熊本市生涯学習指針 新旧対照表
ページ 答申案

Ｐ４

素案（第３回策定委員会提出）

第１章
生涯学習を取り巻く現状と課題

第１章
生涯学習を取り巻く現状と課題

（1） 社会的背景
近年、生涯学習を取り巻く状況は、大きく変化しています。
（削除）
人口減少、少子高齢化が急速な勢いで進んでおり、健康で豊かな生
活を送るための生きがいづくりや地方創生の実現に向けた地域社会
での活躍の場づくりが求められています。また、核家族化、少子化
などにより、家庭教育に困難を抱えた家庭の増加、地域や世代間の
交流の減少などが懸念されており、社会全体で子育てを支援すると
いう、学校、家庭、地域の連携による地域の教育力の向上が望まれ
ています。
その一方で、グローバル化や高度情報化の進展、環境問題の深刻
化、さらには人工知能（AI）や IoT（※１）の進展等の急速な技術革
新に伴い、こうした変化に対応する力を市民一人ひとりが身につけ
るとともに、持続可能な社会を構築するために、生涯にわたって様々
な学習の機会が得られることが必要となっています。また、長引く
景気の低迷により、非正規労働者や派遣労働者の割合が増加してい
ることから、職業に必要な知識やスキルを身に付けるための学習支
援の充実が求められています。
さらに、ライフスタイルや価値観の多様化により、人間関係の希
薄化（削除）や規範意識の低下が懸念されることから、ますます市
民の社会参画の重要性が再認識され（削除）ています。
これらの状況からも、より一層、生涯学習振興の必要性や重要性が
増してきています。

（1） 社会的背景
近年、生涯学習を取り巻く状況は、大きく変化しています。その
一つである、人口減少、少子高齢化が急速な勢いで進んでおり、健
康で豊かな生活を送るための生きがいづくりや地方創生の実現に向
けた地域社会での活躍の場づくりが求められています。
また、長引く景気の低迷により、非正規労働者や派遣労働者の割
合が増加していることから、職業に必要な知識やスキルを身に付け
るための学習支援の充実が求められています。
その一方で、グローバル化や高度情報化の進展、環境問題の深刻
化、さらには人口知能（AI）や IoT の進展等の急速な技術革新に伴
い、こうした変化に対応する力を市民一人ひとりが身につけるとと
もに、持続可能な社会を構築するために、生涯にわたって様々な学
習の機会が得られることが必要となっています。
また、核家族化、少子化などにより、家庭の教育力の低下、地域
や世代間の交流の減少などが懸念されており、社会全体で子育てを
支援するという、学校、家庭、地域の連携による地域の教育力の向
上が望まれています。
さらに、ライフスタイルや価値観の多様化により、人間関係の希
薄化、地域の教育力や規範意識の低下が懸念される中、ますます市
民の社会参画の重要性が 認識されるようになっています。
これらの状況により、より一層、生涯学習振興の必要性、重要性
が増してきています。
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備考

削除

段落の
入替

削除
修正
追加
修正

Ｐ５

Ｐ６

② 国の教育振興基本計画

② 国の教育振興基本計画

（一段落目 略）
「
（第３期）教育振興基本計画」では、第２期計画の「自立」「協
働」 そして「創造」の３つの方向性を実現するための生涯学習社会
の構築を目指すという理念を引き継ぎつつ、２０３０年以降の社会
の変化を見据えた教育政策の在り方とともに、より効果的な教育施
策の立案につなげるための方策について示されています。そのなか
で、国は、
「障害者の生涯学習の推進」を掲げ、障がい者が学校卒業
後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追求しつつ、地域の
一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じた教育
やスポーツ、文化等の様々な学習機会の整備に関する関係施策を横
断的かつ総合的に推進するとしています。

（一段落目 略）
「（第３期）教育振興基本計画」では、第２期計画の「自立」「協
働」 そして「創造」の３つの方向性を実現するための生涯学習社会
の構築を目指すという理念を引き継ぎつつ、２０３０年以降の社会
の変化を見据えた教育政策の在り方とともに、より効果的な教育施
策の立案につなげるための方策について示されています。そのなか
で、
「障がい者の生涯学習の推進」が挙げられていることは重要です。

③ まちづくりセンターの設置

③ まちづくりセンターの設置

平成２９年４月、自主自立のまちづくりを推進するため、市内１
７箇所に地域活動の支援と公民館機能が一体となった「まちづくり
センター」を設置しました。
（削除）地域の相談窓口、地域情報の収
集と行政情報の発信、地域コミュニティ活動の支援などの役割を担
う地域担当職員を配置し、関係部署と連携しながら、市民協働に基
づく地域活動の後継者の育成や課題解決のための仕組みづくりに取
り組んでいます。

平成２９年４月、自主自立のまちづくりを推進するため、市内１
７箇所に地域活動の支援と公民館機能が一体となった「まちづくり
センター」を設置しました。そこに地域の相談窓口、地域情報収集・
行政情報の発信、地域コミュニティ活動の支援などの役割を担う地
域担当職員を配置し、全市単位、区役所単位で、市民協働に基づく
地域活動の後継者の育成や課題解決のための仕組みづくりに取り組
みます。

２ 本市における生涯学習の現状と課題

２

Ｐ６～ (１) 市民の学習活動
Ｐ１１ （略）
(２) 前「熊本市生涯学習指針」の成果と課題
（略）

削除
修正
修正

本市における生涯学習の現状と課題

(１) 前「熊本市生涯学習指針」の成果と課題
（略）
(２) 市民の学習活動
（略）
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修正
追加

項目の入替

Ｐ１４

第２章
基本的な考え方

第２章
基本的な考え方

１ 基本的事項

１

（１）指針の位置づけ

（１）指針の位置づけ

熊本市の生涯学習推進の基本的な考え方と方向性を示したもので
あり、
「新しい時代に対応した生涯学習社会」の実現に向けた基本指
針となるものです。
本指針の策定にあたっては、平成２１年に策定した前指針の基本
施策を継承しつつ、熊本市第７次総合計画及び熊本市教育大綱（熊
本市教育振興基本計画）と整合性を図り（削除）、中央教育審議会答
申「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について」
（平成２７年１２月）や「第
３期教育振興基本計画」
（平成３０年６月）等を参考とするとともに、
本市の現状や課題を踏まえます。

熊本市の生涯学習推進の基本的な考え方と方向性を示したもので
あり、
「新しい時代に対応した生涯学習社会」の実現に向けた基本指
針となるものです。
本指針の策定にあたっては、
＿＿＿＿＿＿＿＿熊本市第７次総合計画及び熊本市教育大綱（熊本
市教育振興基本計画）と整合性を図りつつ、中央教育審議会答申「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について」
（平成２７年１２月）や「第３
期教育振興基本計画」
（平成３０年６月）等を参考とするとともに、
本市の現状や課題を踏まえます

Ｐ１５ （４）生涯学習社会の定義

基本的事項

追加

（４）生涯学習社会の定義
削除

社会教育による学習
（削除）
■公民館等が行う学習
■生涯学習関係機関・団体・事業者・企業等が行う学習
Ｐ１６

社会教育による学習
■保育園等による学習
■公民館等が行う学習
■生涯学習関係機関・団体・事業者・企業等が行う学習

「生涯学習と
は」の図内、
「社会教育によ
る学習」につい
て

２ 基本理念

２

（一段落目 略）
今後、市民一人ひとりが心豊かに生きがいを持って暮らせる社会
を築き上げるとともに、地方創生の実現に向け自立した地域社会を
形成していくためには、歴史や風土をはじめとする地域の特性を生
かしながら、市民の生涯学習への支援はもとより、地域社会の基盤
強化のために地域全体の教育力等の向上を図る必要があります。
そこで、本市教育振興基本計画に掲げる「徳・知・体の調和のと
れた人づくり 『教育都市くまもとを目指して』」の基本理念のもと、
すべての市民が生涯にわたって、健康で生きがいと潤いの生活を営
むことができる生涯学習社会を目指します。
これらを踏まえ、本指針においては、教育分野における「上質な
生活都市くまもと」の実現を「基本理念」とし、行政と民間等との

（一段落目 略）
今後、市民一人ひとりが心豊かに生きがいを持って暮らせる社会
を築き上げるとともに、地方創生の実現に向け自立した地域社会を
形成していくためには、歴史や風土をはじめとする地域の特性を生
かしながら、市民の生涯学習への支援はもとより、地域社会の基盤
強化のために地域全体の教育力 の向上を図る必要があります。
そこで、本市教育振興基本計画に掲げる「徳・知・体の調和のと
れた人づくり 『教育都市くまもとを目指して』」の基本理念のもと、
すべての市民が生涯にわたって、健康で生きがいと潤いの生活を営
むことができる生涯学習社会を目指します。
これらを踏まえ、本指針においては、教育分野における「上質な
生活都市くまもと」の実現を「基本理念」とし、行政と民間 との
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基本理念

追加

追加

生涯学習ネットワークの中で、個人の要望と社会の要請に対応した
学習機会がバランスよく提供され、個人の学習の成果が社会に還元
されるとともに、それがさらなる学習につながっていくいわゆる持
続可能な「知の循環型社会」として構築される生涯学習社会の実現
を目指します。多様な世代の市民が自らの学びの成果を地域や社会
に生かすため、新たな経験や学びに取り組む姿、そのような市民の
意欲的、持続的な学びを支援し、
「生涯学習ネットワークの構築」、
「学習機会の充実」
、
「学習成果を生かす環境づくり」という３つの
基本施策に基づき、本市に住んでいる人だけではなく本市を訪れる
人にとっても魅力的な生涯学習施策を一層推進します。

生涯学習ネットワークの中で、個人の要望と社会の要請に対応した
学習機会がバランスよく提供され、個人の学習の成果が社会に還元
されるとともに、それがさらなる学習につながっていくいわゆる持
続可能な「知の循環型社会」として構築される生涯学習社会の実現
を目指します。いろいろな世代の市民が自らの学びの成果を地域や
社会に生かすため、新たな経験や学びに取り組む姿、そのような市
民の意欲的、持続的な学びを支援し、「生涯学習ネットワークの構
築」、「学習機会の充実」、
「学習成果を生かす環境づくり」という３
つの基本施策に基づき、本市に住んでいる人だけではなく本市を訪
れる人にとっても魅力的な生涯学習施策を一層推進します。
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修正

第３章
施策の展開

第３章
施策の展開

施策の体系図

施策の体系図

Ｐ２１ 文化芸術の振興（削除）
【Ⅱ】学習機会の充実①

Ｐ２４

文化芸術の振興と活用
市民ニーズ等に対応した学習の推進

【Ⅱ】学習機会の充実①

削除
市民ニーズ等に対応した学習の推進

ア ライフステージに応じた学習機会の充実

ア

○乳幼児期における学習の充実

○乳幼児期における学習の充実

乳幼児期は、心身の発達とともに自我が芽生え、基本的な生活習
慣を身につけるといった人間形成の基礎を培うための大切な時期で
す。しかし、核家族化が進み、身近に相談相手がおらず、子育てに
対する不安を抱えている人が増えています。
乳幼児期の教育とともに、親または親子での学習機会を充実して
いきます。

乳幼児期は、心身の発達とともに自我が芽生え、基本的な生活習
慣を身につけるといった人間形成の基礎を作るための大切な時期で
す。しかし、核家族化が進み、身近に相談相手がおらず、子育てに
対する不安を抱えている人が増えています。
乳幼児期の教育とともに、親又は親子での学習機会を充実してい
きます。

【取り組みの例】
・基本的な生活習慣を身につける（削除）教育・保育の充実
・幼稚園、保育所等、認定こども園、小学校の連携事業の実施（異
年齢児交流事業等）
・子育てに関する学習機会の充実

【取り組みの例】
・基本的な生活習慣を身につける幼児教育、保育の充実
・幼稚園、保育園、
小学校の連携事業の実施（異年齢
児交流事業等）
・子育てに関する学習機会の充実

○学童期（小学生）における学習の充実

○学童期（小学生）における学習の充実

Ｐ２５ 【取り組みの例】
（削除）
・体験活動の充実
・子どもチャレンジ公民館（※３）講座等の拡充
・キャリア教育（※４）の充実
・情報活用能力の育成をめざす情報教育の推進

ライフステージに応じた学習機会の充実

【取り組みの例】
・「社会を生き抜く力」を培う教育の充実
・体験活動の充実
・子どもチャレンジ公民館（※２）講座等の拡充
・キャリア教育（※３）の充実
・ＩＣＴ（※４）活用能力・情報モラル教育の推進

○思春期（中高生）における学習の充実

○思春期（中高生）における学習の充実

【取り組みの例】
・ボランティア活動の充実
・体験活動の充実
・キャリア教育の充実
・情報活用能力の育成をめざす情報教育の推進
・喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の充実

【取り組みの例】
・ボランティア活動の充実
・喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の充実
・体験活動の充実（再掲）
・キャリア教育の充実（再掲）
・ＩＣＴ活用能力・情報モラル教育の推進（再掲）
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修正

修正

削除
修正
追加

削除

修正

順序の入替

修正

○成年期における学習の充実
Ｐ２６ 【取り組みの例】
・家庭教育に関する学習機会の充実
・地域活動参加を促進する講座の充実
・地域課題解決のための講座の拡充
・生活向上のための学習機会の充実

Ｐ２７

○成年期における学習の充実
【取り組みの例】
・家庭教育に関する学習機会の充実
追加
・地域課題解決のための講座の拡充
・生活向上のための学習機会の充実

ウ 現代的・社会的な課題や市民ニーズに対応する学習の充実

ウ

現代的・社会的な課題や市民ニーズに対応する学習の充実

○人権意識の高揚

○人権意識の高揚

互いに認め支え合い、だれもが平等に参画できる社会を築き上げ
一人ひとりの人権が等しく尊重され、わけ隔てなく参画できる社
ていかなければなりません。
会の実現を目指すとともに、すべての人の人権が尊重される社会を
市民一人ひとりが、人権意識の高揚に努めるとともに、家庭・学 築き上げていかなければなりません。
校・地域・職場・行政等が連携しつつ、市民参画と協働による人権
市民一人ひとりが、人権意識の高揚に努めるとともに、家庭・学
教育・啓発に取り組みます。
校・地域・職場・行政等が連携しつつ、市民参画と協働による人権
教育・啓発に取り組みます。
○男女共同参画の推進

Ｐ２８ 【取り組みの例】
・男女共同参画意識の啓発・学習の充実
・男女共同参画センターはあもにいの学習体制等の機能充実
・女性等に対する暴力に関する相談
○国際化への対応
Ｐ２９ 【取り組みの例】
・多文化共生のまちづくりの推進
・国際交流の担い手となる人材の育成
・国際交流会館の活用促進

修正

○男女共同参画の推進
【取り組みの例】
・男女共同参画意識の啓発・学習の充実
・男女共同参画センターはあもにいの相談体制等の機能充実
・

修正
追加

○国際化への対応
【取り組みの例】
・多文化共生のまちづくりの推進
・国際交流の担い手となる人材の育成
追加
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Ｐ３０

○食育の推進

○食育の推進

近年、流通の広域化や科学技術の発展により、様々な食品が流通
し豊かな食生活を享受できるようになった半面、食品の安全性や信
頼性が損なわれるなど、「食」を取り巻く環境は大きく変化してい
ます。
「食育」は食に関する知識や正しい情報を選択する力を身につ
け、自然の恩恵や食に関わる人々の活動に感謝し、理解を深め、心
身ともに健康な食生活を実践できる人を育てていくことです。
市民自らが食に対する関心と理解を深め、健全な食生活を実践で
きるような力を培うために食育の推進に取り組みます。

近年、流通の広域化や科学技術の発展により、様々な食品が流通
し豊かな食生活を享受できるようになった半面、食品の安全性や信
頼性が損なわれるなど、「食」を取り巻く環境は大きく変化してい
ます。
「食育」は食に関する知識や正しい情報を選択する力を身につ
け、自然の恩恵や食に関わる人々の活動に感謝し、理解を深め、心
身ともに健康な食生活を実践できる人を育てていく事です。
市民一人ひとりが「食」に関する正しい情報を選択し実践できる
ような力を培うため食育の推進に取り組みます。

【取り組みの例】
・家庭における食育の推進
・食生活改善をサポートする人材の育成
・市民協働による食育運動の展開（熊本市食生活改善推進員協議会
等との連携）

【取り組みの例】
・家庭における食育の推進
・食生活改善をサポートする人材の育成
・市民協働による食育運動の展開

○消費者問題への対応

○消費者問題への対応

Ｐ３０ 【取り組みの例】
・家庭・学校・地域等における消費者教育の推進
・消費者センターの相談体制強化
・インターネット（削除）普及への対応

Ｐ３１

【取り組みの例】
・家庭・学校・地域等における消費者教育の推進
・消費者センターの相談体制強化
・インターネット通信普及への対応

② 生涯学習活動を支える環境づくり

②

生涯学習活動を支える環境づくり

ア 社会教育施設等の機能充実

ア

社会教育施設等の機能充実

公民館・図書館・博物館等の社会教育施設は、市民の最も身近な
公民館・図書館・博物館等の社会教育施設は、市民の最も身近な
学習施設です。学習ニーズを把握し、それに応じた講座等の拡充を 学習施設として積極的に利用されています。
図り、市民が利用しやすい環境づくりに取り組んでいきます。
学習ニーズを把握し、それに応じた講座等の拡充を図り、市民が利
用しやすい環境づくりに取り組んでいきます。
【取り組みの例】
・図書資料の充実・サービスの向上
・読書活動の振興
・熊本博物館における常設展の充実及び魅力ある特別展・企画展の
開催
・子ども科学・ものづくり教室等の充実
・幅広い年齢層を対象とした各種講座、講演会の開催

【取り組みの例】
・子ども読書活動の推進
・図書管理システムの充実
・子ども科学ものづくり教室 の拡充

修正

修正
修正

追加

修正

削除

順序の入替
修正
修正
追加
追加
修正
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Ｐ３２ ウ 文化芸術の振興（削除）

ウ

文化芸術の振興と活用

市民一人ひとりが心の豊かさを実感するためには、身近なところ
市民一人ひとりが心の豊かさを実感するためには、＿＿＿＿＿＿
で多彩な文化芸術に触れる必要があります。また、多くの市民が歴 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿多くの市民が
史認識や郷土愛を高めるための学習機会の充実や文化財に触れる機 歴史認識や郷土愛を高めるための学習機会の充実や文化財に触れ
会を拡充することが重要です。
る機会を拡充することが重要です。
文化芸術活動に触れる機会を充実するとともに、本市の歴史的文
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本市の歴史的文
化遺産を適切に保存・整備し（削除）
、その活用による効果的な生涯 化遺産を適切に保存・整備していくとともに、その活用による効果
学習施策に取り組みます。
的な生涯学習施策に取り組みます。
【取組の例】
・地域や公民館等の文化活動の充実
・歴史的文化遺産の保存・整備・活用
・記念館等の復旧
・伝統芸能の伝承と担い手の育成

【取り組みの例】

【Ⅲ】学習成果を生かす環境づくり

【Ⅲ】学習成果を生かす環境づくり

学習成果を生かす場の創出

学習成果を生かす場の創出

イ 学習成果を生かす取組の推進

イ

Ｐ３４ 【取り組みの例】
・学習成果を発表する場の拡充
・公民館の「学びを生かす」活動の拡充
・市民が主体的に企画する公民館講座の拡充
・まちづくり活動への参画促進
ウ 地域と学校との連携・協働の推進
Ｐ３４ 【取り組みの例】
・放課後子供教室（学びノート教室、放課後子どもスポーツ教室）
の充実
・家庭教育支援活動（家庭教育セミナー、家庭教育地域リーダー養
成講座、家庭教育学級）の充実
・学校支援ボランティアの活動の充実
・土曜日の教育活動（子ども講座、子どもチャレンジ公民館）の充
実
・中高生のボランティア活動の充実

削除
追加

追加
削除
順序の入替
追加

・記念館等の復旧
・歴史的文化遺産の保存・整備・活用
追加

学習成果を生かす取組の推進

【取り組みの例】
・公民館の「学びを生かす」活動の拡充
・市民が
企画する公民館講座の拡充
・学習発表会等の拡充
・
ウ

順序の入替
修正
修正
追加

地域と学校との連携・協働の推進

【取り組みの例】
・放課後子供教室（学びノート教室、放課後子どもスポーツ教室）
の充実
・家庭教育支援活動（家庭教育セミナー、家庭教育地域リーダー養
成講座、家庭教育学級）の充実
・学校支援ボランティアの活動の充実
・土曜日の教育活動（子ども講座、子どもチャレンジ公民館）の充
実
追加
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生涯学習による共生社会の実現
Ｐ３６

生涯学習による共生社会の実現

人口減少や超高齢社会に伴い、地域における支え合いが、これま
でにも増して重要になっています。熊本地震で被災した本市では、
＿＿＿＿（削除）＿＿＿＿＿＿＿地域における人と人とのつながり
を再構築することで、人生における様々な困難に直面した場合でも、
お互いが存在を認め合い、支え合うことで、孤立せず、その人らし
い生活ができるような地域コミュニティが求められています。
平成２８年６月に閣議決定された､「ニッポン一億総活躍プラン」
や、
「
『地域共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）」では、
「支
え手」
「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体
が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超え
て「丸ごと」つながることで、市民一人ひとりの暮らしと生きがい、
地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現を目指しており、
これは生涯学習政策の重要な課題です。

Ｐ３６ ア 障がい者の生涯学習による共生社会の実現
～
（略）
Ｐ３７ イ 高齢者を含むすべての市民の生涯学習による地域共生社会の実
現
（略）
障がい者の生涯学習による共生社会の実現

【新規】

Ｐ３６ 【取り組みの例】
・障がい者の生涯学習機会の促進
・特別支援教育の推進
・市民や教育関係者への理解啓発の推進
・障がい者サポーター制度の普及・啓発
・障がい者関係機関・団体との連携

高齢化や人口減少が進み、地域における支え合いが、これまでに
も増して重要になっています。熊本地震で被災した本市では、ます
ます重要な課題となっています。地域における人と人とのつながり
を再構築することで、人生における様々な困難に直面した場合でも、
お互いが存在を認め合い、支え合うことで、孤立せずにその人らし
い生活ができるような地域コミュニティが求められています。
このような社会の変化を踏まえ、国においては、「支え手」「受け
手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」
として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」
つながることで、市民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をとも
に創っていく「地域共生社会」の実現が目指されていますが、これ
は生涯学習政策の重要課題でもあります。

修正
削除

修正
追加

ア 高齢者を含むすべての市民の生涯学習による地域共生社会の実 項目の入替
現
（略）
イ 障がい者の生涯学習による共生社会の実現
（略）
障がい者の生涯学習による共生社会の実現
【取り組みの例】
・特別支援教育の推進
・
教育関係者への理解啓発の推進
・障がい者サポーター制度の普及・啓発
・
生涯学習機会の促進
・

検証指標については、別途見え消しの表を作成しております。
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順序の変更
修正
修正
追加

