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市 町 村 

 

秋 田 県：大館市社会教育委員の会議 2016.3.23 

第6次大館市社会教育中期計画について（本文 １ｐ，資料 23ｐ） 

栃 木 県：宇都宮市社会教育委員の会議 2015.10月 

    「社会の要請」と求められる学習について（本文 ５ｐ） 

那須塩原市社会教育委員（提言） 2015.4.23 

平成25・26年度那須塩原市社会教育委員からの提言（本文 14ｐ） 

群 馬 県：前橋市社会教育委員会議（提言） 平成27年6月16日 

      社会性を育む社会教育（本文 30ｐ，資料 ５ｐ） 

桐生市社会教育委員会議 2015.12.22 

 「お子さんをたくましく成長させる」という同じ目的に向かって保護者・先生・地域で築 

こう協力体制（本文 １ｐ，資料 ４ｐ） 

神奈川県：藤沢市社会教育委員会議（建議） 2016.6.27 

      藤沢市の生涯学習施策のあり方について（本文 18ｐ，資料 ２ｐ） 

     横須賀市社会教育委員会議（建議） 2016.3.31 

      「学びの成果を地域に生かしていくしくみづくり」を推進する上での現場ニーズや課題等 

      について（本文 ４ｐ，資料 17ｐ） 

     逗子市社会教育委員の会議 2015.08.25  

      平成26年度社会教育事業評価について（本文 10ｐ） 

   茅ヶ崎市社会教育委員会議 2016.3.17 

      社会教育施設・社会教育関係団体の活性化に向けて～地域の教育力を高めるために～ 

      （本文 12ｐ，資料 ４ｐ） 

   寒川町社会教育委員の会議（建議） 2016.3.15 

「地域をつなぐ社会教育のあり方について」（本文 ５ｐ，資料 ２ｐ） 

   二宮町社会教育委員会議  2016.3.22 

      地域の人材ボやランティアの活用～放課後子ども教室サポーター～（本文１ｐ,資料26ｐ） 

   山北町社会教育委員の会議（建議） 2016.2.9 （本文 ６ｐ，資料 20ｐ） 

    家庭の教育力の再生へのアプローチ～子どもたちの生活実態を通して考える～ 

  南足柄市社会教育委員会議（建議） 2016.2.25 

    南足柄市新生涯学習推進プランの一部改訂について（本文 33ｐ，資料 ９ｐ） 

   小田原市社会教育委員会議 2016.07.21 

地域における学びの場のあり方について（本文 ６ｐ） 

山 梨 県：甲州市社会教育委員の会議 2016.02.10 

 わだつみ平和文庫の活用について（本文 ６ｐ） 

長 野 県：岡谷市社会教育委員の会議（意見） 平成28.3.8 

      「社会教育行政のより一層の推進を図る」ため（本文 11ｐ，資料 16ｐ） 

 



   諏訪市社会教育委員会議（提言） 平成28年3月15日  

  「社会教育施設の整備について」｢社会教育分野の事業について」（本文５ｐ，資料１ｐ） 

   下諏訪町社会教育委員会（答申） 成28.3.24 

    少子・高齢化社会が進行する中，未来の下諏訪を担う子どもたちの社会的・精神的・職業 

    的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を身につけていくための手だてはどうあっ 

    たらよいか（本文 ９ｐ，資料 １ｐ） 

   駒ケ根市社会教育委員（答申） 平成27.10.1 

      駒ケ根市生涯学習プランの見直しについて（本文 ３ｐ，資料 32ｐ） 

   松本市社会教育委員会議（提言） 平成27.7.30  

    子どもの健やかな育ちへの大人のかかわり～人とのつながり，コミュニケーションの 

      できるまちづくりをめざして（本文 17ｐ） 

   中野市社会教育委員 平成27年4月 

      心豊かな生涯学習社会をめざして―中野市社会教育委員―（本文 16ｐ）  

静 岡 県：沼津市社会教育委員の会議（答申） 2015．06．26 

     沼津市における生涯学習センター機能の考え方について（本文 13ｐ，資料 ９ｐ） 

    島田市社会教育委員会 2016．03．24  

     中高齢者は子どもたちにどんなことを伝えたいか（本文 14ｐ，資料 ７ｐ） 

    藤枝市社会教育委員会（提言） 2016．03．15 

      地域社会に貢献できる社会教育のあり方（本文 ３ｐ，資料 ２ｐ）  

     湖西市社会教育委員の会議（提言） 2016．03．31 

      生涯学習推進に向けた提言書（本文 ３ｐ，資料 １ｐ） 

福 井 県：敦賀市社会教育委員の会（提言） 2016.3.15  

      公民館活動の活性化について～コミュニティセンター的機能を担うために～（本文 ８ｐ） 

     小浜市社会教育委員の会（提言） 2016.3.24 

      青年層と協働したまちづくりの在り方について（本文 ４ｐ） 

滋 賀 県：甲賀市社会教育委員の会議（提言） 2016．03．29  

      地域コミュニティにおける社会教育（公民館の役割）～地域コミュニティの構築～ 

      （本文 ９ｐ，資料 14ｐ） 

湖南市社会教育委員会議 2016．03．31  

      基本的な生活習慣パンフレット作成の取組（本文 ４ｐ） 

     愛荘町社会教育委員会議（提言） 2015．09．04  

      あいさつができるまちづくりの推進について（本文 ６ｐ，資料 ８ｐ） 

奈 良 県：高取町社会教育委員会（提言） 2015.11.9  

生涯学習に関する提言書（本文 ４ｐ，資料 29ｐ） 

和歌山県：橋本市社会教育委員会議（提言） 平成27.11.24  

橋本市生涯学習推進計画に向けた提言書（本文 ８ｐ，資料 ３ｐ） 

   有田市社会教育委員会議（答申） 平成27.10.27 

有田市生涯学習推進計画策定について（本文 ６ｐ，資料 78ｐ） 

島 根 県：浜田市社会教育委員の会（答申） 平成27年８月 

浜田市教育振興計画の見直しにおける社会教育のあり方（本文 ９ｐ，資料 ４ｐ） 

広 島 県：三次市社会教育委員会（提言） 平成27年12月 

家庭の教育力の向上にむけて（本文 ４ｐ，資料 37ｐ） 

山 口 県：防府市社会教育委員の会議（中間報告） 2015.11.27  

防府市における学校・家庭・地域の連携・協働についての具体的な方策について 

（本文 17ｐ，資料 20ｐ） 

大 分 県：由布市社会教育委員 2016．01．25 

      社会教育振興計画の策定（本文 ？，資料 ？） 

     豊後大野市社会教育委員（教育長への提言) 2016．05．30 

      公民館の活性化並びに今後予想される正規職員の減員に対応するための公民館のあり方 

について（本文 ？，資料 ？） 

沖 縄 県：浦添市社会教育委員の会議（提言） 平成28.3.30 

シニア世代の活力を地域に活かす施策のあり方について（本文 79ｐ，資料 39ｐ） 

 



都 道 府 県 

 

宮城県社会教育委員の会議（意見書） 平成28年4月  

 子どもの参画が地域・学校・家庭をつなぐ ―世代を超えてかかわり合えるしくみづくり― 

 （本文 21ｐ，資料 ３ｐ） 

東京都生涯学習審議会（建議） 平成28.02.16   

 今後の教育環境の変化に対応した地域教育の推進方策について（本文 44ｐ，資料31ｐ） 

―地域教育プラットフォーム構想の新たな展開― 

愛知県生涯学習審議会社会教育分科会（報告書） 平成28年3月 

市町村における社会教育委員制度の活用の課題と在り方について（本文 17ｐ，資料 11ｐ） 

滋賀県社会教育委員会議（提言） 2016.01  

すべての人が「共に育つ」地域社会を求めて（本文 11ｐ，資料 ２ｐ） 

～（仮称）「滋賀の生涯学習社会づくりに関する基本的な考え方」への提言 

鳥取県教育審議会生涯学習分科会 2015.11.17   

今後の生涯学習振興施策及びとっとり県民カレッジのあり方（本文37ｐ，資料21ｐ） 

岡山県社会教育委員の会議（提言） 平成28年３月 

  地域の中で輝く中高生の出番づくり～地域への愛着心・自己肯定感の向上をめざして～ 

（本文 30ｐ，資料 ６ｐ） 

山口県社会教育委員の会議（提言） 平成27年12月  

  家庭教育支援の充実に向けて～学校・家庭・地域の温かい絆づくりによる支援体制の構築～ 

  （本文 23ｐ，資料 ４ｐ） 

徳島県社会教育委員会議（提言） 2015.４.24  

共に支え合う 温もりのある社会を再生するために 

 ～第 56回全国社会教育研究大会徳島大会の研究成果をふまえたこれからの社会教育のあり方に

ついて～（本文 ５ｐ，資料 16ｐ） 

熊本県社会教育委員会議（協議のまとめ） 2015．6．9  

  社会総がかりで行う「土曜学習」の在り方について（本文 10ｐ） 

宮崎県社会教育委員会議（会議のまとめ） 平成27.3.16  

「青年教育に関する提言」，「家庭教育に関する提言」（本文 12ｐ，資料 ２ｐ） 

鹿児島県社会教育委員の会議（審議のまとめ） 平成28年1月   

「地域ぐるみの家庭教育支援」の充実に向けて～多様な家庭に対する家庭教育支援のために～ 

   （本文 16ｐ，資料 30ｐ） 

 

政 令 指 定 都 市 

 

札幌市社会教育委員会議（報告書） 2015.06.30 

  学びがつながるまちさっぽろを目指して～生涯学習社会を実現する学習機会提供のあり方～ 

  （本文 24ｐ，資料 ６ｐ） 

仙台市社会教育委員の会議（提言） 平成27年10月29日 

学校と社会教育施設との連携について（本文 14ｐ，資料 77ｐ） 

さいたま市社会教育委員会議（提言） 平成27年9月  

「活かせる」「つながる」生涯学習環境の構築に向けた社会教育の役割（本文 15ｐ，資料 ２ｐ） 

川崎市社会教育委員の会議（研究報告書） 2016年3月22日 

地域をつなぐ拠点としての社会教育施設を求めて（本文 48ｐ，資料 ３ｐ） 

相模原市社会教育委員会議（調査研究報告書） 平成27年12月  

  家庭教育支援の方策について「～子どもの健やかな成長を願って～」（本文 12ｐ，資料 28ｐ） 

新潟市社会教育委員会議（建議） 平成28年3月 

  新潟市の生涯学習のあるべき姿「ともに学び，育ち，創る」～ゆたかな新潟をめざして 

（本文 23ｐ，資料 ５ｐ） 

名古屋市社会教育委員協議会（意見のとりまとめ） 平成27年4月28日 

  生涯学習センターにおける指定管理者制度導入館の検証について（本文 13ｐ，資料 24ｐ） 


