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ご あ い さ つ 

 

 現在、我が国では、少子高齢化や情報化の急速な進展など 

社会構造の急激な変化が続いています。 

本市では、「心豊かでたくましいひとを育てる生涯学習のま 

ち」を基本目標として、生涯学習の推進に努めてまいりました。  

こうした状況の中で、生涯学習活動を推進することは、 

個人の人生を豊かにするとともに、学習を通じた仲間づくり 

から、今後も市民だれもが郷土に誇りと愛着を持ち、活力あふ 

れる協働のまちづくりを推進していくことが求められています。 

このたび、「井原市第７次総合計画前期基本計画」の策定に合わせて、その個別計

画として「井原市第３次生涯学習基本構想・基本計画」の策定を行い、平成３０年度か

ら１０年間の生涯学習推進のための方策をまとめました。 

第３次計画では、「学ぼう！」「育てよう！」「つながろう！」という３つの視点で施策を

体系化しています。これらによって、地域活性化につなげられるような仕組みづくりを

構築してまいります。 

今回の策定にあたっては、市民 1,000人の無作為抽出による生涯学習アンケート調

査を行い、社会教育関係団体等の代表と公募委員とで構成する「井原市生涯学習基

本計画策定委員会」を組織し、積極的なご審議をいただきました。 

 今後は、この計画を指針として、市民の皆様と行政が力を携えて、将来都市像であ

る「輝くひと 未来創造都市 いばら」の実現に向けて各種事業を積極的に推進してま

いります。 

 市民の皆様をはじめ、関係機関・団体の皆様には、本基本構想・基本計画を十分に

ご理解いただき、生涯学習への積極的なご参加を心からお願い申し上げます。 

   

平成３０年３月 

                              井原市生涯学習推進本部長 

                     井原市長 瀧 本  豊 文 

 

 



井原市民憲章 

 

わたくしたちは、緑の山と小田川の清流に恵まれて豊かに育った井原市

民です。山陽道に沿って、早くから文教が興り、産業の栄えたわたくした

ちのまちは、今やたくましい足どりで瀬戸内圏の輝くあすへ大きく前進し

ています。 

わたくしたちは、先人ののこしてくれたこの郷土を、強い自覚と責任を

もって、次の世代へ伝えるに足る誇り高い井原市とするために、こぞって

力をあわせましょう。 

 

 

  １．健康に輝く清潔な町をつくりましょう。 

 

  １．働くことに喜びをもち生産の意欲あふれる町をつくりましょう。 

 

  １．お互いの立場を尊び秩序正しい町をつくりましょう。 

 

  １．こどものしあわせをはぐくみ夢と希望にみちた町をつくりましょう。 

 

  １．教養を深め文化の香り高い町をつくりましょう。 
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 は じ め に 

 

１．策定の趣旨 

本市では、平成６年3月に「井原市生涯学習基本構想・基本計画」を策定し、生き生きと

生活できる生涯学習社会の実現に努めてきました。                         

 その後、芳井町、美星町との合併を経て、市民一人一人が豊かな人生を送るとともに、活

力に満ちたまちづくりを進めることが重要となり、平成22年3月に「井原市第2次生涯学習

基本構想・基本計画」を策定し、「心豊かでたくましいひとを育てる生涯学習のまち」を目

指してきました。 

 こうした中で、今後も市民だれもが郷土に誇りと愛着を持ち、生涯にわたって生き生きと

学び、豊かな人生を送るとともに、活力あふれる協働のまちづくりを推進していくことが求

められています。 

 このため、将来にわたる生涯学習に関する施策を総合的に推進する新たな指針として、「伝

統、文化が引き継がれ郷土を愛する人が育まれるまちづくり」を目指し、「井原市第３次生

涯学習基本構想・基本計画」を策定するものです。 

 

２．策定の目的 

生涯学習基本構想・基本計画は、井原市第7次総合計画の個別計画として位置付け、総合

計画が目指すまちづくりを生涯学習の視点から捉えております。また、役割としては市民の

自発的な学習活動を支援し、生涯学習に関する施策を総合的に推進するための基本的な方向

性を示すことを目的としており、総合計画を補完するものです。 

 

３．期間と構成 

市民の生涯学習を支援するための基本的な目標を明らかにし、その実現のための施策の方

向性を体系的に整理する「基本構想」と体系化した施策の方向性に基づいた具体的な取組を

示す「基本計画」で構成します。 

基本構想は、総合計画の期間と整合性を図るため、平成30年（2018年）度から39年

（2027年）度までの10年間を期間としています。 

また、基本計画は、社会情勢の変化から生じる新たな課題などへ的確に対応するため、総

合計画にあわせて見直しを行います。 

 

※「平成」の元号に関しては、平成31年5月1日で改元されることになっていますが、本計画策定時点では 

新元号が決定していないため、平成31年以降についても便宜上「平成」の元号と西暦を併記して表現して 

おります。 
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和暦
平成20

年度
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

西暦 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

　　教育振興基本計画（国） 第2期教育振興基本計画（国） 第3期教育振興基本計画（国）

  　岡山県教育振興基本計画

第3次岡山県生涯学習推進基本計画

井原市第６次総合計画

（前期Ｈ20～24、後期Ｈ25～29）

井原市第２次生涯学習基本計画

（前期Ｈ22～24、後期Ｈ25～29）

第2次岡山県教育振興基本計画

井原市第3次生涯学習基本計画

（前期2018～2022、後期2023～2027）

井原市第7次総合計画

（前期2018～2022、後期2023～2027）

 

 

４．国や県の沿革と本市の生涯学習 

国の沿革 

 

○ 昭和56年に国の中央教育審議会答申「生涯教育について」において、初めて生涯学習

の考え方が本格的に位置付けられるようになりました。 

○ 平成2年には、「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」が制

定されるとともに、生涯学習審議会が設置されました。 

その後、生涯学習審議会や中央教育審議会などから、社会の動向に対応した生涯学習の

推進の必要性や振興方策についての提言がなされ、生涯学習政策が展開されてきました。 

○ 平成18年12月に公布・施行された新しい教育基本法において、「生涯学習の理念」「家

庭教育」「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」の規定が整備されました。ここ

では、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その

生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果

を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない」という生涯学習社会

の実現が、社会全体で取り組むべき共通の目標として掲げられました。 

○ 平成20年には中央教育審議会の答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策につ

いて」が出されました。この答申では、「国民一人一人の生涯を通じた学習の支援」と「社

会全体の教育力の向上」が２つの柱として具体的な方策が示され、平成20年7月に教育

基本法に基づく初めての計画として「教育振興基本計画」が策定されました。 

○ 平成25年6月に「第2期教育振興基本計画」が策定され、４つの基本的方向性として「社

会を生き抜く力の養成」「未来への飛躍を実現する人材の養成」「学びのセーフティネッ

トの構築」「絆づくりと活力あるコミュニティの形成」が示されています。 
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県の沿革 

 

○ 平成12年に「岡山県生涯学習推進基本計画」が策定されました。 

○ 平成16年に「第２次岡山県生涯学習推進基本計画」が策定され、「生涯学習社会☆お

かやま」の実現を目指して、総合的・体系的に生涯学習の推進に取り組まれました。 

○ 平成19年４月から、「新おかやま夢づくりプラン」をスタートさせ、このプランの中

に「教育と人づくりの岡山の創造」を基本戦略に位置付け、生涯学習をはじめ、子ども教

育、青少年、人権など各種施策を展開されました。 

○ 平成22年２月、これまでの生涯学習推進の取組の成果と課題を検証し、急速な社会情

勢の変化から生じた新たな課題に対応するため、第3次岡山県生涯学習推進基本計画が策

定されました。 

○ 平成28年2月に、平成28年度から32年度までの計画として、「第2次岡山県教育振興

基本計画」が、岡山県の生涯学習推進基本計画を引き継ぐ形で策定されました。 

 

本市の生涯学習 

 

○ 昭和62年に生涯学習推進本部を設置して以来、「活力と豊かな地域社会を創造するま

ち井原」の実現のために、市民の「だれもが いつでも どこでも」手軽に学ぶことができ

る環境づくりに努めてきました。 

○ 平成６年３月には、「生涯学習基本構想・基本計画～生き生きと生活できる社会づくり

を目指して～」を策定し、各種事業を展開してきました。 

また、芳井町・美星町でも、各種講座や教室の開設、地域で子どもを育てる活動、地域

団体との連携・協力による特色ある社会教育活動など、多様な学習活動を展開してきまし

た。 

○ 平成17年３月の合併後も、各地域の特色や学習資源を活かしながら、生涯学習活動の

推進・学習環境の整備に努めてきました。 

○ 平成19年には、第19回全国生涯学習フェスティバル（まなびピア岡山2007）の市町

村会場として、中心事業「全国生涯学習まちづくりサミット」のほか、市内各所で様々な

生涯学習イベントや催しを市民と行政の協働により開催し、全市的に生涯学習の機運が高

まりました。 

○ 平成2２年３月には、井原市第2次生涯学習基本構想・基本計画を策定しました。 

○ 平成30年（2018年）3月に、井原市の将来像を「くらし」、「こころ」、「ゆたか

さ」及び「すいしん」の4つの視点から「輝くひと 未来創造都市 いばら」を基本理念

に掲げ「井原市第7次総合計画」を策定しています。その中の教育・文化に関する基本目

標は、「伝統、文化が引き継がれ、郷土を愛する人が育まれるまちづくり」として、「人

づくり」を推進していくこととしています。 
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第１章  生涯学習の意義 

 第１節 生涯学習とは 

 生涯学習には、学校教育や社会教育の中で組織的に行われるものだけでなく、文化・芸術、

スポーツ、レクリエーション活動、ボランティア活動など、様々な分野が含まれます。 

また、学習についても、本を読んだり通信教育を受けたりする個人学習、学校での学習、

公民館などの公共施設で行う講座の受講、民間のカルチャースクールやスポーツクラブでの

学習、企業内学習、サークル活動など、様々な場所・形態で行われています。 

生涯学習とは、これらの学習において、生活レベルや職業上の能力の向上や自己の充実を

目指し、各人が自分の意思に基づき、必要に応じて自分に適した手段及び方法を選びながら、

生涯を通じて行う学習を指します。 

  

 第２節 生涯学習の意義と必要性 

 井原市の最初の名誉市民である木彫家、平櫛田中先生は、「六十 七十は はなたれ小僧 

おとこざかりは 百から百から わしも これから これから」という有名な言葉を 90 才

過ぎて残されています。 

 何才になってもより高い芸術性を目指し、あくなき追及を続けられた田中翁は、まさに生

涯学習の鑑とも言うべき存在です。 

また現代社会は、少子・高齢社会への移行、科学技術の高度化、産業構造の変化、国際化・

情報化などの目まぐるしい進展がみられます。そのため、絶えず新しく生み出される知識・

教養・技術を生涯にわたり学んでいくことが必要となります。 

 また、学習活動は自らを豊かにするだけでなく、人と人、人と地域社会をつないでいくこ

とができます。人々が学んだ成果を地域社会に生かし、明るく住みよいまちづくりにつない

でいくことがたいへん重要になっています。 

 

第３節 生涯学習推進の方向 

 （１）基本的課題 

  

本市では、社会の成熟化に伴う個人の価値観やライフスタイルが変化する中で、「心豊か

でたくましい人を育てる生涯学習のまち」の実現を目指し、乳幼児期から高齢期までのライ

フステージにおける多様な学習課題や市民ニーズに対応した学習機会の提供に努めるとと

もに、生涯学習関連施設の整備や機能の充実、生涯学習関連情報の収集・提供に努めてきま

した。 

 今後は、「伝統、文化が引き継がれ、郷土を愛する人が育まれるまちづくり」の実現を目

指し、個々の学習ニーズに対応した学習や現代的諸課題・地域課題の解決に向けた学習機会

の充実を図る必要があります。さらに、公民館や関係団体等との連携により、地域活動を担
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う人材の確保や育成、学びの成果をいかに地域社会に生かすことができるか、また、地域の

活性化につなげていくため、いかに仕組みづくりを進めていけるかが求められています。ま

た、公民館などの生涯学習施設も一部では老朽化が進んでいるため、施設整備などを計画的

に取り組んでいく必要があります。そして、郷土を愛する心を醸成し、活力ある地域づくり

に貢献できるような次世代の子どもたちの育成を図っていく上で、学校・家庭・地域の連携

をさらに強化し、事業を展開していく必要があります。 

 

 （２）生涯学習の目標 

  

生涯学習の目標は、市民が人生のそれぞれの各時期において、健康で生きがいと充実感、

希望を持って暮らせることにあります。 

 それは、市民一人一人が自らの学習課題に取り組み、心豊かな人間性を培い、生きがいの

ある充実した人生が送れるよう生涯にわたっての学習を継続し、学んだ成果を地域社会に生

かしていく中で、より高い自己実現を目指すことでもあります。そして、そのことは、市民

一人一人の学びと地域社会づくりが循環する生涯学習社会＊１の実現を目指すことになりま

す。 

 

（３）生涯学習における行政の役割 

 

 生涯学習に関する行政の役割は、市民一人一人が生涯にわたり、必要に応じて学習できる

よう、学習環境を総合的に整備・充実させ、それらの学習活動を支援していくことです。そ

のためには、地域の諸課題解決のための学習や、市民の多様な学習ニーズに即した学習内容

を提供するとともに、全ての市民が、学習情報を公平かつ有効に利用することができるよう

な情報提供の仕組みづくりをさらに充実させていく必要があります。また、生涯学習につい

て、市民の関心と理解を高め、学習への積極的な参加を促すため、情報媒体などを活用した

効果的な啓発・広報活動を推進する必要があります。 
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第２章 生涯学習推進の目標・課題・施策の方向 

第１節 生涯学習推進の目標 

 本計画では、生涯学習推進の目標である、｢伝統、文化が引き継がれ、郷土を愛する人が

育まれるまちづくり｣の実現を目指して、次の３項目に大別して設定します。 

 

（１）学ぼう！  （２）育てよう！  （３）つながろう！ 

              

 

第２節 目標に対する課題 

（１） 学ぼう！ 

 

ア．生涯学習の普及・啓発と学習情報の提供 

市内で行われている各種講座や教室などを積極的に紹介し、学ぶことの意義や楽しさ

なども含めた生涯学習理念について、普及・啓発に努める必要があります。 

また、市民が生涯学習に関する情報を容易に得ることができるよう、生涯学習情報シ

ステムの充実を図るとともに、様々な媒体を活用して情報提供の充実を図る必要があり

ます。 

市民の価値観やライフスタイルが多様化する中、市民の様々なニーズに応える学習や

多岐にわたる現代的課題に対応した学習の機会の提供及び文化・芸術活動、スポーツの

さらなる振興が求められています。市民が気軽に参加でき、楽しく学習・交流を深める

ことができる参加・体験型学習の推進にも努める必要があります。 
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イ．ライフステージに対応する学習機会の提供 

生涯学習社会を創造していくための行政の役割は、人々が自己の確立や生活向上のた 

めに、自発的意思に基づいて、「だれもが いつでも どこでも」一人一人が輝き学びた

いときに、その機会を提供できるよう支援をしていくことです。 

乳幼児期から高齢期にわたる生涯のライフステージに応じた学習機会を利用できる 

よう、様々な事業を体系的に整理して提供するとともに、各部署と連携して事業展開を

図る必要があります。 

   また、多様化する人権教育への対応はもちろんのこと、携帯電話やインターネットの

問題に対応した情報モラル教育など、青少年をはじめとする全世代を対象に、繰り返し

学び続ける必要性を周知し、学習していく機会を設ける必要があります。 

さらに、天文台や美術館を核にした学習機会の提供をはじめ、引き続き文化・スポー 

ツ事業の充実も図っていく必要があります。 

 

ウ．生涯学習関連施設の整備と機能の充実 

市民が日常生活において、手軽に学習や文化・スポーツ活動に親しむためには、公民

館、図書館、体育館、天文台などの生涯学習関連施設を安全で利用しやすい施設として

計画的に整備や改修をするとともに、施設の長寿命化を図るため適切な維持管理も行っ

ていく必要があります。多様化している学習ニーズを踏まえ、学習施設のより一層の利

用促進を図るため、運営の工夫も望まれています。 

       

（２） 育てよう！ 

 

ア．人材育成の推進 

学習成果を適切に生かすことのできる社会は、生涯学習の理念であり、生涯学習を推

進する上で大きな柱でもあります。また、地域社会における人間関係の希薄化、一人暮

らし世帯や高齢者世帯の増加など様々な社会的な課題がある中、それらの課題を解決す

る糸口の一つとして、地域活動やボランティア活動を行う人材を育成することが求めら

れています。 

 

イ．人材活用の機会の充実 

学習する人にとって、学習の成果を生かせることはより大きな喜びを得ることができ、

さらなる学習への動機付けともなり、生涯学習全体の活性化につながります。 

そうしたことから、人材育成の推進を図る上で、学習した成果を生かす仕組みを拡充

する必要があります。また、学習者のニーズに対応できるボランティアなどの人材の掘

り起こしも求められています。 

具体的には、専門的な知識・技能・経験を持っている人や、学習成果を生かしたい人

の情報を蓄積した指導者登録制度「人材バンク」などの活用を一層推進していくことが

求められています。 

また、生涯学習の成果を発表する場である「まなびフェスタ」や文化祭なども新しい



  生涯学習基本構想 

 

第 3次 生涯学習 基本構想・基本計画 8 

 

人、新しい形態を取り入れながら、郷土を愛する人を育むようなまちづくりを進めてい

くことが求められています。 

 

（３） つながろう！ 

 

ア．生涯学習推進組織の整備 

井原市では、趣味教養のための講座や教室のほか、様々な課題に対する講座やイベン

トなども市民向けに開催しています。今後、さらなる行政内部の連携を図り、情報収集

やより効果的な情報発信を図っていきながら、学習機会を充実させる必要があります。 

   そのためには、教育委員会は市長を本部長とする｢井原市生涯学習推進本部｣の機能を

最大限に生かし、教育委員会と市長部局がより多くの情報を共有するなど、全庁的に生

涯学習の施策・事業を推進する必要があります。 

    

イ．学校・家庭・地域の連携 

学校・家庭・地域は、子どもたちの規範意識や社会性、自尊心や連帯感など生きる力

の資質や能力を身に付けていく基礎をつくる場です。家庭や学校はもとより地域の大人

たちが積極的に子どもに関わり、郷土を愛する心の醸成や地域のことを考えることがで

きる次世代の担い手の育成を図っていく必要があります。 

そのため、学校を核とし、家庭や地域ぐるみで子どもを見守り、健やかに育てる環境

づくりを推進していく必要があります。 

また、これらの取組を通じ、学校・家庭・地域の連携には、中核コーディネーターや

ボランティアとの連携の強化、地域が活性化する仕組みづくりの構築が求められていま

す。 

 

ウ．地域コミュニティの推進 

 学びを通じた仲間づくりや地域とともにある学校づくりを通じて、市民協働のまちづ

くりにつなげていく必要があります。 

 さらに、公民館などを拠点とした地域活動に若者が積極的に参画できるよう、社会教

育関係団体とも連携を図り、地域の教育力向上を図る必要があります。 

 そして、地域の歴史、文化などの特性を学び、地域への愛着を深めることができるよ

う、郷土に関わる学習を推進していく必要があります。 
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第３節 施策の方向及びＰＤＣＡサイクルの実施 

学校をはじめ家庭や地域社会など、各分野で行われている生涯学習に関する諸活動が、

市民、行政、各種団体などの相互連携・協働の中で十全に達成できるようにするため、設

定した課題ごとに、施策の在り方を『施策の方向』として設定します。 

   生涯学習の推進にあたっては、各部署の連携・協力を密にしながら全庁的な取組として

展開し、『生涯学習推進協議会』との連携を図りながら、生きがいづくり、余暇活動とい

った従来の目的からステップアップし、地域活性化につなげるための仕組みづくりを構築

できるよう各種施策を推進します。 

なお、各部署の施策・事業のうち、生涯学習に関連するものは、生涯学習基本計画の『施

策の方向と内容』の中に位置付け、各部署では、それぞれの具体的な計画のもとに事業を

展開します。展開にあたっては、市民の学習ニーズに即した魅力ある講座を開設したり、

学び始めようとする市民が気軽に参加できるように工夫したりするなど、内容面に重点を

置いて事業を展開します。 

事業評価については、原則として個別の課題別に目標値の設定を行い、実施します。そ

して、本計画で示している方針を共有し、取組成果を反映するため、①ＰＬＡＮ（計画）

②ＤＯ（実行）③ＣＨＥＣＫ（点検）④ＡＣＴＩＯＮ（改善）のＰＤＣＡサイクルを活用

し、内容の点検・検証を図っていきます。ただし、人口減少が進む中、事業参加実数のみ

では評価しきれない部分があるため、事業実施後のアンケート調査など、参加者自身の満

足度に重きを置いた評価も加味します。 

なお、生涯学習の推進にあたっては、市民の代表で構成された社会教育委員＊２や生涯

学習推進協議会＊３などとの連携を図りながら、各種施策を推進します。 

 

◇計画の進行管理の流れ◇ 

    

ＰＬＡＮ

●計画の共有
・本計画の周知及び啓発

ＡＣＴＩＯＮ ＤＯ

●計画の見直し
・定期的な見直し

●方針の推進
・本計画の施策の展開

ＣＨＥＣＫ

●点検・検証
・施策展開の進捗状況の確認
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〈 目　標 〉 〈 課　題 〉 　　　〈 施策の方向 〉

生　涯　学　習　推　進　施　策　体　系

生涯学習の普及・啓発
と学習情報の提供

学習ニーズの把握と学習機会の提供

意識を高める啓発事業の推進

ライフステージに対応
する学習機会の提供

学校教育・社会教育の充実

文化・スポーツ事業の充実

人材育成の推進

育てよう！

家庭教育機能の向上

学ぼう！

生涯学習関連施設等の
整備と機能の充実

生涯学習関連施設の整備と機能の充実

公民館の整備と機能の充実

つながろう！
学校・家庭・地域の
連携

学校・家庭・地域の連携と協働の推進

人材活用の機会の充実

学習成果の活用機会の充実

人材バンク事業の推進

社会教育関係団体等の育成・支援と協働の推進

生涯学習推進組織の
整備

生涯学習推進本部機能の充実

伝
統
、

文
化
が
引
き
継
が
れ
、

郷
土
を
愛
す
る
人
が
育
ま
れ
る
ま
ち
づ
く
り

生涯学習における担い手やボランティアの育成

地域コミュニティの
推進

若者の社会参画の推進と活動の充実
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Ⅰ．学ぼう！ 

１．生涯学習の普及・啓発と学習情報の提供 

 

（１）現状と課題 

市民一人一人が自己の充実を図るためには、生涯にわたる学習を通じて教養や技能を高

め、心の豊かさや生きがいを感じるとともに、学習した成果を社会生活や職業能力の向上

につなげることが重要です。また、学びを通じて学習者同士がつながりを深めることで、

新たな連帯感が生まれ、「人づくり」、「まちづくり」の原動力へと発展していくことが

期待されます。 

今回のアンケート調査によると、「生涯学習をしたことがない」という回答が数多くみ

られた一方で、「生涯学習してみたいか」という設問では、約 65％の方が「してみたい」

と回答しています。 

また、「生涯学習の妨げになっているものは何か」という設問では、「仕事や家事が多

忙」という回答に次ぎ、「必要な情報が入手できない」という意見も多くありました。こ

のことから、生涯学習のきっかけづくりに資するための普及・啓発に力を注ぐ必要がある

と考えられます。それに向けて、インターネットや広報誌などをさらに効果的に活用し、

学習情報を発信する必要があります。 

また、生涯学習に関連する講座やイベントは、教育委員会だけでなく市長部局でも行わ

れています。学習情報の収集体制を強化するなどして、市民のニーズに即応した相談機能

を充実させる必要があります。 

 

（２）基本目標 

    ア．アンケートなどから市民のニーズを把握し、生涯学習ボランティア団体「まなび

めいと」や井原市文化協会など既存の組織を核に、新しい講座の開設や学習のきっ

かけづくりを行います。 

また、学習の場として市民に身近な「地区公民館」を軸に充実を図ります。併せ 

て、現代的課題、地域課題の解決に向けた学びを含め、ライフステージに応じた生 

涯学習機会の提供に努めます。それらの学習に際しては、参加・体験型を取り入れ 

るなどの工夫をして、市民の主体的な学びを支援します。 

 

イ．学習情報の発信については、生涯学習ガイド「まなびすと」や市広報などの紙媒

体だけでなく、Ｗｅｂページなどのコミュニケーションツールを効果的に活用しま

す。生涯学習に関する相談体制は、社会教育主事を常時配置し、市全体で行われて

いる生涯学習関連の事業などを掌握するよう努めます。 

また、社会教育主事が生涯学習に係る国・県や他地域の動向が把握できるよう 

様々な研修に参加して、時代やニーズに合った学びの場を創出していけるよう、 

その力量の向上に努めます。 
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（３）施策の方向と内容 

学習ニーズの把握と学習

機会の提供 

学習ニーズの把握と学習機会の提供 

アンケートなどから市民の生涯学習に関する意識や学

習ニーズを把握し、講座・教室などの企画・運営を行い、

学習参加者の拡大を図ります。 

また、学習方法も参加・体験型を取り入れるなどして

主体的な学習となるよう工夫します。 

 【生涯学習計画、「まなびめいと」の活動支援、いきいきい

ばら出前講座＊4】 

意識を高める啓発活動の

推進 

インターネットや広報誌などによる啓発と生涯学習相談体制

の確立 

「まなびフェスタ」や文化祭など、市全体のイベント

の充実のほか、地区公民館や市民ギャラリー、アクティ

ブライフ井原、市庁舎などの貸しスペースを活用して、

気軽に学習成果を発表できる場を数多く提供すること

で、学習者の意欲の向上や新たな学習者の拡大を図りま

す。さらに、学習成果を発表できる場の存在を市広報、

お知らせくんなどでＰＲを行います。 

また、生涯学習に関する相談体制を充実し、市民のニ

ーズに適切に対応した情報提供が行えるよう、推進を図

ります。 

 【生涯学習の集い、井原市文化祭、生涯学習相談の充実、

「まなびすと」の発行】 

 

２．ライフステージに対応する学習機会の提供 

 

（１）現状と課題 

  人が心の豊かさや生きがいのある充実した人生を送っていくためには、人間形成の基礎

づくりの時期から生涯にわたって、各人の自発的意思に基づいて、「だれもが いつでも 

どこでも」学びたいときに自己に適した手段・方法を選んで学習を続けていくことが必要

です。 

乳幼児期から高齢期にわたる生涯のライフステージごとの学習課題や日常の中で生じ

る生活課題を解決するため、次のような学習が今後も必要不可欠です。 

乳幼児期 絵本の読み聞かせなどの読書活動や体験事業 

青少年期 地域行事やイベントへの参加 

成人期 自己啓発や職業能力の向上、子育てや人権に関する学習 

高齢期 健康についての学習や消費生活に関する学習 
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また、年々多様化している人権教育への対応はもちろんのこと、環境問題や携帯電話・

インターネットの問題に対応した情報モラル教育、文化・芸術活動、スポーツの分野でも、

引き続き学習機会の充実に努める必要があります。 

 

（２）基本目標 

ア．子どもたちが心身ともに健やかに成長していけるよう、家庭教育に関する学習機 

 会を拡充するとともに、子育てを支援する体制の整備を進めます。 

 

  イ．学校教育では、教育条件の整備・充実、教職員の資質の向上を図り、家庭や地域社 

会との連携をいっそう深めていく中で、知・徳・体のバランスの取れた人格の形成を 

目指します。 

社会教育では、人権教育や環境教育、情報モラル教育などの諸課題解決のための学 

習とともに、ライフステージに応じた学習の場を提供します。 

 

ウ．市民一人一人が、身近な場所で魅力ある文化・芸術、スポーツに親しむことができ

る環境づくりに努めます。 

 

                  
 

（３）施策の方向と内容 

家庭教育機能の向上 子育て支援体制の整備 

教育委員会・市長部局及び学校をはじめとする関係機

関、ＮＰＯ＊5・市民ボランティアなど関係団体との連携

により、総合的かつ円滑な子育て支援をします。 

【井原子育てネットワーク協議会＊6】 

子育てに関する学習機会の拡充 

生涯学習の基盤としての家庭の役割を重視し、様々な

機会を活用し家庭教育や子育てに関する情報提供をし、

家庭の教育力の向上を図るとともに、親子の交流、ふれ

あいの場の充実にも努めます。 

【幼児教育学級・家庭教育学級＊7、子育てイベント、子育

て支援講演会】 
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相談活動の充実 

   関係機関や市民ボランティアとの連携により、保護者

が気軽に相談できる機会の充実に努めます。 

また、保護者が集える場の提供や子育てサークル・団

体への活動支援をしていく中で、子育てについての悩み

などを共有し、解決していけるように努めます。 

【子育てサポーター、子育て支援センター＊8、幼児教育学

級、家庭教育学級、保健・福祉部局事業】 

学校教育・社会教育の充実 

  

確かな学力・豊かな心・健やかな体の育成 

少人数指導や発達段階に応じた指導、教師の指導力向

上などに取り組み、確かな学力の定着を目指します。人

権尊重の精神を根底とし、道徳教育や読書活動、体験活

動などを通して豊かな心を育む取組を進めます。 

 また、いじめ・不登校などの問題の解決に向けては、

チームによる対応や相談機能の充実を目指します。体育

の授業の充実とともに、健康教育や食育の推進を図り、

心身ともに健康な幼児・児童・生徒の育成を図ります。 

【少人数指導、地域の人材の積極的活用、特別支援教育な

どの推進、体験活動やボランティア活動、スクールカウ

ンセラー＊9・スクールサポーター＊10 配置事業、体力・

運動能力等調査、命の教育】 

学校・家庭・地域社会の連携 

   学校・家庭・地域が連携し、地域をあげて子どもを見

守り、健やかに育てる環境づくりを進めます。 

また、地域との交流活動や学校から地域に向けての情 

報発信など「地域とともにある学校づくり」を推進しま 

す。 

【地域とともにある学校づくり推進事業＊11、職場体験、学

校支援地域本部事業＊12、学校評価・学校評議員制度】 
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子どもの学習生活環境の整備充実 

人との関わりや生活体験が減少している子どもたち

に、実体験を通して、豊かな心や生活規律、社会性を育

むため、学習機会や生活環境を整備充実します。地域社

会と学校・行政が連携し、子どもの興味や関心、生活実

態や課題を踏まえた多様な生活体験・交流活動・地域活

動・自然とのふれあいなどの学習機会を提供します。 

【放課後子ども教室＊13、子ども読書推進事業＊14、ブック

スタート事業＊15、生活リズム向上事業、食育関連事業、  

いばら生き生きクラブ】 

人権教育と青少年の健全育成 

すべての市民が人権意識を高め、人権問題に対する正

しい理解と認識を深め、その解決のために積極的に行動

しようとする意欲と実践力を育てるよう努めます。 

また、青少年が地域社会の一員としての自覚や社会性、 

連帯性を養えるよう、青少年の地域活動や団体活動への

積極的な参加を促します。地域の青少年健全育成住民組

織の諸活動を援助し、青少年育成市民運動を推進します。 

【くらしと人権講座、人権教育研修会、人権が尊重される

まちづくりの集い、男女共同参画フォーラム、青少年健

全育成大会、地区青少年を育てる会、少年団・子ども会

活動、中高生ふれあい交流事業、少年キラリ賞＊16】 

成人期の生涯学習 

成人期の生涯学習支援として、多様な生活課題に対応

した学習機会を提供し、責任ある地域の一員として自覚

や関心を高め、地域づくりを担う意識の高揚を図ります。 

 また、情報化社会やＡＩ＊17 社会に対応できる知識や

技能の習得などを支援するための学習機会の提供に努め

ます。 

【成人大学講座、市民大学講座、笑って健康元気アップ事

業】 
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高齢社会と学習活動 

健康・福祉・教養など高齢者の要望に合った学習機会

の充実を図り、仲間づくりや生きがいづくりができるよ

う、高齢者学級などの団体やグループの活動を積極的に

支援します。 

また、学校支援やふれあい交流活動の推進など、地域

にとって有益となるよう事業内容を工夫し、高齢者の豊

かな経験が地域社会の貢献につながるよう支援します。 

【高齢者学級、生きがい対策事業】 

文化・スポーツ事業の充実 芸術・文化活動の振興 

市民の文化を取り巻く環境の変化や文化活動の担い手

の高齢化に伴い、文化協会員の減少など市内の芸術・文

化活動への活力が低下傾向にあります。広く若い世代の

参画をはじめ市民の文化ニーズを掘り起こすことができ

るよう、学校教育・社会教育関係者や学識経験者などが

連携して、優れた芸術・文化の鑑賞機会の提供や成果発

表の場を提供していきます。 

文化財や歴史的資源の保存・活用については、いつで

もだれでも貴重な文化財に触れることができる環境を構

築するとともに、観光の視点からも活用策を見出してい

きます。 

スポーツの振興 

スポーツ関係団体と連携を図りながら各種スポーツ・

レクリエーション大会を開催するとともに、気軽に参加

できる総合型地域スポーツクラブ、スポーツ教室などの

開催や、ニュースポーツの普及及び用具などの貸し出し

を行い、生涯にわたってスポーツに親しむことができる

環境づくりを推進します。 

【ニュースポーツなどの普及、各種スポーツ教室】 

 

３．生涯学習関連施設等の整備と機能の充実 

 

（１）現状と課題 

市民の生涯学習への関心が高い中で、その活動拠点となる施設の整備と機能の充実が

望まれています。 

本市では、アクティブライフ井原、芳井生涯学習センター、美星公民館、各地区公民

館、図書館、天文台、文化・体育・青少年・福祉関連施設の整備のほか、学校施設の開

放などにより市民の生涯学習活動を支援してきました。生涯学習関連施設は、市の整備
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方針と法令などに基づいて整備を進めていますが、市民が気軽に、かつ安全に利用でき

る施設である必要があります。 

また、市民の学習ニーズに対応した学習機会を提供し、各施設の機能を効果的に活か

すための施設相互の連携や、幼稚園・小中学校・高等学校、民間施設との連携を図り、

施設活用を促進することも求められています。 

利用者の利便性を配慮したり、地域住民の意見を反映したりすることで、時代に合っ

た施設整備が進められるよう検討し、機能の充実を図る必要があります。 

市民にとって身近な学習施設である公民館については、社会教育の場だけでなく、「人

づくり」、「まちづくり」の拠点として、今後も積極的に活用していく必要があります。 

また、公民館を地域の拠点としてさらに活性化させるため、これからの時代や地域の

実情に即した公民館活動を模索する必要があります。 

 

（２）基本目標 

ア．市民の多様な学習・文化・スポーツ活動の場となる生涯学習関連施設を計画的に整

備・充実します。 

 

  イ．各地区の公民館の施設を順次整備するとともに、時代に適した公民館の在り方につ

いて検討します。 

 

（３）施策の方向と内容 

生涯学習関連施設の整備 

と機能の充実 

生涯学習関連施設の整備と機能の充実 

生涯学習関連施設が、個人やグループ・各種団体によ

る学習の場、交流の場として活用されるよう、施設・設

備の整備を計画的に進めるとともに、施設の様々な機能

を生かすことができるよう、職員の資質向上に努めます。 

 【図書館蔵書充実事業、美星天文台整備事業】 

生涯学習関連施設のネットワーク化 

アクティブライフ井原、芳井生涯学習センター、美星

公民館、各地区公民館、図書館、美術館などの生涯学習

関連施設の連携・協力体制と相互の機能充実を図ります。 

公民館の整備と機能の充

実 

公民館の整備と地域活動の活性化 

生涯学習の中核施設として、市民の地域活動が活性化 

  するよう、公民館の施設・設備の整備を順次進めるとと

もに、井原市の地域性や時代に適合した公民館の在り方

について検討を進めます。 

 【公民館の整備事業】 
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Ⅱ．育てよう！ 

１．人材育成の推進 

 

（１）現状と課題 

生涯学習を進める上で、様々な教室や講座の指導者・受講者ともに高齢化が進んでい

ることが課題の一つとなっています。新たな担い手を育成することが生涯学習の活性化

につながります。生涯学習の普及・啓発により学習活動を始めた市民をいかに支援し、

育成していくかということは、今後の生涯学習の推進に大きな影響を与えることになり

ます。 

地域社会では、市民が様々な学習活動や社会的活動に参加していますが、活動を支え

るコーディネーターや指導者の不足、ボランティアを養成する機会が不足していること

も課題となっています。  

 

（２）基本目標 

ア．生涯学習を進める上で、様々な分野における担い手を育てるための講座を実施する

など、人材育成事業の充実を図ります。 

 

（３）施策の方向と内容 

生涯学習における担い手

やボランティアの育成 

 

指導者やボランティアの育成 

実践的な講座や講習会、ワークショップなどを取り入 

  れた体験・参加型の養成研修会などを開催し、コーディ 

  ネーターや地域づくりリーダーなどの資質の向上やボラ 

  ンティアの養成に努めます。 

 【環境マイスター育成事業＊18、ボランティアリーダー養成

講座】 

公民館などのグループ活動の促進 

   各種の学習機会や研修の場を設定し、グループ活動の 

促進・支援に努めます。 

成人団体や青少年団体の支援 

研修会の開催や学級・講座などを開設し、情報や資料 

  の提供・機材の貸し出しなどを行うことにより、団体の 

 支援を行います。  

高齢者団体・グループの支援 

   高齢者が生きがいと充実感をもって暮らすことができ 

  るよう、高齢者団体・グループに対する支援を行います。  
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２．人材活用の機会の充実 

 

（１）現状と課題 

生涯学習は人々が生活レベルを高めたり、充実した人生を送ったりするために、それ

ぞれの自発的意志に基づいて行われる活動ですが、学習成果を家庭や職場のほか、地域

社会の中で生かすことは、市民主体のまちづくりを進める上でたいへん重要です。  

学びの活動により身に付けた成果を発表する、人々の学習活動に役立てる、地域に貢

献する指導的立場となる、ボランティア活動に取り組むなど、こうした学習成果の地域

社会への還元は、学習者にとって生きがいや励みになり、より学びを高めようとする向

上心や探求心が生まれ、次の学習への動機付けにもなります。 

井原市には、知識・技術・経験を備えた方でその成果を地域社会に還元したいと思わ

れている人材は、数多く存在しています。そのような、市内の様々な分野で活躍されて

いる人材をより向上心を持って学びを高め、その成果を地域に還元してもらうため、「ふ

るさと人材バンク事業」の充実を図る必要があります。 

また、生涯学習の推進・発表の場である「まなびフェスタ」や文化祭では、新しい人・

団体を周知したり、発表の仕方を工夫したりするなど、生涯学習の振興に寄与する人を

育むような取組も必要と思われます。 

 

（２）基本目標 

ア．「まなびフェスタ」や文化祭などのイベントを通して、学習者が意欲を高められる

よう、学習成果を発表する機会の充実に努めます。 

 

イ．様々な分野で活躍している指導者や地域に埋もれている人材を人材バンクに登録し、

講座の講師として紹介したり、学習会の参加を促したりすることで地域の人材を活用

することに努めます。 

 

（３）施策の方向と内容 

学習成果の活用機会の充

実 

 

学習成果の発表 

「まなびフェスタ」や文化祭など、市全体のイベント

の充実も必要ですが、市民ギャラリーやアクティブライ

フ井原、市庁舎などの貸しスペースを活用して、だれも

がいつでも学習成果が発表できるような場を提供するこ

とにも努めます。さらに、成果を発表できる場の存在を

市広報、お知らせくんなどでＰＲを行います。 

 【生涯学習の集い、井原市文化祭】 
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人材バンク事業の推進 人材活用の拡充 

専門的知識や技術を身につけた指導者やボランティア 

  の増員を図り、「ふるさと人材バンク」などの人材バンク

事業をさらに普及・充実させるとともに、地域での学習

会に紹介・派遣するなど、活躍の機会や場を提供し、そ

の活動を支援します。 

【びんご人材ネットワーク「まなびんご」＊19】 
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Ⅲ．つながろう！ 

１．生涯学習推進組織の整備 

 

（１）現状と課題 

市民のだれもが手軽に学習活動や芸術・文化、スポーツ活動などに親しむことができ 

  るようにするためには、生涯学習の推進を総合的・計画的に進める必要があります。 

教育委員会はもとより、市長部局でも行政課題などに対する様々な講座やイベントな

どを市民向けに開催しています。今後、さらに行政内部の連携を図り、情報収集や効果

的な情報発信を図っていく必要があります。 

また、協働のまちづくりを進めるには、生涯学習で育った人材が「まちづくり」にも

つながる仕組みづくりが必要となります。 

本市では、生涯学習を積極的に推進するため、昭和６２年から「井原市生涯学習推進 

本部」を設置しています。 

しかし、行政全体の視点からの総合推進や調整、効果的な施策や事業の実施という面 

では、組織力が十分に発揮されているとは言えません。 

今後、時代の流れを見極めながら計画に基づく諸施策の選択と集中を経て、「まちづ

くり」という総合的視野に立って現行の組織の整備・充実を図った上で、生涯学習の推

進をしていく必要があります。 

 

（２）基本目標 

ア．生涯学習に関しての市民の様々なニーズを把握し、魅力ある諸施策を推進する

ために、｢井原市生涯学習推進本部｣の機能を充実させます。 

また、生涯学習関連の事業について、効果的な推進が図れるよう生涯学習推進

担当を整備します。 

 

（３）施策の方向と内容 

生涯学習推進本部機能の

充実 

 

 

 

 

 

生涯学習推進本部の機能の充実 

市全体の生涯学習関連事業を把握し、生涯学習関連施

策を総合的に推進します。生涯学習推進についての重要

な課題及び方策については、本部会・企画委員会・推進

協議会・社会教育委員＊2などに報告・連絡を行い、生涯

学習推進本部の機能の充実を進めていきます。 

 【生涯学習推進協議会＊3の開催】 
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生涯学習推進体制の整備   

学習の機会づくり、生涯学習の啓発・情報提供及び市

民団体・庁内関係部署との連絡調整のための生涯学習推

進担当に、生涯学習推進についての知識と理解を深める

ための研修を定期的に実施します。 

 【市や県、近隣市町での研修への参加】 

 

２．学校・家庭・地域の連携 

 

（１）現状と課題 

本市では、従来からの各地区の幼児教育学級や家庭教育学級の支援のほか、９本部 

１０小・中学校で学校支援地域本部事業を実施しています。 

 幼児教育学級や家庭教育学級は、少子化などにより参加者数が減少している状況にあ

り、今後の方策や子育て支援の充実について検討する必要があります。 

  学校支援地域本部事業は平成２１年度から実施しており、年々活動が活発になってい

ますが、さらに継続した取組とするため、中核コーディネーターやボランティアの育成

に取り組む必要があります。併せて、中央教育審議会の答申では、地域学校協働本部へ

の進展が掲げられており、今後の方向性について検討する必要もあります。 

 

（２）基本目標 

ア．学校・家庭・地域が連携し、地域をあげて子どもを見守り、健やかに育てる環境づ

くりを進めます。 

 

（３）施策の方向と内容 

学校・家庭・地域の連携

と協働の推進 

学校・家庭・地域社会の連携と協働の推進 

   保護者や地域住民の協力により、学校の様々な教育活

動を支援するコーディネーターやボランティアを育成

します。地域との交流活動や学校から地域に向けての情

報発信として「地域とともにある学校づくり」などの事

業を協働しながら推進します。 

【地域とともにある学校づくり推進事業＊11、職場体験、

学校支援地域本部事業＊12】 

 

３．地域コミュニティの推進 

 

（１）現状と課題 

近年、自由時間の増大などに伴い、心の豊かさや自己実現を求めて、生涯にわたって

学び続けたいという意識が年々高まってきています。人々は、活動が広範になるにつれ
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て、学ぶ行為自体で満足せず、学んだことを人々のため、地域のために生かしたいとい

う社会貢献の意欲も高まってきています。 

   これからの「まちづくり」は、行政だけが行うのではなく、市民も我がまちの課題に

ついて考え、協力し合ってその解決にあたるといった市民協働で行う「まちづくり」が

たいへん重要となっています。  

また、市民の学習活動は多岐にわたり、取り組むべき今日的な課題や地域課題も多様

化しています。このような学習ニーズへの対応を生涯学習関連機関・施設・団体が個別

に行うことには限界があるため、連携し、補完し合うネットワークの構築が大切です。 

市内には、様々な地域団体やＮＰＯ、企業などが地域づくりに関わる活動に取り組ん

でいます。学びを通じて学習者同士がつながりを深め、地域と関わりながら学び、高ま

り合っていくとき、新たな連帯感が生まれ「人づくり」が進んでいきます。  

そして、交流の輪がひろがり、公益性の高い地域活動への参加や地域課題の解決に向

けた主体的な行動など「まちづくり」へと発展していくことが期待できます。 

地域における人のつながりや連帯感の希薄化が指摘されている中で、生涯学習や学び

を通じた仲間づくりや地域とともにある学校づくりなどの事業で育った人材を、市民協

働のまちづくりにつなげ、地域の活性化やつながりに寄与することができるようにする

必要があります。 

 公民館などを拠点とした地域活動に若者が積極的に参画できるよう、ＮＰＯなどの各

種団体とも連携を図り、地域の教育力向上を図ることが求められています。 

 さらに、若者の自己啓発のための学習や地域活動への参画、地域の歴史、文化などの

学習を通じ、地域への愛着を深め、将来の井原を担う人材の育成に努める必要もありま

す。 

 

（２）基本目標 

ア．これからの市の担い手である若者が自己啓発のため学習や地域活動に参画できる場

を提供します。 

 

イ．地域づくりに関わる活動に取り組んでいる様々な関係団体と行政が連携して、生涯

学習の推進と地域づくり活動の活性化を図ります。 
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（３）施策の方向と内容 

若者の社会参画の推進と

活動の充実 

若者の育成・支援 

中高生が集い、自己啓発のための研修をしたり、井原

市の魅力を再発見したり、「まちづくり」や地元の行事に

主体的に関わったりする場を提供します。それらの活動

を通して、自己有用感や地元への愛着心を高めるととも

に、地域活性化に資する人材の育成に努めます。 

 【子ども若者育成支援事業＊20】 

社会教育関係団体などの

育成・支援と協働の推進 

ネットワークの構築 

地域のボランティア活動やまちづくり活動を進める市 

  民団体やＮＰＯ・企業などへの人材や資源、活動機会の

提供、研修や活動発表の機会などの支援を行い、ネット

ワーク化を図ります。 

また、各団体が共通理解のもとにそれぞれの学習情報

を生かし補完し合えるよう、情報交換や交流を促進しま

す。 

 【市民活動団体情報交換交流会】 

地域づくり講座の開催  

   地域課題の解決や地域活性化を目指した研修会や講座 

  を開催し、市民団体やＮＰＯ、行政、企業など広く参加 

  を促します。 

【協働のまちづくり市民講座】 

地域事業への支援  

教育委員会とまちづくり関係部局との連携を強化し、

相互に補完し合う中で、より活力あるまちづくりを目指

します。併せて、地区公民館とまちづくり協議会におい

ても、地域の実情に即し、上記と同様に良好な関係の構

築を目指します。 

また、市民団体が、地域課題の解決やより良い市民生

活の実現のために、自ら企画立案し実施する公益的事業

について、補助制度の適用、施策との連携など、活動を

積極的に支援し、地域活動をより充実させます。  
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Ⅳ．目標値の設定と計画の推進 

 

１．目標値の設定と計画の推進 

  施策の内容をよりわかりやすいものにするため、平成３４年度（2022 年度）末時点

での目標値を施策の方向ごとに掲げ、重点的に取り組みます。 

また、計画の推進に当たっては、取組の成果を検証するとともに、新たな課題にも柔

軟に対応できるよう、総合計画にあわせて見直しを行います。  

施策の方向 目標とする指標 現状値 目標値 

① 学習ニーズの把

握と学習機会の

提供 

まなびめいと会員数 

 

180 人 200 人 

出前講座参加者数 2,453 人 3,000 人 

② 意識を高める啓

発事業の推進 

井原市文化祭出品者数、出演者数、

入場者数の合計 

1,032 人 

（入場者数含まず） 

3,000 人 

（入場者数含む） 

井原市民芸能祭入場者数 515 人 700 人 

外国語教室の受講者数（いばら文化

教室） 

40 人 60 人 

③ 家庭教育機能の

向上 

幼児教育学級の参加者数   307 人 310 人 

家庭教育学級の参加者数 524 人 530 人  

子育てサポーター数 57 人 60 人 

④ 学校教育・社会教

育の充実 

体験活動やボランティア活動 

実施数 

全小、中学校 

実施 

全小、中学校 

実施 

スポーツふれあい交流事業「夢の教

室」講師派遣数 

 

全小学校実施

（野上・青野は

隔年実施） 

全小学校実施

（野上・青野は隔

年実施） 

ワーク＆ライフキャリア教育推進事

業＊21実施数 

2 校 全中学校実施 

学校支援地域本部設置学区数 

（地域学校協働本部事業） 

10 校 全小学校実施 

放課後子ども教室実施学区数 6 教室 全小学校実施 

子どもの未読率（全小中学校） 7.5％ 0％ 

食育等の推進（地産地消の割合） 42.3％ 47％以上 

中・高校生ふれあい交流事業参加者数 295 人 320 人 

成人大学講座受講者数 58 人 60 人 

寿大学院、芳寿大学、長寿学級の修

了者数 

460 人 500 人 



 生涯学習基本計画 

 

第３次 生涯学習 基本構想・基本計画 26 

 

パソコン講座受講者数 98 人 15 回延べ

150 人 

⑤ 文化・スポーツ事

業の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中美術館入館者数  14,000 人 16,500人 

市民大学講座（２講座）受講者数 1,150 人  1,5２0人 

芳井生涯学習センター芸術文化事業

入場者数 

850 人 

 

900 人 

 

文化財センター利用者数 4,784 人 6,000 人 

民俗資料館入館者数  1,346 人  1,500 人 

文化協会会員数 1,307 人 1,350 人 

文化協会文化教室受講者数 689 人 800 人 

文化芸術面において顕著な成果を収

めた個人及び団体の表彰 

（激励金交付件数） 

―件 

 

 

20 件 

 

 

いばら生き生きクラブ会員数 504 人 550 人 

スポーツ施設利用者数 343,593 人 360,000 人 

井原市グラウンド・ゴルフ場市内利

用者数 

21,603 人 24,600人 

⑥ 生涯学習関連施

設の整備と機能

の充実 

アクティブライフ井原・芳井生涯学

習センター利用者数 

108,317 人 110,500 人 

図書館蔵書数（さくら号含む） 299,626 冊 353,000 冊 

図書館貸出冊数（さくら号含む） 269,764 冊 302,000 冊 

図書館貸出人数 67,619 人 75,000人 

星の郷ふれあいセンター利用者数 9,872 人 11,000人 

美星天文台入館者数 16,804 人 18,000人 

美星天文台１０１㎝占用観測件数 15 件 20 件 

美星星空公園観測利用件数 40 件 50 件 

⑦ 人材バンク事業

の推進 

びんご人材ネットワーク「まなびん

ご」活用件数 

―件 10 件 

⑧ 若者の社会参画

の推進と活動の

充実 

子ども若者育成支援事業「みらいのひか

りをつなげ」プロジェクト登録者数

（中・高校生） 

20 人  25 人 

 



 

 

 

参 考 資 料 
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　　　　生涯学習に関する市民の意識や考え方、学習活動等への参加やニーズ等についての状況を把握

　　　するため、平成29年6月20日～7月13日までを調査期間として、無作為抽出による16歳以上の市民

　　　1,000人を対象に「井原市生涯学習アンケート」（無記名による自記式）を実施しました。

　　　　有効回収率は33.4％（334人）でした。

　　生涯学習の現状等

あなたは、この1年間くらいの間に「生涯学習」をしたことがありますか。

問１ ある 165 49.4%

ない 165 49.4%

無回答 4 1.2%

計 334 100.0%

【問1で「ある」と答えた方に】

問２

ほぼ毎日 13 7.9%

１週間に３回以上 24 14.6%

１週間に１回以上 51 31.1%

１ヵ月に１回以上 45 27.4%

２ヵ月に１回以上 25 15.3%

無回答 7 3.7%

計 165 100.0%

問３ 生涯学習をした主なものお答えください。（3つ以内）

健康、スポーツ 84 27.1%

趣味的なもの 55 17.8%

教養的なもの 32 10.4%

家庭生活に役立つ技能 32 10.4%

ボランティア活動 26 8.4%

パソコン、インターネット 25 8.1%

職業上必要な知識・技能 21 6.8%

育児・教育 12 3.9%

自然体験や生活体験 9 2.9%

学校の正規課程での学習 7 2.3%

その他 6 1.9%

計 309 100.0%

生涯学習をしたと答えた方は、どのくらいの割合で生涯学習を行いましたか。

【問１で「ある」と答えた方に】

井原市生涯学習アンケートの実施結果

0 20 40 60

ほぼ毎日

１週間に３回以上

１週間に１回以上

１ヵ月に１回以上

２ヵ月に１回以上

無回答

0 20 40 60 80 100

健康、スポーツ

趣味的なもの

教養的なもの

家庭生活に役立つ技能

ボランティア活動

パソコン、インター…

職業上必要な知識・技能

育児・教育

自然体験や生活体験

学校の正規課程での学習

その他

0 50 100 150 200

ある

ない

無回答
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【問１で「ある」と答えた方に】

問４ どのような場所や形態で「生涯学習」をしたことがありますか。（３つ以内）

公民館等の講座や教室 69 22.9%

同好会、サークル 52 17.2%

カルチャーＣスポーツクラブ 35 11.6%

パソコン、インターネット 35 11.6%

自宅学習 35 11.6%

図書館、美術館 23 7.6%

職場の教育、研修 18 6.0%

ラジオ、テレビ 15 5.0%

学校の公開講座や教室 8 2.6%

学校の正規課程 4 1.3%

その他 8 2.6%

計 302 100.0%

【問１で「ある」と答えた方に】

問５ あなたは、「生涯学習」に関する情報をどのように得ていますか。（３つ以内）

家族、友人 71 20.8%

インターネット 49 14.3%

井原市広報 47 13.7%

新聞、雑誌 27 7.9%

サークル、グループ、クラブ、同好会 27 7.9%

公民館等の窓口 24 7.0%

学校や職場からの推薦 22 6.4%

ラジオ、テレビ 18 5.3%

自治会等の回覧 18 5.3%

情報専門誌 13 3.8%

特になし 12 3.5%

チラシ、ポスター 11 3.2%

その他 3 0.9%

計 342 100.0%

0 20 40 60 80

家族、友人

インターネット

井原市広報

新聞、雑誌

サークル、グループ、ク…

公民館等の窓口

学校や職場からの推薦

ラジオ、テレビ

自治会等の回覧

情報専門誌

特になし

チラシ、ポスター

その他

0 20 40 60 80

公民館等の講座や教室

同好会、サークル

カルチャーＣスポーツク…

パソコン、インターネット

自宅学習

図書館、美術館

職場の教育、研修

ラジオ、テレビ

学校の公開講座や教室

学校の正規課程

その他
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【問１で「ある」と答えた方に】

問６ あなたは、生涯学習をしていて、どんなよいことがありましたか。

友達ができた 106 43.3%

知識や技能が深まった 81 33.1%

健康になった 46 18.8%

特になし 6 2.4%

その他 6 2.4%

計 245 100.0%

【問１で「ある」と答えた方に】

問７ あなたは、「生涯学習」を通じて身につけた知識・技能や経験を、どのように生かしていますか。

自分の健康の維持 77 21.6%

家庭日常生活 72 20.2%

より豊かな人生 56 15.8%

仕事や就職 38 10.7%

地域や社会での活動 38 10.7%

ボランティア活動 30 8.4%

資格取得 15 4.2%

より深い知識・技能の習得 12 3.4%

他の人の指導 5 1.4%

学業、学校生活 5 1.4%

生かしていない 4 1.1%

その他 4 1.1%

計 356 100.0%

【問１で「ない」と答えた方に】

問８ どのような理由が、生涯学習のさまたげになっていますか。（3つ以内）

仕事や家事で多忙 107 37.8%

必要な情報が入手できない 37 13.1%

好きでない 31 11.0%

費用がかかる 23 8.1%

学習や活動する仲間がいない 23 8.1%

施設や場所がない 15 5.3%

世話をしてくれる人がいない 14 4.9%

指導者がいない 7 2.5%

施設が使いにくい 5 1.8%

周囲の理解が得られない 4 1.4%

その他 17 6.0%

計 283 100.0%

（３つ以内）

0 20 40 60 80 100

自分の健康の維持

家庭日常生活

より豊かな人生

仕事や就職

地域や社会での活動

ボランティア活動

資格取得

より深い知識・技能の習得

他の人の指導

学業、学校生活

生かしていない

その他

0 50 100 150

友達ができた

知識や技能が深まった

健康になった
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0 50 100 150

仕事や家事で多忙

必要な情報が入手できない

好きでない

費用がかかる

学習や活動する仲間がい…

施設や場所がない

世話をしてくれる人がい…

指導者がいない

施設が使いにくい

周囲の理解が得られない

その他



第３次 生涯学習 基本構想・基本計画 30 

 

 

　生涯学習に対する今後の意向

【全員の方に】

問９ あなたは、今後、「生涯学習」をしてみたいと思いますか。

してみたい 216 64.7%

してみたいと思わない 32 9.6%

わからない 78 23.3%

無回答 8 2.4%

計 334 100.0%

【問９で「してみたいと思う」と答えた方に】

問１０あなたが、「生涯学習」をしてみたいと思う理由はどのようなことでしょうか。

興味があり、趣味を広げる 99 22.7%

健康・体力づくり 65 14.9%

親睦や友人を得るため 57 13.0%

家庭生活を充実 54 12.4%

老後の人生を有意義に 43 9.8%

教養を高めるため 36 8.2%

自由時間の有効活用 28 6.4%

地域や社会をよりよくする 18 4.1%

高度な専門知識の取得 16 3.7%

社会の進歩に遅れないよう 11 2.5%

仕事や就職に役立てる 5 1.1%

特になし 3 0.7%

その他 2 0.5%

計 437 100.0%

【問９で「してみたいと思う」と答えた方に】

問１１あなたは、どのような「生涯学習」をしてみたいと思いますか。（3つ以内）

健康・スポーツ 128 26.0%

趣味的なもの 107 21.8%

家庭生活に役立つ技能 62 12.6%

パソコン、インターネット 46 9.4%

教養的なもの 37 7.5%

ボランティア活動 34 6.9%

職業上必要な知識 31 6.3%

自然体験や生活体験 27 5.5%

育児・教育 10 2.0%

学校での学習 4 0.8%

その他 6 1.2%

計 492 100.0%

0 50 100 150

興味があり、趣味を広…

健康・体力づくり

親睦や友人を得るため

家庭生活を充実

老後の人生を有意義に

教養を高めるため

自由時間の有効活用

地域や社会をよりよく…

高度な専門知識の取得

社会の進歩に遅れない…

仕事や就職に役立てる

特になし

その他

0 50 100 150

健康・スポーツ

趣味的なもの

家庭生活に役立つ技能

パソコン、インターネット

教養的なもの

ボランティア活動

職業上必要な知識

自然体験や生活体験

育児・教育

学校での学習

その他

0 50 100 150 200 250

してみたい

してみたいと思わない

わからない

無回答
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【問９で「してみたいと思う」と答えた方に】

問１２あなたは、どのような「生涯学習」の機会が増えればよいと思いますか。（３つ以内）

公民館や生涯学習施設 116 27.5%

カルチャーＣやスポーツクラブ 85 20.2%

自然体験や生活体験 54 12.8%

パソコン、インターネット 44 10.4%

図書館、美術館 41 9.7%

ボランティア 37 8.8%

大学等の科目、コース 20 4.7%

職場での教育研修 12 2.8%

通信教育 10 2.4%

その他 3 0.7%

計 422 100.0%

問１３あなたは、ボランティア活動に参加したことがありますか。

ある 164 49.1%

参加してみたい 33 9.9%

ない 122 36.5%

無回答 15 4.5%

計 334 100.0%

【問１３で「ある」又は「機会があれば参加してみたい」と答えた方に】

問１４あなたは、どんなボランティア活動に参加しましたか。（又は参加してみたいですか）

清掃やリサイクル 96 36.0%

教育や文化、スポーツ 59 22.1%

介護や保育、福祉 54 20.2%

交通安全や防犯 43 16.1%

その他 15 5.6%

計 267 100.0%

　生涯学習の成果

【全員の方に】

問１５あなたは、「生涯学習」を通じて身につけた知識・技能や経験を地域や社会の

ために生かそうと思いますか。

生かそうと思う 143 42.8%

生かさなくていもよい 34 10.2%

わからない 141 42.2%

無回答 16 4.8%

計 334 100.0%

0 50 100 150

公民館や生涯学習施設

カルチャーＣやスポー…

自然体験や生活体験

パソコン、インター…

図書館、美術館

ボランティア

大学等の科目、コース

職場での教育研修

通信教育

その他

0 50 100 150

清掃やリサイクル

教育や文化、スポーツ

介護や保育、福祉

交通安全や防犯

その他

0 50 100 150 200

ある

参加してみたい

ない

無回答

0 50 100 150 200

生かそうと思う

生かさなくていもよい

わからない

無回答
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【問１５で「生かすべきである」と答えた方に】

問１６どのような活動で生かすべきであると思いますか。（３つ以内）

地域での奉仕活動 66 23.4%

趣味のための学習指導に関する支援 46 16.3%

子育て、育児の支援 30 10.6%

仕事に関係ある学習の支援 25 8.9%

伝統行事 24 8.5%

子ども会等 23 8.2%

地域ぐるみで学校支援 19 6.7%

講座の講師 19 6.7%

学校施設を利用した学習指導 14 5.0%

地域の歴史や自然、文化 11 3.9%

その他 5 1.8%

計 282 100.0%

　生涯学習の振興方策

【全員の方に】

今後、人々の「生涯学習」をもっと盛んにしていくために、井原市ではどの

問１７ようなことに力を入れるべきだと思いますか。（３つ以内）

気軽に参加できる講座や教室の増 205 33.5%

市民ニーズの把握 85 13.9%

情報の一元化 77 12.6%

関連施設のサービス充実 65 10.6%

専門職員育成 28 4.5%

地域の人材育成 41 6.7%

図書館等の地域開放 35 5.7%

ボランティア活動支援 22 3.6%

地域や社会を支援する活動 22 3.6%

社会的評価の促進 20 3.3%

その他 12 2.0%

計 612 100.0%

0 20 40 60 80

地域での奉仕活動

趣味のための学習指導に…

子育て、育児の支援

仕事に関係ある学習の支援

伝統行事

子ども会等

地域ぐるみで学校支援

講座の講師

学校施設を利用した学習…

地域の歴史や自然、文化

その他

0 100 200 300

気軽に参加できる講座…

市民ニーズの把握

情報の一元化

関連施設のサービス充実

専門職員育成

地域の人材育成

図書館等の地域開放

ボランティア活動支援

地域や社会を支援する…

社会的評価の促進

その他
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　生涯学習施設等について

【全員の方に】

問１８よく利用している生涯学習施設等の施設名と主な理由をお答えください。

      有効回答数 426 （複数回答）

57

45

45

43

26

17

16

15

13

12

12

11

11

10

9

9

8

7

7

6

6

6

5

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

3

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

井原図書館

アクティブライフ井原

地区公民館

リフレッシュ公園

芳井図書館

井原体育館

B&G井原海洋センター
ASUWA

美星図書館

井原運動公園

美星公民館

田中美術館

芳井生涯学習センター

中世夢が原

井原市グラウンドゴルフ場

星の郷ふれあいセンター

いばらサンサン交流館

美星運動場

婦人会館、働く婦人の家

美星天文台・星空公園

B&G美星海洋センター

芳井公民館、各分館

井原市ふれあいセンター

芳井体育館

市民ギャラリー

明治ごんぼう村ふれあい広場

芳井歴史民俗資料館

井原弓道場

芳井運動場

井原歴史民俗資料館

吉備高原神楽民俗伝承館

市民茶室

文化財センター（まほろば館）

勤労者体育センター

星の郷テニス場

勤労青少年体育センター

芳井生き生きアドベンチャーパーク

桜渓漢学塾公園

青少年研修センター

青少年研修広場

星の郷民具伝承館

その他
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有効回答数 443 （複数回答）

　生涯学習施設等について

【全員の方に】

問１９市内の生涯学習施設等について、どのように思われますか。

満足している、充実している 192 57.5%

満足していない、十分でない 56 16.8%

無回答 86 25.7%

計 334 100.0%

【問１９で「満足していない、十分でない」と答えた方に】

問２０満足していない、十分でないと思われる施設名と理由をお答えください。（抜粋）

施設名 理由

・ 井原図書館 駐車場や施設内が狭い。

・ 井原体育館 トレーニングの設備を新しくしてほしい。

・ 美星公民館 施設が老朽化してきている。

・ 井原弓道場 トイレの設備を更新してほしい。

・ 施設全般 施設の場所がわかりにくい。

0 50 100 150 200 250

満足している、充実している

満足していない、十分でない

無回答

157

142

34

22

18

70

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

近くにあり便利

利用しやすい

設備等が充実している

使用料が安い

職員の対応が良い

その他

よく利用している生涯学習施設の主な理由
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【全員の方に】

問２１前回のアンケートをもとに市内の主な生涯学習施設等の休館日の統一を行うととも

に、第３日曜日と月曜日祝日時の翌日の休館を廃止したところですが、現在の生涯

学習施設等の開館日や開館時間についてどのように思われますか。

現状のまま 207 68.3%

開館日を変更してほしい 2 0.7%

開館時間を変更してほしい 6 2.0%

不明又は利用していない 83 27.4%

その他 5 1.6%

計 303 100.0%

【全員の方に】

問２２図書館の開館時間についてお尋ねします。

現状のまま 187 56.7%

平日の開館時間の延長 33 10.0%

土・日曜日の開館時間の延長 28 8.5%

利用しないのでわからない 76 23.0%

その他 6 1.8%

計 330 100.0%

0 50 100 150 200 250

現状のまま

開館日を変更してほしい

開館時間を変更してほしい

不明又は利用していない

その他

0 50 100 150 200

現状のまま

平日の開館時間の延長

土・日曜日の開館時間の…

利用しないのでわからない

その他
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アンケート対象者の分布

（１）性別

男性 116 34.7%

女性 155 46.4%

無回答 63 18.9%

計 334 100.0%

（２）年代

１０代 15 4.5%

２０代 17 5.1%

３０代 49 14.7%

４０代 42 12.6%

５０代 58 17.4%

６０代 81 24.2%

７０代以上 70 20.9%

無回答 2 0.6%

計 334 100.0%

（３）職業

会社員 100 29.9%

無職 60 18.0%

主婦（主夫） 57 17.0%

パート、アルバイト 37 11.1%

自営業 32 9.6%

公務員 17 5.1%

学生 13 3.9%

その他 16 4.8%

無回答 2 0.6%

計 334 100.0%

（４）世帯構成

単身世帯 19 5.7%

夫婦のみ 78 23.3%

親子２世代 156 46.7%

親子孫３世代 65 19.5%

その他 12 3.6%

無回答 4 1.2%

計 334 100.0%

（５）住まい

井原地区 222 66.4%

芳井地区 51 15.3%

美星地区 54 16.2%

無回答 7 2.1%

計 334 100.0%

0 50 100 150 200

男性

女性

無回答

0 20 40 60 80 100

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代以上

無回答

0 50 100 150

会社員

無職

主婦（主夫）

パート、アルバイト

自営業

公務員

学生

その他

無回答

0 50 100 150 200

単身世帯

夫婦のみ

親子２世代

親子孫３世代

その他

無回答

0 50 100 150 200 250

井原地区

芳井地区

美星地区

無回答
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井原市生涯学習推進本部設置要綱 

 

（昭和６２年１１月４日告示第７５号） 

 （設置） 

第１条 総合的、効果的な生涯学習事業を推進し、生きがいのあるまちづくりをめざし

て、井原市生涯学習推進本部（以下「本部」という。）を設置する。 

 （事業） 

第２条 本部は、その目的達成のため、次の事業を行う。 

(1) 生涯学習推進のための施策に関すること。 

 (2) 生涯学習事業の企画開発に関すること。 

 (3) 生涯学習事業の連携に関すること。 

 (4) 生涯学習事業に係る各種調査、研究及び啓発に関すること。 

 (5) その他目的達成に必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 本部には、本部会、生涯学習推進企画委員会（以下「企画委員会」という。）及

び生涯学習推進協議会（以下「推進協議会」という。）を置く。 

２ 本部に本部長及び副本部長を置く。 

３ 本部長は、市長をもつて充て、本部を統括する。 

４ 副本部長は、副市長及び教育長をもつて充て、本部長を補佐するとともに、本部長

に事故があるときは、その職務を代行する。 

 （本部会） 

第４条 本部会は、生涯学習推進のための施策及び方針に関する事項について協議し、

必要な事項は企画委員会に指示する。 

２ 本部会は、別表第１に掲げる職にある者をもつて構成する。 

３ 本部会は、本部長が必要に応じて招集する。 

４ 本部会の議長は、本部長がこれにあたる。 

 （企画委員会） 

第５条 企画委員会は、生涯学習事業の企画、研究及び開発に関する事項について協議

し、これを本部会に報告する。 

２ 企画委員会は、別表第２に掲げる職にある者をもつて構成する。 

３ 企画委員会の委員長は、教育次長をもつて充て、副委員長は、生涯学習課長を充て、

委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

４ 企画委員会は、委員長が必要に応じて招集する。 

５ 企画委員会の事務的な事項は、本部会が別に定める作業部会等がこれにあたる。 

 （推進協議会） 

第６条 推進協議会は、関係機関及び団体の連絡調整を図るとともに、生涯学習の推進

に関する事項について協議し、必要な事項を企画委員会に提言する。 

２ 推進協議会は、別表第３に掲げる各団体の代表者又は当該団体から推薦された者を 

もつて構成する。 



第３次 生涯学習 基本構想・基本計画 38 

 

 

３ 推進協議会の会長は、委員の互選により選出する。 

４ 推進協議会は、会長が必要に応じて招集する。 

 （事務局） 

第７条 本部の事務を処理するため、事務局を井原市教育委員会生涯学習課内に置く。 

２ 事務局長は、生涯学習課長をもつて充てる。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めのない事項及び生涯学習の推進について必要な事項は、本部会

において別に定める。 

 

   附 則  

 この要綱は、告示の日から施行し、昭和６２年９月１０日から適用する。 

   附 則（昭和６３年６月１６日告示第３３号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（昭和６３年９月１日告示第５２号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（平成元年１２月１日告示第９０号） 

 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の井原市生涯学習推進本部設置要綱の規定

は、平成元年６月１日から適用する。 

   附 則（平成５年６月２９日告示第４８号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（平成６年２月１７日告示第９号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（平成１１年１１月１７日告示第７９号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（平成２１年８月６日告示第９３号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月２７日告示第４２号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（平成２９年３月６日告示第２４号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 
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別表第１（第４条関係）     

本  部  会 

会計管理者、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、建設経済部長、

水道部長、病院事務部長、議会事務局長、消防長、芳井支所長、美星

支所長、教育次長 

 

 

別表第２（第５条関係）     

企 画 委 員 会 

総務課長、企画課長、協働推進課長、福祉課長、子育て支援課長、健

康医療課長、農林課長、地域創生課長、学校教育課長、文化課長、ス

ポーツ課長、図書館長、学校給食センター所長、中央公民館長 

 

 

別表第３（第６条関係）     

推 進 協 議 会 

教育委員会、社会教育委員会、文化協会、体育協会、公民館協議会、

老人クラブ連合会、連合ＰＴＡ、女性協議会、小学校長会、中学校長

会、市内高等学校、家庭教育学級連絡協議会、まなびめいと、ＮＰＯ

団体、その他関係団体 
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井原市生涯学習基本構想・基本計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 井原市の生涯学習基本構想・基本計画（以下「計画」という。）の策定に関

し必要な事項を検討するため、井原市生涯学習基本構想・基本計画策定委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 （１）生涯学習基本構想・基本計画の策定に関すること。 

 （２）生涯学習基本構想・基本計画の推進に係る必要な事項に関すること。 

 （３）前各号に掲げるもののほか、計画の策定等に係る必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、生涯学習に関し学識経験のある者、公募による者その他市長が適当と認

める者のうちから市長が委嘱する。 

３ 前項に規定する公募による者は、３人以内とする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するときまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要に応じ、委員会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くこと

ができる。 

 （事務局） 

第７条 委員会の事務を処理するため、事務局を教育委員会生涯学習課内に置く。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別途委員

会で協議し定める。 

   附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 
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氏　　　　　　名 役　　職　　名

瀧 本 博 学識経験者 委員長

鳥 越 眞 知 子 学識経験者 副委員長

池 原 洋 人 校園長会会長

上 野 千 菜 美 学識経験者

小 田 原 範 恵 公募委員

國 田 珠 美 文化協会副会長

小 出 堅 治 FOS少年団連盟会長

佐 藤 美 保 女性協議会副会長

畑 地 泉 公募委員

藤 井 莞 二 公募委員

藤 原 清 和 老人クラブ連合会会長

丸 川 敦 美 PTA連合会会長

丸 本 祐 嗣 学識経験者

宗 髙 平 八 公民館協議会会長

安 井 義 明 体育協会副理事長

備　　　考

井原市生涯学習基本構想・基本計画策定委員会委員名簿
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 用  語  解  説  

 
１＜生涯学習社会＞ 

    国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯 

にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果 

を適切に生かすことのできる社会。 

 

２＜社会教育委員＞ 

    社会教育法第 17条には、社会教育委員の職務を次のように明記されている。 

 

社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。 

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。 

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述 

べること。 

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べること 

ができる。 

3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育 

に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者 

に対し、助言と指導を与えることができる。」 

 

 

３＜生涯学習推進協議会＞ 

    39ページ別表第 3参照（井原市生涯学習推進本部設置要綱）。 

 

 

４＜いきいきいばら出前講座＞ 

    行政の各分野で提供できるメニューの中から、市民の要請によって小単位の集会など 

    に市職員が出向いて行う講座。 

 

５＜ＮＰＯ＞ 

    Ｎon Profit Organization の略。非営利活動組織の意味。 

 

６＜井原子育てネットワーク協議会＞ 

    井原市における子育て支援事業の企画及ぶ運営を円滑に行うことを目的に保健・福祉 

    部局、教育委員会、社会福祉協議会、市民団体等で構成され、事業の実施や情報交換 

    を行っている。 

 

７＜幼児教育学級・家庭教育学級＞ 

    公民館活動の一環で、毎年テーマを決めてその地区の特色ある年間計画に基づいて、 

    月に 1回程度交流会や学習会を行っている。未就学時の保護者を対象としたものを 

    「幼児教育学級」、児童の保護者を対象としたものを「家庭教育学級」という。 
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８＜子育て支援センター＞ 

地域の未就園児や保護者を対象に、親子が自由に遊べる場を提供するとともに、遊び 

の紹介や友だちとの交流・情報交換を行う場所。井原市では甲南保育園、高屋南保育 

園に設置し、専任の職員を配置して相談・援助活動を行っている。 

 

９＜スクールカウンセラー＞ 

    学校で児童、生徒、保護者、教師の相談にのる臨床心理士などの専門家。 

 

10＜スクールサポーター＞ 

    学校支援のボランティア。学校の教育活動について地域の教育力を生かすため、保護 

    者等の地域人材や団体、企業がボランティアとして学校をサポートする活動。 

 

11＜地域とともにある学校づくり推進事業＞ 

    「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、よりよい学校教育を通してよりよい社会 

を創るという理念を学校と社会とが共有し、学校と地域が連携及び協働してこれから 

の時代に求められる教育を推進することで、子どもたちの「生きる力」の育成を図る。 

 

12＜学校支援地域本部事業＞ 

    地域住民による学校支援ボランティアが学校教育活動を支援する取組を進めるなど、 

地域全体で学校教育を支援する体制を整備する事業。 

2018年度より事業の名称が「地域学校協働本部事業」となる。 

 

13＜放課後子ども教室＞ 

    子どもを対象に、地域の多様な方々の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動、地域 

住民との交流活動等の取組を実施する場所。学校の余裕教室や公民館などに設置され 

    ている。 

 

14＜子ども読書推進事業＞ 

    井原市のすべての子どもたちが読書に親しむための環境を作ることを目的に、行政・ 

    ボランティア・学校が連携して、子ども読書活動を推進している。 

 

15＜ブックスタート事業＞ 

    赤ちゃんと保護者に対し、親子で一緒に絵本に親しむことの大切さを伝えながら絵本 

    を手渡す事業。井原市では、4冊のうち 2冊を保護者に選択してもらい、絵本リスト 

や図書館利用者登録申込用紙と一緒に配付している。 

 

16＜少年キラリ賞＞ 

井原市子誉め条例に基づき、小中学生の善行又は優れた成績を誉め、心身ともに健全 

な児童生徒を地域ぐるみで育成するため、他の模範となる者を地域住民及び学校長の 

推薦により表彰する。 

 

17＜ＡＩ＞ 

    人工知能。 
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18＜環境マイスター育成事業＞ 

    環境教育の強化を総合的にすすめるため、「ごみ」「エネルギー」「大気・水質」「自然 

環境（生物多様性）」等様々なテーマの学習メニューを提供し、年間 8回の講座を開 

催する。5回以上受講し修了した受講生を「井原市環境マイスター」に認定し、地域 

で地球環境問題に取り組むリーダーの育成につなげていく。 

 

19＜びんご人材ネットワーク「まなびんご」＞ 

    備後圏域 6市 2町（福山市、府中市、神石高原町、三原市、世羅町、尾道市、笠岡市、 

井原市）在住で生涯学習に関するさまざまな分野において、知識や技能を持っている 

方を市民講師として登録し、グループや団体の利用者に講師の紹介を行う。人材の活 

用や生涯学習活動の活性化を図る。 

 

20＜子ども若者育成支援事業＞ 

「みらいのひかりをつなげプロジェクト」事業として、中高生が集い、井原市の魅力 

を再発見したり、まちづくりや地元の行事に主体的に関わったりする機会を提供する。 

それらの活動を通して、自己有用感や地元への愛着心を高めるとともに、地域活性化 

に資する取組を行う。 

 

21＜ワーク＆ライフキャリア教育推進事業＞ 

「職場体験学習」や「開かれた学校づくり推進事業」に加え、中学生に対する「キャ 

リア教育」と「ふるさと教育」を一層促進させ、感謝の気持ちと愛郷心をもち、自ら 

の力で自分の人生や地域社会をよりよくしていこうとする意欲と実践力をもった生徒 

の育成を図る。 
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