平成 28 年度版

社 会 教 育 委 員 に よ る 答 申
※1) 調査期日：平成 29 年５月（提出期限７月 20 日）
※2) 都道府県社会教育委員連絡協議会等が把握している平成 28 年度中の答申等の事例
（補助金及び年次の施策・行政計画等に関する答申等については収載の対象外）

市 町 村
秋田県八峰町社会教育中期計画策定委員（答申）（社会教育委員が策定委員会を構成：平成28年12月委嘱）
第３次八峰町社会教育中期計画（案）
平成29年2月17日 （本文 25ｐ，資料 ６ｐ）
茨城県日立市社会教育委員会議（提案）
平成28年６月
（本文 10ｐ，資料 32ｐ）
本市における子どもの地域での体験活動の充実に向けて～子どもたちの健全育成のために～
茨城県常陸太田市社会教育委員会議（提言）
平成29年3月17日 （本文 10ｐ）
社会参画や社会貢献につながる学習活動への取り組みについて
栃木県小山市社会教育委員会議（提言書）
平成29年3月27日 （本文 ８ｐ，資料 11ｐ）
大人の学びを活かした生涯学習のまちづくり～子どもたちの幸せのために～
群馬県前橋市社会教育委員会議（提言）
平成29年3月29日 （本文 16ｐ，資料 ３ｐ）
・公民館の「専門性」と「越境性」について
・地域のつながりや支え合いを創出するコミュニティセンターの在り方について
・コミュニティ・スクールにおける学校，家庭・地域との連携・協働の在り方について
・これからの社会教育・社会教育行政に求められる視点と役割
群馬県高崎市社会教育委員会議
平成29年3月9日
若者の地域参加を促す社会教育の役割と支援

（本文 18ｐ，資料 18ｐ）

群馬県榛東村社会教育委員の会議（意見）
2016，12．15
楽しく学びつながる生涯学習～異世代交流をとおして～

（本文 ９ｐ）

群馬県みなかみ町社会教育委員会（提言）
2017．６．27
みなかみ町の実情に沿った公共図書館のあるべき姿について

（本文 ９ｐ，資料 15ｐ）

千葉県柏市社会教育委員会議（提言）
平成29年2月28日
（本文 13ｐ，資料 ２ｐ）
体験のススメ 失敗のススメ～体験すること～，つまづくこと，それを成長の原点として～

千葉県鋸南町社会教育委員会議(提言)
鋸南町の社会教育について

平成29年3月22日

（本文 10ｐ，資料 22ｐ）

東京都目黒区社会教育委員の会議
平成28年6月13日
（本文 17ｐ，資料 ４ｐ）
学習成果を地域に活かしていくための社会教育事業のあり方の具体的施策について
東京都葛飾区社会教育委員の会議（提言）
平成28年6月24日
（本文 21ｐ，資料 ９ｐ）
寄り添う学習支援と中高生の社会的居場所づくり～子どもの生きづらさを乗り越えて～
東京都あきる野市社会教育委員の会議（意見具申）平成28年8月18日
中央公民館における来館者への情報提供のあり方について

（本文 １ｐ）

東京都昭島市社会教育委員の会議
平成28年9月26日
（本文 12ｐ，資料 48ｐ）
あきしま学びぷらん（第２次昭島市生涯学習推進計画）における中間評価について
東京都瑞穂町社会教育委員の会議（答申）
平成28年5月26日
（本文 ２ｐ，資料 ６ｐ）
瑞穂町文化賞表彰要綱・瑞穂町スポーツ賞表彰要綱の見直しについて
東京都東久留米市社会教育委員会議（協議報告書）平成28年8月
放課後子供教室について

（本文 15ｐ，資料 ９ｐ）

東京都三鷹市社会教育委員会議（提言）
平成28年9月23日
（本文 20ｐ）
三鷹市におけるこれからの生涯学習のあり方について～生涯学習センターの開設に向けて～
神奈川県小田原市社会教育委員会議(答申)
地域における学びの場のあり方について

平成28年7月

（本文 ５ｐ，資料 １ｐ）

神奈川県中井町社会教育委員会議（提言）
平成28年4月
生涯学習施設ワークブック 社会教育の視点から

（本文 28ｐ，資料 ４ｐ）

神奈川県藤沢市社会教育委員会議（提言） 2016年（平成28年）6月27日（本文 18ｐ，資料２ｐ）
藤沢市の生涯学習施策のあり方について～次期生涯学習ふじさわプラン策定に向けて～
神奈川県山北町社会教育委員会議（答申）
平成29年2月23日
地域全体での子育て支援策を柱とする社会教育の対応について

（本文 71ｐ，資料 10ｐ）

神奈川県松田町社会教育委員会議（建議）
平成29年3月27日
放課後の子どもの居場所づくりに関する提案について

（本文 ３ｐ，資料 20ｐ）

神奈川県綾瀬市社会教育委員の会議
平成28年10月26日 （本文 １ｐ）
綾瀬市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について
福井県鯖江市社会教育委員会（提言）
地域による家庭教育への支援

平成29年3月27日

（本文 ７ｐ，資料 １ｐ）

山梨県大月市社会教育委員会（答申）
平成28年11月1日
（本文 ７ｐ）
大月市公共施設等総合管理計画策定に係る社会教育施設整備方針について
静岡県御殿場市社会教育委員会（報告）
子どもの健全育成のために

平成29年2月13日

（本文 ８ｐ，資料 ３ｐ）

静岡県下田市社会教育委員会（答申）
平成28年6月15日
「公民館統廃合後の下田市立中央公民館のあり方について

（本文 11ｐ，資料 １ｐ）

静岡県裾野市社会教育委員（答申）
平成29年3月16日
裾野市における社会教育関係団体の活性化のために

（本文 ５ｐ）

静岡県伊豆の国市社会教育委員の会議（答申）
平成28年8月26日
（本文 20ｐ，資料 22ｐ）
生涯学習の観点から「地域とともにある学校づくりの推進について」
静岡県掛川市社会教育委員会（答申）
平成29年3月14日
「家庭教育力の向上と取組強化のための実践的手法について」

（本文 18ｐ，資料 ８ｐ）

静岡県磐田市社会教育委員会（提言）
平成29年3月22日
（本文 10ｐ，資料 ２ｐ）
コミュニティ・スクールと地域づくり・人づくり～社会教育への新たな視点～
静岡県袋井市社会教育委員会（提言）
平成29年3月
コミュニティセンターに求められる社会教育機能について
～人が集まるコミュニティセンターをめざして～

（本文 10ｐ，資料 12ｐ）

愛知県大府市生涯学習審議会
平成28年12月19日
大府市生涯学習プラン2017～おおぶの学び 夢プラン～

（本文 40ｐ，資料 27ｐ）

三重県松阪市社会教育委員会（答申）
公民館のあり方について

（本文 ５ｐ）

平成28年12月20日

滋賀県大津市社会教育委員会議（提言）
平成29年2月14日
（本文 20ｐ，資料 ２ｐ）
大津市生涯学習推進計画について
～大津を愛し，いきいきと学び活動する大津人（おおつびと）が育つ社会の実現～
兵庫県尼崎市社会教育委員会議
平成29年4月
平成28年度社会教育委員会議の協議経過のまとめ

（本文 ３ｐ）

兵庫県加古川市社会教育委員会議（提言）
加古川市立図書館のあり方について

（本文 ４ｐ）

平成28年4月

兵庫県朝来市社会教育委員（報告書）
（兼・公民館運営審議会委員）
平成29年3月
（本文 ６ｐ，資料Ａ３で３ｐ）
地域づくりにおいて果たすべき学校・家庭・地域の連携と生涯学習社会の創造に向けた社会教育
兵庫県南あわじ市社会教育委員会
平成29年3月22日
（本文 ３ｐ）
南あわじ市教育委員会への提言「地域の社会教育を担う施設のあり方」
―公民館・市民交流センターと社会教育の役割について－
島根県雲南市社会教育委員（提言）
雲南市の「教育の魅力化」を目指して

平成29年3月21日

（本文 10ｐ）

島根県浜田市社会教育委員の会（意見書）
「親の学びの機会」推進に関する意見書

平成28年9月

（本文 ６ｐ，資料１ｐ）

島根県浜田市社会教育委員の会（意見書）
平成29年3月
（本文 ９ｐ，資料１ｐ）
これからの図書館を考える
―市民に愛され「つどい」「まなび」「くつろげる」図書館を目指して―
山口県山口市社会教育委員会議（答申）
平成28年9月15日
（本文 ９ｐ，資料２ｐ）
「協働のまちづくり」を推進するためのライフステージに応じた人材育成の方策について
福岡県川崎町社会教育委員会(中間答申)
平成29年2月28日
社会教育施設関係団体の活性化と社会教育施設の有効活用について
福岡県大野城市社会教育委員の会
平成28年度大野城市教育委員会点検・評価における意見

（本文 ３ｐ）

（本文 ３ｐ）

福岡県桂川町社会教育委員の会（報告）
平成29年2月17日
桂川町社会教育課所管の施設見学の結果について

（本文 ３ｐ）

福岡県古賀市社会教育委員の会議（提言書）
平成29年3月22日
古賀市における放課後等の子どもの居場所について

（本文18ｐ，資料29ｐ）

大分県臼杵市社会教育委員会議
平成29年3月31日
「臼杵市家庭教育基本方針の作成」について

（本文 ３ｐ）

宮崎県日向市社会教育委員会議（意見書）
平成29年3月
地域のもつ力で絆づくり～人と人とがゆるく結びつくために～

政 令 指 定 都 市
千葉市社会教育委員会議（意見のまとめ）
平成28年5月1日
公民館における指定管理者制度の導入について（意見のまとめ）

（本文 ５ｐ）

第31期横浜市社会教育委員会議(提言)
平成28年10月
（本文 35ｐ，資料 ５ｐ）
本が人をつなぐまち ヨコハマー読書によるコミュニティづくりの可能性についてー
福岡市社会教育委員会議（提言）
平成 28 年 6 月
（本文 15ｐ）
今日の福岡市における社会教育のあり方について～地域を育む社会教育を目指して～

都 道 府 県
北海道社会教育委員の会議(提言)
平成28 年6 月22 日
多様な人材の参画による地域の教育支援充実のために
～北海道社会教育委員の会議による調査から見えてくるもの～

（本文 25ｐ，
資料 ７ｐ）

青森県社会教育委員の会議(提言)
平成28 年6 月22 日
学びとつながりを生み出す家庭教育支援の在り方に関する提言
ー第 32 期青森社会教育委員の会議 調査研究報告書ー

（本文 25ｐ，
資料 ７ｐ）

第33次宮城県社会教育委員の会議
平成28年4月
（本文 25ｐ，資料 ３ｐ）
「子どもの参画が地域・学校・家庭をつなぐ」ー世代を超えてかかわり合えるしくみづくりー
秋田県社会教育委員の会議（提言書）
平成 29 年 3 月
本県におけるこれからの社会教育行政のあり方について

（本文 11ｐ，資料 ６ｐ）

第33期新潟県社会教育委員の会議（審議のまとめ）平成28年9月
（本文 12ｐ，資料 15ｐ）
今後の青少年の健全育成に向けた体験活動についてー心豊かで健やかな子どもを育む体験活動ー
山梨県社会教育委員の会議
平成28年10月
（本文 21ｐ，資料 ２ｐ）
社会が人を育み人が社会をつくる「やまなし」好循環づくり
～人口減少社会を踏まえ県民が主体的に社会参画できる社会教育のあり方～
和歌山県社会教育委員会議
平成28年8月22日 （本文４ｐ，リーフレット６ｐ）
地域の未来を拓く子供を育てるために～地域全体で子供とどう関わるか～
島根県社会教育委員の会（答申）
平成28年6月22日
（本文 ６ｐ，資料 ７ｐ）
社会教育で進める島根の地方創生ー地域が育つ人づくり 人づくりから地域づくりへー
～地方創生の実現に向け「地域づくりを担う人づくり」を進める島根県社会教育行政の在り方～
高知県社会教育委員会（提言）
平成29年3月22日
（本文 15ｐ，資料 １ｐ）
中山間地域のコミュニティの活性化～ふるさとを愛する心を育む体験活動を中心として～
長崎県社会教育委員会（答申）
平成28年7月21日
活力ある地域社会づくりに貢献する実践的人材の育成方策

（本文 32ｐ，資料 １ｐ）

大分県社会教育委員会議（建議）
平成28年12月20日
（本文 10ｐ，資料 ９ｐ）
大分県が進める地方創生につながる社会教育のあり方について
～住民の主体的な地域課題解決・まちづくりの推進のための学習支援と次世代育成～
沖縄県社会教育委員の会議（提言）
平成29年１月
（本文 ６ｐ）
地域の人材資源を活用した家庭教育支援～地域ぐるみの家庭教育支援のあり方を目指して～

