《資料１》
生涯学習を推進する趣旨の答申・建議・具申等
市町村名
北九州市

名
称
北九州市における生涯教育推進構想について

機関・会の名称
社会教育委員会議

ＮＯ．１
年 月 日
昭和62年5月20日

北九州市ルネッサンス構想

北九州市基本構想審議会

昭和63年10月

北九州市生涯学習活動重点地域整備計画（スポカルゾーン構想）

生涯学習活動重点地域整備計
平成4年3月
画策定事業調査研究委員会

福 岡 市 福岡市における生涯学習推進のあり方について
筑紫野市

社会教育委員の会議

平成6年3月15日

筑紫野市における生涯学習推進について

社会教育委員の会

平成6年9月22日

筑紫野市の生涯スポ－ツの振興方策について

筑紫野市スポ－ツ振興審議会 平成9年3月14日

春日市における生涯学習推進の方策について（答申）

平成4年3月27日

春日市生涯学習行動計画（提言）

春 日 市 地区公民館の活性化について（提言）

平成10年3月1日
春日市社会教育委員会議

中央公民館のあり方について（提言）

平成16年3月23日

社会教育関係団体の取扱いと助成のあり方について（意見）
大野城市における生涯教育の推進について(建議)

大野城市

宗像市
太宰府市
前原市
古賀市

大野城市コミュニティ推進構想(19年度に新コミュニティ構想を策定)

社会教育委員の会
ｺﾐｭﾆﾃｨ活動推進調査研究委
員会
社会教育委員の会

大野城市における区公民館の役割について

大野城市社会教育委員の会

平成11年6月

社会教育委員会答申書基本構想及び計画

宗像町社会教育委員会

昭和55年4月25日

生涯学習推進方策について
本市における生涯学習の推進体制を創造するための行政の施策につい
て(答申)
生涯学習推進のための組織及び運営のあり方
21世紀を展望した前原市における生涯学習の振興のための基本計画に
ついて（答申）
本町における生涯学習の推進について
古賀市生涯学習基本計画策定に係る提言
～コミュニティー基盤に官民の総合力を期待して～
那珂川町生涯学習推進計画について

社会教育委員会

平成10年10月27日

社会教育委員の会

平成5年3月26日

前原市社会教育委員の会

平成6年2月8日

前原市生涯学習審議会

平成10年7月30日

ｺﾐｭﾆﾃｨ活動の活性化とｺﾐｭﾆﾃｨ施設について(最終答申)

那珂川町
宇 美 町 宇美町における生涯学習社会の構築について
篠栗町

社会教育委員会議
平成5年10月5日
古賀市生涯学習基本計画検討
平成15年2月
協議会
社会教育委員の会
平成4年3月18日
平成7年3月31日
平成4年2月19日

篠栗町生涯学習推進について

社会教育委員の会

平成6年3月

社会教育委員連絡協議会

平成8年2月13日

生涯学習社会を実現するための推進構想について(答申)

社会教育委員の会

平成4年8月31日

須恵町における生涯学習まちづくり推進の具体的方策について（建議）

社会教育委員会

平成10年3月24日

社会教育委員

平成2年3月31日

社会教育委員会議

平成3年12月18日

新 宮 町 新宮町の社会教育の充実と振興について
(生涯学習社会づくりをめざして) (答申)
新宮町青少年健全育成について

社会教育委員の会

平成11年3月1日

久山町社会教育委員の会

平成8年11月18日

生涯学習推進体制の確立に対する提言

社会教育委員

平成3年3月25日

粕屋町における生涯学習の推進方策について

粕屋町教育問題審議会

久 山 町 久山町における生涯学習まちづくりのための推進構想について

志摩町
直方市
水巻町
遠賀町
小竹町

平成7年3月23日

社会教育委員

-生涯学習社会づくりをめざして-

二丈町

平成5年6月2日

社会教育委員会議

新宮町の社会教育の充実と振興について(建議)

粕屋町

平成3年4月12日

平成3年度社会教育委員からの提言

志 免 町 志免町生涯学習推進体制及び生涯学習体系について
須恵町

平成15年3月6日

二丈町における生涯学習推進のための方策について(答申)
今後における青少年教育の方策について（答申）

二丈町社会教育委員の会

平成17年3月7日
平成8年3月
平成18年7月

本町における生涯学習の推進について(答申)

社会教育委員の会

直方市生涯学習推進基本指針について(答申)

直方市生涯学習推進市民会議 平成8年9月6日

水巻町の生涯スポーツの振興方策について

社会教育委員

遠賀町生涯学習行動計画

生涯学習推進協議会

平成18年1月24日

小竹町生涯学習に関する住民の意識調査と振興方策について(答申)

小竹町社会教育委員会議

平成9年2月28日

文教都市の構築について
学習情報ネットワークの構築方策について

久留米市教育振興会議

平成5年3月30日
平成16年3月2日

昭和60年8月3日

城島町における生涯学習推進体制の整備とその施策について（答申）

昭和62年10月26日
久留米市生涯学習基本構想策
平成6年5月31日
定委員会
城島町社会教育委員会
平成10年3月12日

三潴町の生涯学習推進について（答申）

社会教育委員の会

久留米市 久留米市生涯学習基本構想答申書

平成7年7月13日

《資料１》
生涯学習を推進する趣旨の答申・建議・具申等
ＮＯ．２

市町村名

名
称
小郡市における生涯学習まちづくり推進のための基本構想について（答
小 郡 市 申）

機関・会の名称

年 月 日

小郡市生涯学習審議会

平成8年3月31日

うきは市 うきは市立図書館整備についての建議書

うきは市社会教育委員の会議 平成19年3月12日

筑 前 町 筑前町の社会教育領域における食育推進について（答申）

筑前町社会教育委員の会

筑後市

筑後市における生涯学習のあり方
第2次筑後市生涯学習推進基本計画
社会教育の充実化対策について

平成19年2月28日

筑後市生涯学習推進委員会 平成3年3月28日
筑後市生涯学習推進計画策定
平成19年1月30日
委員会
昭和59年

青少年健全育成をめざした家庭・地域教育力の活性化について

昭和60年

健康で明るい市民生活を助長する生涯スポーツの振興について
本市の｢生涯教育｣を推進するためには、教育行政はどのような施策を
もって対応したらよいか
本市の「生涯学習」を推進するための一環として、図書館行政はどのよう
な施策をもって対応したらよいか
青少年健全育成に伴う環境浄化の方策について

昭和61年

平成元年

生活改善の推進について

平成2年

昭和62年12月7日
昭和63年

青壮年層の生涯学習推進について
休日の拡大等に対応した青少年の健全育成を図るため家庭や地域社会
の教育力を回復させる具体的方策について(答申)
社会教育委員会
大 川 市 新しい視点に立った社会教育関係団体の活性化対策について

平成3年
平成4年12月8日
平成5年

高齢社会における生涯学習、及び生涯スポーツの推進について
21世紀を展望した大川市における生涯学習推進体制の確立と 行政施策
のあり方について
生涯学習まちづくり推進にあたっての市民レベルの推進体制の確立につ
いて
各校区における推進体制の確立とその振興方策について

平成6年11月22日

平成8年11月15日

青少年健全育成を図るための家庭教育のあり方について

平成9年

平成7年11月20日
平成8年11月15日

教育改革へ向けての学社融合の推進方策について
平成10年～平成11年

１ 開かれた学校の推進
２ 体験活動の充実

平成12年～平成13年

生涯学習支援システムの整備について

みやま市
大木町
黒木町
立花町
広川町

みやま市合併後教育委員会への提言

社会教育委員会

平成19年6月

大木町における生涯学習推進の基本方策について

大木町社会教育委員会

平成10年2月27日

生涯学習に関する住民の意向調査と基本方策について

黒木町教育委員会

平成3年2月12日

立花町における生涯学習推進の構想について

社会教育委員の会
平成8年2月28日
社会教育委員
平成4年12月22日
公民館運営審議委員会
広川町公民館運営審議委員会 平成6年9月28日

広川町生涯学習に関する住民の意向調査と基本方策について(答申)
広川町生涯学習と公民館活動

星 野 村 星野村生涯学習むらづくり推進構想について
田川市における生涯学習の推進について(建議)

田川市

星野村社会教育委員の会議
生涯学習審議会

田川市生涯学習審議会意見具申

平成9年3月3日

社会教育委員の会
糸田町生涯学習まちづくり推
進会議
糸田町生涯学習まちづくり行
動計画策定委員会
糸田町社会教育委員の会

平成7年4月

平成14年12月3日

行橋市社会教育委員の会

平成8年3月22日

豊前市社会教育委員の会

平成10年3月23日

生涯学習時代における社会教育の振興方策について

社会教育委員の会議

平成7年12月15日

苅田町生涯学習基本計画（答申）

社会教育委員会

平成18年3月30日

築上町総合計画審議会

平成19年2月21日

田川市生涯学習審議会意見具申書

糸田町生涯学習まちづくり推進に関する方策について（建議）

糸 田 町 糸田町生涯学習まちづくり行動計画
平成15年度以降公民館並びに教室・講座の運営方法について

行 橋 市 行橋市の生涯学習はいかにあるべきか
豊 前 市 豊前市における生涯学習推進方策について

築 上 町 築上町総合計画（答申）
上毛 町

平成4年11月25日
平成12年11月20日

田川市生涯学習審議会

田川市生涯学習審議会建議書

香 春 町 社会教育委員会建議

苅田町

平成11年3月29日

平成15年2月20日

平成12年1月12日
平成13年2月7日

新吉富村生涯学習むらづくり推進の方策について

新吉富村生涯学習推進協議会 平成11年3月30日

上毛町総合計画

上毛町総合計画審議会

平成19年3月7日

