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１－１ 計画策定の背景 
 

21世紀は「知識基盤社会」だと言われ、知識・情報・技術が政治・経済・文化

をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す社会

であると定義されています。そして、急速に進化するその知識基盤社会の時代に

あって求められるのは、変化に対応する能力です。どの世代であっても、この変

化に対応する能力を身につけるため、学ぶ社会づくりが重要であり、そのことが

引いては地域の活性化にも大きな影響を与えるものと考えられます。 

そのような中、本市では、平成19年３月に市民一人ひとりが自由に学習機会を

選択したり、創り出したりして、学びあうことができ、その成果が地域の中で活

かされるような社会の実現を目標として、平戸市生涯学習推進計画(第１期)を

策定し、同年11月に「生涯学習都市宣言」を行い、事業推進を図ってきました。 

市民が自ら学ぶための主な支援事業として、生涯学習まちづくり出前講座「行

政編」の充実を図り、市民を巻き込んだ豊富なメニューである「市民編」を実現

しました。また、市民が主体となり企画立案・開催まで行う市民生涯学習講演会

を実施する等、市民の「生涯学習」を“一生涯学ぶこと”といった狭い考え方で

はなく、まちづくりにつながる「あらゆる学習活動」と捉え、人々の学習の成果

を活かしたまちづくりを進めていく必要があるという考え方で、これまで取り

組んできました。 

市民一人ひとりが、それぞれの必要に応じて学習し、積極的に地域社会に関わ

っていく姿勢を持つことを課題とし、一方で、自発的な意思を尊重しながら、ま

ちづくりに参加できる機会を創出することをテーマに、市民、地域、企業及び行

政が連携し、学習活動からまちづくり活動へと発展させる生涯学習まちづくり

を目指してきました。しかし、現状は必ずしも満足の行くものではなく、リーダ

ーを担っている人材の高齢化や活動サークルの衰退、また、青年層等への啓発・

関わりが疎かとなっており、生涯学習施策の後退が否めない事実として顕在化

しつつあります。 

このような中、改めて「生涯学習都市宣言」の意義を考察し、本市に暮らす人々

が健康で生き甲斐を持って過ごす体制づくりと、地域活性化に取り組むまちづ

くり協働事業の担い手となる人材の育成を新たな取り組み課題として、生涯学

習事業の取組を推進することが重要です。 
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１－２ 生涯学習の現状 
 

１．平戸市における生涯学習の現状 

人口減少、少子高齢化の進行による産業、医療、福祉、文化などまちづく

りの分野において様々な課題を抱える状況下にあって、平成19年11月、「生

涯学習都市宣言」を行い、様々な取組を行ってきました。「生涯学習まちづ

くり出前講座」では、この10年間で延べ約5,000講座実施し、約18万人の受

講者を数えます。 

 

＜生涯学習まちづくり出前講座の実施状況＞ 

年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 計 

メ
ニ
ュ
ー
数 

市民編 - 67 64 59 62 62 67 69 62 64   

行政編 60 66 63 64 65 66 66 61 62 63   

合計 60 133 127 123 127 128 133 130 124 127   

延受講講座数 320 483 585 514 479 566 538 468 526 513 4,992 

延受講者数 14,563 19,666 20,951 20,667 17,885 17,726 18,527 15,997 18,136 16,582 180,700 

資料：生涯学習課（各年度末現在） 

 

市民自らが、その時々に応じた様々な分野で活躍する著名人などを選定

して招聘し、ニーズにあった講演会を実施するために、市民グループを委託

先に選定し、企画立案・開催まで行う「市民生涯学習講演会」は、22回開催

し、受講者数は、約7,000名に上ります。 

 

＜市民生涯学習講演会の開催状況＞ 

年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 計 

回数 3 4 1 2 2 2 3 2 2 1 22 

受講者 750 1,480 374 410 470 2,320 610 370 470 427 7,681 

資料：生涯学習課（各年度末現在） 

 

その他、「子ども支援読み聞かせボランティア養成講座、地域アニメータ

ー、まちづくりコーディネーター及び自然観光ガイドの養成講座など、地域

で活躍する地域リーダーの育成を目的とした講座の開設に努めてきました。 

また、行政としても、生涯学習推進体制の柱である平戸市生涯学習推進本

部を設置し、全庁的な取組を推進してきたところです。 

しかし、計画の中盤以降は、平戸市生涯学習推進本部や、その下部組織で



 

- 4 - 

ある平戸市生涯学習推進本部幹事会の会議も開催されていない状況であり、

生涯学習を牽引し、醸成させるべき側の意思の疎通がなされておらず、生涯

学習に対する取り組みが形骸化しているといえます。 

また、職員体制が縮減される等の要因もあり、新たな取り組みができずに、

「生涯学習」について、認知度・理解度も薄れつつある現状です。 

市民の中には、生涯学習とは、「趣味」や「生きがい」という意味で認識

されている人もいます。「自分が好きな時に、好きなことを楽しむ」ことが

生涯学習であるという考えです。楽しむことも必要ですが、楽しい活動だけ

が生涯学習ではありません。 

生涯学習は、生まれてから死ぬまでの人生全体の営みです。生きる目的、

生きていく上での誇りやこだわりといった重みのあるものから、日々の張

り合いなど、ささやかな感情の獲得といったものまで、幅広く展開します。 

また、普段の生活を少しでも向上させ、快適な状態を実現しようとして行

われるものも生涯学習であり、生き延びるために自らの心身を少しでも向

上させようとすることも生涯学習です。こうした生涯学習の意義をあらた

めて浸透させていく必要があります。 

 

２．計画策定の経過 

平成19年３月に策定した「平戸市生涯学習推進計画（第１期）」では、基

本理念の実現を目的とし、この目的を達成していくため、「生涯学習まちづ

くり」を重点的に取り組む目標として、以下の４つを掲げ、７つの施策を展

開してきました。 

○生涯のいつでも、どこでも、自由に学ぶことができる。 

○学習した成果が活かされ、適切に評価されるまちづくり 

○一人ひとりが希望と活気に満ちて、いきいきと光り輝くまちづくり 

○ボランティアの推進による、ともに支え合い、温かみのあるまちづくり 

 

今回、第２期計画を策定するにあたり、平戸市生涯学習推進会議において、

平戸市生涯学習推進計画(第１期)の取り組み状況を検証しました。 
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平戸市生涯学習推進計画(第１期) 施策の体系 

 

 

生
涯
学
習
推
進
計
画

《1》 自ら学ぶ意欲づくり

①啓発事業の推進

②学習者の支援制度の充実

《2》 情報提供と相談体制の整備

①学習情報提供体制の整備

②学習相談体制の充実

《3》 学習基盤の整備

①学習施設の充実

②学習設備の充実

③学習施設の効率的運用

《4》 学習機会の充実

①学校教育の充実

②家庭教育の充実

③社会教育の充実

④文化事業の充実

⑤スポーツの推進

⑥生活の向上に関する学習の充実

⑦職業能力の向上に関する学習の推進

《5》 指導者の養成・確保

①指導者の確保

②指導者の研修機会の促進

③生涯学習ボランティアの育成

《6》 学習成果の評価と活用

①学習成果の評価体制の充実

②学習成果発表機会の充実

③学習成果の活用

《7》 生涯学習推進体制の整備

①全庁的な推進体制の整備

②生涯学習に関する市民組織の体制整備

③生涯学習関係団体のネットワーク化

④生涯学習関係機関との連携強化
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平戸市生涯学習推進計画（第１期）の主な検証内容 

第１期計画の主要項目 内   容 

（１）自ら学ぶ意欲づくり ・広報紙の活用は行われているが、年間計画

が作成されていない。 

・生涯学習月間の設定、まちづくりコーディ

ネーターなどの資格取得支援、研修制度が

近年行われていない。 

・市民生涯学習講演会のアンケート検証や年

間テーマ設定が必要。 

・養成講座を開催したが、活躍の場をつくれ

ず成果を活かせてない。 

（２）情報提供と相談体制の

整備 

・SNS の活用が少ない。 

・社会教育指導員の設置など、なんでも相談

できる公民館体制が必要。 

・ホームページで、全公民館の定期利用団体

一覧、出前講座の詳細ページ作成が必要。 

・学習活動の悩みを解決できるＱ＆Ａのペー

ジ作成が必要。 

（３）学習基盤の整備 ・平戸市未来創造館が開館し、平戸図書館、

公民館図書室整備を随時実施。 

・貸出資料の充実やレファレンス力の向上に

より図書への関心が高められた。 

・学校などインターネット環境の整備が進ん

だ。 

（４）学習機会の充実 ・地域に開かれた学校づくりが行われた。 

・家庭教育については、「生涯学習まちづくり

出前講座」や「長崎ファミリープログラム」

による対応にとどまっており、その充実が

必要。 

・地域ニーズにあった公民館講座の充実が必

要。 

・出前講座の新規講座、新規講師の登録が伸

び悩んでいる。 

（５）指導者の養成・確保 ・人材育成、人材バンクの整備ができていな

いので、重点項目とすべき。 

・地域のリーダーをどうやって育てていくか

が、生涯学習を進めていくうえで最も重要。 
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平戸市生涯学習推進計画（第１期）の主な検証内容 

第１期計画の主要項目 内   容 

（５）指導者の養成・確保 ・研修会の情報提供が不足している。 

・スポーツ推進委員（体育指導員より名称変

更）、補導委員などは委嘱することができ、

定期的に研修会等が実施された。 

（６）学習成果の評価と活用 ・「生涯学習パスポート」、「生涯学習まちづく

り表彰」の認知度が低下している。 

・「公民館まつり」、「少年の主張大会」など成

果発表の機会は、確保された。 

（７）生涯学習推進体制の整

備 

・生涯学習の推進体制が縮小している。 

・平戸市生涯学習推進本部、幹事会の会議が

開催されていない。 

・市民組織の育成ができていない。 

・ボランティア連絡協議会の設立ができてい

ない。 

・各公民館で作成した定期使用団体等名簿

が、生涯学習事業や団体間の連携に活かさ

れていない。 

・全国生涯学習市町村協議会には加入してお

り、情報提供は受けているが、加入団体と

の連携には至っていない。 

・生涯学習課として、大学と連携した事業開

催までは至っていない。 

 

上記のとおり検証後、生涯学習課で以下のような分析を行い、それをもっ

て、平戸市生涯学習推進会議で、第２期計画の方向性について協議を行いま

した。 

▽第１期計画の序盤から中盤にかけては、計画の推進が図られている。 

◇市民生涯学習講演会は多いときで年６回開催され、出前講座も拡充

された。 

◇各種資格養成講座も活発に取り組まれた。 

◇生涯学習パスポートが作成され、学習等を評価する制度ができた。 

▽中盤から終盤にかけては、事業が充足する中で、その先への手立てがで

きていない。 

◇学びの成果を活かすという部分が欠けている。 

◇人材育成、人材バンクの整備ができていない。 
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中盤から終盤にかけて、計画を遂行できていない主な要因は、「２－１生

涯学習の現状」でも触れましたが、推進体制としての平戸市生涯学習推進本

部会議や幹事会会議が開催されていないため、市長部局との情報共有が円

滑に伝わりにくくなりました。また、公民館体制も変わり、その事業展開が

難しくなっています。このようなことから生涯学習を推進する上での全庁

的な連携や協力が得られにくい状況に陥っています。生涯学習施策は、10年

が経過する中で硬直化がみられ、さらには社会情勢や地域ニーズに添った

ものになっているとはいい難い部分もあります。 

また、学びの成果を活かすという部分が欠けています。人材育成、人材バ

ンクの整備ができておらず、人材とそれを必要する側の結びつきがないた

め、これまで活動してきた団体や地域組織が弱体化や解散に追い込まれて

います。学びの成果を地域づくりの実践につなげるというところまで至っ

ていないのです。団体や地域で活動できる自発性、自立性を持ったひとづく

りに踏み込む必要があります。 

学びを活かす場の一例として、平成27年12月、国の中央教育審議会が答申

した、「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協

働の在り方と今後の推進方策（答申）」の中にある「地域学校協働本部」が

あります。この答申では、今後の地域における学校との協働体制の在り方に

ついて、提言されています。地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来

を担う子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を推進

するための、「地域学校協働本部」を構成する人材が必要となります。 

また、近年地方自治体のまちづくりの取り組みに不可欠なものとして唱

えられている概念として協働があります。本市では、市民と行政がお互いを

理解し、尊重しながら、それぞれの役割を担い、ともに地域を支えあう協働

によるまちづくりを推進しています。 

この取り組みのひとつとして、人口減少・過疎化が進行していく中、集落

機能を維持していくために、小学校単位を基本とした「まちづくり運営協議

会」を立ち上げています。本市の地域コミュニティの将来像を実現するため

に、まちづくり運営協議会の役割とそこに暮らす住民の役割をみんなが共

有し行動することで、みんなでつくる住みよい地域の実現を期待して、重点

的に行っています。 

こうした、「地域学校協働活動」や「まちづくり運営協議会」においても、

活躍できるひとづくり、人材育成がこれからの課題となります。 

平戸市生涯学習推進会議では、これらの検証と分析を踏まえて、生涯学習

の主眼を「ひとづくり（人材育成）」に置くことを第一義としました。また、

10年という長期計画でなく、イメージしやすい期間であり、社会情勢や市内

外の状況に対応できるよう計画期間を５年とすることなど、５回の会議を

開催し、素案の作成を行いました。 
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１－３ 生涯学習をとりまく課題 
 

生涯学習を推進するにあたっては、本市における生涯学習の現状を踏まえ

て、推進計画を策定し、その計画を実行することが重要です。本市の生涯学習

の現状をとりまく課題は、次のように整理されます。 

 

１．多様な学習メニューの提供 

社会の成熟化に伴い個人の価値観やライフスタイルが多様化する中で、

仕事はもとより日常生活の中でも、常に学習せざるを得ない社会背景があ

る中、「学び直し」が必要になっていると思われます。このため、仕事や日

常生活に活かすことができる専門性のある講座を広く提供していく必要が

あります。また、こうした講座を提供していくために、新たな講師の育成も

必要です。 

 

２．学習情報の提供体制の充実 

今まで以上に市民に対して生涯学習への参加を促すためには、生涯学習

についてのさらなる理解が必要とされます。学習情報の提供が無関心層の

市民も含めて、すべての世代に行きわたるようにする必要があります。その

ためには、「広報ひらど」、生涯学習だより「まなぶ君」などの広報誌の充実

をはじめ、市民のライフスタイルに応じて自由に学習情報を入手できるよ

う、インターネット等を活用した情報提供体制の整備を図る必要がありま

す。 

 

３.身近で利用しやすい学習環境・施設の提供 

市民の学習意欲を高めていくためにも、身近な生涯学習施設を整備して

いく必要があります。 

身近で利用しやすい生涯学習拠点施設としては、公民館、図書館、グラウ

ンド及び体育館などがありますが、これらの施設の効率的な運営や活用を検

討していく必要があります。 

 

４.市民主導の生涯学習の推進 

学習の機会において、常に行政が関わり主導するのではなく、市民自らが、

問題解決やそれぞれの仕事や生活環境に応じた学習目的を持ち、同じ目的を

持つ人と共に学び、学ぶ意欲を持つ人を育て、学習した成果を共有していく

ことが必要です。また、この目的に応え、拡がりを見込むことができる学習

メニューの提供が必要です。 
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５.人材育成とボランティア活動の支援 

学習方法として、講座などだけでなく、日常生活の中で、人から学ぶ、人

を通して学ぶという方法もあります。そのためには、常に新たなリーダーの

育成が必要不可欠です。地域や近隣市町で活躍している人材の情報を収集し、

これからリーダーとなりうる世代の市民に、更なる学習の場を提供し、育成

していく必要があります。地域のまちづくりに積極的に参加することにより、

その地域の活性化に繋がる上、同じ地域の市民もそのリーダーから学ぶこと

ができます。 

また、個人の自主的・自発的な意思に基づいて、地域や人のために役立ち

たいという気持ちで、社会貢献に取り組んで活動している市民やこれから参

加したいと思っている市民の育成に努め、ボランティア活動を支援していく

必要があります。 

 

６．学習活動の推進と活用 

各種講座を実施していく中で、「同好の仲間ができたら、それを継続して

いきたい。」、「折角学習したから、さらに深めたい。」などの思いがでてきま

す。このような思いになってくれたことを成果とし、引き続き活動を続けて

いくためにも、個人や団体を支援する体制の整備を進めるとともに、その学

習成果を様々な分野で発揮できるような仕組みづくりを進める必要があり

ます。 

 

７．地域学校協働活動の推進、地域まちづくり運営協議会への関わり 

地域における教育力の低下、家庭の孤立化などの課題や、学校を取り巻く

問題の複雑化・困難化に対して、社会総掛かりで対応することが求められて

います。地域と学校がパートナーとして連携・協働するための組織的・継続

的な仕組みを必要不可欠とし、地域の高齢者、保護者、PTA、NPO、民間企業

及び各種団体等の幅広い地域の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成

長を支えていくことです。これを実践していくために、学校や公民館を核と

した地域づくりを目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協

働して行う様々な活動として「地域学校協働活動」が推進されています。 

一方で、各地域の小学校区単位で、地域住民が主体となりまちづくりを実

施していくために、地域まちづくり運営協議会の設立が進められています。 

こうした中、学習成果を活用し発揮する場面、必要とされる場面が拡大し

ていくため、生涯学習におけるひとづくりが重要となります。 

 

８．生涯学習推進組織の必要性 

昨今の生涯学習に対する市民の要望は多様化しており、関連機関との調整

や情報提供などを全庁で整備していく必要性がより高まっています。 

生涯学習を推進し、市民に対する学習機会を拡充するという観点から全

庁的な事業を進めるため、連絡・調整を組織的に進める必要があります。 
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２－１ 計画の基本理念 
 

本計画の基本理念を、 

「市民一人ひとりがわが郷土に誇りをもち、生涯にわたって学び、その成果を

活かして、豊かなまちづくりに貢献する。」とします。 

わが郷土「平戸」は、古代から開かれた古都です。特に16世紀頃には、東西

文化融合の拠点となり、日本の代表的貿易港として、大いに栄えました。日本

のどこよりも先に世界に目を向け、開拓していった先人たちの意欲や好奇心・

行動力は、私たちの模範とするところであり、今の時代にも受け継がれていく

べきものです。 

平戸市を豊かなまちづくりにつなげていくために、市民一人ひとりが、この

歴史と伝統あるわが郷土に誇りを持ちながら、何事にも関心を示し、常に学習

をベースに、積極的に行動することが重要です。こうした市民一人ひとりの行

動を子供たちが見て、育っていくことにより、この行動がさらなるまちづくり

につながっていきます。こうした住民の活躍を生涯学習で支え、「学び」と「活

動」の循環を形成していきます。 

 

 

２－２ 計画の基本目標 
 

本計画は、基本理念の実現のため、「ひとづくり」を重点的に取り組み、「生

涯学習でまちづくり」を目標として、次の４つを掲げ、施策を展開していきま

す。 

 

１．「環 境」：いつでも、どこでも学べる環境づくり 

多忙な日常生活を過ごす中で、誰しもが同じように時間を取ることは非

常に困難です。また、時間が取れても学習する機会がないとせっかくの意欲

も削がれてしまいます。その生活の空いた時間を少しでも活用してもらう

ために、「いつでも、学べる環境づくり」、「いつでも学びたい内容を知るこ

とができる環境づくり」を推進します。 

 

２．「人 材」：私たちの平戸を担う、人材づくり 

これまで各地域住民のリーダー等として、活躍してきた人材の高齢化が

進んでおり、どの地域も後継者不足に悩んでいます。また、それぞれの地域

に優れた能力を持つ人材がいますが、発揮できる機会がないことや、活躍の

場がその地域に限定されているという現状があります。今後、これからのふ

るさとを担うという意識を持った、新たなリーダーの育成と、優れた人材に

活躍の場を提供していくために「平戸を担う人材づくり」を推進します。 
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３．「共 有」：共にまなび、共に分かち合う方法づくり 

多くの市民は、活動する場が同じ趣向を持つ仲間だけに限られており、そ

こから広げられないのが現状です。また、新たに学習を始めようと思ってい

ても、一歩踏み出すことができず、学習に至っていない人もいると思います。

様々な立場、年代の人々が共に学び、同じ目標を持って活動していくために、

全庁的な学びの情報収集発信をはじめとした「共にまなび、共に分かち合う」

方法づくりを行い推進します。 

 

４．「継 続」：いつまでも、続けられる体制づくり 

学習を続けてきた人も、ちょっとした「つまずき」でやめてしまう場合が

あります。この「つまずき」は、様々な要因がありますが、解決できないも

のばかりではありません。つまづいても、立ち上がれるように手を差し伸べ、

いつまでも生き甲斐をもって続けられるようサポート体制を整備・推進し

ます。 

 

 

２－３ 計画策定の目的 
 

１．計画策定の目的 

本計画は、市民一人ひとりが自由に学習機会を選択したり、創り出したり

して学びあうことができ、その成果が地域の中で活かされるような社会の

実現を目的として策定します。 

目指す成果指標は、「平戸市総合計画」の「やるばい指標」とします。 

 

＜やるばい指標（成果指標）＞ 

指標の名称 
単

位 

現況値 

(平成28年度) 

前期目標値 

(平成34年度) 

目標値 

(平成39年度) 

生涯学習まちづくり

出前講座(市民編) 
回 78 100 100 

公民館講座数 回 63 70 70 

一人当たりの図書館

貸出資料数 
点 6.7 9.0 10.0 

ファシリテーター 

利用者数 
人 62 300 300 

生涯学習パスポート

奨励証表彰者数 
人 15 20 25 

生涯学習人材育成 

研修会参加者数 
人 19 30 30 

資料：平戸市総合計画 
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２．計画の位置づけ 

本計画は、計画策定の基本となる「平戸市総合計画」の、５つの主要課題

の１つである「（１）未来の羅針盤となる人をつくる」に取り組む計画であ

り、「第２期平戸市教育振興基本計画」の重点目標である「地域を担う人づ

くり」に向けて、生涯学習を推進するためのものです。 

具体的には、生涯学習の推進に関わる総合的かつ体系的な指針であり、生

涯学習関連施策の基本的な考え方や事業などの方向性を明らかにするもの

です。 

 

＜計画の位置づけ＞ 

平戸市総合計画

生 涯 学 習 の 理 念

平戸市生涯学習

推進計画[第２期]

平戸市教育

振興基本計画

 

３．計画の目標年度 

本計画では、2022年度(平成34年度)を目標年度とします。ただし、社会情

勢の変化など、見直しが必要な場合は、随時更新を図っていきます。 

 

＜計画の期間＞ 

年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

総合計画

教育振興
基本計画

生涯学習
推進計画

第１期

第１期

第２期

第２期

第２期第１期
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４．計画の推進体制 

本計画を推進する体制として、生涯学習を牽引し、醸成するため、平戸市

生涯学習推進本部において、総合的な施策の推進やその奨励や普及に努め

ます。また、平戸市生涯学習推進本部幹事会において、各課における具体的

な取り組みを市職員全体で行うよう推進します。 

そして、生涯学習に関する市民の声を検討協議する場が当然必要ですの

で、現在、外部委員で組織する平戸市生涯学習推進会議においてその役割を

引き続き担っていただき、市民の声を活かした企画・提案を行っていきます。 

平戸市生涯学習推進本部

・本部長(市長)

・副本部長(副市長、教育長)

・本部員

平戸市生涯学習推進本部幹事会

・幹事長

・幹事

平戸市生涯学習推進会議

・関係団体推薦委員

・公募委員

生涯学習課
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３－１ 体系図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)市民啓発につながる広報の充実 

(2)市ホームページの拡充 

(3)各公民館の利用団体との連携 

(4)市民生涯学習講演会等各種大会の開催 

(5)フェイスブック等ＳＮＳの活用 

(6)評価制度の認知度の向上 

(1)市職員間の連携・サポート体制 

(2)各自治会と連携した推進体系づくり 

(3)地域まちづくり運営協議会と連携した 

推進体系づくり 

(1)生涯学習の拠点となる公民館や図書館と連

携した環境づくり 

(2)公民館講座の充実 

(3)生涯学習「まちづくり出前講座」の充実 

(4)図書及び図書館機能の充実 

(5)各施設の整備・利用促進 平
戸
市
生
涯
学
習
推
進
計
画

［第
２
期
］ 

(1)リーダーの育成 

(2)講師の育成・拡充 

(3)ボランティアとの連携 

(4)相談体制の充実 

(5)人材バンク整備 

１.『環 境』 いつでも、どこでも学べる環境づくり 

２.『人 材』 私たちの平戸を担う、人材づくり 

３.『共 有』 共にまなび、共に分かち合う方法づくり 

基本目標と主要施策 

『市
民

一
人
ひ
と
り
が
わ
が
郷
土
に
誇
り
を
も
ち
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
、 

【基本理念】 

４.『継 続』 いつまでも、続けられる体制づくり 

そ
の
成
果
を
活
か
し
て
、
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
す
る
。 

』 
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３－２ 方 策 
 

１．「環 境」：いつでも、どこでも学べる環境づくり 

（１）生涯学習の拠点となる公民館や図書館と連携した環境づくり 

①市立公民館での体系づくり 

◇定期利用団体と連携した講座を開催する。 

◇利用者向けの研修会を開催する。 

②市立図書館と公民館図書室の環境づくり 

◇平戸図書館、永田記念図書館を中心に、各公民館図書室と連動した

図書館サービスを充実す

る。 

◇学校や地域、特に、図書館

へのアクセスに不利な地域

の住民に対し、本や情報を

届ける図書館サービス訪問

支援を拡充する。 

◇市立公民館と市立図書館で

の情報共有を図り、公民館

図書室の充実、さらなる学

習の拠点としての市立公民

館の環境を整備する。 

 

（２）公民館講座の充実 

①市立公民館全体で利用者のニ

ーズ等の情報を共有し、その

ニーズに対応した講座内容を

検討・実施する。 

②年齢層等、対象者を限定した

講座を検討・実施する。 

③テーマ性を持った連続講座を

検討・実施する。 

④大学主催連携講座を実施す

る。 

⑤各種団体が主催する講座との

連携を検討・実施する。 

⑥家庭教育講座を検討・実施す

る。 

⑦公民館に対して、各課から講座内容の提案等を行い、対象者の拡大や

内容の充実に取り組む。 

 

はじめましてブックスタート事業 

絵本おはなし会 

公民館講座 
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（３）生涯学習「まちづくり出前講座」の充実 

①講座内容の拡充 

◇市民ニーズに合わせた講座

内容を検討し、講座メニュー

を拡充する。  

◇学びなおしを支援するため、

専門的知識を学べる講座メ

ニューを検討・実施する。 

◇【行政編】充実のため、各種

制度改正等を市民に周知す

るメニューを、各課と検討・

実施する。 

 

（４）図書及び図書館機能の充実 

①図書の充実 

◇市立図書館及び公民館図書

室全体の購入目標を設定し、

目標実現に努める。 

◇利用者のニーズに対応した、

しかし偏見や不公平のない

選書を行う。 

②図書館機能の充実 

◇「今、学んでほしいこと」、「今、学ぶべきこと」を市立図書館及び

公民館図書室全体で集約・共有し、随時テーマの設定、特集コーナ

ー等の設置を行う。 

◇各地域イベント（民間イベントも含む）に関連した図書を選書し、

現地に出向いて、情報提供・貸し出し等を拡充する。 

◇図書館司書の研修などによる資質向上を図り、あわせてレファレ

ンス対応の充実に努める。 

 

（５）各施設の整備・利用促進 

①社会教育施設・社会体育施設の整備 

◇現状に即した維持管理や必要に応じて整備する。 

②各施設の利用促進 

◇土日も施設に立ち入れ、市民の集いの場となるような運用を行う。 

◇誰でも集いたくなるような、入りやすい施設づくりに努める。 

まちづくり出前講座 

平戸図書館 
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２．「人 材」：私たちの平戸を担う、人材づくり 

（１）リーダーの育成 

①社会教育団体の育成 

◇社会教育団体を育成し、その団体の活動を活発化させ、リーダーが

育まれる仕掛けづくりを行う。 

②地域におけるリーダーの育成 

◇地域の各分野において、リーダーとなりうる人材を育成する。 

◇地域を担う意識を持てるリーダー育成研修会を実施する。 

（２）講師の育成・拡充 

①公民館講座からの講師の登用 

◇公民館講座の受講者の中か

ら新たな講師を育成し、講

師として登用する。 

②生涯学習「まちづくり出前講

座」講師の拡充 

◇各分野での専門性のある人

材に、講師登録を依頼する。 

◇市内外を問わず、広く情報

収集を行い、地域のニーズ

にあった講師を登録する。 

◇講師登録をしやすい制度を

検討・実施する。 

③「指導者講習会」の実施 

◇スポーツ少年団体の指導者

（監督、コーチ及び保護者）

に対し、全競技に共通した

内容の研修会を実施する。 

 

 

まちづくり出前講座 

スポーツ少年団指導者講習会 

平戸図書館 
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（３）ボランティアとの連携 

①ボランティアとの連携 

◇各団体・個人でボランティアを実践している市民への生涯学習関

係イベントの情報提供及び参加依頼を行う。 

②ボランティアの育成 

◇市主催イベント等で役割を限定したボランティア募集を行い、参

加した市民に対し、ボランティアに関連する情報提供を行い、続け

ていくきっかけづくりを行う。 

（４）相談体制の充実 

①生涯学習支援員の設置検討 

◇生涯学習を実践・経験してきた人材を市立公民館に配属し、生涯学

習に関する指導・相談、各種講座を実施する生涯学習支援員の設置

を検討し、具体化する。 

②生涯学習課・公民館職員の相談体制の充実 

◇職員の講習、職員間の意見交換を定期的に開催し、相談内容へ対応

できるスキルアップを図る。 

（５）人材バンク整備 

①人材バンクの整備 

◇生涯学習を推進するため

に協力する人材を、登録・

活用する人材バンクを整

備する。市外にも適任者

がいれば、積極的に登録

を依頼する。 

②活用・登録の仕組みづくり 

◇誰しもがその人材からア

ドバイスを受けながら活

動できる仕組みを構築す

る。 

 

３．「共 有」：共にまなび、共に分かち合う方法づくり 

（１）市民啓発につながる広報の充実 

①年間計画、月間計画を公民館窓口等に掲示する。 

②「広報ひらど」へ積極的な情報掲載を行う。 

③生涯学習だより「まなぶ君」で、年間を通じたテーマ性のある誌面を

検討・実施する。 

④各課の支援事業・講座内容等の情報共有・情報発信に努める。 

（２）市ホームページの拡充 

①各公民館講座、生涯学習「まちづくり出前講座」の詳細内容を紹介す

る。 

職員講習会 
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②生涯学習関連の年間計画、月間計画等を周知する。 

③転入者にもわかりやすいページ構成、アクセスのしやすさ、ＳＮＳと

の連携を検討・実施する。 

（３）各公民館の利用団体との連携 

①各公民館利用団体一覧の整備 

◇誰もが、どこにどのような団体があり、どのような活動が行われて

いるのかを知ることができるような仕組みを構築する。 

◇公民館利用団体の活動状況を公民館に掲示する。 

②公民館利用団体間の連携 

◇同じ目的・趣向をもつ団体が情報共有し、活動できるような仕組み

を構築する。 

（４）市民生涯学習講演会等の開催 

①市民生涯学習講演会の開催 

◇講演内容について、ニーズ

調査を行う。 

◇ターゲットをしぼった講演

内容を検討・実施する。 

◇誰でも参加できるように交

通手段や開催場所の確保を

検討・実施する。 

◇積極的な事業の推進を図る

ため、制度の周知を行い、事

業開催を支援する。 

②市公民館大会の開催 

◇市公民館大会・各公民館ま

つりなどを開催し、他地区

へも周知と参加を促すとと

もに、それぞれが学習して

きた成果を多くの市民に発

表できる環境を整備する。 

③市「少年の主張」大会の開催 

◇児童・生徒が日常生活の中

で感じている主張を同じ年

代の児童・生徒、保護者、関

係者以外の市民に聞いても

らうために、多くの市民が

参加できるように交通手段

や開催場所の確保を検討・

実施する。 

 

市民生涯学習講演会 

ＣＯＬＡＳまつり（北部公民館） 

「少年の主張」大会 
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（５）フェイスブック等ＳＮＳの活用 

①生涯学習関連イベント（公民館主催イベントを含む）について、実施

状況や結果の報告を行う。 

②生涯学習実践者等の紹介を行う。 

（６）評価制度の認知度の向上 

①生涯学習パスポート奨励証の認知度の向上 

◇講演会、講座等をはじめ、市主催事業においてパスポートの周知に

努める。 

◇各公民館をはじめ、他部署においても積極的な広報・配布を行う。 

◇対象事業については、ポスター、チラシ及び案内文書に、【生涯学

習パスポート対象事業】のロゴ等を作成し、掲載する。 

◇各事業で生涯学習パスポート受付窓口等を設置し、利用促進に努

める。 

②生涯学習まちづくり表彰の認知度の向上 

◇表彰規程等をホームページ、生涯学習だより「まなぶ君」及び各事

業パンフレット等で周知する。 

◇被表彰者・表彰内容をホームページ、生涯学習だより「まなぶ君」

で紹介する。 

 

４．「継 続」：いつまでも、続けられる体制づくり 

（１）市職員間の連携・サポート体制 

①生涯学習課と各課との連携 

◇平戸市生涯学習推進本部を適宜開催し、生涯学習の総合的な推進

に努める。 

◇平戸市生涯学習推進本部幹事会を開催し、各課の取り組みについ

て、意見交換や情報提供を行い、全庁的なひとづくりを推進する。 

◇各課対象の研修会を実施する。 

②サポート体制 

◇各課間で、市民から受けた生涯学習関連の情報を共有する。 

◇各課にまたがる支援・講座内容等の情報を共有する。 

（２）各自治会との連携した推進体制づくり 

①各自治会区長を通じて、情報を共有する。 

②市立公民館と各自治会との更なる連携をすすめる。 

（３）各地域まちづくり運営協議会との連携した推進体制づくり 

①各地域まちづくり運営協議会事務局を通じて、情報を共有する。 

②市立公民館と各地域まちづくり運営協議会との連携をすすめる。 
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平戸市生涯学習推進会議委員名簿 

（平成 29 年４月１日現在） 

№ 氏名 推薦母体 備考 

１ 井元 ひとみ 生月町中央公民館 副会長 

２ 近藤 孝子 北部公民館  

３ 下川 武夫 南部公民館 会長 

４ 谷本 健市 生涯学習課(公募)  

５ 永田 照代 大島村公民館  

６ 永田 米吉 生涯学習課(公募)  

７ 西 サチ子 生涯学習課(公募)  

８ 平田 彌生 中部公民館  

９ 松瀬 郡一郎 田平町中央公民館  

10 田中 まきこ 生涯学習課(公募)  
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平戸市民生涯学習講演会 開催状況 

年度 № 日付
講　演　会　名　称
（演題・テーマ）

講　　師 場　　　所 入場者 合計

20 平成19年8月25日(土)
第1回平戸市民生涯学習講演会
おいしさと安心は手づくりから

モクモク手づくりファーム
専務理事　吉田　修

文化C中H 200人

21 平成19年10月21日(日)
第2回平戸市民生涯学習講演会
五体満足

車イスバスケット選手
川崎　寿洋

文化C大H 400人

22 平成20年2月11日(祝)
第3回平戸市民生涯学習講演会
家族のきずな、幸せのかたち

チベット声楽家
バイマー　ヤンジン

文化C大H 150人

23 平成20年8月1日(金)

第4回平戸市民生涯学習講演会
地球からのぞいた平戸～子どもの未来の
ために大人がてきること～

韓国語講師
ホン　ソクファ

ふれあいC 180人

24 平成20年10月19日(日)
第5回平戸市民生涯学習講演会
試練を乗り越えて

盲目の演歌歌手・盲導犬普及
活動家
井上　わこ

文化C大H 400人

25 平成20年11月7日(金)
第6回平戸市民生涯学習講演会
いじめ・逆境に強い子を育てる10の心得

教育カウンセラー
カニングハム　久子

文化C大H 700人

26 平成21年2月24日(火)

第7回平戸市民生涯学習講演会
ピンチをチャンスに変えるPR戦略の考え
方

ＰＲプロデューサー
殿村　美樹

文化C中H 200人

21 27 平成21年7月14日(土)
第8回平戸市民生涯学習講演会
今素敵な子どもたちに伝えたい

幼児教育家
熊丸　みつ子

文化C大H 374人 374人

28 平成22年8月17日(火)
第9回平戸市民生涯学習講演会
人と絵本の文明開化平戸アトリエ

高木　さんご、永井　郁子 文化C中H 190人

29 平成22年11月19日(金)
第10回平戸市民生涯学習講演会
いちばんじゃなくて、いいんだね

熊本市議会議員・元オリン
ピックランナー
松野　明美

ふれあいC夢
H

220人

30 平成23年7月22日(金)
第11回平戸市民生涯学習講演会
平戸市は本当に自立できるのか？

元三重県知事・現早稲田大学
教授
北川　正恭

文化C中H 320人

31 平成23年11月26日(土)
第12回平戸市民生涯学習講演会
つたえよう！命のつながり

絵本作家・陶彩画家
草場　一壽

文化C大H 150人

32 平成24年7月1日(日)
第13回平戸市民生涯学習講演会
身近にある大切なもの

戦場カメラマンジャーナリス
ト
渡辺　陽一

文化C大H 1,800人

33 平成24年11月20日(火)
第14回平戸市民生涯学習講演会
出会いを活かせば　道は拓ける

㈲クロフネカンパニ
代表取締役　中村　文昭

平戸高校体
育館･多目的
研修C

520人

34 平成25年10月29日(火)
第15回平戸市民生涯学習講演会
ならぬことはならぬ

長崎歴史文化博物館
館長　大堀　哲

多目的研修C 250人

35 平成26年2月11日(火)
第16回平戸市民生涯学習講演会
夢と人生

元金メダリスト監督
宇津木　妙子

ふれあいC夢
H

180人

36 平成26年2月15日(土)

第17回平戸市民生涯学習講演会
人生いろどりいきいき働く元気なまちづ
くり

㈱いろどり代表
横石　知二

ふれあいC夢
H

180人

37 平成27年2月11日(水)
第18回平戸市民生涯学習講演会
夢を追いかけて･･･

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ内村Shuﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ
内村　周子

田平町民C 250人

38 平成27年3月15日(日)
第19回平戸市民生涯学習講演会
ネットに奪われる子どもたち

NPO法人子どもとメディア
専務理事　古野　陽一

文化C中H 120人

39 平成27年９月13日(日)

第20回平戸市民生涯学習講演会
ふるさと納税日本一にふさわしい”市民
に愛される図書館”を目指して

ノンフィクション作家
柳田　邦男

文化C中H 240人

40 平成27年11月21日(土)

第21回平戸市民生涯学習講演会
「吉田松陰と平戸」～吉田松陰は平戸で
何を学んだのか～

人間環境大学教授
川口　雅昭

文化C中H 230人

28 41 平成28年10月25日(火)
第22回平戸市民生涯学習講演会
「山,海,空とセンサと」

栗林　慧氏　他５名 文化C大H 427人 427人

19 750人

20 1,480人

22 410人

23 470人

24 2,320人

計 7,681人

25 610人

26 370人

27 470人

※№1～19 は、平成 18 年度以前に開催したもの。 
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○生涯学習とは 

それぞれが自発的な意思に基づき、内容や方法を自らが選択しながら、生涯

を通じて人間力、社会力、職業力を高めるために行う学習。 

人々は、自己の充実や生活の向上などを目指して、様々な学習の機会を求め

ています。 

生涯学習は、学校や地域で組織的に行われる学習活動だけでなく、個人で行

う学習等、あらゆる学習を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生涯学習社会とは 

学齢期だけでなく、生涯にわたって学習できるような体制を整え、多くの市

民が学習を実践している社会。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

《生涯学習社会の定義》 

人々が、生涯のいつでも、自由に学習機会を選択し学ぶことができ、

その成果を適切に評価される社会。 

（平成４年生涯学習審議会答申） 

①生涯学習は、生活の向上、職業上の能力の向上や、自己の充実を目指

し、各人が自発的意思に基づいて行うことを基本とするものである。 

②生涯学習は、必要に応じ、可能なかぎり自己に適した手段及び方法を自

ら選びながら生涯を通じて行うものである。 

③生涯学習は、学校や社会の中で意図的、組織的な学習活動として行われ

るだけでなく、人々のスポーツ活動、文化活動、趣味、レクリエーショ

ン活動、ボランティア活動などの中でも行われるものである。 

（平成２年中央教育審議会答申） 
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             中央教育審議会 生涯学習部会(第 85 回)資料より 

 

生涯学習振興の経緯等について 

 

生涯学習社会の実現は、「個性重視の原則国際」、「国際化、情報化などの変化

への対応」と並び、臨時教育審議会（昭和 59 年～62 年）で打ち出された教育改

革の基本理念の一つ。 

文部科学省（旧文部省）は、昭和 63 年に生涯学習局を設置し、平成２年に制

定した「生涯学習振興法」や同法の規定により設置された生涯学習審議会の答申

等に基づき、生涯学習社会の実現に向けた基盤整備に努力。（平成 13 年の省庁再

編に伴い、生涯学習審議会は、中央教育審議会に統合され、生涯学習分科会とし

て設置。） 

平成 18 年に教育基本法が改正され、第３条に新たに「生涯学習の理念」を規

定。 

 

年月 事項 

明治５年 ◇「学制」発布 

 

大正13年12月 ◇社会教育課を設置 

 

昭和４年７月 ◇社会教育局を新設 

 

昭和22年３月 ◇「旧教育基本法」制定 

◇「学校教育法」制定 

昭和24年６月 ◇「社会教育法」制定 

 

昭和40年 ◇年ユネスコの会議において、「生涯教育」の必要性・重要性

を提示 

昭和46年５月 ◇「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方につい

て」答申（社会教育審議会） 

昭和56年６月 ◇「生涯教育について」答申（中央教育審議会） 

 

昭和59年～62年 ◇臨時教育審議会が４次にわたる答申で「生涯学習体系への移

行」等を提言 

昭和63年７月 ◇社会教育局を改変し生涯学習局を設置 

 

平成２年１月 ◇「生涯学習の基盤整備について」答申（中央教育審議会） 

◇「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する

法律」制定 
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年月 事項 

平成２年８月 ◇生涯学習審議会の発足 

 

平成４年７月 ◇「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策につい

て」答申 

平成８年４月 ◇「地域における生涯学習機会の充実方策について」答申 

 

平成９年３月 ◇「生涯学習の成果を生かすための方策について」審議の概要 

 

平成10年９月 ◇「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方につい

て」答申 

平成11年６月 ◇「生活体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ」答申 

◇「学習の成果を幅広く生かす」答申 

平成12年11月 

 

◇「新しい情報通信技術を活用した生涯学習の推進方策につい

て」答申 

平成13年１月 

 

◇中央教育審議会生涯学習分科会の発足 

平成14年７月 ◇「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について」答申 

 

平成15年３月 ◇「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の

在り方について」答申 

平成16年３月 

 

◇「今後の生涯学習の振興方策について」審議経過の報告 

平成18年12月 ◇「教育基本法」改正 

 

平成20年２月 ◇「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の

循環型社会の構築を目指して～ 」（答申） 

平成20年７月  ◇「第１期教育振興基本計画」閣議決定 

 

平成23年１月 ◇「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方につ

いて」答申 

平成25年１月 ◇「第６期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整

理」取りまとめ 

平成25年６月 

 

◇「第２期教育振興基本計画」閣議決定 

 

平成25年９月 

 

◇「社会教育推進体制の在り方に関するﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟにおける

審議の整理」取りまとめ 
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年月 事項 

平成26年６月 ◇「子供たちの豊かな学びのための放課後・土曜日の教育環境

づくり～“あったらいいな”を実現する夢の教育～」取りま

とめ 

平成27年 4 月 ◇「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の

連携・協働の在り方について」、「個人の能力と可能性を開花

させ、全員参加による課題解決社会を実現するための教育の

多様化と質保証の在り方について」諮問 

平成27年12月 ◇「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の

連携・協働の在り方について」答申 

平成28年５月 

 

◇「個人の能力と可能性を開花させ、全員参加による課題解決

社会を実現するための教育の多様化と質保証の在り方につい

て」答申 
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平戸市生涯学習推進本部要綱 

（設置） 

第１条 希望に満ちた 21 世紀を迎え、市民が、生涯のいつでも、自由に学習機会

を選択して学ぶことができ、学習した成果が活かされ、適切に評価されるよう、

生涯学習に関する施策を策定し、その施策を総合的かつ円滑に実施するため、平

戸市生涯学習推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（職務） 

第２条 推進本部の職務は、次のとおりとする。 

(１) 生涯学習に関する施策の総合的な企画及び推進に関すること。 

(２) 生涯学習関連事業に係る連絡調整に関すること。 

(３) 生涯学習の奨励及び普及に関すること。 

(４) その他生涯学習の推進に係る重要事項に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充て、本部員は市職員

の中から市長が指名する。 

３ 推進本部の円滑な運営と施策の効率的な推進を図るため、推進本部に幹事会を

置く。 

（本部長） 

第４条 本部長は、推進本部を代表し、その事務を総括する。 

２ 本部長に事故あるとき又は欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部

長がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長とな

る。 

２ 本部長は、必要と認めるときは、会議に学識経験者、関係者等の出席を求め、

その意見を聴くことができる。 

（幹事会） 

第６条 幹事会の職務は、次のとおりとする。 

(１) 生涯学習推進施策を実施するための調査研究及び連絡調整 

(２) 生涯学習関連情報の収集及び交換 

(３) その他本部長から指示された事項の処理 

２ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長は幹事の中から本部長が指名した者を、幹事は各課が生涯学習の担当者

として指名した者をもって充てる。 

４ 幹事会の会議は、必要に応じ幹事長が招集し、幹事長がその議長となる。 

（庶務） 

第７条 推進本部及び幹事会の庶務は、生涯学習課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
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平戸市生涯学習推進会議要綱 

（設置） 

第１条 平戸市は、市民の皆さんが、生涯のいつでも、自由に学習機会を選択して

学ぶことができ、学習した成果が活かされ、適切に評価される社会、いわゆる生

涯学習社会の実現を目指すため、平戸市生涯学習推進会議（以下「推進会議」と

いう。）を設置する。 

（職務） 

第２条 推進会議の職務は、次のとおりとする。 

(１) 市に対して生涯学習に関する意見を述べること。 

(２) 生涯学習関連事業を検討協議すること。 

(３) 生涯学習の奨励及び普及に関する検討を行うこと。 

(４) その他生涯学習の推進に必要な事項を協議すること。 

（組織） 

第３条 推進会議は、委員 15 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、生涯学習について優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱す

る。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 推進会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の中から互選する。 

３ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

４ 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。 

（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、生涯学習課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
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生涯学習都市宣言 
 

 

わたくしたち平戸市民は 

 

自然の恵みと海外との交流で栄えた歴史に誇りをもち 

 

生涯にわたり楽しく学び 

 

こころ豊かな人生を過ごすため 

 

「学んでみよう そこには新しいあなたと まちキラリ」 

 

をスローガンに 

 

夢とゆとりをもって生き生きと暮らし ともに支えあい 

 

活力と温かみのあるまちの実現を目指して 

 

ここに平戸市を「生涯学習都市」とすることを宣言します 

 

 


