
№ 種別 意見の箇所 意見の内容 意見への対応・考え方

1 郵送 全般 　
　日々に見る社会の変容の中で、情報化、国際化、核家族化、高齢化等、あらゆる
分野で構造的に変化しております。そのような中でも、市民は学習活動を求めてさ
まざまな活動へ参加している人がたくさんおります。また、全く関心のないような
人もおります。
　このたび策定された「基本構想」「基本計画」ともたいへんすばらしいものであ
ります。細部にわたり詳細に触れております。意見を申すようなことはありません
が、日常感じてきたことを書きました。
　これからの生涯学習においては、人々が学習歴を積んでいく過程で、心の豊かさ
や生きがいを求める過程で、いつまでも学習を続ける過程で、多くの地域住民に対
する思いやりにも意を配していくことが大切であると思われます。
　基本目標にもあるように、そのことによって地域の連帯感が深まることにもなる
と思います。特にも、生涯学習の現代的課題の中には、環境問題、福祉、青少年、
ボランティア、男女共同参画社会等々があり、避けて通ることはできない。隣人に
対する思いやりや、次の世代に譲渡する健全な社会環境を構築することは忘れては
ならないような気がします。
　生涯学習振興計画を策定はしたが、これに魂を入れて全体を最良のものへと引き
立てていくには、市民各位の力を借りるほかにはないと思います。そして市民が広
く関心をもてるように情報を発信していただきたい。
　学校、家庭、地域社会の連携推進については、各振興センターのまちづくり委員
会等の教育振興部会の事業計画の中でも推進に努めるべきです。
　市民が気軽に参加できるような開催方法を検討していただきたい。
　生涯学園都市会館で開催される講座にも時々参加してきましたが、生涯学園都市
会館中心の開催だけでなく、地域の会場もこれからは検討すべきだと思います。

　
　生涯学習振興計画の策定にあたって、現状と課題を
把握するため、市内２６地区で実施した生涯学習に関
する懇談会（ワークショップ方式で開催）において
も、同趣旨のご意見をいただいております。
　ご提言のとおり、生涯学習を振興していくために
は、市民の皆さんとの協働が大変重要なことと考えて
います。
　この計画は、生涯学習推進の基本的な方向や施策を
示していますが、お寄せいただきましたご提言や、懇
談会でのご意見を参考として、市民が主体の生涯学習
を推進していきます。
　そのためには、市民ニーズの把握、わかりやすい情
報の提供、曜日や時間帯、会場など参加しやすい講座
等の企画、講師派遣など気軽に相談できる体制の整備
等に努めていきます。
　また、この計画に基づき、生涯学園都市会館をはじ
めとする生涯学習施設と各振興センター、さらに自治
公民館活動との連携を深め、会場持ち回り開催など学
習機会の充実に努めていきたいと考えています。

2 意見交換会 生涯学習機
会の充実

　
　ほかの事業と重複して人集めに苦労している。できたら、各団体等の年間計画が
わかるようなカレンダーがあればいい。

　
　８ページの基本施策「学習情報システムの整備・充
実」の中で、生涯学習カレンダーの作成を検討するこ
ととしています。

3 意見交換会 生涯学習の
基礎づくり

　
　スポーツ少年団活動などで、子どもたちがなかなか地域活動に参加してくれな
い。中学生も同様で、運動会などの出場者を決めるのにも難儀する。ぜひ子どもた
ちが地域行事に参加できるよう配慮されたい。

　
　それぞれの活動の日程が重なり、参加が困難な状況
にあることは懇談会でも指摘されています。地域行事
へ参加しやすい工夫を、それぞれの地域にあった方法
により、学校、家庭、地域の連携のもとに進める必要
があると考えています。

4 意見交換会 生涯学習機
会の充実

　
　行政が実施する各種事業等の日程を、逐一「インターネットカレンダー」に登録
していれば、市民は居ながらにしてそこにリンクし、活動日程が重複しないよう調
整できるのでよろしく。（地区ごとのインターネットカレンダーでも可）

　
　生涯学習カレンダーを作成し、それをホームページ
に掲載するなど検討していきたいと考えています。
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5 意見交換会 生涯学習機
会の充実

　
　旧花巻にはいろいろな講座がいっぱいあるようだが、旧町でもいろいろな講座を
開設していただきたい。

　
　旧町の生涯学習施設等を会場に、生涯学習機会の提
供に努めていきます。

6 意見交換会 生涯学習機
会の充実

　
　生涯学習講師派遣事業は石鳥谷地区にはないといわれたが（以前はあったという
が）、今後、この事業をどこでも利用できるようにされたい。

　
　市内全域で利用できますので、振興センター、各地
域生涯学習担当、まなび学園にお問い合わせ願いま
す。

7 意見交換会 生涯学習関
連施設の充
実

　
　自治公民館の維持管理費もたいへんな状況にあるので、現行制度を拡大し、助成
されたい。

　
　自治公民館の維持管理については、地域の皆さんで
負担するべきものと考えます。施設の修繕等に対する
助成については、財政面から現行制度の維持が精一杯
のところです。

8 意見交換会 生涯学習機
会の充実

　
　石鳥谷地区にも「男の料理教室」があったが、今後はなくなるので、花巻の保健
センターに行ってもらいたいと言われたが、この事業はたいへんいい事業なので当
地区でも開設されるようにお願いしたい。

　
　市民の皆さんのニーズに対応し、保健センターなど
関係する部署と連携しながら各種の学習機会の提供に
努めていきます。

9 意見交換会 生涯学習の
基礎づくり 　昔は三世代四世代が暮らしていたが、今は核家族化がすすんでいる。本当の家庭

教育、社会教育がない。今は昔のような「ゆい」のつながりがなくなっている現状
だ。そういう意味で、この計画は中身が乏しい感じがする。総花的だと思う。

　
　本計画は、基本目標に掲げる姿を実現するため、基
本的な考えを生涯学習振興の理念に掲げ、施策の方向
を示したものです。各基本施策に沿って展開する個別
具体的な事業内容は、本計画に示すことは予定してい
ないところです。

10 意見交換会 生涯学習の
基礎づくり 　方法論の問題でもあるが、深みがない感じがする。徹底した教育が必要ではない

か。ある学校では郷土芸能に取り組み地域の運動会などで発表している。教えるの
も地域のお年寄りなど。自分の子どもだけでなくしかったり指導したりしている。
運動会の準備に子どもたちも関わらせてやっているようだ。集落のお年寄りの厳し
い指導が生きている。

　
　本計画に基づいて生涯学習を計画的に推進すること
により、ご提言の姿に近づけていきたいと考えていま
す。

11 意見交換会 生涯学習機
会の充実 　良い計画だと思う。いろいろな事業をやることとなっている。住民はこれに参加

をするという組立になっていると感じる。身近に参加できるのはどこかとなると自
治公民館や振興センター。参加するためには、どこで、どんなことをやっているの
か情報や中身を教えてほしい。

　
　基本施策に掲げているとおり、生涯学習に関する情
報をわかりやすく提供するよう努めていきます。
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12 意見交換会 主な成果指
標 　主な成果指標の事業名に「公民館類似施設」となっているが、この言葉がわかり

にくいので、自治公民館ならそのように記述してほしい。

　
　ご提言のとおり修正します。

13 意見交換会 今日的課題
の共有と市
民参画・協
働によるま
ちづくり

　９ページに「各振興センターに設置されているコミュニティ会議・・」とある
が、「各振興センターに」ではなく、「各振興センターの地域に」ではないか？

　
　ご提言のとおり修正します。

14 意見交換会 生涯学習機
会の充実 　まなびと振興センターの事業の重複が見られる。整合性をとることが必要ではな

いか。

　
　多様な学習機会の提供から重複して行う場合も必要
と考えますが、効果的な事業運営に努めていきます。

15 意見交換会 生涯学習機
会の充実 　花巻の博物館では目録を作っていないが、職員が作るべきだと思う。県立博物館

でも、目録のＣＤを外注しているが、シニアの力を借りて、整備したらいいと思
う。

　
　ご意見としてお伺いします。

16 意見交換会 全般
　計画書に予算規模や具体的な事業が載ってこないと、絵に書いた餅になるのでは
ないか。何をやるにしてもお金がかかる。予算を見て、それはさらに充当すべきな
どの意見を言いたかった。

　
　ご提言の内容は、実施計画的な性格を示していると
考えますが、本計画は基本構想及び基本計画に示すと
おり、生涯学習振興の理念に基づき、目標に掲げる姿
を実現するための施策の方向を示したものであり、予
算規模等を示すことは予定していないところです。

17 意見交換会 生涯学習機
会の充実 　生涯学園都市会館のような施設は全国を見ても優れた施設である。展示室も備え

ている。出前講座や生涯学習講師派遣などの事業に取り組まれている。この計画書
には、これまでまなび学園で取り組んできた事業が載っていないのではないか。わ
かるように掲載していいのではないか。

　
　基本施策の「主な事業」欄に、事業名を掲載してい
ます。

18 意見交換会 生涯学習推
進体制の整
備

　本計画案としては良いのでは。推進体制の中に「推進協議会」があったが、その
協議会での進捗等のチェックや提言が大事だと思う。

　
　ご提言の趣旨を生かしていきたいと考えています。

19 意見交換会 生涯学習機
会の充実 　まなび情報に各種講座のメニューがのっている。これらのメニューや振興セン

ターのメニューも盛り込んではどうか。

　
　メニューについては、情報紙等により周知を図るこ
ととしています。
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20 意見交換会 生涯学習機
会の充実 　地域に優れた指導者等がいる中で、生涯学習講師派遣事業の内容を市民はわから

ないのでは。

　
　皆様からの情報により各地域にお住まいの指導者等
を把握するとともに、生涯学習講師派遣事業のいっそ
うの周知に努めます。

21 意見交換会 生涯学習の
基礎づくり 　生涯学習そのものになじみが薄い。年寄りがするものだというイメージがある。

今日は、意見というよりも、教わりながらお聞きしていきたい。大迫の場合、いき
いき学園という事業がある。その活動を広げていくことも方策ではないかと思う。
世代間交流とか、もう少し幅広い活動をしていくことがいいのではないか。

　
　各地域において世代間交流事業（特に小正月行事
等）が盛んに行われているところですが、さらに皆さ
んとの協働のもと、幅広い活動となるよう工夫してい
きたいと考えています。

22 意見交換会 生涯学習機
会の充実 　平成２７年度までの計画になるが、大迫地区にしてみれば、まなび学園が会場と

いうことが多く、なかなか参加できない。大迫地区は、生涯学習講師派遣事業やふ
れあい出前講座を実施して推進していけばいいのではないかと思う。

　
　ご意見のとおり、各地域での生涯学習講師派遣事
業、ふれあい出前講座の周知を図り、学習機会の提供
に努めます。

23 意見交換会 生涯学習機
会の充実 　合併して２年経つが、地域によって所得格差、職業のバラバラなところ、新興住

宅の多いところなどがあって、画一的に生涯学習を行っても、統一性はとれないと
思う。同じ事業でなくともいいのではないか、例えば小山田、田瀬、六本木とそれ
ぞれの地域でバラエティに富んだものでいいと思う。７つの柱のうち、どれかでも
いいと思う。それぞれの地域で何をするか、決めていくのがいいと思う。

　
　ご意見のとおり、それぞれの地域や個人が、希望す
るものを、自分にあった方法により行うことが大切と
考えています。市が開催する市民講座や、生涯学習講
師派遣事業、ふれあい出前講座等は皆さんの生涯学習
の一つの手段となるものと考えます。

24 意見交換会 生涯学習機
会の充実・
推進体制の
整備

　以前は教育委員会の中に生涯学習があった。小、中、高、大人とそれぞれに応じ
た学習があるものと考えている。今、振興センターの事業の中に出ている生涯学習
が、どうも伝わってこない。もっと具体的に地域の特色ある事業を打ち出してほし
い。
　計画期間が８年と長い。実践して、評価し、見直していくことが必要ではない
か。

　
　各振興センターにおける生涯学習事業の充実を図る
こととしています。そのためにも、地域の皆さんが希
望する学習等について、積極的にご意見を頂戴したい
と考えています。それらの取り組みについて年度ごと
にまとめ、評価・見直しを進めることとしています。

25 意見交換会 生涯学習機
会の充実 　生涯学習の情報がほしい。旧東和町の６地区公民館では情報交換をしていた。お

互いにレベルを上げることができる。市の広報の活字が小さくて読みにくい。

　
　わかりやすい情報の提供に努めていきます。
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26 意見交換会 全般
　この計画は、生涯学習の基本を示すものと思う。となれば、簡単にわかりやすい
言葉で表現すべきだ。カタカナ語はできるだけ避けるべきだと思う。

　
　一般的に普及しているものや事業名、カタカナ語の
表記がふさわしいものについてはカタカナ語表記にな
りますが、用語解説を入れるなどわかりやすい表記に
します。

27 意見交換会 生涯学習機
会の充実・
推進体制の
整備

　計画ができあがったときにいかに市民に周知を徹底していくのか。実施計画の話
もあったが、どのように周知するのか。本腰を入れる必要がある。

　
　本計画は生涯学習を進める上で指針に位置づけてい
るものであり、個別・具体的な事業についてその都度
周知に努めることとしています。生涯学習の意義、生
涯学習振興の理念、基本目標等について情報紙や広報
等により周知を図ります。


