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市民とともに
　　さくら市を “育む ”ために

　本市では、平成 19 年３月に「生涯学習推進計画」を策定し、「さく

ら咲き　夢さき　人さき　文化さく」を基本理念のキャッチ・フレー

ズとし「生涯学習による“まち”づくり」を進めてまいりました。その際、

「さくら市をもっと好きになろう」をメインテーマに、氏家・喜連川の

両町が築いてきた歴史や文化、産業や地域資源等のあらゆる地域の宝

をさくら市に引き継ぎ、生涯学習の推進を通して、市民の皆様が「さ

くら市が好き」と実感できるまちづくりに取り組んでまいりました。

　一方で、少子化による人口減少や地域コミュニティの希薄化、経済

格差の進行等、社会状況は刻々と変化しています。こうした社会状況の変化に対応していくため、本

市では、平成 28 年３月に「第２次さくら市総合計画」を策定し、「安心して暮らせ、地域・ひと・も

のを結ぶ、魅力いっぱいのまち」の実現に向けて取り組みを進めております。

　このようなことから、「第２次さくら市総合計画」の方針を受けて、ここに「第二次さくら市生涯学

習推進計画〔基本構想・前期計画〕」を策定いたしました。

　本計画では、これまでの「さくら市生涯学習推進計画」の基本理念を受け継ぐとともに、「生涯学習

による “まち ” づくり」の成果を引き継ぎ、さらに充実したものになるよう、「人育て」「まち育み」「未

来づくり」の３つの重点プロジェクトを掲げて進めてまいります。誰もがいつでもどこでも学ぶこと

ができる「学習活動」と、学んだ成果を生かすことができる「実践活動」を通して、市民の皆様とと

もに「大好きなさくら市」を育んでまいりますので、より一層の御理解と御協力をお願いいたします。

　結びに、この計画の策定にあたり、貴重な御意見を賜りました、さくら市生涯学習推進協議会委員

の皆様をはじめ、関係各位に深く感謝を申し上げます。

　平成 29 年３月

さくら市生涯学習推進本部長

さくら市長　人見 健次
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