
Ｎｏ． 該当箇所 意見内容 対応

1
はじめに・理
念

家庭や地域、社会といった言葉が出てくるが、伝えたいことは理解できるが、具体的なイメー
ジがすんなりと合致しないため、表現の統一をしてほしい。

該当する箇所の表現について、より具体的な表現に改めました。

2 理念

いつでも、どこでもまなびとありますが、「誰でも」の発想は貧弱ではないでしょうか。
年齢や性別に関係なくまた、障害についても必要に応じて支援を受けながら可能にしていく考
えが弱いように感じました。ＵＤな発想とは言えないですし、「世界に輝く静岡」からは程遠
いと感じました。

誰もが学べる生涯学習環境の整備については、基本指針①にて示
しております。今後の取組みにおいても、学習環境におけるユニ
バーサルデザインの発想を取り入れ、より充実したものとしてい
きます。

3 基本指針
本プランは静岡市の生涯学習政策の方針を表明するものであるため、基本指針の主語が市民と
しての「わたし」であるところに不一致を感じ、違和感があります。

基本指針は、行政の取組みのみを表明するものではありません。
市民が主体的に学び実践していく生涯学習を、行政を筆頭に各機
関が支援していくための指針となりますので、市民を主体とした
表現としております。

4 基本指針①

生涯学習を知らない人にも生涯学習というものがなんなのか、静岡市がどのような理念を掲げ
ているのか図を用いて書かれており、わかりやすかったです。しかし、具体的にどのように
行っていくのかということがわからず、「開かれた生涯学習の環境」をつくるために静岡市は
どのようなことを行えば達成できると考えているのか、また、このような機会をつくるために
どのような機会を提供しようと考えているのかがあれば教えていただきたいです。

誰もに開かれた生涯学習の環境のために、静岡市ではさまざまな
学習機会の提供や、学ぶうえで障害となるものを除くためのサー
ビス（目の見えない人のために図書を朗読し、録音したものを貸
し出す録音図書サービス等）を展開していきます。具体的な施策
については、推進計画において示しています。

5 基本指針②
指針において示していることに共感はできるが「ゆるやかなつながり」という言葉が抽象的に
思えた。括弧書きで「ゆるやかなつながり」とある以上具体性があるとより強く共感できると
思う。

「ゆるやかなつながり」に説明を加えました。
【修正】学びの場で生まれるつながりは、自由で流動的な「ゆる
やかなつながり」といえ、私たちの暮らしをより豊かにしてくれ
ます。

6 基本指針③
前期推進計画は良い内容だと思うが、基本指針③については、地域の活動の基本である各町の
自治会関係の行事及び仕事に積極的に加わり、地域にかかわることで得られることを記載した
方がよいと思った。

地域活動と生涯学習の関わりについては、答申においても詳細に
言及しております。いただきましたご意見は、今後の地域との関
わりや、取組みにおいて参考にさせていただきます。

7
生涯学習推進
の基本的な方
向性

９ページの図がわかりにくい。２×２マトリックス、縦軸の実践性と横軸の協働性の矢印、さ
らにはそれを支える基盤、学びのサイクルと、４つの要素や情報が盛り込まれているため、一
見してわかりにくい図となっている。８ページと行きつ戻りつして読み返さないと理解が難し
かった。情報をおさえて、単純な図にしたほうがわかりやすい。

表中のそれぞれのマトリックスに、「自己学習」「自己実現」な
どキーワードとなる言葉を入れ、一瞥してわかるよう修正しまし
た。

8
８年後の目指
す姿

この後のページを読まないと、なぜ８年後なのかがわからない。ただし書きとして、この大綱
は８年間を推進期間としていますなど入れた方が良い。

「推進期間」と「８年後の目指す姿」の構成の順番を入れ替えま
した。

9
8年後の目指す
姿

理念も指針も読んでいて頭にはいりやすかったが、今回の生涯学習推進大綱の落としどころと
なる「８年後の目指す姿」である「いつでも、どこでも学び、学んだ成果を活かすことのでき
るまち」というキャッチフレーズが、きれいに、うまくまとまりすぎていて、抽象的に感じ
た。指針で強く打ち出した「わたしの学びを今ここにいる社会に役立てる」といった意気込み
が弱くなり、メッセージ性が薄れたように感じた。

「８年後の目指す姿」は、「理念」を実現したまちの姿となりま
すので「理念」と表現を統一しております。「理念」「８年後の
目指す姿」をより具体的に示したものが基本指針となります。

10
生涯学習推進
体制

「地域団体」と「高等教育機関」の文言の位置を交換する方がわかりやすいのではないでしょ
うか。学校教育との連携や社会教育との支援関係が解りやすくなると思います。

図中において位置関係を修正しました。

11
生涯学習推進
体制

新しい生涯学習ネットワークの図があるのですが、様々な連携先や支援先が描かれておりわか
りやすかったです。しかし、ネットワークがより機能するための具体的内容があまり書かれて
いなかったように感じました。そのため、連携の仕方の具体案などがあるとよりわかりやすく
伝わると思いました。図の書き方としては、今までのネットワークの図と、新しいネットワー
クの図があると比較がしやすいのではないかと思いました。その方が改善された部分のネット
ワークの体制もわかりやすくなると思いました。

第１次生涯学習推進大綱として具体的に生涯学習推進体制が示さ
れていなかったため、今回新たに示しています。連携について
は、表中に各機関の役割を、文中に連携のあり方を表記しまし
た。

12 推進計画

第１次生涯学習推進大綱では市の所管課（スポーツ、防災、福祉関係部局等含む）が生涯学習
に関して具体的にどんな施策を行うか明示されていました。しかし、第２次生涯学習推進大綱
で示された大施策、中施策では、どの部局が何をするのか不明です。これでは計画が進まない
のではないかと危惧します。 今後、推進計画の下に実施計画（スケジュール、概算予算、実
施体制など含む）を策定し公表してほしいと考えます。

推進計画の下には行政の事業計画が策定されます。そのうちの主
な事業を推進計画にも掲載します。また、今後、取組み状況につ
いても公表いたします。

13 推進計画

推進計画で、市、指定管理者、市民、市民団体、教育機関、企業などの役割分担が明示されて
いません。全て市が実施するものとも考えられません。具体的に主語を明確にした計画づくり
に期待します。 具体的な計画をお示しいただくことによって、市の考え方が明確に伝わり、
議論も活発になって計画が推進できるのではないかと考えます。

生涯学習の推進は行政のみで行えるものではありません。ご指摘
いただきました意見を参考に、生涯学習推進体制において、各機
関の役割等を示すように修正しました。

◆提出された意見一覧及びその対応
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14 推進計画
推進計画の構成として、「現状と課題」「取組みの方向性」を示し、さらに「中施策における
取組み」をまとめている点はわかりやすかったが、先に「現状と課題」を示した方がより理解
がしやすくなると思う。

いただきましたご意見を参考にレイアウトの変更をさせていただ
きます。

15 大施策１

市民への生涯学習や生涯スポーツのアンケート調査をしているが、多くの市民は生涯学習やス
ポーツがどの領域のものなのか認知していないと思える。自分がやっていることが生涯学習な
のかをわかっていない人もいると思う。そのため、改めて生涯学習の定義を市民に認知させる
べきではないかと思った。

「生涯学習」の定義について、「はじめに」の部分で示しており
ます。また、次回の市民意識調査においては「生涯学習」の定義
がより伝わるような表現の設問に努めます。

16 大施策１

生涯学習を行っている人の割合が現在３０％と思っていたより少なかったが、残りの７０％の
人たちも決して興味がないわけではなく、時間・お金・余裕がないからしたくてもできないと
いう人もいると思う。また、学んだことは活かし、実践しなければ意味がないと思うが、学ん
だことを地域や社会での活動に活かせている人の割合は１１％とさらに低い割合となってい
る。これらの層へのフォローに取り組んでいくべきだと思う。

市民意識調査で、生涯学習を行っている人は３０％でしたが、
やってみたいと思っている人も３６％おり、半数以上の方が生涯
学習を行うことに対してなんらかの興味を抱いていることがわか
りました。今後の推進期間において、学習のきっかけづくりにつ
いて重点的に進めていきます。

17 大施策１

静岡市で実施した調査の問いで「この一年間に生涯学習を行ったことがある」という聞き方を
しているが、市民が“生涯学習”を理解したうえで回答を行っているのか気になるところであ
る。生涯学習はまだまだ市民に根付いているものではないし、生涯学習施設の認知度もそんな
に高くないのではないか。まずは、市民に生涯学習や生涯学習施設について知ってもらう機会
が必要だと思った。

次回の市民意識調査においては「生涯学習」の定義がより伝わる
ような表現の設問に努めます。また、生涯学習に関するリーフ
レットを配布し、周知・啓発にも努めます。

18 大施策１
アンケートの内容として、質問内容とその回答に違和感を覚えました。少なからず意図せずに
行われる生涯学習もあると思うので質問の仕方が気になりました。

次回の市民意識調査において、参考とさせていただきます。

19 大施策１

誰もが気軽に学び合える環境づくりについては、賛成いたします。特に、「充実した学習機会
の充実」と「学習相談体制の整備」はとても大切だと思います。「学びを活かす」ためには、
まず自分が学ばなければいけません。その機会を提供し、相談体制を整備することは大きな意
味があると思います。全ての人のニーズに応えるような学習機会の提供はとても大変だと思い
ますが、少しでも多くの機会の提供を切望します。

静岡市においても、学習機会を提供するだけでなく、相談体制を
整え、新たな学びと出会う機会を設けることはとても大切なこと
だと考えています。今後の生涯学習推進においても気軽に学び合
える環境づくりに努めます。

20 大施策１

これからは学び続ける必要があり、新しい知識を自らつくっていく時代です。そのため、学校
教育の中で進めている読書の充実を大人になっても持ち続ける必要があるかと思います。静岡
市立図書館を自分でもよく利用させていただいておりますが、インターネットからの資料検索
予約は非常に助かっており、読みたい本を読むことができる環境をありがたく思っておりま
す。しかし、図書館の利用は全市民のうちどれくらいの割合なのでしょうか。人員と費用のコ
ストを考えたうえで、より多くの市民がこれまで以上に図書館を利用できるような施策を考え
てはどうでしょうか。例えば、現在の図書カードの番号を利用しておすすめの本を紹介する
コーナーやＳＮＳを作ったり、たくさん本を借りている人を表彰したり、おすすめ本ラリーを
したりと、大人も読書を楽しめる工夫が必要です。

いただきましたご意見を参考に、図書館事業や施設図書コーナー
を充実させ、子どもから大人まで読書を楽しめるよう今後も取組
みを進めていきます。

21 大施策１
年齢層で学べる時間を工夫してほしい。例えば、子育て中の人は午前、高齢者層は午後、仕事
を持っている20～50代位の人たちには夜間の時間に講座を行い、講座内容もそれぞれに合う
ものを工夫してほしい。

今後の事業実施において、開催時間・講座内容帯等市民ニーズに
合わせた学習機会の提供に努めます。

22 大施策１

学習は、団体スポーツなどを除き個人プレーである。自ら学びたければ、何らかの方法（成人
大学やカルチャーセンターなど）を見つけるべきである。市が成人・老人に対して、親切に講
座や場所を提供してくれることはありがたいが、自分で見つけ出す指導が大切ではないか。そ
のためには、学習することのメリットまたは生きがい、それを活かす方法などを指導すべきで
ある。また、清見潟大学塾のように自分たちで学びの場を作ることも必要であると思う。そし
てぜひ社会へ還元していただきたい。

学習相談等の実施において参考とするとともに、自分で学びを見
つけ出すことができるような情報提供等の方法についてもより充
実させていきます。

23
中施策１－①
未来を創る人
材の育成

未来を創る人材はどのようなイメージを持っているのでしょうか。施策の説明文が抽象的で理
解できないため、もう少し具体的でわかりやすい表現にしてほしいです。

未来を創る人材像として、「地域や社会に関心を持ち、他者とつ
ながりをつくって、地域の課題に取り組み、まちに関わっていく
ことのできる市民力を持った市民」という文言を加えました。

24
中施策１－②
特色を活かし
た情報発信

「幅広く情報発信を行う」とあったが、生涯学習への興味がある人に対しては非常に有効であ
り、これまで参加していなかったが参加してみようと思う人もいるのかもしれないが、全く生
涯学習に興味のない人や、これまで触れていなかった人に対してはなかなか情報が届きにく
い。その層をいかに取り込むかが課題だと思う。

今まで生涯学習に関心をもってこられなかった方への情報提供や
これまで生涯学習に触れてこなかった方への情報提供やきっかけ
づくりは、今後の推進計画においても課題としているところで
す。いただきましたご意見を参考に意識啓発等の方法についても
検討してまいります。

25
中施策１－②
特色を活かし
た情報発信

私は地域において、ボランティアとしてＳ型デイサービス、でんでん体操のスタッフなどサ
ポーターとして高齢者たちと一緒に仲良く活動させていただいております。これからは、４人
に１人が６５歳以上の高齢者となりますので、その人たちがいつでも自分の居場所が見つけら
れるような場づくりが充実すればと思います。特に女性は、茶飲み友達とのおしゃべりや、好
きな学びが見つけられるような情報提供がそばにあったり、一人ひとりが自由にいられる居場
所の情報提供があれば理想だと思います。

市民意識調査では、世代によって情報収集の方法が違うことがわ
かりました。そのため、学習情報の提供についても、紙ベースか
らインターネットまでさまざまな方法を使って行うよう努めま
す。
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26
中施策１－②
特色を活かし
た情報発信

パソコンを持っている人たちにとって将来必要な環境は、あらゆる問い合わせや希望に対する
迅速な回答・情報の提供です。そのためには、様々な場面・要望に直ちに統一された情報発信
をできることが重要です。文書や電話、対面での回答ではなく、インターネットを利用して直
ちに連絡してほしいものです。情報のコンピュータ化こそが豊かなまちづくりの１００％可能
な手法です。

生涯学習の分野においても、情報提供や施設・講座予約等イン
ターネットを活用する場面が増えております。今後も情報提供に
ついてより充実させていきます。

27
中施策１－②
特色を活かし
た情報発信

学習のきっかけがつかめずにいる人や、すでに学んでいる人への情報発信だけではなく、「こ
ういったことをしている・できる」ということをなにも知らない人や、知りたくても知る手段
がない人にも伝えるべきではないかと考えた。ＳＮＳやＨＰが使えない人への対処も必要だと
思う。

生涯学習の情報については、広報紙や館報・冊子など紙ベースで
の情報提供や、施設における学習相談など、インターネット以外
にもさまざまな形で提供しております。さまざまな人へ情報が届
くよう今後も情報提供の充実に努めます。

28 大施策３

成果指標として生涯学習施設の施設利用者数が挙げられていますが、尺度として最適かという
と疑問を感じます。講座に参加という形での利用者の数もさることながら、学びを他者と分か
ち合うための自主的なグループ・団体の数やその活動内容、さらにはそうした活動による受益
者数などを丁寧にカウントしていくことやそのためのサポート体制が整っていることがより重
要ではないかと思います。
また、私たちＮＰＯは生涯学習の最前線だと思っておりますが、事務所を構えているため、生
涯学習施設はほとんど利用しないんです…より自立して事業を実施している人ほどこの指標か
らは漏れる可能性があるのも気になりました。

生涯学習の大きな基盤として生涯学習施設をとらえ、成果指標と
しました。市内に40カ所設置されている生涯学習施設の提供する
講座やサービス等が充実し、利用者が増加することは生涯学習の
基盤づくりの大きな尺度の一つになると考えております。ご指摘
いただきました評価についても生涯学習の基盤づくりを考えるう
えで大切な要素となりますので、大綱の推進を評価する際の参考
とさせていただきます。

29

大施策３－①
安心・安全な
学習環境づく
り

駐車場のスペースが少ないところには、受講したくても足が向かない。
いただきましたご意見を今後の施設運営の参考とさせていただき
ます。

30

大施策３－①
安心・安全な
学習環境づく
り

静岡市の現状として、遊び場が少ないように感じるので遊び場の整備は大切だと思った。現代
の子どもは外で遊ぶ体験活動が少なくなっているので、環境整備は早く行ってほしい。

第2次生涯学習推進大綱では、体験を通じた学習機会等の事業も多
数掲載されています。今後も、環境整備に加えて、体験学習の機
会等の充実も行っていきます。

31

大施策３－①
安心・安全な
学習環境づく
り

安心・安全な学習環境づくりは、具体的にどのようなことなのか、具体的にどのように安心・
安全を感じることができるのかをもっとわかりやすく書いてほしい。

施設の耐震補強などのハード面での整備等を行うだけでなく、ソ
フト面でのサービスの充実も行い、市民のみなさまが安心・安全
に利用できる環境づくりに努めていきます。

32
大施策３－②
学習ネット
ワークの構築

企業・大学・ＮＰＯ等の連携については、特に大学は少子化により青年層の入学が減少してお
りますので、その分、一般社会人が昼間・夜間に大学の提供する生涯学習の機会を利用できる
よう市内の生涯学習施設を利用して、市民大学講座を幅広く推進していけばアメリカの大学の
ように昼間・夜間を問わず、学ぶ機会を提供できると思います。

静岡市には、生涯学習施設と大学とが連携して行う公開講座など
があります。今後も連携を強化し、さまざまな学習機会を提供し
ていきます。

33
大施策３－②
学習ネット
ワークの構築

行政の情報は、市政出前講座のように要望があれば提供することは大変良いことと思います
が、要望がなくても市民に積極的に行政の情報を提供することが市民との意識の共有化が形成
できると思います。そこから生涯学習推進体制も生まれてくると思います。

いただきましたご意見を参考に、行政の持つ情報を出前講座だけ
ではなく、積極的に発信していくよう努めていきます。

34 全体
ユネスコでも提唱している「ＥＳＤ」の発想や文言が見当たりません。静岡市３次総にも盛り
込まれていないとしたら、政令市としては問題です。今後の社会を考えていく上では、ＥＳＤ
は欠かせない視点ではないでしょうか。

ＥＳＤについては、本プランにおいても重要な考え方であると捉
えており、具体的な文言で表してはいませんがＥＳＤの基本的な
考え方を全体のベースとしております。

35 全体

全体を通して「学び」が循環し、街づくりに活かされるという流れがイメージできるので、非
常にわかりやすく、静岡の街が明るく温かになっていくようなプランだと思いました。「学習
機会の提供」から始まっているので、「学び」は行政や教育機関から与えられるものに限られ
ているような印象も受けました。市民や地域から創造される“新たな学び”や“自発的な学
び”を汲みあげて、「学びのサイクル」の循環に取り込むことができれば、より良い地域社会
の醸成に繋がるように思います。

生涯学習推進の基本的な方向・基本づくりにおいて、市民から発
生する自発的な学びなども踏まえた表現を加えました。
【追加】学びの環境やネットワークづくりなど、市民の学びや新
しい活動を支援し、学びのサイクルを発展させるための「生涯学
習を支える社会の基盤づくり」も進めていきます。



Ｎｏ． 該当箇所 意見内容 対応

36 全体

今回の大綱を読み市の考えをしっかりと読み取ろうとした時に気がついたことがあります。大
綱の中で使用されている用語の定義が不明確ではないかということです。例としては次のよう
な用語です。 「まちづくり」「生涯学習」 「ゆるやかなつながり」ｅｔｃ．例えば市民の立
場から「まちづくり」への関わり方について次のような段階があると考えられます。＜１　隣
人とあいさつする。２　町内会へ加入する。３　町内会の行事（祭り等）に参加する。４　生
涯学習施設の講座を受講する。５　生涯学習団体（地域歴史文化、カラオケ等含む）を設立し
て活動する。６　地域の防災訓練に参加する。７　地域（町内会等）の役員を引き受ける。８
地域の奉仕ボランティア（民生委員等を含む）として活動する。９　市の各種審議会等への参
加やパブコメを通して積極的に意見を述べる。１０　市議会議員等に立候補し、政治を通して
まちづくりを行う。＞このようなことを考えてみましたが、この大綱では市民に対して具体的
にどのような「まちづくり」への係わりを期待しているのか明確ではありません。このため、
定義の仕方として、「まちづくり」については、一般的に広義には「○○○○」とされ、狭義
には「●●●●」とされています。この大綱では「◎◎◎◎」と定義し計画を推進していきま
す。などと示して頂ければ大変分かり易いと考えられます。

「生涯学習」「ゆるやかなつながり」については、「はじめに」
「基本指針②」において言及しております。また、「まちづく
り」は、町内活動や行政や政治への参加のみでなく、ボランティ
アや、市民活動など多岐にわたる市民の活発な活動から活性化さ
れるものと捉えております。そのため、本プランでは幅の広い表
現となっておりますが、学びを地域活動へ活用する施策について
は答申において詳細に言及をしており、今後の施策においても重
要課題として取り組んでいきます。

37 全体
生涯学習についての問題はまだ多くあると思うが、まずは生涯学習がどのようなものかを知っ
てもらう必要があると思う。また、もっと学習する場などの場所の提供は必要であると思う。

「はじめに」において生涯学習を定義するとともに、今後も生涯
学習に関する啓発を行っていきます。

38 全体
読む人にとてもわかりやすい文になっていると思う。一般的にわかりにくい語句に（　）とし
てただし書きをつけているのも良い。文中のＳＮＳのあとにもただし書きをつけたらどうか。

該当箇所につきまして、ＳＮＳ（人とのつながりを促進するコ
ミュニティ型のウェブサイト）と修正しました。

39 全体
文中の語句を統一したり、絵を見やすいものにするなど、市民に伝えるためのさらなる工夫が
必要だと思う。

いただきましたご意見を参考に全体のレイアウト等を修正してい
ます。

40 全体

今の時代は、高齢者と子どもたちの交流が少ない。いろいろな人と出会う場所が少ない。私も
週に３日ほど活用しているが、生涯学習センターは、地域の人々と交流ができ、学習、勉強、
ゲーム、運動ができる場所だと思う。誰でも学び学習ができる場所としてこれからも充実して
いってほしい。

いつも生涯学習施設をご利用いただき、ありがとうございます。
生涯学習施設が生涯学習に関するさまざまな活動の拠点となるよ
う今後も取組みを進めていきます。

41 全体

静岡市は、小さい赤ちゃん、子どもから高齢者まで幅広い年代の方々が観光で静岡を訪れた
り、海外から移住したりしている。多文化の人々も多いと感じるので、たまにやる大道芸など
どのような人でも楽しめ、実施できるイベントをもっと作るべきだと感じる。また、もっと頻
繁に大学生や高校生等のボランティアを強化すると、地域の活性化につながると考える。ま
た、お金がかかるようなものはたくさんの方の負担になるので、お金がかかるものは避け、安
く活動できる、また静岡市の良さが様々な人に伝わるようなイベント作りができると良い。

第２次生涯学習推進大綱においても、静岡大学の学生にイラスト
デザインを協力してもらっています。今後も、さらなる市民との
協働や、ボランティア活動の支援等を大きな柱として推進計画を
進めていきます。

42 全体

グローバルスタンダードの時代に突入する中で、広い世界からローカルな地域に根差した人づ
くりをどのように行っていくかは前例のない大きな課題である。かといって、前例を全て排除
して新しい試みを行ってもやみくもに広い世界へ飲まれるだけであろうから、その地域をもと
にした学習の場とネットワークづくりを模索するべきである。そのためには、広域合併以前の
各行政単位、それよりももう少し細かい単位での地域社会のそれぞれの特性、例えば農村地域
や沿岸部・商業地域などの地域性を活かして、その地域で受け継がれてきた「知の遺産」を継
承するとともにそれらを周辺地域へと波及させながらグローバルな世界へとつなげていく。ま
た、時代的な条件を加味して今後の景気状況に左右されない地域としての特産物・地理的条件
を活かした産業構造の継承や、地域住民との協働、また企業体と地域社会との接触を促すよう
な学習環境づくりを整備していけば、新しい時代を迎えるための希望の人づくりプランに近づ
けることができるのではないかと考えます。

第２次生涯学習推進大綱においても、地域の人材や特色を活かし
たまちづくりや、地域等との連携が非常に重要であると考えてお
ります。いただきましたご意見を参考に今後も生涯学習を推進し
ていきます。

43 全体
生涯学習の普及やそれを活かすための方針、取組みについて、課題や目標も明確になっていて
よい計画だと思いました。

ありがとうございます。今後も生涯学習の推進に取り組んでまい
ります。

44 全体
はじめにという部分で、学びに対しての印象がより身近なものに感じられた。身近に感じられ
たことで、全体に共感のしやすい計画となっている。

今後も生涯学習がより身近なものとなりますよう推進していきま
す。


