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１．計画策定の趣旨１．計画策定の趣旨１．計画策定の趣旨１．計画策定の趣旨

　①　名　　称

　　この計画の名称を、「佐賀市生涯学習基本計画」とします。

　②　目　　的

平成１３年（２００１年）３月、「さがのいいとこ磨き上げよう。世界一のイン
テリジェント田園都市を目指して」を将来像として、今後１０年間に佐賀市が目

指すべきものを定めた『第四次佐賀市総合計画』が策定されました。

この総合計画は、これからの佐賀市のまちづくりの指針を示した『総論』とも
呼ぶべきもので、行政の個別の分野ごとに、基本的な施策の方向性を示していま

す。

生涯学習に関する分野は、この総合計画の大きな４本の柱の一つである、「個性
が尊重され楽しく学習できる社会の実現」の中に位置付けられています。生涯学

習の推進を通して、「年齢や職業を問わず、学校を卒業して社会に出てからも、

自分の知識・経験を磨き上げるために学習を続ける市民」、そして、「活力ある地
域を支える創造力や行動力の豊かな市民」が増えることにより、「インテリジェ

ント田園都市」の実現を図ることが、大きな目標となっています。

そのためには、市民の皆さんの、生涯学習に対する理解を深め、自主的に生涯
学習に取り組んでもらうために、行政として、その環境の整備に努めなければな

りません。

生涯学習基本計画は、この総合計画の目標を実現するための、行政としての具
体的な方策を示すもので、今後の佐賀市の生涯学習を総合的・計画的に推進する

ための指針となるものです。

インテリジェント  … intelligent：本来、「(１)知性的なさま。理知的なさま。頭のいい。(２)
コンピューターの端末装置などが、データ処理能力をもっていること。(３)
空調・照明などの装置が、中央のコンピューター-システムで集中管理され
ていること。（三省堂「デイリー 新語辞典」より）」を意味するが、『第四
次佐賀市総合計画』では、「激変する時代を生き抜く佐賀人の「英知」を意
味する。」と定義されている。

　③　期　　間

　　平成２０年（２００８年）を目標年次にします。
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　④　構　　成

本計画は、基本構想と基本計画により構成します。
　　　＜基本構想＞　本市の現状を踏まえ、生涯学習の将来像を提示します。

　　　＜基本計画＞　基本構想を実現するための施策の基本的な方向を提示します。

基本計画の実施により、基本構想・総合計画の目標が達成でき
るものと考えます。なお、基本計画の内容は、必要に応じて見

直すこととします。

　⑤　位置付け

本計画は、『目的』の項でも述べたように、「第四次佐賀市総合計画」に基づい

ており、各行政分野の計画と整合性を保ちつつ、本市における生涯学習を、総合

的・計画的に推進するための指針となるものです。



２．生涯学習とは２．生涯学習とは２．生涯学習とは２．生涯学習とは

「生涯学習」には、様々な捉え方がありますが、本計画においては、生涯学習

とは「一人ひとりが、健康で豊かな生活を営むことや、仕事に役立つ知識や技術
を身につけたり、生きがいのある充実した人生にするために、自分の意思に基づ

くことを基本として、必要に応じて自分に適した手段や方法を選んで、生涯を通

じて行う学習活動のこと」であると定義します。

生涯学習には、あらゆる学習活動が含まれています。具体的には、家庭や学校で

行われている基礎的、基本的なものから、趣味・教養、資格取得、企業内研修、ス
ポーツ活動、レクリェーション活動、芸術・文化活動、地域づくり活動、国際交流

活動、ボランティア活動等、社会教育分野のものまで、非常に幅広いものが生涯学

習であると言えるのです。

学習の方法も、学校や公民館、民間教育事業等で行われる集合学習形態のもの

だけでなく、通信教育、テレビ、ラジオ、図書、新聞、インターネットなどを利
用して、個人で行う形態のものや学習することを意図しない散歩や旅行などの中

で結果として学習したなどという活動も含まれます。（下表「学習の分類」参照）

このような考えをすれば、「自分は、生涯学習をしていない」と思われている方
でも、気付かないうちに、分野や程度の違いはあるとしても、何らかの生涯学習

を行っていると言えるのです。

　「学習の分類」

分類
教育活動

における学習
自己学習活動
における学習

偶発的学習
としての学習

人々に学習をさせることを
本来の目的とする活動に参
加して学習すること

自らの意思により自らの方
法で学習すること

日常生活の種々の活動の中
で、結果としてたまたま何
かが学ばれること学 

習 

の 

性 

格

例：学習することを目的と
して、学校教育、社会
教育の学級・講座、企
業内訓練などにおいて
教育を受けた場合　他

例：学習することを目的と
して、本などを用いて
学習したり、グループ
活動を通じて学習する
場合　他

例：学習する意思なく、読
書、散歩、通勤、映画
鑑賞、旅行、スポーツ、
文化活動などの中で、
結果として偶然何かを
学習した場合　他

学習

意思

学習する意思がある
（「学習活動」の範囲）

学習する意思がない
（「偶発的学習」）

〔『新版 入門・
｢ 生 涯 学 習 ｣ の 範 囲
-３-

生涯学習政策』  全日本社会教育連合会発行 をもとに作成〕
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３．生涯学習を取り巻く状況３．生涯学習を取り巻く状況３．生涯学習を取り巻く状況３．生涯学習を取り巻く状況

　（１）国内外における生涯学習（社会教育＊）の動き

太字は、佐賀市関係の動きです。

年 題　　名　　等 内　　容　　等

S21
(1946)

「公民館の設置・運営について」通達
【文部次官通牒】

文部省社会教育課長、寺中作雄氏により発意
別名「寺中構想」とも呼ばれる

S21
(1946)

日本国憲法公布

S22
(1947)

教育基本法公布
教育基本法第７条にて、「社会教育」が条文化
される

S22
(1947)

学校教育法公布

S22
(1947)

合併前の各旧町村に、公民館が設置され始め
る

高木瀬村､蓮池町､鍋島村(S22)､本庄村､久保
泉村､金立村(S23)､嘉瀬村､巨勢村､北川副村、
兵庫村(S24)､西与賀村(S25)

S24
(1949)

社会教育法公布
社会教育に関する国及び地方公共団体の責務
を明示

S25
(1950)

図書館法公布
図書館の設置及び運営に関して必要な事項が
定められた

S26
(1951)

旧市域内の各地区に、公民館が設置＊される
勧興､循誘､日新､赤松､神野
各小学校に併設設置、館長は校長兼務

S26
(1951)

社会教育法改正
社会教育主事及び社会教育主事補が規定され
る

S26
(1951)

博物館法公布
博物館の設置及び運営に関して必要な事項が
定められた

S28
(1953)

青年学級振興法公布
社会教育として勤労青少年に対する公教育が
法制化される

S29
(1954)

佐賀県佐賀郡兵庫村、巨勢村、西与賀村、嘉
瀬村及び高木瀬村を廃し、その区域を佐賀市
に編入

S29
(1954)

佐賀市立中央公民館設置

S29
(1954)

佐賀県佐賀郡北川副村、本庄村、鍋島村、金
立村及び久保泉村を廃しその区域を佐賀市に
編入

S30
(1955)

佐賀県神埼郡城田村、境野村、千歳村及び蓮
池町を廃し、蓮池町のその他の区域を佐賀市
に編入

S31
(1956)

佐賀市公民館条例公布

S32
(1957)

佐賀市教育委員会に社会教育課を設置
教育課社会教育係から分離独立
同時に、社会教育係、視聴覚教育係を設置

S34
(1959)

社会教育法改正
人口１万人以上の市町村に、社会教育主事を
置くことが義務付けられる

S34
(1959)

「公民館の設置及び運営に関する基準」
　　【文部省告示】

公民館の設置及び運営に必要な基準を明示

S35
(1960)

「公民館の設置及び運営に関する基準」の取
扱について　　　　　【社会教育局長通達】

当該基準の取扱について解説

S40
(1966)

第 3 回ユネスコ＊成人教育推進国際委員会
ポール・ラングラン (Paul Lengrand)によって
提出されたレポートにて、「生涯教育」の理念
を提唱

S46
(1971)

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　　【社会教育審議会答申】

生涯教育の観点に立った社会教育の位置づけ
及び社会教育行政施策の充実の必要性
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S46
(1971)

佐賀市少年センター設置

S47
(1972)

佐賀市青年の家設置

S47
(1972)

佐賀市教育委員会社会教育課に社会教育指導
員を配置

S49
(1974)

佐賀市教育委員会社会教育課視聴覚教育係を
廃し、文化係、社会同和教育係を設置

S53
(1978)

佐賀市立新栄小学校の新設(S48)に伴い、佐賀
市立新栄公民館を新たに設置

S54
(1979)

佐賀市立若楠小学校の新設(S53)に伴い、佐賀
市立若楠公民館を新たに設置

S55
(1980)

佐賀市立金立教育キャンプ場設置

S56
(1981)

生涯教育について　【中央教育審議会答申】
我が国において、初めて本格的に「生涯学習」
の考え方が取り上げられる

S60
(1985)

教育改革に関する第一次答申
【臨時教育審議会答申】

生涯学習体系への移行を提言

S60
(1985)

ユネスコ第４回国際成人教育会議
 『学習権宣言』

「学習の権利は贅沢品ではなく、人間的に生
きる上で不可欠な権利であること」が述べら
れた

S61
(1986)

教育改革に関する第二次答申
【臨時教育審議会答申】

生涯学習体系への移行を主軸として、教育体
系の総合的な再編成を提案

S62
(1987)

教育改革に関する第三次答申
【臨時教育審議会答申】

学習評価の多元化と生涯学習

S62
(1987)

教育改革に関する第四次答申（最終答申）
【臨時教育審議会答申】

生涯学習学習体系への移行を主軸とする教育
体系の総合的再編成を図っていく必要性が提
言された

S62
(1987)

教育改革に関する当面の具体化方策について
【閣議決定】

臨時教育審議会答申の方向性に従い、教育改
革の具体方策を規定

S63
(1988)

文部省機構改革　社会教育局を生涯学習局へ

H 元
(1989)

文部省「生涯学習モデル市町村」の指定 佐賀市

H 2
(1990)

生涯学習の基盤整備について
【中央教育審議会答申】

生涯学習の基盤整備の必要性及びそのための
施策について提言

H 2
(1990)

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の
整備に関する法律及び施行令

生涯学習振興のための推進体制の整備等を目
的としたもの

H 2
(1990)

佐賀市生涯学習推進会議設置

H 3
(1991)

佐賀市教育委員会社会教育課を生涯学習課と
改称
社会教育課文化係を独立させ文化課を設置

社会教育課社会教育係を廃し、庶務係及び生
涯学習係を分離設置　生涯学習課に女性室設
置
文化課に文化係、文化財係設置

H 3
(1991)

新しい時代に対応する教育の諸制度の改革に
ついて　【中央教育審議会答申】

生涯学習の成果を適切に評価する仕組みの拡
充など、今後の方策について提言

H 3
(1991)

公民館の整備・運営の在り方について
【生涯学習審議会社会教育分科審議

会施設部会中間まとめ】

生涯学習の成果を適切に評価する仕組みの拡
充など、今後の方策について提言

H 3
(1991)

「佐賀県生涯学習推進構想」策定

H 4
(1992)

「佐賀市生涯学習推進基本構想」策定

H 4
(1992)

佐賀市立西与賀コミュニティセンター設置

H 4
(1992)

佐賀市教育委員会生涯学習課に、図書館建設
準備室を設置
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H 4
(1992)

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　　　【生涯学習審議会答申】

豊かな生涯学習社会を築いていくための提言

H 5
(1993)

佐賀市立開成小学校の新設(H2)に伴い、佐賀
市立開成公民館を新たに設置

H 5
(1993)

佐賀市教育委員会生涯学習課図書館建設準備
室が教育委員会図書館開設室として独立

H 7
(1995)

佐賀市教育委員会保健体育課体育係が市民ス
ポーツ課に昇格

保健体育課保健係を保健体育係と改称して、
学校教育課へ移管
保健体育課体育係を廃し、スポーツ係及び管
理係を分離設置

H 8
(1996)

地域における生涯学習機会の充実方策につい
て　　　　　　　　【生涯学習審議会答申】

学習機会を提供する機関、施設を４類型に分
け、各々の改善方策を検討、具体的な施策を
提言

H 8
(1996)

佐賀市立図書館開館

H 8
(1996)

ユネスコ２１世紀教育国際委員会
 報告書『学習：秘められた宝』

情報化やグローバル化＊の進行、技術革新の進
展、社会の流動化・多様化といった２１世紀
の社会変化を展望し、これに対応する生涯学
習を提唱

H 9
(1997)

ユネスコ第５回国際成人教育会議
 『成人の学習に関するハンブルグ宣言』

「維持可能出で公正な発展」を、現実のもの
にするという世界的な大命題を掲げ、そこに
おいて、「成人教育一つの権利以上のもの」と
なり、「成人教育は、２１世紀の鍵となる」と
強調

H10
(1998)

佐賀市教育委員会生涯学習課女性室を市長事
務部局（総務課）へ移管

H10
(1998)

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　　【生涯学習審議会答申】

新たな状況に対応した今後の社会教育行政の
在り方や具体的方策について、５つの視点か
ら提言

H11
(1999)

生活体験・自然体験が日本の子どもの心をは
ぐくむ　　　　　　【生涯学習審議会答申】

H11
(2000)

学習の成果を幅広く生かす
【生涯学習審議会答申】

H11
(2000)

社会教育法改正（施行：H12.4.1～）
社会教育委員の構成等の簡素化・公民館運営
審議会の必置規制廃止・公民館運営審議会の
委員構成の弾力化

H11
(2000)

青年学級振興法廃止
（H10「社会の変化に～」の答申を受けて）

H12
(2001)

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　　【生涯学習審議会答申】

H12
(2001)

家庭の教育力充実等のための社会教育行政の
体制整備について
【生涯学習審議会社会教育分科審議会報告】

H13
(2002)

佐賀市教育委員会文化課を廃止
文化課文化財係を生涯学習課へ移管
文化課文化係を市長事務部局（観光・文化課）
へ移管

H13
(2002)

社会教育法改正（施行：H13.7.11～）
家庭教育の充実・子どもたちの奉仕活動、体
験活動の充実・社会教育主事資格要件の緩和

H13
(2002)

学校教育及び社会教育における体験活動の促
進について　　　【生涯学習政策局長通知】

社会教育法の改正に伴い、体験活動の促進を
図るよう通知

H14
(2003)

青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等に
ついて　　　　　　【中央教育審議会答申】

学校内外を通じた、奉仕活動・体験活動の推
進方策について提言

H15
(2004)

佐賀市教育委員会生涯学習課社会同和教育係
を市長事務部局（人権同和政策課）へ移管
佐賀市青年の家を廃し、青少年課（青少年セ
ンター）を設置
佐賀市教育委員会市民スポーツ課を市長事務
部局（市民生活部）へ移管

青少年課に育成係、青少年指導係を設置
佐賀市立図書館にサービス３係設置
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H15
(2004)

「公民館の設置及び運営に関する基準」改正
（H10「社会の変化に～」の答申を受けて）

公民館における家庭教育の支援を規定・公民
館における青少年の奉仕体験活動の支援を規
定

社会教育の定義（社会教育法第二条抜粋）
『この法律で「社会教育」とは、学校教育法に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動
を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーショ
ンの活動を含む。）をいう。』

公民館の設置 … 【参考】佐賀市における公民館への期待
『講話条約（注：ワシントン講話条約、昭和 26 年 9 月 8 日調印）の調印も終って、日本が独立の
国家として、世界各国の仲間入りが出来る日も近づいて来た。国民としては、新しい希望と共
に強い自覚を持たねばならぬ秋である。この大切なときに市民の生活文化を向上し、社会の福
祉増進に寄与することを目的とする公民館が市内の各校区毎にいよいよ設置されることになり、
十月五日に全公民館の開館式が挙行される。誠に講話条約調印記念公民館とでも言うべき意義
深い発足である。
　○公民館は何故必要か
一、民主新日本建設の基礎である自覚は（原文のまま）もった個人を作るために
二、豊かな教養を身につけて文化の香り高い人間を作るために
三、そして、より高い教養と民主々義的な方法によって郷土の産業を興し、郷土の政治に参与

し、われわれの生活を豊かにし、明るい地域社会を建設するために公民館が必要である。
　○公民館とはどんなものか
一、一口に言えばわれわれのために、われわれが運営に参画する、われわれの文化施設です。
二、もう少し詳しく言えば、われわれがここで講義を聴いたり、討論したり、読書したり、映

画を見たり、ラヂオ（原文のまま）を聞いたりして、楽しみの裡に教養を高める、われわ
れの社会教育機関なのです。

三、また仕事の余暇に、老いも若きも男も女も皆そろって、共に楽しみ、共に踊り、共に遊び
談じ合うわれわれの社交娯楽の機関でもあるのです。

四、またわれわれの市の町の政治を明るくしようと皆が集まって、談論し合い、われわれの手
でわれわれの郷土を新しく建設しようとする自治振興の機関でもあるのです。

五、また生活を豊かにするために、われわれが営んでいる職業に新しい知識と技術を研究する
郷土の産業振興機関でもあるのです。

学校を卒業しさえすれば、後は勉強の必要がないと考えることは、余りにも狭い考えです。義
務教育が六三制になって戦前の六年に較べると、一倍半にもなったから、国民の文化水準が恐
ろしく高くなったと喜ぶことも余りにも浅い喜びです。戦後米、英、独の義務教育は何れも十
一乃至十二年間です。
其の日、其の日の生活に追われて、教養を高めるための余暇がないとあきらめることは余りに
も消極的な考えです。新日本の国民は、そんな生やさしい考えでは到底立ち上ることは出来ま
せん。新しい公民館を相互の力で立派に育てて、新しい佐賀市、新しい日本の建設に力強く尽
くそうではありませんか。』
（昭和 26 年 10 月 1 日発行 佐賀市報掲載記事「待望の公民館 いよいよ五日に発足」より）

　　※ 基本的に原文通りですが、漢字については、新字体に修正しております。

ユネスコ〔UNESCO〕 … United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization：
国際連合教育科学文化機関。教育・科学・文化を通じて国際協力を促進
し、世界の平和と安全に貢献することを目的とする、国際連合の機関。
1946 年発足、日本は 51 年（昭和 26）加盟。（三省堂「大辞林 第二版」
より）

グローバル化  … ＝グローバリゼーション globalization：世界的規模に広がること。政治・経
済・文化などが国境を越えて地球規模で拡大すること。（三省堂「デイリー 新
語辞典」より）
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　（２）本市の生涯学習

　市民意識調査の結果から　市民意識調査の結果から　市民意識調査の結果から　市民意識調査の結果から

本計画を策定するに当たり、市民を対象とした『生涯学習に関する意識調査』＊

（Ｐ２９資料編参照）を実施いたしました。

その結果、調査対象者の約２８％の人たちが、「生涯学習を行っている」と回
答しています。平成１１年（１９９９年）に、国民を対象として内閣府が実施し

た、「生涯学習に関する世論調査」では、約４５％の国民が、何らかの生涯学習

を行っている、と回答していますので、本市では、全国水準をかなり下回ってい
ます。

地域の団体（自治会、婦人会、ＰＴＡ、子ども会など）への所属状況を尋ねた
ところ、「所属している」と答えた者は、３９．９％でした。同様に、これらの

地域の団体以外の団体への所属状況を尋ねたところ、２４．２％が「所属してい

る」と答えており、この２つの回答を比較すると、本市においては、今なお、地
域団体の存在は、小さくないといえるでしょう。

今後の社会について、「あなたが望む社会の将来の姿は、どのようなものか」
を聞いたところ、「誰もが安心して暮らせる平和な社会」、「みんなが健康で長生

きができる社会」、「自然豊かな社会」の順になっています。

「その社会を実現するために、生涯学習に関して、何が必要か」という問いに

は、「市民が自ら考え、行動できるきっかけとなるような学習」、「保護者に対す

る家庭教育」、「地域づくりのきっかけとなるような学習」の順となっており、多
くの市民が、市民自身のスキルアップや地域づくりに繋がるような生涯学習の実

施を望まれているようです。

今行っている、生涯学習の具体的な分野を尋ねたところ、「芸術分野」、「健

康・家庭分野」、「スポーツ分野」の順に多く、この３分野は、他の分野より突出

して多くなっています。

「生涯学習に関する情報を、何から得ているか」という問いには、多い順に、

「市報」、「新聞・テレビ・ラジオ」、「地域ミニコミ誌」、「公民館だより」との回
答となっています。また、「今後、生涯学習に関する情報を、何から得たいか」

という問いでも、「市報」を希望する者が一番多く、広く市民に対し情報を伝え

る手段として、市報は非常に効果的であることが分りました。

「今後、生涯学習に関して、どのような情報が必要と考えるか」という質問に

対しては、「講座内容についての情報」という回答が際立って多く、続いて、「開
催日」、「施設」、「開催場所」という回答になっています。
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「今後、公民館の役割として、どのようなことを期待するか」という問いに対
しては、「コミュニティセンターのような施設」と答えたものが最も多く、「今ま

でどおりの生涯学習推進のための施設」、「子どもたちの受け皿ができる施設」、

「市役所の出張所的な施設」、「高齢者の居場所的役割」となっており、地域の中
核施設としての役割を期待すると同時に、子どもや高齢者などの社会的弱者に対

する、福祉分野の役割も、新たに期待されています。

　佐賀市の生涯学習の取り組み　佐賀市の生涯学習の取り組み　佐賀市の生涯学習の取り組み　佐賀市の生涯学習の取り組み

本市における生涯学習の取り組みは、そのほとんどの部分を、各小学校区ごと
に設置した、市立の公民館が担って来ました。本来、公民館は、単なる貸し館で

はなく、社会教育＊を実践する場、つまり教育施設として誕生しました。そこで

は、いわゆる「公民館主催学級・講座」というかたちで、当該校区に居住されて
いる住民の皆さんを対象として、成人教育や青少年教育、女性教育、家庭教育、

高齢者教育、社会体育などの各分野の教育や各種事業を行って来ました。小学校

区という、市民にとって一番身近な単位での社会教育の推進は、地域の実情に応
じた教育を実践できる、という点からも、非常に効果的であったと考えられます。

その後、生涯学習という概念が生まれ、社会教育も生涯学習の一部を構成する
もの、と位置付けられました。以後、本市においては、社会教育同様、公民館を

中心に、生涯学習の展開が図られて来ました。

しかしながら、生涯学習の展開が図られて来た、と言いながらも、その現状は、

従来の社会教育の影響を大きく残したものであり、また、社会教育の範疇を超え、

大きく変革しつつある現代社会の進展状況に、適切に対応した内容であるとは言
えない状況です。

このようなことからも、本市の生涯学習のあり方を、早急に見直す必要が生じ

て来ています。

『生涯学習に関する意識調査』
調査期間：平成１３年１２月～平成１４年１月
調査対象：無作為抽出した１６歳以上の市内居住の男女２，０００名
調査方法：調査票を郵送し、回答を記入後返送してもらう。
有効回収数：５４２通（回収率 ２７．２％）
回答者属性：男４３．５％、女５６．１％

スキルアップ … skill up：技能や能力を向上させること

社会教育の定義（社会教育法第二条抜粋）
『この法律で「社会教育」とは、学校教育法に基づき、学校の教育課程として行われる教育
活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリ
エーションの活動を含む。）をいう。』



-１０-



-１１-

　（３）生涯学習の必要性

　審議会等の答申から　審議会等の答申から　審議会等の答申から　審議会等の答申から

生涯学習の必要性については、昭和６０年代に設置された、臨時教育審議会の

答申や平成２年に施行された、いわゆる「生涯学習振興法（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）」制定などの経過を踏まえ、平成４
年に出された、生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振

興法策について」の中で、「今日、人生８０年時代を迎え、また社会が複雑化・

成熟化したことにより、人々は社会生活を送っていく上で、学校教育修了後も引
き続き、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ており、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になってきて

いる。また、人々は学習することで、新しい可能性を見付け、新たな自己を発見
する喜びを体験することもでき、生涯学習に取り組むことで、自らを豊かにする

ことができるのである。」、とされ、「今後人々が、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、その成果を社会において適切に評価されるよう
な生涯学習社会を築いていくことを目指すべきであると考える。」と、その方向

性を示しています。

本市においても、生涯学習を取り巻く、このような状況を踏まえ、平成４年に、

市民の学習が積極的に行われるよう、生涯学習の基盤を整備し、市民の生涯学習

を支援することを目的として、「佐賀市生涯学習推進基本構想」を策定いたしま
した。

しかし、この構想を策定した後も、市として、十分な施策の展開を図ることが

できずに、現在に至っています。

　社会状況の変化　社会状況の変化　社会状況の変化　社会状況の変化

この間、産業構造の変化や情報化技術の高度化、バブル経済の崩壊による経済

のデフレ化、少子高齢化の進展、完全学校週５日制の実施など、社会環境の劇的

な変化に伴い、生涯学習のあり方にも、新たな方向性が求められてきました。

加えて、近年は、「生涯学習を通じた、まちづくり」、ということも、盛んに言

われています。これは、地域住民の皆さんに、生涯学習に取り組んでもらうこと
により、その学習成果を自分たちが住むまちづくりにフィードバック＊してもら

おうというものです。生涯学習を行うことで、住民の生活意識が向上すれば、地

域に対する関心も自然に生まれ、地域への愛着や誇りが、まちのアイデンティテ
ィー＊となり、行政主体のまちから、住民が自主的に参画し、能動的に活動する

まちへ変革する可能性が発生する、というものです。
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　地方分権の進展を受けて　地方分権の進展を受けて　地方分権の進展を受けて　地方分権の進展を受けて

特に、今後は、地方分権の実現を目指して、今まで国が持っていた様々な権限

や財源が、地方へ移譲されることになってきます。このことは、地方のことは、
地方の主体性に任せる代わりに、その結果については、自分たちで責任を持つ、

つまり、自己決定責任が求められていることに他なりません。

その際の政策決定に際しては、今までのように行政主体で方向性が決定される
のではなく、住民の皆さんにその政策決定過程へ参画してもらい、行政と協働し

てもらうことが求められています。

この住民の皆さんの参画に当り、住民の皆さん一人ひとりの生涯学習の成果が
活かされることが期待されているのです。

本市としては、今求められている生涯学習の姿は、このようなものであるとい

う認識のもとに、今後の佐賀市の生涯学習を、計画的、体系的、効率的に推進し

ていくために、この生涯学習基本計画を策定するものです。
今後は、この計画に沿って、実効性のある生涯学習の推進を図っていきたいと

考えています。

フィードバック  … feedback：心理学・教育学で、行動や反応を、その結果を参考に修正し、よ
り適切なものにしていく仕組み。

アイデンティティー  … identity：独自性、個性。本来の意は、人間学・心理学で、人が時や場
面を越えて一個の人格として存在し、自我の統一をもっていること。自
我同一性。自己同一性。
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４．基本理念４．基本理念４．基本理念４．基本理念

佐賀市は、佐賀平野の中央部に位置し、北に脊振山地、南に有明海を擁する、

水と緑にあふれた都市です。
自然陸化と人工干拓によって、肥沃な佐賀平野が生成されて、網の目のように

発達したクリークや多布施川の清流が流れる、水と生活文化が密接に結びつい

た”親水都市”である、現在の佐賀市が出来上がったのです。

歴史的にも、縄文・弥生時代の文化的先進地として古くから拓け、古代、中世

においても、連綿と生活が営まれて来たことは、市内に数多くある遺跡が物語る
ところです。

特に、鍋島氏により、慶長１３年（１６０８年）から行われた佐賀城の総普請
により、佐賀城下の整備がなされてからは、約３００年にわたり、藩政の中心地

として、繁栄して来ました。

また、幕末期から明治維新にかけての佐賀は、進取の気風に富み、「佐賀の七賢

人」に代表される、数多くの優れた人材を輩出し、薩摩、長州、土佐の各藩とと

もに、近代国家の礎を築きました。

明治１６年に長崎県から佐賀県が分離独立して以来、今日まで、佐賀市は佐賀

県の県庁所在地として、それまでの伝統を確実に受け継ぎつつ、着実に発展して
来ました。明治２２年４月１日に、市制が施行されて以後、数次に渡る合併を経

て、西九州の中核都市として、また、佐賀城跡を始め、数々の文化財を残した、

歴史の佇まいを随所に残す文化あふれる商業都市として、今に至っています。

今回、佐賀市の生涯学習基本計画を策定するに当たっては、このような、佐賀

市が持つ歴史・文化・自然環境・気風など、様々な特長を活かし、佐賀市らしい
生涯学習の推進をベースにして考えていきたいと思います。

　　　　生涯学習推進の基本理念

佐 賀 市 ら し さ を 活 か し た 生 涯 学 習                   
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　第Ⅱ部　基本構想
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体　　系　　図

基本理念：佐賀市らしさを活かした生涯学習

基本目標

市民が主役となる生涯学習
の推進

公民館を核とした地域コミ
ュニティづくりの推進

生涯学習情報の一元的な提供

地域のことが学べるような学習プログラムの開発

市民参画の推進

公民館の見直しとコミュニティ機能の充実

利用者の立場に立った公民館の管理運営

地 域 資 源 の 有 効 活 用

行政内部における生涯学習
推進体制の整備

生涯学習ネットワークの充
実

情 報 通 信 技 術 の 活 用

地域資源の再発見と活用可能なプログラムの開発

関係部局等との連携の推進

庁内における生涯学習の普及・啓発

政策決定過程への市民参加の促進

庁内生涯学習推進体制の整備

高等教育機関等との連携の推進

情報通信技術を活用した在宅学習の調査、研究

施　策　の　方　向

地域主体の公民館運営の実現

現代的課題についての学習機会の提供

市民の生涯学習支援

地域資源の情報収集と提供システムの実現

市民参画に繋がる学習プログラムの開発

市民への生涯学習の普及・啓発の推進

民間事業者等との住み分けと連携の推進

パソコンや携帯電話を活用した生涯学習情報の発信

ＣＡＴＶ網を活用した市独自の番組提供や情報の提供

情報通信技術を活用した施設予約システムなどの実現
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１．佐賀市らしさを活かした生涯学習佐賀市らしさを活かした生涯学習佐賀市らしさを活かした生涯学習佐賀市らしさを活かした生涯学習

具体的に、佐賀市らしいと思えるところを考えてみましょう。

（１）市民のコミュニティ＊力が、高いレベルにあると考えられます。地域活動や

コミュニティ活動が盛んです。また、佐賀の風物詩にもなったバルーンフェ

スタでは、運営面で、多くの市民ボランティアの皆さんに協力してもらって
いるように、ボランティア＊やＮＰＯ＊活動も、盛り上がりを見せています。

また、行政としても、市民との協働を目指して、積極的に、ボランティアや

ＮＰＯの育成や支援を行っています。

コミュニティ … community: 「生活の場において、市民としての自主性と責任を自覚した、個人
及び家族を構成主体として、地域性と各種の共通目標を持った、開放的でしかも
構成員相互に信頼感のある集団」と定義(昭和４４年国民生活審議会調査部会コ
ミュニティ問題小委員会の中間報告より)

ボランティア … Volunteer：生涯学習では、「個人の自由意思に基づき、その技能や時間等を進ん
で提供し、社会に貢献すること」と定義（平成４年７月生涯学習審議会答申『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』より）

ＮＰＯ … Nonprofit Organization：非営利組織。政府や私企業とは独立した存在として、市民・
民間の支援のもとで社会的な公益活動を行う組織・団体

（２）本市では、小学校区ごとに、市立の公民館が設置されていますが、これも、

佐賀市の特長と言えるでしょう。そこでは、生涯学習・社会教育の拠点とし

てはもとより、住民に一番身近な市の施設として、住民の地域活動やコミュ
ニティ活動の拠点としての役割を果たしています。

（３）豊かな自然環境や歴史的・文化的資源に恵まれていること、多様な人材がい
ることも、生涯学習にとって有利な条件です。市内を縦横に走るクリーク、

少し郊外に出るだけで目の当たりにできる田園風景、海も山もすぐそばに控

え、市民に安らぎを与えてくれます。また、地域活動やボランティア活動な
どに、積極的に関わっている、多くの市民がいます。

（４）佐賀県の県都であり、人口規模も大きいことから、公民館や小・中学校、図
書館などの教育施設、文化会館や市民会館、歴史民俗館などの文化施設、体

育館や野球場、運動広場などの体育施設、老人センターや児童センターなど

の福祉施設と、生涯学習に活用できる、市の各種施設が充実しています。（Ｐ
４４資料編参照）また、市役所の各部署で、市民を対象とした様々な事業が

実施されており、その中には、生涯学習に該当するものが、数多く見受けら

れます。

（５）県内の他市町村に比べ、図書館や博物館、美術館、アバンセ（佐賀県立女性

センター・佐賀県立生涯学習センター）、運動場や体育館をはじめとする、県立
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の様々な施設が充実しています。また、大学・短大などの高等教育機関、各
種専修学校、カルチャーセンター＊・カルチャースクール、各種教室などの、

民間の施設も多数存在します。（Ｐ４４資料編参照）企業や会社等の事業所

も多く、佐賀市の昼間人口は、夜間人口を大幅に超過しています。

昼間人口  … 従業地・通学地による人口のことであり、いわゆる国勢調査による人口（＝「夜間
人口」（常住地による人口））と対比されるもの。昼間人口はこの夜間人口に、通勤
通学のため他地域から流入する人口を加え、同じく通勤通学のため他地域に流出す
る人口を差し引くことによって算出されている。したがって、買い物、娯楽などの
目的で流出入する人口は含まない。

カルチャーセンター … 和製英語〔culture＋center〕　新聞社などマスコミやデパートなどが開
講する、主婦や社会人を対象とした教養講座。学芸・スポーツ・趣味な
ど多岐にわたる。カルチャースクール〔culture＋school〕も同義。

（６）ＩＴ＊に関する環境が、整備、充実されています。新しいインターネット＊

の接続技術は、まず最初に県都である本市に導入されることが多く、今では、

ＩＳＤＮ＊のみならず、ＡＤＳＬ＊、ＦＴＴＨ＊、ＣＡＴＶ＊など、各種のブ
ロードバンド＊の接続サービスを、好みに応じて選択することが可能です

また、本市においても、ここ数年の携帯電話の普及状況には、目を見張るも

のがあります。

ＩＴ  … Information Technology：直訳すると「情報技術」だが、「情報通信技術」と呼ばれるこ
とが多い。感覚的には「コンピュータとネットワーク(特にインターネット)に関連する技
術」のことを意味する

インターネット … インターネットとは、各地に散在するコンピュータネットワーク（LAN や WAN）
同士を専用線によって接続した巨大なネットワークのこと。「ネットワークのネットワー
ク」と呼ばれることもある。

ＩＳＤＮ … Integrated Services Digital Network：「総合デジタル通信網」と呼ばれるサービス
体系の総称

ＡＤＳＬ  … Asymmetric Digital Subscriber Line：「加入者線」と一般に呼ばれる従来の電話回
線（メタルケーブル）を利用し、専用のモデム経由で高速なデータ伝送を可能にした
デジタル技術（xDSL）の 1 つ

ＦＴＴＨ  … Fiber To The Home：電話局から各家庭までの加入者線を結ぶアクセス網を光ファイ
バ化し、高速な通信環境を構築する計画

ブロードバンド … Broadband：一般に、ADSL やケーブル TV によるインターネット接続などの“高
速なインターネット接続サービス”を指す。

ＣＡＴＶ … CAble TV：VHF や UHF 帯の電波を用いた地上波 TV 放送ではなく、同軸ケーブルによっ
て接続した限定地域に対して、多様なサービスを提供する TV 放送システム

佐賀市の生涯学習を考えるに当たっては、これら、佐賀市の特長を意識的に活か

し、市民が主役となる、新しい時代の生涯学習システムを創り上げることが重要と

なります。
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２．佐賀市の生涯学習推進のための目標２．佐賀市の生涯学習推進のための目標２．佐賀市の生涯学習推進のための目標２．佐賀市の生涯学習推進のための目標

佐賀市の特長を活かして、生涯学習を推進するための目標を、以下のとおり定め

ます。

　　　　　１．市民が主役となる生涯学習の推進

　　　　　２．公民館を核とした地域コミュニティづくりの推進

　　　　　３．地域資源の有効活用

　　　　　４．行政内部における生涯学習推進体制の整備

　　　　　５．生涯学習ネットワークの充実

　　　　　６．情報通信技術の活用



　第Ⅲ部　基本計画
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　１．市民が主役となる生涯学習の推進　１．市民が主役となる生涯学習の推進　１．市民が主役となる生涯学習の推進　１．市民が主役となる生涯学習の推進

生涯学習の主役は、あくまで市民であり、生涯学習を通して、豊かな人生をお

くることができるとともに、市民のコミュニティ力の更なる向上やボランティア、
ＮＰＯなどの市民活動の推進が図られるということを、市民の皆さんに理解して

もらい、誰もが生涯学習に積極的に取り組んでもらえるよう、生涯学習の普及や

啓発、学習機会の提供を図ります。
特に今後は、国の地方分権施策に伴い、地域のことは地域で決める、という自

己決定責任が求められることとなり、市民の皆さん一人ひとりの考えや意見が非

常に重要となって来ます。このためにも、市民の皆さんに、自分自身を磨き上げ
て、地域の課題などを理解してもらうための手段として、生涯学習の推進を図り

ます。

市民活動  … 営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与す
ることを目的とする活動（佐賀市民活動センター条例第３条より）

　　　施策の方向

◇生涯学習の必要性を、市民の皆さんに理解してもらえるよう、継続的な普及・

啓発を行います。
◇市民の皆さんが、気軽に生涯学習に取り組めるよう、市のみならず、県や民間

事業所なども含めた、様々な学習情報（講座や学級に限らない）の一元的な提

供を図ります。
◇地域のことが学べ、地域のことを考えるような、学習プログラムの開発に努め

ます。

◇地域での課題を考えるため、現代的課題＊について学習する機会の提供に努め
ます。

◇市民の皆さんの生涯学習を支援するための、様々な方策を検討します。

◇生涯学習の実践である市民参画＊を推進するための方策を検討します。

現代的課題  … 社会に求められる課題、今すぐ行政が取り組むべき課題、公共性のある課題のこ
と。常に変化する社会の中で、私たち国民がその変化にうまく適応し、そして社
会的責任を果たしていくためには、私たち国民自身が、時代に順応し要請に応え
ていく必要がある。そのためにぜひ学習しなければならない学習課題のこと。
例；環境問題、国際理解、健康・福祉、少子・高齢化、教育問題、地域づくり等

市民参画 …政策などの立案や事業の計画実施の過程で、関係する住民・利用者や市民一般に情
報を公開したうえで、広く意見を聴取し、施策立案や事業計画に反映すること。
PI（Public Involvement：パブリックインボルブメント）ともいう。

　　　施策の例

★生涯学習を行う意義や学習機会（講座や教室の紹介など、学習のきっかけとな

るもの）に関する様々な情報などを、公共・民間を問わず、市報やホームペー
ジ、その他の方法を通じて、広く広報します。
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★市役所内の各部署との連携を図り、様々な機会を捉えて、生涯学習の普及・啓
発を図ります。

★市役所の出前講座との連携を図り、その講座の中で、現代的課題などを取り上

げます。
★地域にいる、さまざまな人材を発掘して、行政との協働への参加を促したり、

その人材を、生涯学習人材バンクとして整備し、指導者などとして、学習を希

望する人やグループ、学校などに紹介していきます。
★市民が、ＮＰＯ＊やＮＧＯ＊、ボランティア＊団体などの活動へ、参加しやすい

ように、市民活動担当部局等と連携を図りながら、学習プログラムの開発や各

種情報の提供を行います。
★仕事や子育てなどで、なかなか学習する機会を持てない人たちのために、休

日・夜間の講座等を開設したり、一時保育をするなどの配慮をします。

ＮＰＯ … Nonprofit Organization：非営利組織。政府や私企業とは独立した存在として、市民・
民間の支援のもとで社会的な公益活動を行う組織・団体

ＮＧＯ  … Non-Governmental Organization：元々は、国連と政府以外の民間団体との協力関係に
ついて定めた国連憲章第 71 条の中で使われている用語。国際協力に携わる「非政府組
織」「民間団体」のことを意味する。一般には、開発、人権、環境、平和など地球規模
の問題に国境を越えて取り組んでいる非営利の民間組織のこと

ボランティア … Volunteer：生涯学習では、「個人の自由意思に基づき、その技能や時間等を進ん
で提供し、社会に貢献すること」と定義（平成４年７月生涯学習審議会答申『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』より）

<参考>・「自発的な意思に基づき他人や社会に貢献すること」（平成５年中央社会福祉審
議会意見具申より）

・「自発性に基づく行為であり、慈善や奉仕の心、自己実現、相互扶助、互酬性
といった動機に裏付けされた行動」（平成６年国民生活審議会総合政策部会市
民意識と社会参加活動委員会報告より）

・「ボランティアの最大公約数的な要素は、①自発性：自らの意思に基づいて行
動する②貢献性：（社会の一員として）他の人々や社会の福利を向上させる、
の２点」（平成１２年１１月国民生活白書「ボランティアが深める好縁」より）
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　２．公民館を核とした地域コミュニティづくりの推進　２．公民館を核とした地域コミュニティづくりの推進　２．公民館を核とした地域コミュニティづくりの推進　２．公民館を核とした地域コミュニティづくりの推進

市民の一番身近な存在の、市の施設である公民館は、地域において、非常に重

要な役割を担って来ました。特に、本市においては、各小学校区ごとに市立公民
館が設置され、生涯学習・社会教育の拠点としての役割はもちろん、地域交流の

核として、また、地域活動やコミュニティ活動の拠点としての役割を果たして来

ており、その存在意義は決して小さくありません。
しかし、いまだ旧来の社会教育施設としての役割のみを、引きずり続けている

部分も見られ、市民のニーズに合致していないのでは、と思われる部分もありま

す。
また、少子高齢社会の到来や青少年の問題、地方分権の進展など、行政だけで

なく、地域ぐるみで担わなければ、解決できないと思われる問題や、防災や交通

安全など、地域で自主的に取り組むべき問題も多く、「住民自治の向上」が、今
後の大きな課題となっています。

そこで、地域の核として、今ある公民館の役割を見直し、今まで以上に、市民

に密着した、地域コミュニティの拠点施設、支援施設としての機能充実を図りま
す。

　　　施策の方向
◇公民館を生涯学習・社会教育の場としてのみ捉えるのではなく、その役割を見

直し、様々な地域課題を解決する場など、コミュニティとしての機能等の充実

を図ります。
◇地域住民が利用し易い公民館施設とはどのようなものか、調査・研究し、柔軟

な対応を図れるようにします。

◇第一次行政改革推進会議の提言を踏まえ、自治会等も含めた、地域主体の公民
館運営を図ります。

　　　施策の例

★公民館の管理運営などへの、地域住民等の市民参画を進めます。

★地域コミュニティ活性化の中核となる人々（リーダー）を育成します。
★公民館が、市民の集えるコミュニティの場であることの、周知広報に努めます。

★公民館の役割の見直しに伴い、生涯学習支援の新しい体制づくりを図ります。

★庁内の、自治会活動担当部署との連携などを図りながら、公民分館＊活動の活
性化、住民自治の活性化に向けた取り組み等を調査・研究していきます。

公民分館  … 社会教育法第二十一条第三項では、「公民館の事業の運営上必要があるときは、公民
館に分館を設けることができる。」、と定められている。本市においては、校区内各自
治会の自治会館（自治会構成員が、もっぱら自分たちの集会等の用に供するために、
自らの資金等を以って、任意に建設等を行った施設のこと。別名、公民館類似施設或
いは自治公民館とも呼ぶ。）を以って、市立公民館の分館と見なし、市立公民館長が
当該公民分館の館長を委嘱している。
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　３．地域資源の有効活用　３．地域資源の有効活用　３．地域資源の有効活用　３．地域資源の有効活用

本市には、豊かな自然環境と多くの歴史的・文化的資源あるいは人的資源があ

ります。
そこで、この資源を活かした事業を実施したり、自然環境や歴史、文化、風土、

産業、地域情報などを整理、体系化した、郷土学（仮称：さが学）とも呼ぶべき

ものを創設し、生涯学習の中でのこれらの地域資源の活用を図り、自分が暮らす
地域を見直す契機にするとともに、まちづくり、人づくりなどに努めます。

　　　施策の方向
◇地域の資源（物及び人）を再発見し、活用あるいは活躍できるような学習プロ

グラム（仮称：さが学）を構築します。

◇地域の資源（物及び人）の情報を収集し、提供できるようなシステムの実現を
目指します。

　　　施策の例
★地域資源に関する情報などを体系化して学べる、学習プログラム（仮称：さが

学）を実施します。

★地域の隠れた人材を発掘し、学習したい人に紹介できるようなシステムの構築
を図ります。また、それらの人々が活躍できる場の提供を図ります。

★市役所内の観光部門、環境部門、農業部門、緑化部門などと連携して、地域資

源を活かした、エコツーリズム＊、グリーンツーリズム＊などの実現を図ります。
★関係部局と連携して、地域資源を活用するための講座等を開催します。

エコツーリズム  … Ecotourism：旅行者が、生態系や地域文化に悪影響を及ぼすことなく、自
然地域を理解し、鑑賞し、楽しむことができるよう、環境に配慮した施設
および環境教育が提供され、地域の自然と文化の保護・地域経済に貢献す
ることを目的とした旅行形態。（「日本自然保護協会」HP より）

グリーンツーリズム … Greentourism：緑豊かな農村地域において、その自然・文化・人々と
の交流を楽しむ、滞在型の余暇活動（「農林水産省」HP より）
<参考>沿岸漁村で交流するのは、ブルーツーリズム(Bluetourism)
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　４．行政内部における生涯学習推進体制の整備　４．行政内部における生涯学習推進体制の整備　４．行政内部における生涯学習推進体制の整備　４．行政内部における生涯学習推進体制の整備

生涯学習は、何も市立公民館や図書館などだけで行われている訳ではありませ

ん。例えば、施設を見ても、小学校、中学校などの教育施設をはじめ、文化会館
や市民会館、歴史民俗館などの文化施設、体育館や野球場、運動広場などの体育

施設、老人センターや児童センターなどの福祉施設、ｉスクエアなどの市民活動

施設等々、市が設置した、様々な場所や施設で、様々な生涯学習が行われていま
す。また、市の各行政部局が実施している事業や行事・イベントの多くは、生涯

学習と関連する施策なのです。

しかしながら、各々の施策は、それぞれの部局の立場で展開されるに止まって
おり、そのほとんどが、生涯学習を意図したものではありません。

そこで、行政内部の推進体制を整備し、縦割り行政となりがちな、佐賀市が設

置している各種施設や各行政部局が実施している様々な施策を、生涯学習の観点
で横断的に捉え直し、『佐賀市』という総合的な見地から、生涯学習の推進に取

り組んで行きます。

　施策の方向

◇市役所内の各部局が実施している各種事業を検証し、どのような事業が生涯学

習に該当するのか、また、市役所が行う事業が、結果的に市民の生涯学習の推
進に結びつくものであることを理解できるよう、職員に対して、生涯学習に関

する普及・啓発を行います。

◇近年、市役所各部局が種々の事業を企画する際などの政策決定過程に、市民が、
協議会＊の構成員として、あるいはワークショップ＊のメンバーになるなど、市

民参画＊の手法が一般的になりつつあります。また、パブリックコメント＊制度

も、正式に運用を始めました。これらは、市民にとっての、生涯学習の実践に
他なりません。従って、今後も、生涯学習の見地から、各部局に対して、更な

る市民参画の推進を働きかけて行きます。

◇各部局が実施している、生涯学習に関連、該当すると思われる事業等の情報な
どについて、日ごろから収集し、市民に対して、一元的に提供する仕組みを構

築します。

◇生涯学習を担当する生涯学習課の機能を充実させ、市役所内部の生涯学習に関
する施策の統括、情報の集積と管理、連絡・調整を行います。

◇実際の市民参画に繋がるような学習プログラムの開発を行います。

協議会 … 行政機関が、政策などの立案等を行う際に、案に対して広く意見や情報を提出しても
らうために設置する、市民や専門家、事業者等から構成される会議

ワークショップ … 計画等の内容に対して、行政機関と市民等が、現地調査や見学、作画・工作
などを交えながら、協働で提案や計画を作り上げるための場。

市民参画 …政策などの立案や事業の計画実施の過程で、関係する住民・利用者や市民一般に情報
を公開したうえで、広く意見を聴取し、施策立案や事業計画に反映すること。
PI（Public Involvement：パブリックインボルブメント）ともいう。
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パブリックコメント  … 行政機関が、政策などの立案等を行う際に、その案を公表し、案に対し
て広く市民や事業者等から意見や情報を提出してもらう機会を設け、行
政機関は、提出された意見等を考慮、反映して案を策定したり、意思決
定を行うもの。

　　　施策の例

★職員の生涯学習に関する理解を深めるために、研修会などを実施します。
★生涯学習に関する情報の交換や連携を図り、生涯学習についての深い理解が得

られるよう、市役所内部の各部局に、生涯学習を推進する職員を配置します。

★市役所内部の各部局が実施している、行事・イベント等の連絡・調整を行い、
類似したものなどの一本化を図ります。

★生涯学習に関する施策の統括等を行うため、生涯学習課の職員配置を見直しま

す。また、公民館を管轄する、中央公民館的な役割を持った部署の設置を検討
します。

★職員自身の生涯学習活動を支援するために、庁内における生涯学習情報の提供

などを図ります。
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　５．生涯学習ネットワークの充実　５．生涯学習ネットワークの充実　５．生涯学習ネットワークの充実　５．生涯学習ネットワークの充実

本市は、佐賀県の県庁所在都市として、図書館や博物館、美術館、アバンセ（佐

賀県立女性センター・佐賀県立生涯学習センター）など、県の施設が相当充実し
ています。また、カルチャーセンター・カルチャースクールを始めとして、大学・

短大、各種専修学校、企業・会社の事業所など、公共・民間を問わず、様々な生

涯学習関連施設も数多くあります。
にもかかわらず、本市においては、このような施設との連携が、ほとんど図ら

れて来ておらず、各々の施設が、必要に応じて事業の展開を行って来たところで

す。
今後は、学習者の利便性を考慮した、情報の一元的提供や事業の効率的な実施

が必要となってきます。

このようなことから、市以外の施設、機関、団体との連携・ネットワークの充
実を図り、学習内容の充実や学習機会の提供を推進します。

　　　施策の方向
◇学習ニーズの高度化・専門化への対応から、大学・短大等を始めとする高等教

育機関との連携に取り組みます。

◇多様化・個別化する学習者のニーズへ対応するためには、行政のみでは、非常
に難しい状況となっています。また、今では、多くの生涯学習が、民間事業者

等で行われています。これらのことを考慮し、公共・民間、それぞれが役割を

分担し、全体として、効率的で効果のある生涯学習というものの推進を考えて
行きます。

　　　施策の例
★高等教育機関との連携による、学習プログラムの開発、講座等の開催をします。

★学習者の利便性を考慮し、公共・民間を問わない、生涯学習に関する情報の一

元的な提供を図ります。
★行政と民間生涯学習事業者などとの、事業の住み分けを図るとともに、連携な

どの可能性を探ります。

★市内に多数ある、各種施設の活用、連携を図ります。
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　６．情報通信技術の活用　６．情報通信技術の活用　６．情報通信技術の活用　６．情報通信技術の活用

近年、ＩＴ＊分野における発展は、極めて著しく、目を見張るものがあります。

パソコンや携帯電話など、ほんの十年前には考えられなかったようなことが、今
ではごく当たり前のこととなっています。この発展に伴い、生涯学習に関しても、

新たな学習方法が開発されています。

このような技術的な発展は、今後の生涯学習のあり方を大きく変えるものであ
ると考えられるので、これからのＩＴの進展状況を注視しつつ、その進展に適切

に対応できるよう、新たな学習方法の把握に努め、生涯学習に活用していきます。

ＩＴ  … Information Technology：直訳すると「情報技術」だが、「情報通信技術」と呼ばれるこ
とが多い。感覚的には「コンピュータとネットワーク(特にインターネット)に関連する技
術」のことを意味する

　　　施策の方向
◇情報通信技術を活用した、在宅学習の可能性などについて調査、研究します。

◇パソコンや携帯電話を積極的に活用して、生涯学習情報などを発信していきま

す。
◇ＣＡＴＶ網を活用した、市独自の生涯学習番組の放送や情報提供の可能性を探

ります。

◇インターネットなどを利用した、施設予約システムなどの実現を図ります。

　　　施策の例

★ｅ-ラーニング＊を始めとする、在宅学習について、調査、研究を行います。
★講師や講座などの生涯学習に関する情報を、利用者が簡単に捜したり、申し込

んだりすることができる、ＩＴを活用した、生涯学習情報提供システムの調査・

研究を行います。
★ＩＴに関するボランティアなどの養成を図り、高齢者や家庭の主婦層などをは

じめとする、情報弱者＊に対するレファレンスサービス＊を行います。

★市民の情報リテラシー＊向上のための機会の提供を図ります。
★施設予約システムの導入に向けて、調査・研究を行います。

e-ラーニング … e-learning：パソコンやコンピュータネットワークなどを利用して教育を行な
うこと。教室で学習を行なう場合と比べて、遠隔地にも教育を提供できる点や、
コンピュータならではの教材が利用できる点などが特徴。

情報弱者 … information shortfall：別名、ＩＴ弱者。様々な理由から、パソコンやインターネ
ットをはじめとする情報・通信技術の利用に困難を抱える人。

レファレンスサービス … reference service：図書館などで、利用者の問い合わせに応じ、図書
の照会や検索をする業務。

情報リテラシー … 情報化社会でコンピューターなど情報関連技術を習得し、積極的に情報を活
用することのできる能力。



　第Ⅳ部　これからの取り組み
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　これからの取り組み

本計画の中で、生涯学習には、あらゆる学習活動が含まれ、その学習活動は、学習

者自らの生きがいであったり、人生を充実させる目的のものであると同時に、学習の
成果を地域に還元し、地域づくり、まちづくり、ひとづくりに活用してもらいたい、

と述べました。

市民一人ひとりに、生涯学習に取り組んでもらい、その成果を、地域に活かしても
らうことが、地域の再生に繋がると同時に、本当の意味での住民自治というものが回

復し、それがすなわち、住民が主役となった、よりよい佐賀市の実現に他ならないと

考えます。
今後、地方分権がますます進捗し、規制が緩和される方向にありますが、それは、

自分たちが住む地域のあり方は、住民自身が決定してよいが、その責任は、住民自身

が負うことになる、というものです。
このためにも、市民の皆さんが、生涯学習活動を通じて、社会的な課題や地域の課

題について学んでもらい、住民と行政が協働して、よりよい佐賀市の実現を目指した

いと考えます。

では、佐賀市の将来像とは、いったいどのようなものになるのでしょうか？

市民の皆さんは、知りたい生涯学習の情報を、パソコンや携帯電話を利用

して、知りたい時にいつでも、簡単に入手できるようになっています。ま

た、情報通信技術の進歩によって、自宅に居ながらにして、学びたい時に
学ぶことができる環境が整備されています。大学や企業、ＮＰＯなども、

積極的に市民向けの講座などを開催し、多くの市民で賑っています。公民

館には、市民が集まり、自分たちが住む地域のことを議論しています。一
方では、生涯学習実践の場として、多くの市民が集い、その中から、新し

い学びの輪が広がっています。

郷土に関する学習も、「さが学」として確立され、いろいろなところで、
開催されています。佐賀のことを改めて学ぶ市民も増え、自分たちのまち

のことは自分たちで考えようという意識が広がり、行政との協働に積極的

に参画して、市民が主役となったまちづくりが実現しました。

このような佐賀市こそが、総合計画でいうところの、「世界一のインテリジェント

田園都市」なのではないでしょうか。
そういう意味でも、本基本計画に沿った取り組みを実現し、佐賀市の生涯学習を推

進することが、最良の方策である、と思われます。

加えて、その取り組みを、実効力のあるものにするためにも、本基本計画に掲げた
基本目標を達成するために、具体的な施策を定めた行動計画を策定し、市民へのアン

ケートなどを通じて、その進捗状況を逐次検証していく必要があると思われます。
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　資　料
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佐賀市における生涯学習に関する意識調査

１．調査の概要

（１）調査の目的
　　　この調査は、市民の学習活動の実態及び学習ニ－ズ等を把握し、今後の生涯学習関連諸施

策推進のための基礎的資料を得ることを目的に行ったものである。

（２）調査項目
　① 回答者の属性（性別・年齢・職業・居住地・居住年数・家族構成） 問１～問６
　② 余暇時間とその過ごし方　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　問７～問８
　③ 地域活動の状況

・ 地域団体への所属の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　問９
・ その他の団体への所属の有無　　　　　　　　　　　　　　　 　問 10
・ 地域行事への参加頻度　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　問 11

　④ 希望する社会の姿と実現ために必要な生涯学習内容　　　　 　　　問 12～13
　⑤ 現在の生涯学習活動状況

・ 生涯学習活動の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　問 14
・ 生涯学習活動の分野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　問 15
・ 生涯学習活動の頻度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　問 16
・ 生涯学習施設の利用頻度　　　　　　　　　　　　　　　　　 　問 17
・ 生涯学習施設に対する感想　　　　　　　　　　　　　　　　 　問 18
・ 生涯学習関連の情報の入手方法　　　　　　　　　　　　　　 　問 19
・ 希望する生涯学習関連の情報　　　　　　　　　　　　　　　 　問 20
・ 希望する生涯学習関連の情報の入手方法　　　　　　　　　　 　問 21

　⑥ 今後の生涯学習活動について
・ 希望する活動分野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　問 22
・ 希望する活動方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　問 23
・ 生涯学習活動の充実に必要なこと　　　　　　　　　　　　　 　問 24

⑦ 佐賀市立公民館について
・ 公民館役割の期待　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　問 25
・ 公民館施設の使用料について　　　　　　　　　　　　　　　 　問 26

⑧ 生涯学習や公民館についての意見　　　　　　　　　　　　　　 　問 27



-３０-

（３）調査対象
　① 母集団　市内に居住する 16 歳以上の男女個人
　② 標本数
　③ 抽出法　住民基本デ－タより、母集団の年代・性別の比率ごとに無作為抽出
調査対象の抽出比率と抽出数

平成 13 年 10 月 31 日現在の 16 歳以上の男女 調査対象者（抽出）
　

　男　63,932　人 （ 46.7 ％） 　男  　934　人 （ 46.7 ％）

　
　女　72,959　人 （ 53.3 ％） 　女　1,066　人 （ 53.3 ％）

年齢構成別 　 　 　 　

　 名　　　　簿 抽　　　　　出

16～19 歳 8,916　人 6.5　％ 130　人 6.5　％
20 から 29歳 23,043　人 16,8　％ 338　人 16.9　％

30 から 39歳 21,240　人 15.5　％ 310　人 15.5　％

40～49 歳 21,569　人 15.8　％ 315　人 15.7　％
50～59 歳 22,670　人 16.6　％ 331　人 16.6　％

60～69 歳 18,381　人 13.4　％ 268　人 13.4　％

70 歳以上 21,072　人 15.4　％ 308　人 15.4　％

（４）調査期間　平成 13 年 12 月 22 日～平成 14 年 1 月 15 日

（５）調査方法　郵送法（配布回収とも）

（６）回収結果

　 項　　　　目 計　算　等 数　値
A 16 歳以上(平成 13 年 10 月 31 日現在) 136,891 人

B 調査対象数 無作為抽出 2,000 人

C 16 歳以上割合 Ｂ÷Ａ×100＝Ｃ 14.6％
D 送付不能数 転居不明等 5通

E 実質配布数 Ｂ-Ｄ＝E 1,995 通

F 全回収数 　 546 通
G 無効数 未回答（白紙）等 4通

H 有効回収数 Ｆ－Ｇ＝Ｈ 542 通

I 回収率 Ｈ÷Ｅ×100＝Ｉ 27.2％
Ｊ 対 16 歳以上回収比 Ｈ÷Ａ×100＝Ｊ 0.4％



-３１-

２．調査結果（抜粋）

問１．性別

　一般市民の回答者（以後一般と略す）は 542 人で、男性 236 人（43.5％）、女性 304 人

（56.1％）であり、女性の回答者が多い。

　年齢別に見ると、回答者の占める割合が最も多かったのは男女共に 70 歳以上であり、
また、男女共に年代が上がるほど回答者の占める割合が高くなるという傾向が見られた。

性　別性　別性　別性　別

男

43.5%

女

56.1%

無回答

0.4%

性別×年齢性別×年齢性別×年齢性別×年齢

4.7%
2.6%

8.5%

12.5%
11.0%

14.5%
17.8%16.5%

20.8%
22.5%

20.1%

16.1% 17.1% 15.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

男 女

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上
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問９．現在あなたは、地域の団体（例えば、自治会、婦人会、ＰＴＡ、子ども会など）に

所属していますか。

　地域団体への所属について見ると、全体の 59.2％が「所属していない」と回答しており、
半数以上が自治会や地域団体に所属していないという結果が得られた。

　年齢別に見てみると、10 代、20 代の所属の割合はわずか５％程度であるのに対し、30

代以上は 34％～53％の住民が所属しており、地域集団が年齢的に分化していることが見て
取れる。つまり、住民の地域集団への所属に関しては、20 代から 30 代への間と 30 代から

40 代への間の２段階において契機となっているということが言える。

地域団体の所属の有無地域団体の所属の有無地域団体の所属の有無地域団体の所属の有無

無回答

0.9%

所属していない

59.2%

地域の団体に所

属している

39.9%

地域団体の所属の有無×年齢地域団体の所属の有無×年齢地域団体の所属の有無×年齢地域団体の所属の有無×年齢

5.3%

5.2%

34.3%

53.3%

47.3%

45.3%

46.5%

94.7%

94.8%

65.7%

46.7%

52.7%

53.7%

51.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.2%

1.1%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上

地域の団体に所属している 所属していない 無回答
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問１０．現在あなたは、問９以外の団体に所属していますか。

　地域団体以外の団体に「所属している」住民の割合は 24.2％で、約４人に１人が所属し

ていることになる｡問９と比較すると、明らかに地域集団への加入率が高く、地域集団の
衰退が指摘される昨今であっても、なお地域集団の存在は大きいものであるということが

言えよう。

　また、年齢別で見ると、「所属している」住民の割合が最も高い年代は、60 代（41.1％）
である。次が、70 歳以上（32.5％）であり、30 代から 50 代は 20％程度、10 代・20 代は

５％以下という結果であった。

問９以外の団体への所属の有無問９以外の団体への所属の有無問９以外の団体への所属の有無問９以外の団体への所属の有無

無回答

1.7%
所属している

24.2%

所属していない

74.2%

問９以外の団体への所属の有無×年齢問９以外の団体への所属の有無×年齢問９以外の団体への所属の有無×年齢問９以外の団体への所属の有無×年齢

3.4%

20.0%

21.7%

20.9%

41.1%

32.5%

100.0%

96.6%

80.0%

78.3%

76.9%

57.9%

64.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.1%

3.5%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上

所属している 所属していない 無回答
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問１４．現在あなたは生涯学習活動を行っていますか。

　全体では、「生涯学習を行っていない」と答えた住民の割合は 68.1％で、住民の３分２

以上が何かしらの生涯学習活動に参加していないという結果が得られた。
　年齢別に見ると、年齢が上がるにつれて、「生涯学習活動を行っている」と答えた住民

の割合が増加するという傾向が見て取れる。「生涯学習活動を行っている」と答えた割合

が最も高い年代は 60 代の 38.9％であった。逆に、低かった年代は、10 代（5.3％）と 20
代（8.6％）で、それぞれ１割未満あった。

生涯学習活動の有無生涯学習活動の有無生涯学習活動の有無生涯学習活動の有無

生涯学習を行っ

ている

27.9%

行っていない

68.1%

無回答

4.1%

生涯学習活動の有無×年齢生涯学習活動の有無×年齢生涯学習活動の有無×年齢生涯学習活動の有無×年齢

5.3%

8.6%

21.4%

28.3%

26.4%

38.9%

36.8%

94.7%

89.7%

75.7%

68.5%

69.2%

58.9%

55.3%

0.0%

7.9%

2.1%

4.4%

3.3%

2.9%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上

生涯学習を行っている 行っていない 無回答
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問１５．問１４で『はい』と答えられた方は、具体的にどのような分野の学習をされてい

ますか。あてはまるものを３つ選んでください。

　全体で最も多かったのは「芸術分野」（43.0％）であった。以下、「健康・家庭生活分野」
（39.7％）、「スポーツ分野」（26.5％）の順であった。

　年齢別で見ると、「歴史・文学分野」と「健康・家庭生活分野」は高齢者層に高く、逆

に「スポーツ分野」と「国際関係分野」は若い年齢に多いことが見られた。

生涯学習活動の分野生涯学習活動の分野生涯学習活動の分野生涯学習活動の分野

26.5%

43.0%

16.6%

16.6%

15.2%

39.7%

12.6%

10.6%

15.2%

14.6%

12.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

スポーツ

芸術

歴史・文学

福祉

環境

健康・家庭生活

育児・教育

国際関係

地域活動

ボランティア

その他
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問１７．下記、佐賀市内にある生涯学習施設の利用頻度を、各々の施設ごとにお答えくだ

さい。（１～４までの中から１つ選んで○を付けて下さい。）

　「よく利用する」「たまに利用する」の合計（以後、「利用するの合計」と略す）を見る
と、市立図書館が 48.3％と最も高い。以下、「市立文化施設」（44.6％）、「県立文化施設」

（37.8％）、「アバンセ」（31.7％）の順であった。逆に、「一度も利用したことがない」と

答えた住民が多かった施設は、「金立教育キャンプ場」（69.0％）、「民間文化施設」
（60.0％）、「民間体育施設」（57.2％）、「歴史民族資料館」（55.5％）であった。

　生涯学習施設の利用頻度　生涯学習施設の利用頻度　生涯学習施設の利用頻度　生涯学習施設の利用頻度

5.7%

15.1%

22.5%

33.2%

16.1%

39.7%

22.1%

21.4%

18.8%

28.4%

19.7%

14.2%

34.3%

9.6%

8.1%

21.8%

15.5%

22.3%

17.3%

22.7%

18.1%

19.9%

17.3%

20.5%

26.4%

26.8%

22.5%

14.6%

16.4%

38.2%

69.0%

23.2%

43.9%

24.7%

35.2%

44.3%

46.1%

55.5%

35.1%

36.0%

41.7%

26.6%

57.2%

60.0%

11.8%

14.8%

12.9%

15.1%

13.3%

13.5%

13.1%

14.0%

14.2%

12.7%

14.4%

14.4%

13.1%

13.8%

13.7%1.8%

4.8%

3.5%

3.0%

3.5%

3.3%

0.6%

1.1%

3.1%

6.5%

5.0%

2.6%

0.2%

12.4%

2.8% 13.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市立（校区）公民館・

ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

金立教育キャンプ場

市立図書館（含分室）

市立体育館施設

（体育館、野球場、グラウンドなど）

市立文化施設

（文化会館、市民会館など）

学校の運動場

・体育館

ほほえみ館

メートプラザ佐賀

歴史民俗史料館

アバンセ

県立図書館

県立体育施設

（総合体育館、市村体育館など）

県立文化施設

（美術館、博物館など）

民間体育施設

（ｽｲﾐﾝｸﾞ、ｽﾎﾟー ﾂｼﾞﾑなど）

民間文化施設

（ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰなど）

よく利用する たまに利用する ほとんど利用したことない

一度も利用したことがない 無回答
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問１９．現在、生涯学習に関する情報を主に何から得ていますか。あてはまるものを３つ

選んでください。

　全体では、「市報」が 66.1％で最も多かった。以下、「新聞・テレビ・ラジオ」（57.2％）、
「地域ミニコミ誌」（50.0％）「公民館だより」（28.4％）の順であった。

学習情報の入手方法学習情報の入手方法学習情報の入手方法学習情報の入手方法

28.4%

66.1%

50.0%

57.2%

2.8%

20.1%

4.8%

0.9%

3.9%

15.1%

1.5%

11.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公民館だより

市報

地域ミニコミ誌

新聞・テレビ・ラジオ

ホームページ

自治会等の回覧

ぶんぶんテレビ

公民館等の相談窓口

アバンセ

知人

その他

特に得てない



-３８-

問２０．今後は、生涯学習に関するどのような情報が必要とお考えですか。あてはまるも

のを３つ選んでください。

　今後、希望する生涯学習に関する情報内容を見ると、「講座内容」についての情報が
63.5％で最も多かった。また、その他の希望する情報としては、「開催日」（38.7％）、「施

設」（38.6％）、「開催場所」（38.0％）が４割近く占めた。

希望する情報内容希望する情報内容希望する情報内容希望する情報内容

38.6%

63.5%

38.0%

9.8%

38.7%

26.8%

28.4%

17.5%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

施設について

講座内容

開催場所

主催者

開催日

受講費用

サークル・グループ

講師・指導者の紹介

その他
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問２１．問２０で選んだ情報を、今後は何から得たいと思いますか。あてはまるものを３

つまで選んでください。

　今後、期待する情報源としては、「市報」が 71.0％で最も多い。以下「新聞・テレビ・
ラジオ」（64.4％）、「地域ミニコミ誌」（48.9％）の順となり、問 19 における現在得てい

る情報源と同じ傾向であることが分かった。つまり、多くの人が今後も現在と変わらない

情報源によって、生涯学習に関する情報を得ようと考えているのである。

希望する学習情報の入手方法希望する学習情報の入手方法希望する学習情報の入手方法希望する学習情報の入手方法

29.9%

71.0%

48.9%

64.4%

10.1%

23.6%

4.4%

2.0%

1.7%

4.8%

0.7%

3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公民館だより

市報

地域ミニコミ誌

新聞・テレビ・ラジオ

ホームページ

自治会等の回覧

ぶんぶんテレビ

公民館等の相談窓口

アバンセ

知人

その他

特に得てない
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問２２．どのような分野の学習をして行きたいですか。あてはまるものを１つ選んでくだ

さい。

　全体では、「スポーツ・レクリエーション分野」が 21.4％と最も多く、以下、「健康・家
庭生活分野」（17.5％）、「音楽などの芸術分野」、「歴史文学などの一般教養分野」（共に

12.2％）の順であった。

希望する学習分野希望する学習分野希望する学習分野希望する学習分野

21.4%

12.2%

12.2%

6.6%

6.8%

17.5%

5.4%

4.4%

3.5%

2.6%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

スポーツ、レクリエーション分野

音楽、美術などの芸術分野

歴史、文学などの一般教養分野

福祉の分野

環境、自然保護分野

健康、家庭生活分野

育児、教育に関する分野

国際交流や外国語に関する分野

地域活動の分野

ボランティアについての分野

その他



-４１-

問２４．あなたは、学習を充実させていくためには、何が必要だと思いますか。各々の項

目ごとにあてはまるものを１～５までの中から１つ選んで○を付けてください。

　生涯学習に対する阻害要因を尋ねたところ、「非常に必要」「かなり必要」と答えた人の
割合が高かったのは、生涯学習に関する情報提供を充実してほしい（55.4％）と、教室・

講座などの受講費を安くしてほしい（43.9％）の２点であり、半数近い人が必要と答えて

いる｡逆に少ない項目としては、教室講座などの内容をもっと高度にしてほしい（16.4％）
と、ボランティアグループなどを紹介してほしい（19.4％）であった。よって、これらの

結果から、住民は講座の質的充実や受講後のフォローアップではなく、きっかけづくりに

対するサービスの充実を求めていると言えよう。

生涯学習の充実に必要なこと生涯学習の充実に必要なこと生涯学習の充実に必要なこと生涯学習の充実に必要なこと

10.0%

9.4%

8.1%

5.0%

11.3%

19.4%

22.0%

10.9%

10.9%

10.0%

11.1%

9.8%

5.4%

22.1%

26.2%

27.1%

21.0%

24.5%

33.4%

22.5%

21.6%

22.1%

22.0%

17.5%

36.7%

35.8%

39.7%

52.8%

39.1%

35.4%

27.7%

42.4%

42.1%

36.7%

41.3%

38.4%

49.3%

12.7%

10.7%

10.9%

9.8%

12.7%

13.7%

11.4%

13.5%

13.3%

13.3%

14.8%

15.1%

13.5%

14.4%

14.6%

14.8%14.0%

11.4%

7.6%

7.2%

6.6%

6.1%

2.0%

4.1% 13.8%

14.9%

15.5%

14.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

活動できる施設の増築や
備品の整備をして欲しい

活動できる施設の数を
もっと増やして欲しい

教室、講座などの開催数を
増やして欲しい

教室、講座などの内容を
もっと高度にして欲しい

教室、講座などを受講者の
都合に合わせて欲しい

教室、講座などの
受講費を安くして欲しい

生涯学習に関する

情報提供を充実して欲しい

生涯学習に関する

相談窓口を充実して欲しい

学習したことを還元できる

仕組みを充実して欲しい

仲間を紹介してくれるような

仕組みを充実して欲しい

必要な講師や指導者などを紹介して

くれるような仕組みを充実して欲しい

グループ、サークルなどへの
金銭的補助をして欲しい

ボランティアグループなどを
紹介して欲しい

非常に必要 かなり必要 普　通 あまり必要ではない 不　必　要 無回答
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問２５．今後公民館の役割として、どのようなことを期待されますか。あてはまるものを

３つまで選んでください。

　全体では、「コミュニティーセンターのような施設」が 52.6％で最も多く、以下、「今ま
でどおり生涯学習推進のための施設」（42.8％）、「子どもたちの受け皿ができる施設」

（36.0％）、「市役所の出張所的施設」（35.6％）、「高齢者の居場所的施設」（34.1％）の順

であった。
　よって、これらの結果から公民館の役割に対する住民の期待は、これまで通りの学習施

設、地域の中核施設としての役割と共に、高齢者や子どもといった社会的弱者に対する福

祉的な役割も新たに期待されていることが見て取れよう。

公民館への役割に対する期待公民館への役割に対する期待公民館への役割に対する期待公民館への役割に対する期待

42.8%

36.0%

52.6%

35.6%

12.0%

17.9%

28.6%

34.1%

10.7%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習推進のための施設

子どもたちの受け皿として

コミュニティーセンター

市役所の出張所的施設

事務所的役割

ボランティア活動センター

子どもの居場所的施設

高齢者の居場所的施設

市民団体が利用できる施設

その他
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問２６．公民館が開催する講座、教室受講の際の費用負担や、公民館施設の使用料につい

てお尋ねします。次の中からあてはまるものを１つ選んでください。

　全体では、「今までどおり、どちらも無料が良い」が 39.9％と最も多い。以下、「講座、
教室の受講料については、ある程度の負担もやむを得ない」（25.5％）、「どちらの費用負

担もある程度はやむを得ない」（22.5％）の順であった｡つまり、公民館の使用料について

は負担したくないと考えている住民の割合が全体の３分の２を占めているということが
わかった。

公民館施設の使用料について公民館施設の使用料について公民館施設の使用料について公民館施設の使用料について

今までどおり、どち

らも無料が良い

39.9%

その他

1.5%

どちらの費用負担

も、ある程度はやむ

を得ない

22.5%
公民館施設の使用

については、ある程

度の負担もやむを

得ない

4.2%

無回答

6.5%

講座、教室の受講

料については、ある

程度の負担もやむ

を得ない

25.5%
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佐賀市にある生涯学習関連施設一覧

№１

校　　区 勧興校区 循誘校区 日新校区 赤松校区

公民館 勧興公民館 循誘公民館 日新公民館 赤松公民館

保育園・幼稚園
佐賀保育園

佐賀カトリック幼稚園
藤影幼稚園

川原保育所

日新保育園

高岸幼稚園

ひまわり幼稚園

白鳩幼稚園

龍谷幼稚園

若楠幼稚園

佐賀幼稚園

佐賀大学

文化教育学部附属幼稚園

小学校・中学校
勧興小学校

成章中学校
循誘小学校

日新小学校

昭栄中学校

佐賀清和中学校

赤松小学校

佐賀大学

文化教育学部附属小学校

佐賀大学

文化教育学部附属中学校

龍谷中学校

高校・特殊学校
佐賀女子高等学校

佐賀清和高等学校

佐賀西高等学校

龍谷高等学校

短大・大学

専修学校・各種学校

佐賀調理製菓専門学校

西九州福祉医療専門学校

寺元

ドレスデザイン専門学校

緑ドレスメーカー

服飾専門学校

公務員専門学校公務員

　　　ゼミナール佐賀校

佐賀歯科衛生専門学校

佐賀高等理容美容学校

図書館・博物館・美術館等 徴古館

佐賀市歴史民族館

　・旧古賀銀行

　・旧古賀家

　・旧福田家

　・旧牛島家

　・旧三省銀行

佐賀県立図書館

佐賀県立博物館・美術館

大隈記念館

その他の主な学習施設

佐賀市交流センター

　　　　（エスプラッツ）

ゆっつらーと館

青少年・福祉関連施設

※児童クラブとは、放課

後児童クラブのことです

勧興児童クラブ

佐賀市青少年センター

　　　　少年センター

循誘児童クラブ 日新児童クラブ
赤松児童クラブ

佐賀県母子福祉センター

民間カルチャーセンター等

西日本

文化サークル佐賀教室

佐賀新聞

文化セミナータマヤ教室

スポーツ関連施設・

レクレーション施設・

公園・運動広場

佐賀市青少年センター
市村記念体育館

佐賀城公園

民間スポーツ関連施設
佐賀グリーンテニスクラブ

リョーユースポーツプラザ

警察・消防・病院・郵便局

佐賀県警察本部

佐賀神社角交番

消防署中央出張所

佐賀中央郵便局

佐賀白山郵便局

佐賀天神郵便局

佐賀松原郵便局

佐賀柳町郵便局

佐賀今宿郵便局

下田交番

佐賀伊勢郵便局

県立病院好生館

佐賀城内郵便局

佐賀大学前郵便局

佐賀水ヶ江一郵便局

官公庁等

佐賀市交通局

佐賀公共職業安定所

佐賀地方裁判所

佐賀県庁

佐賀地方法務局

マスメディア 西日本新聞社佐賀総局 毎日新聞社佐賀支局

日本経済新聞佐賀支局

ＮＨＫ佐賀放送局

サガテレビ
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№２

校　　区 神野校区 西与賀校区 嘉瀬校区 巨勢校区

公民館 神野公民館 西与賀公民館 嘉瀬公民館 巨勢公民館

保育園・幼稚園

堀江保育所

神野幼稚園

真生幼稚園

城西保育園

信光幼稚園

嘉瀬保育園

嘉瀬幼稚園

巨勢保育所

錦華幼稚園

小学校・中学校
神野小学校

成頴中学校
西与賀小学校 嘉瀬小学校

巨勢小学校

城東中学校

高校・特殊学校 佐賀学園高等学校

短大・大学

専修学校・各種学校

佐賀インテリジェント

　　　　ビジネスカレッジ

専修学校佐賀高等予備校

佐賀市医師会立

看護専門学校

久留米ゼミナール佐賀校

図書館・博物館・美術館等 佐賀市文化財資料館

その他の主な学習施設

市民活動プラザ

（ｉスクエア）

佐賀県立女性センター・

　　　生涯学習センター

（アバンセ）

西与賀

コミュニティーセンター

青少年・福祉関連施設

※児童クラブとは、放課

後児童クラブのことです

神野児童クラブ

勤労者福祉会館

佐賀県

介護実習普及センター

西与賀児童クラブ

平松老人福祉センター
嘉瀬児童クラブ

巨勢児童クラブ

巨勢老人福祉センター

民間カルチャーセンター等

さが社会保険センター

佐賀新聞文化センター

パイネックス

カルチャー教室

スポーツ関連施設・

レクレーション施設・

公園・運動広場

どんどんどんの森

佐賀市立野球場

（ブルースタジアム）

佐賀市立弓道場

城西中跡地グラウンド

佐賀県森林公園

森林公園内　アーチェリー

森林公園内　テニスコート

みどりの森県営野球場

民間スポーツ関連施設

警察・消防・病院・郵便局

佐賀駅前交番

佐賀駅前郵便局

佐賀神野町郵便局

西与賀駐在所

佐賀光郵便局

嘉瀬駐在所

十五駐在所

佐賀嘉瀬郵便局

巨勢郵便局

官公庁等

佐賀市役所

佐賀第２合同庁舎

　・佐賀税務署

　・佐賀労働基準局

　・佐賀地方気象台

JR九州佐賀駅

佐賀駅バスセンター

佐賀市下水浄化センター
佐賀市最終処分場

(株)佐賀資源化センター

マスメディア

佐賀新聞社

朝日新聞佐賀支局

読売新聞佐賀支局

ぶんぶんテレビ
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№３

校　　区 兵庫校区 高木瀬校区 北川副校区 本庄校区

公民館 兵庫公民館 高木瀬公民館 北川副公民館 本庄公民館

保育園・幼稚園

兵庫保育園

ちえんかん保育園

エミール幼稚園

光生幼稚園

若葉保育所

城北保育園

高木瀬幼稚園

城東保育所

愛の泉保育園

北川副幼稚園

城南保育園

本庄幼稚園

ふたば幼稚園

小学校・中学校
兵庫小学校

致遠館中学校

高木瀬小学校

城北中学校

北川副小学校

城南中学校

本庄小学校

城西中学校

高校・特殊学校 致遠館高等学校 北陵高等学校 佐賀東高等学校
佐賀大学

文化教育学部附属養護学校

短大・大学
佐賀大学本庄キャンパス

佐賀女子短期大学

専修学校・各種学校

佐賀コンピュータ専門学校

九州国際

情報ビジネス専門学校

佐賀県立総合看護学院

佐賀県立消防学校

ポリテクセンター佐賀

佐賀工業専門学校

小野和裁学院

図書館・博物館・美術館等
佐賀市文化会館

佐賀市図書館高木瀬分室

その他の主な学習施設
佐賀市環境センター

エコプラザ

青少年・福祉関連施設

※児童クラブとは、放課

後児童クラブのことです

兵庫児童クラブ

児童センター

保健福祉会館（ほほえみ館）

佐賀労働者総合福祉センタ

ー（メートプラザ）

高木瀬児童クラブ 北川副児童クラブ 本庄児童クラブ

民間カルチャーセンター等

スポーツ関連施設・

レクレーション施設・

公園・運動広場

佐賀勤労者体育センター

佐賀市民運動広場

夢咲公園

クリーク公園

（ひょうたん島公園）

佐賀県総合運動場

佐賀県総合体育館

佐賀市健康運動センター

佐賀市立テニスコート

市立体育館

民間スポーツ関連施設 ヘルシーパルさが 南佐賀スイミングクラブ 　　

警察・消防・病院・郵便局

兵庫交番

佐賀社会保険病院

休日こども夜間診療所

休日歯科診療所

佐賀兵庫町郵便局

佐賀警察署

警察学校

日の出交番

国立佐賀病院

佐賀北郵便局

佐賀城北簡易郵便局

佐賀高木瀬郵便局

北川副駐在所

消防署東出張所

佐賀大崎郵便局

佐賀光法郵便局

本庄交番

佐賀道祖元町郵便局

官公庁等 JR九州伊賀屋駅

マスメディア
ＮＢＣ佐賀放送局

エフエム佐賀



-４７-

№４

校　　区 鍋島校区 金立校区 久保泉校区 蓮池校区

公民館 鍋島公民館 金立公民館 久保泉公民館 蓮池公民館

保育園・幼稚園

尚賢保育所

鍋島幼稚園

城北幼稚園

金立幼稚園

千布幼稚園

和泉ふたば保育園

和泉幼稚園

川久保幼稚園

光明保育所

翠幼稚園

小学校・中学校
鍋島小学校

鍋島中学校

金立小学校

金泉中学校

久保泉小学校

弘学館中学校

芙蓉小学校

芙蓉中学校

高校・特殊学校 金立養護学校 弘学館高等学校

短大・大学 佐賀大学鍋島キャンパス

専修学校・各種学校 佐賀県高等職業訓練学校

図書館・博物館・美術館等 佐賀市図書館鍋島分室
佐賀市図書館金立分室

徐福長寿館

その他の主な学習施設

青少年・福祉関連施設

※児童クラブとは、放課

後児童クラブのことです

鍋島児童クラブ

金立児童クラブ

みどり園（乳児園）

金立いこいの家

久保泉児童クラブ 蓮池児童クラブ

民間カルチャーセンター等

スポーツ関連施設・

レクレーション施設・

公園・運動広場

多布施川河畔公園

嘉瀬川河川敷北グラウンド

金立いこいの広場

金立教育キャンプ場
蓮池公園

民間スポーツ関連施設
ウインブルドン九州

テニスクラブ

警察・消防・病院・郵便局
鍋島交番

佐賀医科大学前郵便局

金立駐在所

金立郵便局

川久保駐在所

川久保郵便局

蓮池駐在所

蓮池郵便局

官公庁等 運転免許センター

マスメディア
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№５

校　　区 新栄校区 若楠校区 開成校区

公民館 新栄公民館 若楠公民館 開成公民館

保育園・幼稚園
中折幼稚園

新栄幼稚園

高木保育園

三光幼稚園
鍋島保育所

小学校・中学校 新栄小学校 若楠小学校 開成小学校

高校・特殊学校

佐賀北高等学校

佐賀工業高等学校

盲学校

佐賀商業高等学校 ろう学校

短大・大学 佐賀短期大学

専修学校・各種学校 佐賀日中学院

図書館・博物館・美術館等 佐賀市図書館開成分室

その他の主な学習施設

青少年・福祉関連施設

※児童クラブとは、放課

後児童クラブのことです

新栄児童クラブ

総合福祉センター

若楠児童クラブ

佐賀中部保健所

中部福祉事務所

開成児童クラブ

開成老人福祉センター

民間カルチャーセンター等

スポーツ関連施設・

レクレーション施設・

公園・運動広場

神野公園

隔林亭

交通公園

神野公園運動広場

低床公園広場

競馬場跡地

民間スポーツ関連施設 ようどう館佐賀校

ワールドスポーツ佐賀

ウォーターフレンズスイミ

ングクラブ鍋島水泳場

警察・消防・病院・郵便局
消防署西分所

佐賀天祐郵便局

開成交番

佐賀鍋島郵便局

佐賀八戸溝郵便局

官公庁等 佐賀市水道局 JR九州鍋島駅

マスメディア
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佐賀市生涯学習基本計画策定委員会委員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１５年７月１日現在

役　職 職　　　　名 氏　　　名

副会長 佐賀大学文化教育学部教授
う え の  け い ぞ う

上 野 景 三

西日本文化サークル佐賀教室事務局長
う め ざ き  か ず ひ さ

梅 崎 和 寿

さが市民活動サポートセンター事務局
え ぐ ち  ひ ろ き

江 口 広 樹

公募委員
き た こ が  の ぶ ひ こ

北古賀 信 彦

佐賀県立女性センター・佐賀県立生涯学習センター副館長
き た じ ま  え つ こ

北 島 悦 子

公募委員
じ ん の う ち  じ ゅ ん こ

陣 内 淳 子

永原学園 佐賀短期大学教授
ど い  ま さ の ぶ

土 井 眞 信

佐賀市公民館連合会会長
ひ さ の  て る ゆ き

久 野 輝 幸

会　長 佐賀新聞社代表取締役会長
よ し の  の り ち か

吉 野 徳 親

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順　敬称略）

　　【事務局】

佐賀市教育委員会
　　　　　　教 育 長

迎　　　　　巌
佐賀市教育委員会
　　　　　　教育部長

吉　富　康　仁

佐賀市教育委員会
　　　　　教育副部長

白　木　紀　好 生涯学習課　課長 伊　藤　健　一

生涯学習課　副課長 池　田　幸　雄
生涯学習課
　　　　生涯学習係長

元　松　直　朗

生涯学習課
　　　　　生涯学習係

出　見　秀　人
生涯学習課
　　　　　生涯学習係

鷲　崎　由美子
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佐賀市生涯学習基本計画策定委員会設置要綱

　（設置）
第１条　佐賀市生涯学習基本計画（以下「基本計画」という。）の策定に際して、広く市民の提言や

意見を計画づくりに活かすため、本市に佐賀市生涯学習基本計画策定委員会（以下「策定委員会」と
いう。）を設置する。

　（所掌事務）
第２条　策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
　(１)　計画作成に必要な情報の収集、整理及び提供に関すること。
　(２)　計画原案の作成に関すること。
　(３)　その他計画作成事業に関して必要なこと。

　（組織）
第３条　策定委員会は、教育長が委嘱する委員１０人以内をもって組織する。
２　委員は、生涯学習に係わる市民及び学識経験者で、構成する。

　（会長）
第４条　この策定委員会に会長及び副会長１人を置く。
２　会長は委員の互選によって選出し、副会長は会長の指名により選出する。
３　会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

　（会議）
第５条　策定委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

　（庶務）
第６条　策定委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課が行う。

　（その他）
第７条　この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
２　策定委員会は、計画の策定完了により、解散するものとする。

　　　附則
　この要綱は、平成１５年７月３日から施行する。
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佐賀市老人大学　　　　　２２０人

佐賀市児童センター　５８，０３２人

市立図書館
図書館利用者　　　９０６，０００人
図書貸出点数　２，８０９，８３７冊
蔵書点数　　　　　５４５，３９４冊

定
時
制
高
等
学
校

（
２
校
、
１
７
６
人
）

市立公民館
公民館利用者　３６０，５３６人

（内、主催学級受講者　３６，５５９人）
アバンセ利用者　４１２，６９６人

　県民カレッジ「夢パレットさが」参加者
　　　　　　　　　　１２，１４１人
　　内、佐賀市居住　　４，００５人

県立図書館
図書館利用者　３２１，４３８人
図書貸出点数　１８７，９１５冊
蔵書点数　　　５９９，３４０冊 青少年センター（旧青年の家）

利用者　３１，４２８人

西与賀コミュニティセンター
利用者　１９，６２６人

金立教育キャンプ場
利用者　２，４７６人

市立社会体育施設
　市立体育館　　　　　６４，７１０人
　勤労者体育センター　５９，０２３人
　市民運動広場　　　　３５，６２７人
　市立テニスコート　　３３，９５１人
　市立野球場　　　　　２０，５９０人
　市立弓道場　　　　　　６，５１２人
　佐賀球場　　　　　　２５，０２０人
　小学校運動場夜間照明施設
　　　　　　　　　　　１３，５６０人
　　　　計　　　　　２５８，９９３人

県立美術館　１００，６６２人

県立博物館　３３，２９２人
佐賀市文化会館　４６６，６９９人

佐賀市民会館　１００，３６９人

大隈記念館　１３，２７１人 佐賀市歴史民俗館　１４１，８４９人

市役所各部署（教育委員会、市長部局、その他）が提供する学級、講座等

県総合体育館　２４９，８８９人

県総合運動場　３２６，７７２人

高
等
専
門
学
校

佐賀県各部署（教育委員会、知事部局、そ
の他）が提供する学級、講座等

佐賀県高齢者大学　　　３００人

カルチャーやスポーツクラブ、けいこごとなどの民間生涯学習施設での学習

公民館等での、趣味・サークルへの参加
３２３，９７７人（主催学級講座除く公民館利用者）

地域団体へ所属し、地域活動への参加
地域団体への所属　　３９．９％

自治会：１９校区自治会３４５町区自治会、婦人会：１３婦
人会１７９支部４，２３５人、ＰＴＡ：２９単位ＰＴＡ、１
０，７５３世帯、青少健：１９校区青少健、体育協会：１９
校区体協、子ども会：１９校区子ども会、老人クラブ：１９
校区労連１６２単位クラブ９．８０８人

地域団体以外の、ボランティア・ＮＰＯへの参加
　 地域団体以外の団体への所属　　２４．２％
　 市内のＮＰＯ法人　　　　　　　　　　　３４団体
　 市内のＮＰＯ・ボランティア団体　　　２３３団体
　 市内のＮＧＯ団体　　　　　　　　　　　２０団体
　 ｉスクエア利用登録団体　　　　　　　２００団体

各

種

通

信

教

育

資格取得や企業内研修による学習

市村記念体育館　７７，２３５人

メートプラザ佐賀　１２１，２２１人
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　これからの取り組み

生涯学習とは、学習者自らの生きがいであったり、人生を充実させる目的のもので

あると同時に、学習の成果を地域に還元し、地域づくり、まちづくり、ひとづくりに
活用してもらいたい、と述べました。

市民一人ひとりが、生涯学習に取り組むことを通じて、自分の人生を豊かなものと

し、自己実現を果たし、その成果を、地域に活かしてもらうことが、地域の再生に繋
がると同時に、本当の意味での住民自治というものが回復し、それがすなわち、住民

が主役となった、よりよい佐賀市の実現に他ならないと考えます。

今後、地方分権がますます進捗し、規制が緩和される方向にありますが、それは、
自分たちが住む地域のあり方は、住民自身が決定してよいが、その責任は、住民自身

が負うことになる、というものです。

このためにも、市民の皆さんに、生涯学習活動を通じて、社会的な課題や地域の課
題について学んでもらい、住民と行政が協働して、よりよい佐賀市の実現を目指した

いと考えます。

では、この計画を推進した結果、佐賀市における生涯学習の将来像とは、いったい

どのようなものになるのでしょうか？

市民の皆さんは、知りたい生涯学習の情報を、パソコンや携帯電話を利用

して、知りたい時にいつでも、簡単に入手できるようになっています。ま

た、情報通信技術の進歩によって、自宅に居ながらにして、学びたい時に

学ぶことができるような環境が整備されています。行政のみならず、大学

や企業、ＮＰＯなども、積極的に市民向けの講座などを開催し、多くの市

民で賑っています。公民館には、市民が集まり、自分たちが住む地域のこ

とを議論しています。一方で公民館は、生涯学習実践の場として、多くの

市民が集い、その中から、新しい学びの輪が広がっています。

地域の問題や郷土に関する学習というものも、「さが学」として確立され、

さまざまな場所や機会を捉え、盛んに開催されています。自分たちが暮ら

す「まち」、佐賀のことを改めて学ぶ市民も増えています。

これらの生涯学習活動を通じて、自分の人生を豊かなものとし、市民一人

ひとりが、自己実現を図るとともに、自分たちのまちのことは自分たちで

考えようという意識が広がり、行政との協働に積極的に参画して、市民が

主役となったまちづくりが実現しています。

このような佐賀市こそが、総合計画でいうところの、「世界一のインテリジェント

田園都市」だと考えます。

生涯学習を通じて、この佐賀市の将来像を実現するために、今後、以下のとおり取

り組んでいきます。
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今後の具体的な取り組み今後の具体的な取り組み今後の具体的な取り組み今後の具体的な取り組み

１．更なる生涯学習の推進

今回策定した、「佐賀市生涯学習基本計画」に沿って、生涯学習の一層の
推進に取り組みます。

２．実施計画の策定

「佐賀市生涯学習基本計画」に謳った目標を達成するために、具体的な

施策を定めた、実施計画を早急に策定します。

３．実施計画進捗状況の検証

実施計画の進捗状況を逐次検証するために、市民へのアンケートなどを

実施します。また、その結果を、実施計画にフィードバックしていきます。

フィードバック  … feedback：心理学・教育学で、行動や反応を、その結果を参考に修正し、よ
り適切なものにしていく仕組み。


