか動きがとりにくいとこ

ろもあるかと思うので、今後整理をしていく中では、公民館活動が衰退していかないよう

にしたいというのが教育委員会の思いです。内容については、この委員会で決めてもらう

というよりは、幅の広い委員会で決めていきたいと考えている。現在、公民館のない地域

にも、公民活動を広めていきたいし、地域には指導者もいて、施設もあって、自由に使え

てといったことが理想ではあります。 

委員）自治センター化と公民館活動との兼ね合いの中で、今後話を進めていかれる中で大

切にしてほしいのが、指導員さんのことです。自治センターになり、地域が運営していか

なければならなくなった時に、ボランティアが片手間にするのでは力が足りなく、やはり

研修を受けた専門の方の力が必要になっていくと思うので、教育委員会の思いを大切にし

た話し合いを進めていかれることをお願いしたい。 

会長）貴重な重要な話をいただきました。次回には地域の課題等も含めて、ご検討いただ

けるようお願いしたい。 

事務局）西出会長、議事進行ありがとうございました。皆さまには、長時間、熱心にご審

議いただきありがとうございました。本日、ご協議いただきましたことを、公民館の事業

や運営に役立てていきたいと考えています。次年度も引き続きご出席をいただきますよう、

よろしくお願いします。 
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