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伊藤進議員 

第１標題「本市における教育振興基本計画とコミュニティスクールについて」 

１回目の質問 

 只今、議長より許可をいただきましたので、令和４年３月定例会におきまして第１

標題、本市における教育振興基本計画とコミュニティスクールについて第２標題、生

涯学習について質問をさせていただきます。 

 それでは、第一標題、本市における教育振興基本計画とコミュニティスクールにつ

いてお伺いいたします。 

 教育基本法は、日本国憲法の精神に則り、わが国の未来を切り開く教育の基本を確

立し、その振興を図るため制定されました。第１条では、教育の目的を「人格の完成

を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身とも

に健康な国民の育成を期して行われなければならない」と規定しており、地方公共団

体の役割は、法の目的に則り「その地域における教育の振興を図るため、その実情に

応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない」と第 16 条第３項に規定

しています。また平成 18 年の法改正により、国は「教育の振興に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針、及

び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画である教育振興基本計画を

定める」ことが第 17 条で規定され、地方公共団体は「前項の計画を参酌し、その地域

の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な

計画を定めるよう努めなければならない」と同条第 2 項で規定しています。 

本市においては、令和２年３月に富士吉田市教育大綱が「地方教育行政の組織及び運

営に関する法律」第１条の３の規定に基づき策定されています。この教育大綱の「は

じめに」の文章には、「教育大綱の期間は令和２年４月１日からとし、社会情勢の変化

等を踏まえ、教育委員会と協議の上、必要に応じて見直しを行います」とあります。 

 人口減少社会における活力の維持・向上、グローバル時代を生き抜く力の育成、持

続可能な社会を実現するための創意工夫など、将来を見据えた教育の方向性を明らか

にし、教育大綱に記載するべきだと考えますが、執行者の見解をお聞かせください。

また新たに本市の教育振興基本計画を作成し、５年後 10 年後の教育政策の目標と施

策群のビジョンを描くべきだと考えますが、見解をお聞かせください。 
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 次に私が令和元年 12 月定例会にて一般質問をしましたコミュニティスクールにつ

いてお伺いします。コミュニティスクールとは、保護者や地域住民が一定の権限と責

任をもって学校運営に参加することで、育てたい子ども像、目指すべき教育ビジョン

を共有し、目標の実現に向けて協働する仕組みのある学校であり「地域とともにある

学校づくり」をする学校を言います。質問をした当時は、本市においては吉田小学校

がコミュニティスクールの仕組みを取り入れているとのことでした。今後、他の小中

学校へのコミュニティスクール導入を検討するとご答弁をいただきましたが、現在、

本市の小中学校へのコミュニティスクール導入の状況をお聞かせください。 

 以上第１標題、１回目の質問とさせていただきます。 

 

 

１回目の市長答弁 

 伊藤進議員の本市における教育振興基本計画とコミュニティスクールについての御

質問にお答えいたします。 

 まず、将来を見据えた教育の方向性を明らかにし、教育大綱に記載することについ

てでありますが、教育大綱とは地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総

合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものであります。 

 富士吉田市教育大綱につきましては、富士吉田市総合計画と整合性を図る中で策定

しており、伊藤議員御発言の「人口減少社会における活力の維持・向上」、「グローバ

ル時代を生き抜く力の育成」、「持続可能な社会を実現するための創意工夫」等は、平

成 28 年に富士吉田市教育大綱を策定した当初からの理念としております。そのため

の実践として、キャリア教育の実施、全小中学校へＡＬＴを配置しての国際理解教育、

ＳＤＧｓが目指す「誰一人取り残さない社会の実現」のために、特別支援員や総合教

育支援員を配置するなど、富士吉田市教育大綱の理念を実現するための教育施策を積

極的に展開しております。 

 次に、教育振興基本計画の策定についてでありますが、教育基本法においてその地

域の実情に応じ、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めな

ければならないとされております。 

 本市におきましては、昭和 60 年に富士山教育憲章を制定し、富士山教育憲章には教

育基本法の目的である「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者
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として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」についても包括されている

ことから、「富士山教育憲章」を本市の教育行政の指針としているところであります。 

 また、富士吉田市総合計画の中の「心豊かな人を育む教育・文化・スポーツの充実」

の実現に向けて各種施策を実施し、教育基本法の目的及び富士山教育憲章の理念実現

に向けて邁進しているところであります。 

 したがいまして、本市におきましては、富士山教育憲章の理念を実現するため、富

士吉田市総合計画を施策実現の主体とし、教育行政を推進していることから、現時点

においては教育振興基本計画の策定は考えておりません。 

 次の、本市の小中学校へのコミュニティスクールの導入状況につきましては、教育

部長をして、答弁いたさせます。 

 以上、私からの答弁といたします。 

 

≪教育部長答弁≫ 

 伊藤進議員の御質問にお答えいたします。 

 本市の小中学校へのコミュニティスクールの導入状況についてでありますが、現在

コミュニティスクールが設置されている市内の学校は吉田小学校のみであります。令

和元年 12 月定例会における一般質問で答弁申し上げましたとおり、他の小中学校へ

の導入を随時検討していく予定でありましたが、時を同じくして発生した新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受け、学校生活の様式を見直しせざるを得ず、現在は、感染

防止対策を最優先とし注力している状況であります。このことから、他の小中学校へ

のコミュニティスクールの導入検討が遅れている状況でございます。 

 しかしながら、下吉田第一小学校においては、本市が推進している郷土愛醸成事業

において、ＮＰＯ法人の指導の下、地域と学校が共に課題解決に向けての取組を行う

など、コミュニティスクールの「学校と地域が共に子どもたちを育て、共に地域を創

る」という理念と同様にこれらの実現に向けて推進しているところであります。 

 なお、新型コロナウイルス感染症終息後につきましては、環境が整い次第、他の小

中学校におきましても、コミュニティスクールの導入について順次検討してまいりた

いと考えております。 

 以上、答弁といたします。 
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２回目の質問 

 第１標題 本市における教育振興基本計画とコミュニティスクールについて２回目

の質問をさせていただきます。 

 文部科学省による平成 30 年６月 15 日閣議決定の第３回教育振興基本計画をみます

と、超スマート社会（ソサエティ 5.0）時代の到来に対応した教育が必要だとされて

います。ソサエティ５．０とは、内閣府が提唱するテクノロジーを活用した社会の仕

組みを構築することを言います。ソサエティ 5.0 の実現を目指すには、人材育成が何

よりも重要であり、教育の必要性が求められています。新しい社会としてのソサエテ

ィ 5.0 では、従来の情報中心の社会で実施してきた教育とは違った観点での教育が必

要になってきています。次の世代の人たちが最新テクノロジーを活用して、よりよい

社会にしていくためには、学校教育から見直していく必要があります。従来の授業ス

タイルではなく読解力の基礎的学力を確実に習得しながら、最新テクノロジーとの共

存を目指すことが重要視され、それには科学的に思考・吟味し、活用する力や価値を

見つけ、生み出す感性と力、好奇心・探求力が必要になってくると考えます。AI（人

工知能）、IoT（モノのインターネット）、ロボットなど ICT（情報通信技術）を活用し

た環境を整えることは、新学習指導要領の理念にもなっています。子どもたちが将来

生きる社会は、激動の時代が予想されます。子どもたちの 65％は、大学卒業後、今は

存在していない職業に就くともいわれています。こうした激動の時代を豊かに生き、

未来を開拓する多様な人材を育成するためには、誰もが人間ならではの可能性を最大

化していくこと、そして誰もが身に付けた力を生かして、それぞれの夢に向い志を立

てて、頑張ることができるよう「チャンス」を最大化していくことが必要だと考えま

す。 

 教育振興基本計画の策定を現時点では考えていないとご答弁をいただきましたが、

全国では平成 31 年３月 31 日時点で 1,421 の市区町村の教育委員会、率にして 82.7％

が策定済みとし、多くの自治体が新時代を見据えた次世代の教育政策を推進していま

す。ソサエティ 5.0 を見据え基礎的読解力、数学的思考力などの基盤的な学力や情報

活用能力を児童生徒が習得できるよう、５年後 10 年後の教育政策の目標と施策のビ

ジョンを具体的に示すべきだと考えますが、執行者の見解をお聞かせください。 
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 次にコミュニティスクールについてですが、新型コロナウイルス感染症の影響で導

入が遅れている状況であるとご答弁いただきました。また今後についても、新型コロ

ナウイルス感染症の終息後には、導入を検討していくと前向きな答弁をいただきまし

た。しかしながら、コロナ禍であるからこそ活動はできないが、コロナ禍が明けた後

に活動ができるように体制づくりを行い、協力できる地域の方や保護者の方としっか

りと熟議をしていくことが大切だと考えます。またコミュニティスクールの先進事例

も学びながら、現場の教職員や管理職の理解を得ることも重要であります。学校の先

生方が、良い実践を見て子供たちにとってコミュニティスクールの仕組みの効果があ

ることがわかれば、考え方も変わってきます。そのためにはまず、教育委員会が視察

等を行うことが重要であると考えます。執行者の見解をお聞かせください。 

 以上、第１標題２回目の質問とさせていただきます。 

 

 

２回目の市長答弁 

 伊藤議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、本市における教育振興基本計画についてでありますが、Society5.0 を生きる

児童生徒には、一人一人の多様性や個性をいかせる個別最適化された学びの場や創造

性を育む学びの場を創設することが重要であります。 

 ＧＩＧＡスクール構想もそのうちの一つであり、「情報活用能力の育成」や「ＩＣＴ

を活用した学習活動の充実」等は本市においても推進しているところでありますが、

ＩＣＴの活用は手段であり、目的ではないことに注意しなければなりません。教育は、

児童生徒と教職員の対面による心の通じ合う授業があくまでも基本であり重要である

と考えております。特に、雄大な富士の麓に富士吉田市民として生まれ育ち、生活し

ていく上で、本市独自の「富士山教育憲章」は、本市の地域性を踏まえた教育の礎で

あると考えております。そして、富士山教育憲章の理念を具現化するために、学校教

育はもとより、社会教育を含めた市民総参加による教育活動を通じて、各小中学校に

おいて、本市独自の富士山教育を実施しております。 

 一方で、教育振興基本計画の国内における策定率が高いことは承知しております。

しかしながら、本市においては、今後につきましても「富士吉田市総合計画」、「富士
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山教育憲章」、「富士吉田市教育大綱」を教育の３本柱とし、国が示している教育基本

計画等を踏まえた教育行政を展開してまいりたいと考えております。 

 次の、コミュニティスクールについての御質問につきましては、教育部長をして答

弁いたさせます。 

 以上、私からの答弁といたします。 

 

≪教育部長答弁≫ 

 伊藤議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 コミュニティスクールについてでありますが、各学校や地域の実情に照らし合わせ、

学校に負担のかからない柔軟な方法で導入を目指しているところであります。 

 また、先ほども答弁申し上げましたとおり、下吉田第一小学校における地域と学校

の取組は、正にコミュニティスクールの仕組みを実践しているものであります。 

なお、本市の取組と比較検討し、よりよい内容にするため、先進地視察研修の実施に

つきましても、今後検討してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

３回目の質問 

第１標題 ３回目の質問をさせていただきます。 

 先日私は、社会教育士の資格を得るための講習に参加してきました。社会教育士と

は、文部科学省が認定する「称号」で、従来からある「社会教育主事制度」を拡張す

る形で、令和２年度から始まりました。社会教育の制度や仕組み、基礎的な知識に加

えファシリテーション能力やプレゼンテーション能力、コーディネート能力などの専

門性のある課程や講習を学ぶものです。生涯学習概論や社会教育経営論など 20 日間

にわたり、８単位を修得するものですが、新型コロナウイルス感染症の影響で前半は、

インターネットによるオンライン講習で行われ、後半は演習などの必要があるため、

長野県塩尻市にて 10 日間の対面授業で行われました。前半のオンライン講習では、学

校教育、生涯学習、公民館の活動など先進的な自治体の実践を学びました。後半の講

義では、実際に他の受講生とグループワークを行い、地域の課題解決に向けた分析シ

ートを作成しました。その中で特に印象に残ったのは、長野県飯田市の教育振興基本
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計画に関する取り組みでした。飯田市では、2017 年度から 2028 年度の 12 年間を前

期、中期、後期の４年間ずつに分け、重点目標とアクションプログラムを具体的に組

み、前期 2017 年度から 2020 年度の振り返りを行い、昨今の教育を取り巻く環境の変

化を考慮して、教育政策事業の追加や改定を行っています。 

 本市においては、今後についても「富士吉田市総合計画」「富士山教育憲章」「富士

吉田市教育大綱」を教育の３本柱として教育行政を展開していくとご答弁をいただき

ました。世界文化遺産に登録された雄大な富士山から日々、恩恵を受ける富士吉田市

民にとっては、まさに教育基本法第２条に規定された教育目標の礎として大切である

ことは、私も十分承知しているところです。 

 第６次富士吉田市総合計画では、2018 年度から 2027 年度を計画の対象としていま

す。この中において、もしくは、必要に応じて見直しを行うとされている「富士吉田

市教育大綱」において、学校教育については、富士山教育の趣旨を踏まえながら目指

すべき教育ビジョンの実現を図るため、年度を設定し、前期、中期、後期と重点目標

とアクションプログラムを具体的に組み、郷土を愛し誇りを持ち、将来の富士吉田市

を担う素晴らしい人材となるよう児童、生徒の育成をするための計画づくりを要望し

ます。 

 執行者の見解をお聞かせください。 

以上第１標題、３回目の質問とさせていただきます。 

 

 

３回目の市長答弁 

 伊藤議員の３回目の御質問にお答えいたします。 

 先ほど答弁申し上げましたとおり、教育大綱につきましては、地方公共団体の教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方

針を定めるものであります。そのため、教育大綱に細かなアクションプログラムを設

けることは、教育大綱策定の趣旨にそぐわないものと考えます。 

 なお、教育行政につきましては、「第６次富士吉田市総合計画」に基づき、様々な施

策を展開しているところでありますが、この総合計画は策定から５年を迎えることに

より、令和４年度において見直しを行うこととなっております。 
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 したがいまして、地域の実情や教育現場を取り巻く状況を踏まえ、郷土愛を醸成し

ながら、児童生徒の人材育成につなげられるよう見直しを図ってまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

第２標題「生涯学習について」 

１回目の質問 

 第２標題 生涯学習について質問をさせていただきます。 

 生涯教育の考え方は、昭和 40 年のユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の成人教

育に関する会議において初めて提案されて以来、国際的に普及してきました。 

 わが国では、昭和 41 年中央教育審議会（以下、「中教審」とします）が後期中等教

育の拡充整備について答申した際に、学校中心の教育観にとらわれて、社会の諸領域

における、一生を通じての教育を見失ってはならないと生涯教育の考え方を示してい

ます。 

 さらに、昭和 46 年の社会教育審議会の「急激な社会構造の変化に対処する社会教育

の在り方について」の答申において、家庭教育、学校教育、社会教育の三者が有機的

関係を見失い、学校教育だけに過度の負担や期待をかける傾向もあるとして、あらゆ

る教育は、生涯教育の観点から再検討を迫られているとの指摘が行われました。また

OECD（経済協力開発機構）も昭和 48 年「リカレント教育―生涯学習のための戦略―」

の報告書をまとめ、リカレント教育（学び直し）の必要性を提言しました。 

 このような経緯を踏まえ、昭和 56 年中教審は「生涯教育について」の答申の中で、

初めて本格的に「生涯学習」の考え方を取り上げました。教育基本法第３条において

は、生涯学習の理念として「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送る

ことができるようにその生涯にわたって、あらゆる機会にあらゆる場所において学習

することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければ

ならない」と規定されています。 

 今日、人生 100 年時代を迎え、また社会が複雑化・成熟化したことにより、人々は

絶えず新たな知識・技術を習得していく必要性を強く感じ、豊かで充実した人生を送

るためには、生涯学習に取り組むことが不可欠となってきていると言えるでしょう。

また人々は学習することで新しい可能性を見つけ、新たな自己を発見する喜びを体験
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することもでき、生涯学習に取り組むことで、地域の課題解決の一助とすることもで

きるでしょう。そこでまず初めにお聞きしたいのは、堀内市長は生涯学習に関してど

のような見解をお持ちかお聞かせください。 

 本市においては、平成元年から開設している富士の里市民大学をはじめ富士山自遊

大学、家庭教育学級、そして私もギター教室の講師を務めさせて戴いている富士山ジ

ュニアカレッジなど、様々なコンテンツで市民のニーズに対応をしていると承知して

おります。今後におきましても人口減少や高齢化をはじめとする急速な社会経済環境

の変化や取り組むべき課題の複雑化の中にあって、市民の主体的な参加による持続可

能な社会づくり、地域づくりにむけて生涯学習は、これまで以上にその役割を果たす

ことが期待されています。 

 第６次富士吉田市総合計画の社会教育の推進施策によると「参加者の学習ニーズに

考慮した事業や既存の枠組みにとらわれない多種多様な講座の展開、参加者の拡充や

受講率の向上に努める」とありますが、具体的にどのようなカリキュラムで対応をし

ていくのか、執行者の見解を聞かせください。 

 また中教審平成元年６月の「生涯学習に関する小委員会」では、地域の生涯学習の

中心機関となる「生涯学習センター」の開設を奨励することとしています。本市には、

富士の里市民大学などが開催される富士吉田市民会館や中央コミュニティセンター富

楽時など、充実した公民館的なコミュニティセンターがありますが、「生涯学習センタ

ー」という名称を付けた施設はないかと思います。新たに施設の建設をすることは望

みませんが、今ある施設に生涯学習を市民の皆様に今まで以上にアピールするために

も、市民会館や「富楽時」に補足的な名称として「生涯学習センター」とつけるべき

だと考えますが、執行者の見解をお聞かせください。 

 以上、第２標題１回目の質問といたします。 

 

 

１回目の市長答弁 

 生涯学習についての御質問にお答えいたします。 

 まず、生涯学習についての考え方、必要性についてでありますが、伊藤議員御発言

のとおり教育基本法には生涯学習の理念が規定されており、私も生涯学習の必要性及

び重要性等については事業の執行者として、しっかり認識しております。このことか
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ら、生涯学習環境を充実し、多くの市民の方々が生涯におけるあらゆる時期において、

学習することができるよう環境整備を図ることは、心豊かな人生を拓くこと、充実し

た時間を送ることにつながるものと考えております。 

 また、高齢化や都市化が進む今日において生涯学習の環境等を充実させることは、

単に学習の機会を創出するということにとどまらず、コミュニティの形成や人と人と

のつながりを育む場、さらには生きがいづくりの場を提供することにもつながること

から、明るく健やかな地域社会を築くために生涯学習が果たす役割は極めて大きいも

のであると考えております。 

 次の、第６次富士吉田市総合計画の社会教育の推進施策による具体的な事業展開に

ついての御質問につきましては、後ほど、教育部長をして答弁いたさせます。 

 次に、公的な文化施設に補足的な名称として生涯学習センターの名称をつけること

についてでありますが、現在の市民会館については平成 23 年のリニューアルオープ

ン以降、多くの市民を始めとする文化活動を行う皆様に親しまれ御利用いただいてお

ります。 

 市民会館や富楽時においては、名称が定着している現状に加え、指定管理者による

施設運営の中で民間企業を含む様々な利用実態もあります。さらに、富楽時は老人福

祉センターとしての位置付けもあることから、現時点においては補足的な名称をつけ

ることは考えておりません。 

 また、生涯学習のアピールという点に関しましては、現在も各種事業において広報

紙を始めＣＡＴＶ富士五湖やエフエムふじごこ、ＳＮＳなど、世代に応じた形で様々

な媒体を活用し積極的に実施しておりますので、今後におきましてもこれらの媒体を

活用する中で継続してアピールしてまいります。 

 以上、私からの答弁といたします。 

 

≪教育部長答弁≫ 

 伊藤進議員の御質問にお答えいたします。 

 第６次富士吉田市総合計画の社会教育の推進施策による具体的な事業展開について

でありますが、本市においては、生涯におけるあらゆる時期に応じた学習事業として、

子育て世代を対象とした「家庭教育学級」、児童や生徒を対象とした「富士山ジュニア
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カレッジ」、成人者向けの「富士の里市民大学」、さらには 65 歳以上の高齢者を対象と

する「寿教室」を実施しております。 

 また、地区自治会と連携して実施している社会学級や成人学級事業、一般財団法人

富士吉田文化振興協会が主催する「富士山自遊大学」など、地域住民のニーズに沿っ

た講座開催への支援を実施しております。 

 今後におきましても、社会情勢の変化に素早く対応し、多様化する住民の声に耳を

傾けるとともに、参加者アンケートなどを通じて的確なニーズの把握に努め、社会教

育委員及び富士吉田市文化協会など関係団体の協力を得る中で、社会教育を推進して

まいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

２回目の質問 

 第２標題 生涯学習について２回目の質問をさせていただきます。 

 先進的な自治体では、生涯学習の充実・地域の生涯学習の活発化・行政と住民の協

働を推進させるためにも人材の育成が重要であると考え、生涯学習推進員の育成に取

り組んでいます。こうした住民の人材育成として生涯学習コーディネーター、サポー

ター、リーダーなど名称は様々ありますが、各自治体の特徴を生かして行っています。

多様な学習ニーズに応えるサービスの充実を一層進めると共に、図書館や博物館、コ

ミュニティセンターなどの社会教育施設を情報の発信源や学びの場の拠点として有効

に活用することで、誰もが生涯を通して学び続けることのできる学習環境の実現のた

めにも、本市においても住民のご協力をいただきながら、生涯学習推進員の育成をし

ていくべきだと考えますが、執行者の見解をお聞かせください。 

 本市には、昭和大学富士吉田キャンパスがあります。2015 年 11 月には「包括的連

携協力に関する協定」を締結しております。本市と昭和大学の特性と資源を活用し、

地域の課題解決や活性化に向けて、協働した市民へのハイブリッド配信なども活用し

た公開講座や新型コロナウイルス感染症に対しても、メディア等に多く取り上げられ

ている客員教授の方の公開講座など、生涯学習のカリキュラムとして開催していただ

きたいと考えます。執行者の見解をお聞かせください。 



12 
 

 また学びの成果を誰もが発揮できる活動の場を構築することで、生涯学習で得た知

識や成果を積極的に地域社会に活かせる機会や仕組みづくりを進めていくことも大切

であると考えます。計画（Plan）を実施（Do）することにより、評価（Check）し改善

（Action）を図る PDCA サイクルを確立するための生涯学習振興推進計画の策定を要

望しますが、執行者の見解をお聞かせください。 

 以上、第２標題 ２回目の質問とさせていただきます。 

 

 

２回目の答弁≪教育部長答弁≫ 

 伊藤議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、生涯学習推進員の育成についてでありますが、本市で実施している生涯学習

事業の社会学級や富士山ジュニアカレッジ、寿教室、さらに、一般財団法人富士吉田

文化振興協会による富士山自遊大学などの運営においては、主に知識や技術を持った

市民の方々に講師として参画していただき、学びの場を創設しているところであり、

学びで得た知識や成果を社会に還元するシステムの構築が、持続可能な地域づくりや

生涯学習環境の整備、生涯学習推進員の育成につながるものと認識しております。 

 したがいまして、今後も市民協働、市民参画の考えを基に、生涯学習事業の充実や

積極的な推進に努めてまいります。 

 次に、昭和大学の特性をいかした事業の展開についてでありますが、本市において

は 20 年以上前から公開講座事業を継続的に実施しており、本年度は、６月に「オリン

ピックの起源と本質」、12 月には「新型コロナウイルス感染 これまでにわかったこ

と、これから予想されること」などをテーマにＣＡＴＶ富士五湖を活用して実施した

ところであります。 

 さらには、包括連携協定の下、既に医療や福祉、健康に関連する分野など、多方面

にわたる連携事業を展開しており、今後におきましても引き続き、昭和大学ならでは

の特性と資源を活用し、かつ、社会情勢に注視しながら、時代に即した各種事業を推

進してまいります。 

 次に、ＰＤＣＡサイクルを確立するための生涯学習振興推進計画の策定についてで

ありますが、現在、生涯学習事業は教育委員会及び社会教育委員、社会教育指導員を

含めた体制を主軸に展開しております。 
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 社会教育委員においては、社会教育活動全般にわたる御提言をいただくとともに、

例年定例会を複数回開催しており、年度当初の定例会ではその年度の基本方針や重点

目標等の設定、年度末の定例会においては各種事業の実績を踏まえた評価、検証など

を行った上で次年度の取組に反映させる流れとなっており、ＰＤＣＡサイクルを取り

入れた運営を行っております。 

 したがいまして、現時点では生涯学習振興推進計画の策定は考えておりませんが、

今後も社会教育委員を中心に関係機関と協働し、自治会や市民に参画していただく中

で生涯学習活動の推進に努めてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

 

「締めの言葉」 

 教育基本法の前文には、我々日本国民は弛まぬ努力によって築いてきた民主的で文

化的な国家を発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを

実現するため、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期し、教育を推進すると

あります。 

 平和な世界を脅かす紛争や貧困の解決に教育の大切さが叫ばれています。 

今後も市民と行政のファシリテーター役として議員活動を続けて参ります。 

 ご清聴ありがとうございました。 


