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（１）生涯学習推進計画の策定過程 

 

開催日等 内 容 

平成 27 年 

７月 16 日 

第１回 桑名市生涯学習推進計画策定委員会 

・生涯学習推進計画（旧）について 

・新たな生涯学習推進計画策定スケジュールについて 

８月 28 日 

第２回 桑名市生涯学習推進計画策定委員会 

・生涯学習推進計画策定のための市民意向調査について 

・生涯学習推進計画（旧）の評価資料について 

９月 19 日 

～10 月 10 日 

生涯学習推進計画策定のための 

「生涯学習に関する市民アンケート調査」の実施 

（市民 3,000 人に調査票を郵送して実施） 

９月 28 日 

～10 月 26 日 

生涯学習推進計画策定のための 

「生涯学習に関する施設利用者アンケート調査」の実施 

（市の生涯学習関連 34 施設で調査票を利用者へ手渡し 

（一部備え置き）で実施） 

12 月１日、 

２日、７日 

生涯学習に関する団体ヒアリング調査の実施 

（生涯学習に関する活動を行う 17 団体に、対面による 

聞き取り調査を実施） 

平成 28 年 

２月 15 日 

第３回 桑名市生涯学習推進計画策定委員会 

・市民意向調査（アンケート）等の結果について 

・生涯学習推進計画の構成案などについて 

６月 30 日 
第４回 桑名市生涯学習推進計画策定委員会 

・生涯学習推進計画(案)について 

７月 15 日 

～８月 15 日 

生涯学習推進計画案のパブリックコメント実施 

（計画案に対する市民の意見等を募集） 

10 月６日 

第５回 桑名市生涯学習推進計画策定委員会 

・計画案のパブリックコメント実施結果について 

・計画最終案について 
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（２）桑名市生涯学習推進計画策定委員会条例 

 

（設置） 

第１条 桑名市生涯学習推進計画の策定に関し必要な事項を調査及び審議するため、桑名

市生涯学習推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。 

(１) 桑名市生涯学習推進計画の策定及び変更に関する事項 

(２) 前号に掲げるもののほか、桑名市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必

要と認める事項 

（組織及び委員） 

第３条 委員会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 社会教育関係者 

(３) 公募により選ばれた市民 

(４) その他教育委員会が必要と認める者 

３ 委員の任期は、桑名市生涯学習推進計画の策定が完了する日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（意見の聴取等） 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見若

しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、総務部生涯学習課において処理する。 

（その他） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が

別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 

 

資 料 
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（３）生涯学習推進計画策定委員 

 

役 職 氏 名 所属団体名など 備 考 

委員長 吉本 敏子 
学識経験者 

三重大学教育学部教授 
社会教育委員 

副委員長 東川  薫 
学識経験者 

四日市看護医療大学看護学部教授 
社会教育委員 

委員 葛巻 珠希 市民公募委員  

委員 小森 正春 桑名市立小中学校長会 社会教育委員 

委員 東條 文彦 市民公募委員  

委員 中村 正隆 
桑名市子ども会育成者連絡協議会 

桑名市スポーツ推進委員会 
社会教育委員 

委員 丹羽 一惠 市民公募委員  

委員 伴 美代子 元社会福祉協議会職員 社会教育委員 

委員 藤原 隆 桑名市青少年育成市民会議  

委員 村上 喜美代 元教諭 社会教育委員 

委員 山羽 賢多郎 桑名市ＰＴＡ連合会 社会教育委員 

（委員は 50 音順、敬称略） 
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（４）桑名市民満足度調査結果（関係分抜粋） 

平成 27 年度実施「桑名市まちづくりアンケート調査」と平成 30 年度実施「桑名市民満足度調査」の結果比較 

設問番号 設問 選択肢 平成27年度 平成30年度 比較 備考

問36
（問38）

感じている 59.5% 60.4% 0.9%
「感じている」「やや感
じている」の計

機会があっ
た

42.5% 46.3% 3.8%
「ない」「無回答」を除
いた割合

機会があっ
た

11.9% 13.7% 1.8%
「ない」「無回答」を除
いた割合

問37
（問39、
問40）

機会があっ
た

23.4% 27.8% 4.4%
「ない」「無回答」を除
いた割合

機会があっ
た

31.9% 35.0% 3.1%
「ない」「無回答」を除
いた割合

機会があっ
た

10.1% 10.0% -0.1%
「ない」「無回答」を除
いた割合

機会があっ
た

12.5% 7.2% -5.3%
「ない」「無回答」を除
いた割合

57.5% 40.7% -16.8%

いずれかの機会があった
人の割合＝全体－(ア)～
(カ)すべてにおいて「な
い」もしくは「無回答」
の割合

問38
（問42）

生涯学習を
している

58.9% 65.2% 6.3%
「何もしていない、生涯
学習をしていない」と
「無回答」を除いた割合

問39
（問41） 週1回以上 31.9% 34.7% 2.8%

「週2回以上運動等をし
ている」と「週1回程度
運動等をしている」の計

満足 7.4% 6.2% -1.2%
「満足」と「どちらかと
いえば満足」の計

生涯学習

不満 10.1% 10.5% 0.4%
「不満」と「どちらかと
いえば不満」の計

力を入れて
取り組むべ
き

25.1% 26.5% 1.4%
「力を入れて取り組むべ
き」と「できれば力を入
れて取り組むべき」の計

問46
（問46）

力を入れな
くてもよい

2.5% 2.5% 0.0%
「力を入れなくてもよ
い」と「あまり力を入れ
なくてもよい」の計

満足 10.1% 8.7% -1.4%
「満足」と「どちらかと
いえば満足」の計

文化・ス
ポーツ

不満 13.3% 12.7% -0.6%
「不満」と「どちらかと
いえば不満」の計

力を入れて
取り組むべ
き

30.7% 29.6% -1.1%
「力を入れて取り組むべ
き」と「できれば力を入
れて取り組むべき」の計

力を入れな
くてもよい

2.4% 2.3% -0.1%
「力を入れなくてもよ
い」と「あまり力を入れ
なくてもよい」の計

あなたは、桑名市の歴史や文化に誇りを感じ
ていますか。（単数回答）

あなたはこの１年
間、芸術・文化・歴
史に親しむ機会があ
りましたか。あれば
その場所に○をつけ
てください。（５項
目、複数回答）

（ア）演劇や音楽、美
術などの芸術鑑賞に
足を運んだ

（イ）演劇や音楽、美
術などの芸術活動に
参加もしくは主催した

（ウ）歴史や伝統芸能
などの伝統文化を
楽しんだ

（エ）博物館や歴史資
料館などの鑑賞に
足を運んだ

（オ）歴史や文化を楽
しむ教室や講座に
参加した

（カ）文化・芸術に関
する活動（出展、出
演、スタッフとして参
加等）を自ら行った

この1年間に芸術鑑賞や講演会等に足
を運んだ市民

あなたは、この１年間くらいの間に、趣味の
活動、習い事、学び等の活動を行っています
か。あてはまるものに○をつけてください。
（複数回答）

あなたは、どのくらいの頻度で、スポーツ・
軽スポーツ・レクリエーション等の運動でか
らだを動かしていますか。（単数回答）

あなたは、桑名市の
まちづくりについ
て、どのような感想
やお考えをお持ちで
すか。
それぞれの項目につ
いて、「現在の満足
度」と「今後の重要
度」をひとつずつ選
び、番号を○で囲ん
でください。

現在の
満足度

今後の
重要度

現在の
満足度

今後の
重要度

※ 設問番号の上段問番号は平成 30 年度調査時、下段カッコ書き問番号は平成 27 年度調査時のもの 

資 料 
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