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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

市では、長期的な展望に立った「あきる野市総合計画」に基づき各種施策を

推進し、市民との協働のまちづくりを基本とした政策を進めるとともに、地域

コミュニティの強化などに取組んできました。その結果、地域においては、町

内会・自治会や防災・安心地域委員会による課題解決に向けた取組に象徴され

るように、人づくり、地域づくりが脈々と引き継がれ、将来にわたり揺るがぬ、

より強固な基礎が築かれてきています。 

市の生涯学習活動については、総合計画の下に、平成２３年に「あきる野市

生涯学習推進計画 あきる野学びプランⅡ」を策定し、学習の場や機会の充実、

市民が学習成果を活かす「知の循環型社会」の実現に向けた取組を進めてきま

した。その後、平成２５年に教育目標「人が育ち 人が輝く あきる野の教育」

が定められ、教育に関する諸施策を推進する指針が示されました。その教育目

標を実現するため、平成２６年に策定した「あきる野市教育基本計画（第２次

計画）」の中で、「生涯学習活動の推進」が重点施策に位置付けられたことから、

豊かな生涯学習社会の実現に向けた取組を更に推進してきました。 

今回の計画改訂は、国や東京都の動向を踏まえ、「あきる野市教育基本計画

（第２次計画）」の施策体系に基づく事業展開と、基本方針に掲げる市民との

協働による学習・交流活動を推進するため、また、「あきる野市総合計画後期

基本計画」に掲げる指針や「子どもが主役のまちづくり」という今後の方向性

を反映させるためのものです。 

全ての市民が心豊かに住み続けられる「東京のふるさとあきる野」を築くた

め、また、市が地域の人々とともに発展し、「あきる野愛」を子々孫々まで受

け継いでいくためにも、今後も市民との協働により生涯学習活動を推進してい

く必要があります。 
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第第第第１１１１章章章章    

計画改訂の背景と計画改訂の背景と計画改訂の背景と計画改訂の背景と、、、、「学びプランⅢ」策定の「学びプランⅢ」策定の「学びプランⅢ」策定の「学びプランⅢ」策定の基本的基本的基本的基本的なななな

考え方考え方考え方考え方    
 

 

１１１１    市を取り巻く状況と市を取り巻く状況と市を取り巻く状況と市を取り巻く状況と、市総合計画に基づく、市総合計画に基づく、市総合計画に基づく、市総合計画に基づく改革・改善の取組改革・改善の取組改革・改善の取組改革・改善の取組    

 

市は、平成１２年に、２０年先の市の望ましい姿を展望した長期ビジョン「基本構想」

を定め、平成１３年３月に、構想の前期１０か年の具体的な施策の方向性を示す「あき

る野市総合計画・前期基本計画」を策定ました。 

長期的な展望に立った総合的なまちづくりの指針として策定された「あきる野市総合

計画・前期基本計画」ですが、社会経済環境の大きな変化の中で、地球温暖化防止、生

物多様性の保全、自然災害への対応などの新たな課題も生じ、行政の更なる積極的取組

が求められるようになり、市民との協働によるまちづくりの必要性が高まってきました。 

平成２３年４月には、こうした社会情勢の変化や具体的施策の進捗状況などを踏まえ、

平成２３年度から２５年度までの３か年を計画期間とする後期基本計画を策定しました。

この計画では「環境都市あきる野の実現」「協働のまちづくり」「行政改革の更なる推

進」を基本指針として定め、市民との協働によるまちづくりを進めるとともに、財政基

盤の強化を図りながら魅力あるまちづくりに取り組んできました。 

生涯学習については、基本方針のひとつ「生涯健やかな体と心を培う人権尊重を基調

とした教育文化都市をめざして」の中で、「生涯学習社会の振興」が施策目標のひとつ

として位置づけられ、学習の場や機会の充実、市民が学習成果を活かす「知の循環型社

会」の実現を目指した施策を推進してきました。また、地域防災力とコミュニティの強

化を図るため、防災・安心地域委員会との連携強化や地域防災リーダーの育成など、災

害に強いまちづくりを進めてきました。観光・環境施策においては、五日市出張所内へ

の地域活性化協働センター設置、生物多様性あきる野戦略※の策定、郷土の恵みの森づく

り事業※、ジオパーク※の検討などに取り組み、映画「五日市物語※」を活用した観光推

進事業や観光ボランティアガイドによる見どころ案内など、地域住民との協働により郷

土の財産を活かした各種の施策を進めてきました。 

平成２６年４月、市は平成２６年度から３２年度までの７か年を計画期間とする後期

基本計画を策定しました。この中で、社会情勢の変化に対応した３つのテーマとして、

「１ 安全・安心なまち」「２ みんなが快適でいきいき暮らせるまち」「３ あきる

野らしさを活かした活気あるまち」を設定し、テーマ２の中で「生涯学習の充実」を施

策の重点化の視点として位置付けました。 
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２２２２    国・都の動向と、「あきる野市教育基本計画（第２次計画）」の策定国・都の動向と、「あきる野市教育基本計画（第２次計画）」の策定国・都の動向と、「あきる野市教育基本計画（第２次計画）」の策定国・都の動向と、「あきる野市教育基本計画（第２次計画）」の策定 

 

東京都は、平成２５年４月に、新たな教育振興基本計画として「東京都教育ビジョン

（第３次）」を策定し、社会全体で子どもの「知」「徳」「体」を育み、変化の激しい

時代において、自ら学び、考え、行動する力や、社会の発展に貢献する力を培うことを

基本理念として掲げました。 

国においては、第１期の教育振興基本計画に引き続き、平成２５年６月に第２期の教

育振興基本計画を閣議決定し、「社会を生き抜く力の養成」など、生涯の各段階を貫く

教育の方向性を掲げました。 

あきる野市教育委員会では、平成２３年３月、市総合計画後期基本計画の策定に合わ

せて、平成２５年度までを計画期間とする「あきる野市教育基本計画（第１次計画）」

を策定しました。これは、平成１８年に改正された教育基本法によって地方公共団体が

策定を求められた、教育振興推進計画として策定したものです。 

また、平成２５年１２月には、教育目標として「人が育ち 人が輝く あきる野の教

育」を定め、「人権尊重と社会貢献の精神を基調とし、あきる野市民憲章に則してすべ

ての市民が豊かな伝統・文化に誇りをもち、生涯を通じて学ぶことのできる生涯学習社

会の実現を目指して教育行政を推進する。また、家庭、学校、地域がそれぞれの役割と

責任を自覚し緊密な連携の下に、子どもたちが、知性、感性、道徳心を育み、体力を向

上させ、豊かな人間性と創造性及び未来をひらく学力を兼ね備えた市民として成長し、

「人と緑の新創造都市」あきる野の発展に貢献することを期して教育を推進する。」と、

その方針を定めました。 

あきる野市教育委員会は、第１次計画の方針を引き継ぎつつ、国や東京都の動向を踏

まえ、教育目標である「人が育ち 人が輝く あきる野の教育」を実現するための新た

な教育振興計画として、平成２６年３月に「市教育基本計画（第２次計画）」を策定し

ました。この中では、「人権尊重と社会貢献の精神を育む教育の推進」「豊かな人間性

と創造性を育み、未来をひらく学力を伸ばす教育の推進」「生涯学習の推進と文化、レ

クリエーションの振興」「家庭、学校、地域の連携・協力の強化」の４つを基本方針と

定め、これに基づいて諸施策を推進してゆくこととしました。 

    

    

３３３３    計画計画計画計画改訂改訂改訂改訂の経過と、「学びプランⅢ」の策定の経過と、「学びプランⅢ」の策定の経過と、「学びプランⅢ」の策定の経過と、「学びプランⅢ」の策定    

 

あきる野市生涯学習推進計画（あきる野学びプラン）については、平成１６年に第１

次計画を策定し、学習の場の提供を主題として推進してきました。 

その後、少子高齢化など社会状況が急速に変化し、生涯学習の推進に関わる諸施策の

重要度が高まる中で、平成１８年１２月に教育基本法が全面改正されました。そして教

育基本法第３条において、「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
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ることができ、その成果を適切に活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。」という生涯学習の理念が新たに示されました。また、平成２０年６月の社会教

育法等の関連法令の改正、中央教育審議会答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興

方策について～知の循環型社会の構築を目指して～」などにより、余暇活動だけでなく、

自己の能力の向上を目指した学習の重要性や、新しい公共の担い手として、市民がその

成果を活かした社会貢献活動等へ展開していくことの必要性が示されました。これらの

社会動向により、改めて生涯学習の重要性が高まり、これまでの「学びの場の提供」を

中心とする施策から、市民自らが主体的に学習し、その学習成果を活かした社会活動へ

と発展させていけるよう、その後押しをする施策へ展開させいくことが、生涯学習行政

の大きな課題として捉えられるようになってきました。 

こうした流れを背景に、市は、平成２３年に第２次計画「学びプランⅡ」を策定し、

「あなたが主役 創ろう！ ともに学び、支えあい、心豊かなまちを育む市民の生涯学

習」を基本理念として、各種の施策を推進してきました。このような取組を進める中、

平成２４年２月に第８期東京都生涯学習審議会は、国の動向等を踏まえ、「子供・若者

の「社会的・職業的自立」を目指した教育支援の総合的方策について（建議）」を取り

まとめ、企業、大学、ＮＰＯ等との連携の推進を前面に打ち出しました。その後、平成

２６年には、第９期東京都生涯学習審議会において、その施策展開の在り方が議論され

るなど、生涯学習施策を展開する上で、国や東京都の動向を注視する必要性が高まりま

した。あきる野市生涯学習推進市民会議においても各種検討・協議が重ねられ、「学び

プランⅡ」の基本理念は、長期的な生涯学習の指針とすることが望ましいことから、計

画期間後においても、基本目標に基づいた諸施策を継続的に推進していくことが重要で

あるとの方向性が示されました。 

このたび策定する「学びプランⅢ」は、国や東京都の動向を踏まえるとともに、平成

２６年に策定された上位計画である「市総合計画後期基本計画」及び「市教育基本計画

（第２次計画）」における基本方針、平成２７年度あきる野市施政方針で示された「子

どもが主役のまちづくり」という指針、更に市生涯学習推進市民会議で示された方向性

等を勘案し、あきる野市生涯学習推進計画第３次計画として策定するものです。 

なお、策定にあたっては、これまでの計画の進捗状況や市民アンケート調査結果等を

市生涯学習推進市民会議の場で検証し、協議・検討を行いました。 
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第第第第２２２２章章章章    「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の計画期間計画期間計画期間計画期間 

    

第第第第２２２２章章章章    

「学びプラン「学びプラン「学びプラン「学びプランⅢⅢⅢⅢ」」」」のののの計画期間計画期間計画期間計画期間    
 

 

「学びプランⅢ」の計画期間は、あきる野市総合計画後期基本計画（平成２６～３２

年度）及びあきる野市教育基本計画（第２次計画）（平成２６～３２年度）の計画期間

に合わせ、平成２７年度から平成３２年度までの６年間とします。 

計画の進行管理に当たっては、各事業の点検・評価結果を踏まえて見直しを行い、計

画の改善に努めることとします。本計画の計画期間中、社会状況に変化が生じ、市の総

合計画、国・東京都の制度改正などに、新たな展開や見直しがあった場合には、必要に

応じて見直しを行うこととします。 

 

 

あきる野市総合計画基本構想 

総  合  計  画 

 

前 期 基 本 計 画 

 

平成１３年度～平成２２年度 

後 期 基 本 計 画 

 

３か年 

 

７か年 

 

 

  

 

生涯学習推進計画 

「あきる野学びプラン」 

 

平成１６年度 

 ～平成２２年度 

学びプランⅡ 学びプランⅢ 

←  体 系 事 業 の 展 開  → 

重点施策の実施 
６年間の計画に基づく 

重点施策の展開 

 

 

 

 

 

平成３２年度 平成２３年度 

平成３２年度 

平成３２年度 平成２７年度 平成２３年度 

平成２６年度 
～３２年度 

平成２３年度 
～２５年度 

平成１３年度 
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第第第第３３３３章章章章    市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性 

    

第第第第３３３３章章章章    

市民アンケート調査結果から市民アンケート調査結果から市民アンケート調査結果から市民アンケート調査結果から見見見見た生涯学習の現状た生涯学習の現状た生涯学習の現状た生涯学習の現状
と課題、取組の方向性と課題、取組の方向性と課題、取組の方向性と課題、取組の方向性    
 

 

１１１１    調査の実施と実施方法の概要調査の実施と実施方法の概要調査の実施と実施方法の概要調査の実施と実施方法の概要    

    

市では平成２３年８月の改訂の際に、市民の生涯学習に対する意識や要望、学習活動

の実態を把握するため、平成２２年８月に市民アンケート調査を実施してその実態の把

握を行いましたが、今回の改訂においても同様の目的、手法により下記のとおりアンケ

ート調査を実施しました。調査項目については前回の調査結果と比較できるよう、同じ

調査項目とすることを原則としました。 

①調査対象 無作為に抽出した市内在住の満１６歳以上の市民２，０００人 

②調査方法 郵送によるアンケート調査表の配布・回収 

③調査期間 平成２５年８月１日～８月２０日 

④回収結果 有効回収数 ６７９件 有効回収率 ３４．０％ 

    

    

２２２２    調査結果から見たあきる野市の生涯学習の現状と課題、対応の方向性調査結果から見たあきる野市の生涯学習の現状と課題、対応の方向性調査結果から見たあきる野市の生涯学習の現状と課題、対応の方向性調査結果から見たあきる野市の生涯学習の現状と課題、対応の方向性 

 

（１）生涯学習の認知度について 
 

「あなたは「生涯学習」という言葉を聞いたことがありますか」との問に対しては、

前回と同様に８０％以上が「ある」と回答し、言葉は広く浸透していることをうかが

うことができます。しかし、言葉だけでなくその中味や意義等についても、今後広く

啓発してゆく必要があります。 
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第第第第３３３３章章章章    市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性 

（２）生涯学習の活動の有無について 
 

「あなたは、この１年間に、「生涯学習」をしたことがありますか」の問に対して

は、「趣味的なもの」「教養的なもの」「健康・スポーツ」を中心に、７７％の人が

「した」と応えていますが、一方で約２３％が「していない」と応えています。これ

は平成１３年度調査での３０．９％に比べれば減少していますが、なお大きな課題で

す。今後は、より多くの市民が生涯学習活動をすることができるよう、市民のニーズ

を把握して積極的にきっかけを作ったり、魅力ある事業を展開するなど、諸施策を更

に推進していく必要があります。 

 
 

 

（３）生涯学習をしない理由について 
 

「この１年間に「生涯学習」をしていない理由はなんですか」との問に対しては、

「時間がない」が前回は約２３％でしたが、今回も最も多い割合となっており、数値

も約２６％と僅かながら増加しています。また、回答実数を見ると、「きっかけがつ

かめない」という理由も依然多くあります。 

今後は、学習の場の提供や学習情報の提供、きっかけづくりなど、手法の工夫を図

りながら学習機会の提供を推進する必要があります。 
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第第第第３３３３章章章章    市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性 

（４）生涯学習への意欲について 
 

「あなたは、今後、「生涯学習」をしてみたいと思いますか」の問に対しては、「し

てみたい」「どちらかといえば、してみたい」が合わせて約８０％を占める一方で、

「思わない」が約２０％を占めています。平成１３年の２６％と比べれば数値は下が

り、「生涯学習」への意欲は高まっているといえますが、なお大きな課題です。今後

はさまざまな啓発を進めるとともに、魅力ある事業を展開するなど、市民の学習意欲

を高める取組を推進する必要があります。 

 

（５）生涯学習の志向分野について 
 

「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」の問に対しては、

「趣味的なもの」「健康・スポーツ」「教養的なもの」が合計で約７０％を占め、回

答実数では「健康・スポーツ」が最多です。今後は、こうした志向を踏まえた事業の

展開を図るとともに、さまざまな啓発を進め、それ以外の分野へも市民の志向を広げ

てゆく取組が必要です。 

 

 

（６）生涯学習の機会に対する志向について 
 

「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」の問に

対しては、「市及び関係機関の講座や教室」が最も多く、次いで「民間の講座や教室」

「図書館の図書や情報」となっています。今後は魅力ある講座・教室の開催や、図書

館の図書や情報の充実など、生涯学習の機会の提供を更に充実させる必要があります。 
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第第第第３３３３章章章章    市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性 
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第第第第３３３３章章章章    市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性 

（７）施設の利用について 
 

「あなたが、この１年間に学習や活動で利用した市の施設はありますか」との問に

対しては、利用施設については図書館が最も多く、次いで秋川体育館など屋内体育施

設、秋川キララホール、中央公民館となっています。利用者数の少ない施設について

は、魅力ある事業の展開など市民サービスの充実を図り、利用の促進を図る必要があ

ります。 

 

 

 

（８）身につけた知識・技能や経験の生かし方等について 
 

「「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」の問いに対しては、「仕事や日常の生活で生かしている」が最も多く、その他

「ボランティア活動」、「地域や社会での活動」の順となっています。また、「自分

の人生がより豊かになった」「自分の健康の維持・増進に役立っている」など、身に

つけた知識や技能が自分のためになっていると感じている人は４１．４％を占め、回

答実数を見ても高い値を示しています。 

今後は、身につけた知識や技能をより多くの場で生かしていけるよう、さまざまな

機会を提供するなど、活用の場の充実を更に図る必要があります。 
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第第第第３３３３章章章章    市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性市民アンケート調査結果から見た生涯学習の現状と課題、取組の方向性 
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第第第第４４４４章章章章    「学びプランⅢ」の基本理念・基本目標「学びプランⅢ」の基本理念・基本目標「学びプランⅢ」の基本理念・基本目標「学びプランⅢ」の基本理念・基本目標 

    

第第第第４４４４章章章章    

「学びプラン「学びプラン「学びプラン「学びプランⅢⅢⅢⅢ」」」」のののの基本理念・基本理念・基本理念・基本理念・基本目標基本目標基本目標基本目標    
    

キーワードはキーワードはキーワードはキーワードは    

    

    

 

１１１１    基本理念基本理念基本理念基本理念    

    

「あなたが主役「あなたが主役「あなたが主役「あなたが主役    創ろう！創ろう！創ろう！創ろう！    ともに学び、支えあい、ともに学び、支えあい、ともに学び、支えあい、ともに学び、支えあい、    

心豊かなまちを育む市民の生涯学習」心豊かなまちを育む市民の生涯学習」心豊かなまちを育む市民の生涯学習」心豊かなまちを育む市民の生涯学習」    

 

教育基本法第３条に示された生涯学習の理念を踏まえ、更にこれを継続して推進する

必要があることから、前計画で掲げた基本理念、「あなたが主役 創ろう！ ともに学

び、支えあい、心豊かなまちを育む市民の生涯学習」を、学びプランⅢにおいても基本

理念として掲げました。これは、市民一人ひとりが学習活動を通して得た成果を活用し、

自己実現を図りながら地域社会の発展に寄与することが、心豊かでいきいきとしたまち

を創ることにつながるという考え方を示すものです。 

生涯学習の主体者である市民と行政とが協働し、良きパートナーシップのもとに「知

の循環型社会」の創出に取り組んでいくことを目指し、学びプランⅢの基本理念としま

した。 

    

２２２２    構成構成構成構成    

 

前計画で設定した「基本理念」「基本目標」「施策の目標」「重点施策」の構成を基

本とし、具体的施策について、６年後の目指すべき目標を設定しました。また、子ども・

子育て支援事業計画、男女共同参画プラン及び教育基本計画において進行管理する事業

と、生涯学習推進計画で取り組む事業を整理し、「学びプランⅢ」の推進事業としまし

た。また、計画期間である６年間の取組の姿勢を明確にするため、６年間で重点的に取

り組むべき事業を具体的施策ごとに事業選定し、重点事業としました。すべての推進事

業について、行政による学習の場や機会の提供から、市民参加型学習、提案型学習への

転換を進めるため、行政と市民との協働を前提とした各施策目標、具体的施策としまし

た。 

｢｢｢｢学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ｣｣｣｣ ｢活かす｣｢活かす｣｢活かす｣｢活かす｣ ｢育む｣｢育む｣｢育む｣｢育む｣ ｢創る｣｢創る｣｢創る｣｢創る｣ 
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第第第第４４４４章章章章    「学びプランⅢ」の基本理念・基本目標「学びプランⅢ」の基本理念・基本目標「学びプランⅢ」の基本理念・基本目標「学びプランⅢ」の基本理念・基本目標 

 

３３３３    策定策定策定策定のののの方針方針方針方針    

 

（１）わかりやすさ、読みやすさ  

① 抽象的な理念にとどまらず、具体的な表現に務め、市民が自発的に取り組む意欲

を促す内容としました。 

② 市民との協働のまちづくりにつながる学習活動を展開するため、重点的に取り組

むべき具体的事業を掲げ、市民が取り組みやすい計画としました。 

（２）推進体制の位置付け 

生涯学習推進本部を頂点とした行政内部の推進体制、生涯学習推進市民会議におけ

る推進状況のチェック機能等の役割を明確化し、市民と行政とが連携、連動した推進

体制の構築を図ることとしました。 

（３）行政の役割 

これまで、中央図書館の建設をはじめ、公民館・体育館・五日市郷土館・五日市図

書館・秋川キララホール・あきる野ルピアの改修等を行ってきましたが、今後も基本

的な学習拠点施設の整備を必要に応じて図っていきます。また、生涯学習活動の育成、

地域の連携、交流、情報交換の体制づくりを進めていきます。 

また、行政による事業の実施から、市民・市民団体との協働による事業展開への移

行・転換を進めるため、その啓発と支援に努めます。 

（４）学習成果を活かす「知の循環型社会」づくり 

いつでも、どこでも学ぶことができ、また、学習した成果を適切に評価し、個人の

活動が地域社会におけるさまざまな社会活動や教育活動に活かされるよう、その仕組

みづくりを進め、中央教育審議会答申で提唱された、いわゆる「知の循環型社会」の

実現を目指した学習の拡充を図ります。 

そして、地域の教育力を向上させるため、家庭、学校、地域が持つそれぞれの機能

を活かして、連携した仕組みづくりを進めるとともに、学習の成果を地域の教育活動

に活かす機会や場の提供を行います。 

 

４４４４    基本目標基本目標基本目標基本目標    

 

「学びプランⅢ」では、以下の４点を基本目標として定めました。 

①いつでも、どこでも、だれもが学べる環境づくりを進めます。（学ぶ） 

②さまざまな地域資源や学んだことを活かした学習を推進します。（活かす） 

③自主的に学び、主体的に活動できる市民の学習を支援する仕組みを創造します。（創

る） 

④学習をつなぎ、支えあい、豊かな心に基づく地域力を育む学習を推進します。（育む） 
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第第第第５５５５章章章章    「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の重点施策・重点事業選定の視点重点施策・重点事業選定の視点重点施策・重点事業選定の視点重点施策・重点事業選定の視点 

    

第第第第５５５５章章章章    

「学びプラン「学びプラン「学びプラン「学びプランⅢⅢⅢⅢ」」」」のののの重点施策重点施策重点施策重点施策・重点事業・重点事業・重点事業・重点事業選定の選定の選定の選定の視点視点視点視点    
 

 

１１１１    重点施策の考え方重点施策の考え方重点施策の考え方重点施策の考え方    

 

基本目標を実現し、市民の総合的な学習を支援するため、優先的に取り組む必要があ

る施策を重点施策として位置づけ、展開します。 

重点施策の選定にあたっては、行政による学習の場や機会の提供から市民参加型学習、

提案型学習への転換と、学習成果を活かす「知の循環型社会」づくりを進め、市民と行

政との協働による地域づくり・まちづくりを推進することを目指し、次の３点を重点施

策の視点として位置づけ具体的施策に取り組みます。 
     

２２２２    重点施重点施重点施重点施策策策策・重点事業選定・重点事業選定・重点事業選定・重点事業選定の視点の視点の視点の視点    

    

①①①①    学びを地域に活かす学びを地域に活かす学びを地域に活かす学びを地域に活かす    

市民自らが学習の成果を活かし、地域の課題解決など、まちづくりにつながる施

策を展開していくことが重要です。学習の成果を活かした様々な活動を通して、家

庭・学校・地域が連携するための仕組みづくりを進めることにより、地域の教育力

が向上します。そのための施策を重点施策に、また、具体的事業を重点事業として

位置づけ、展開を図ります。 

②②②②    人材を活かす人材を活かす人材を活かす人材を活かす    

多くの市民が、自身の経験や学習で得た成果を活かしたいと考えていますが、実

際には活かしていない、あるいは活かされていない状態にあることが多く見受けら

れます。地域の教育力（地域力）の向上を図るためには、人材をいかに活かしてい

くかが重要です。そのための施策を重点施策に、また具体的事業を重点事業として

位置づけ、展開を図ります。 

③③③③    図書館を活かす図書館を活かす図書館を活かす図書館を活かす    

公民館をはじめとする社会教育施設は、様々な学習機能を持っており、「知の循

環型社会」づくりを進める上で重要です。中でも図書館は最も重要な役割を果たす

施設の一つです。図書館が持つ学習資源を活用していくことが重要であり、そのた

めの施策を重点施策に、具体的事業を重点事業に位置づけ、展開を図ります。 
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第第第第６６６６章章章章    「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策 

    

第第第第６６６６章章章章    

「学びプラン「学びプラン「学びプラン「学びプランⅢⅢⅢⅢ」」」」のののの施策の施策の施策の施策の目標、重点施策目標、重点施策目標、重点施策目標、重点施策    
    

    

１１１１    施策の目標施策の目標施策の目標施策の目標    

Ⅰ「学習機会提供の拡充」 → 「「「「学びをつむぐ学びをつむぐ学びをつむぐ学びをつむぐ」」」」    

Ⅱ「生涯学習推進体制の整備」 → 「「「「学びをひろげる学びをひろげる学びをひろげる学びをひろげる」」」」 

Ⅲ「学習情報の提供と相談体制の整備」 → 「「「「学びを伝える学びを伝える学びを伝える学びを伝える」」」」 

Ⅳ「生涯学習関連施設の整備と充実」 → 「「「「学びの環境を学びの環境を学びの環境を学びの環境をつくつくつくつくるるるる」」」」     

Ⅴ「人材育成の充実」 → 「「「「学びをつなぐ学びをつなぐ学びをつなぐ学びをつなぐ」」」」 

Ⅵ「社会参加活動の充実」 → 「「「「学びを学びを学びを学びを創創創創るるるる」」」」 

 

 

２２２２    施策の目標施策の目標施策の目標施策の目標、、、、重点施策重点施策重点施策重点施策        

    

ⅠⅠⅠⅠ【学びをつむぐ】【学びをつむぐ】【学びをつむぐ】【学びをつむぐ】    学習機会提供の拡充    
    
重点施策重点施策重点施策重点施策    
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号１番号１番号１番号１    子どもの豊かな成長子どもの豊かな成長子どもの豊かな成長子どもの豊かな成長を支援する学習の充実を支援する学習の充実を支援する学習の充実を支援する学習の充実    

家庭、学校、地域と連携した子どもの学習環境の整備と活動を推進するため、生涯

学習の成果を、学校の支援や指導に活かしていくための人材の活用と、成果を活かす

場の充実を図ります。 
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号４番号４番号４番号４    健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興    

市民が健康で生きがいのある生活を送ることができるよう、これにつながる学習の

充実を図ります。また、年齢層にあったスポーツの開発を進めるなど、生涯スポーツ

の振興を図ります。 
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号番号番号番号６６６６    あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実    

あきる野市は豊かな自然に恵まれ、「郷土の恵みの森構想※」や「秋川流域ジオパー
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第第第第６６６６章章章章    「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策 

ク構想※」「生物多様性あきる野戦略※」などによって、その保全と活用が図られてい

ます。また、そこにはさまざまな伝統文化が育まれています。こうしたあきる野市の

特色ある自然や文化を活かした学習の充実を図ります。 
    

≪市民会議からの提案による≪市民会議からの提案による≪市民会議からの提案による≪市民会議からの提案による取組取組取組取組≫≫≫≫    

・市民との協働による学習社会の創出と、学習の場や機会の提供の拡充を図ります。 

・企画段階からの市民参加や、市民団体への事業委託などをこれまで以上に積極的に

進めます。 

・あきる野市の豊かな自然と伝統文化を活用し、子どもから高齢者まで多くの市民が

さまざまな体験活動や交流をすることにより、あきる野らしさが醸成され、自然や

文化を次代へ保護・継承できるよう、総合的な学習の場づくりを継続的に実施しま

す。また、障がい者の学習機会の提供については、関係部署や市民団体が連携・協

力した取組を進めます。 

 

ⅡⅡⅡⅡ【学びをひろげる】【学びをひろげる】【学びをひろげる】【学びをひろげる】    生涯学習推進体制の整備    
    
重点重点重点重点施策施策施策施策    
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号番号番号番号３３３３    市民との協働による運営体制づくり市民との協働による運営体制づくり市民との協働による運営体制づくり市民との協働による運営体制づくり    

市民の視点にたった生涯学習を推進するため、生涯学習推進市民会議において生涯

学習の進捗状況を検証するなど、市民と行政の協働による推進体制の整備を進めます。 
    

≪市民会議からの提案による≪市民会議からの提案による≪市民会議からの提案による≪市民会議からの提案による取組取組取組取組≫≫≫≫    

・市民が主体的に取り組める生涯学習推進体制への転換を図ります。 

・生涯学習推進本部を中心に、推進本部幹事会や生涯学習推進市民会議において、体

系的な生涯学習の推進を図ります。 

・中央公民館を生涯学習の中核施設として明確化し、整備していきます。 

・各施策の担当部署においては、事業の実施にあたり、学びプランに基づいているこ

とを認識し、担当部署間の連携を図ります。 

・生涯学習を担う市民団体同士の連携・協力をさらに進めるためには、情報交換の場

づくりが必要であり、今後、各団体の代表者による「（仮称）生涯学習推進連絡協

議会」を設置するなど、各団体間の連絡・調整を図っていきます。 

・各種団体に対し、市民が主体となって取り組むための支援を行っていきます。 

 

ⅢⅢⅢⅢ【学びを伝える】【学びを伝える】【学びを伝える】【学びを伝える】    学習情報の提供と相談体制の整備    
    
重点施策重点施策重点施策重点施策    
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号番号番号番号４４４４    情報収集・提供手段の充実情報収集・提供手段の充実情報収集・提供手段の充実情報収集・提供手段の充実    

市民が必要とする学習情報の収集と、わかりやすい形で市民に提供する手段の充実

を図ります。 
    

≪市民会議からの提案による取組≫≪市民会議からの提案による取組≫≪市民会議からの提案による取組≫≪市民会議からの提案による取組≫    

・市民が必要とする学習情報の提供手段の整備と、相談体制の構築を図ります。 
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第第第第６６６６章章章章    「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策 

・各種団体の活動等に関する情報を行政が一元管理し、わかりやすい形で住民に提供

することが必要です。市広報の掲載方法や、新しい情報誌の発行についてなど検討

を進めていきます。また、市広報については行事のお知らせだけでなく、生涯学習

や社会教育に関する特集記事の掲載について、関係する部署や市民の意見も参考と

して検討していきます。 

・学習相談への対応については、市民参加を具体化し、市民との協働による推進体制

の整備を図っていきます。 

・ＩＴ利用※による情報提供は、検索方式などの工夫により、多くの情報が収集できる

便利な情報提供の手段になります。さらに、生涯学習情報の伝達、収集について、

相互提供の迅速性が必要であることから、ＩＴの活用をさらに推進していきます。 

 

ⅣⅣⅣⅣ【学びの環境を【学びの環境を【学びの環境を【学びの環境をつくつくつくつくる】る】る】る】    生涯学習関連施設の整備と充実 
    

重点重点重点重点施策施策施策施策    
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号番号番号番号３３３３    市民市民市民市民のののの利用しやすい施設運営の充実利用しやすい施設運営の充実利用しやすい施設運営の充実利用しやすい施設運営の充実    

市民が利用しやすく、活動しやすい環境を整備する必要があります。特に、図書館

については市民が最も利用している施設であり、学習情報を得るためには最も有効な

施設であることから、施設運営の充実を図っていきます。 
    

≪市民会議からの提案による取≪市民会議からの提案による取≪市民会議からの提案による取≪市民会議からの提案による取組≫組≫組≫組≫    

・生涯学習関連施設の充実と、相互の連携を図ります。 

・図書館、体育館、公民館などは施設が整備され、利用者数も多いことがアンケート

調査結果からもわかるものの、学習サービスの向上を図るためには、今後、中央公

民館の土・日の対応など、生涯学習拠点として学習相談などの対応ができる体制も

必要であり、市民参加も含め検討を進めていきます。 

・市民活動がしやすい環境をつくるため、適正な人員配置と市民団体との連携による

施設管理について検討を進めます。 

 

ⅤⅤⅤⅤ【学びをつ【学びをつ【学びをつ【学びをつななななぐ】ぐ】ぐ】ぐ】    人材育成の充実    
    

重点重点重点重点施策施策施策施策    
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号番号番号番号１１１１    人材バ人材バ人材バ人材バンクンクンクンク※の充実と活用の充実と活用の充実と活用の充実と活用    

人材を活かし、学びを地域に活かしていくためには、人材バンクの登録者を増やす

こと及び登録者の活用を図ることが重要であることから、特に活用方法の開発に取り

組みます。 
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号番号番号番号２２２２    指導者の育成及び支援事業の充実指導者の育成及び支援事業の充実指導者の育成及び支援事業の充実指導者の育成及び支援事業の充実    

学んだことを指導者として活かしていくことにより、社会的にも評価されていくこ

とになることから、支援事業を充実させ、学ぶ機会やメニューの開発を関係団体とも

協議し、進めます。 
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号番号番号番号３３３３    市民の自主的な活動の促進市民の自主的な活動の促進市民の自主的な活動の促進市民の自主的な活動の促進    
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第第第第６６６６章章章章    「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策 

市民との協働による生涯学習社会を実現するため、市民が自主的に活動できる環境

を整備し、市民の自主的な活動の促進を図ります。 
    

≪市民会議からの提案による≪市民会議からの提案による≪市民会議からの提案による≪市民会議からの提案による取組取組取組取組≫≫≫≫    

・市民の生涯学習活動を支援する人材の育成・登録・評価と活用を図ります。 

・学習の成果、経験等を地域社会に活かし、還元するこができるよう、市民が生涯学

習推進の主体として活動しやすい環境整備を進めます。 

・市民による人材ネットワーク※の構築と、市民と市民をつなぐコーディネート※機能

の活用を図ります。 

・生涯学習コーディネーターの会※は、市民が主体となって進める生涯学習の推進にお

ける要としての存在が期待されています。単に独自の講座実施だけでなく、行政と

協力して更なる人材育成（養成講座だけでなく、各地域での人材育成等も）や生涯

学習の推進を図るため、団体運営を支援していきます。 

・人材バンクのより一層の活用を図るため、人材の把握や活用方法などが容易に検索

できる人材活用のシステムの構築を進めていきます。 

・図書館については、近隣自治体間との行政情報・行政資料の交換等相互連携を進め、

行政運営において必要な情報（国・都・市行政資料等）が得られるように、情報収

集体制の整備に努めます。このことにより、市民に生涯学習推進の基盤となる行政

情報を提供するとともに、市職員が随時基礎的な行政情報を確認できる場としても

機能するようにします。 

 

ⅥⅥⅥⅥ【学びを【学びを【学びを【学びを創創創創る】る】る】る】    社会参加活動の充実    
    
重点重点重点重点施策施策施策施策    
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号番号番号番号１１１１    支援事業の充実支援事業の充実支援事業の充実支援事業の充実    

生涯学習の成果を活かした活動の場の充実が必要であるため、その活動を支援する

事業の充実を図り、市民の活動の場の充実を図ります。 
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号番号番号番号３３３３    学習団体のネットワーク化の推進学習団体のネットワーク化の推進学習団体のネットワーク化の推進学習団体のネットワーク化の推進    

各団体のネットワーク化を進めることにより、情報交換や相互交流が活発となり、

学習機会の増加にもつながるため、現在組織されている学習団体の連合体を含めて

「（仮称）生涯学習推進連絡協議会」を設置し、ネットワーク化を進めます。 
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号番号番号番号４４４４    市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実    

学びの成果を発表する機会が増えることは、市民の交流や、人材の活用の場の増加

につながるため、「（仮称）生涯学習フェスティバル」等の実施に取り組みます。 
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号番号番号番号５５５５    奉仕活動等の社会参加活動の促進奉仕活動等の社会参加活動の促進奉仕活動等の社会参加活動の促進奉仕活動等の社会参加活動の促進    

青少年の健全育成は社会全体の責任であり、それを推進するために地域が持つ教育

力（人材）を活かし、青少年の奉仕活動・体験活動の機会の充実を図ります。 
    

体系図体系図体系図体系図施策施策施策施策番号番号番号番号６６６６    地域での活地域での活地域での活地域での活動機会の拡充動機会の拡充動機会の拡充動機会の拡充    

市民にさまざまな活動の場を提供するなど、地域での活動機会の拡充を図ります。 
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第第第第６６６６章章章章    「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の「学びプランⅢ」の施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策施策の目標、重点施策 

    

≪市民会議からの提案による≪市民会議からの提案による≪市民会議からの提案による≪市民会議からの提案による取組取組取組取組≫≫≫≫    

・協働による活動を目指す市民・団体の育成・連携・支援の充実を図ります。 

・これまでの団体活動支援に加え、地域活性化につながる学習活動に対して支援する

制度等を設け、そうした市民の活動を支援します。 

・市民団体の主体性と自主性を尊重して、市民と行政がそれぞれの役割を確認しあい

ながらパートナーシップを確立し、市民団体自身が事業の企画立案・運営や、施設

の管理運営についても積極的に参画できるよう、環境の整備に取り組みます。 

・学習団体の連携と組織化を図るとともに、その具体的な支援策やリーダーの育成の

ための支援などを検討します。 
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市 民 憲 章 

１子どもの子どもの子どもの子どもの         ━家庭教育・地域教育の充実を図ります  

   豊かな成長を豊かな成長を豊かな成長を豊かな成長を     ━学校教育を充実させます  

    支援する学習の充実支援する学習の充実支援する学習の充実支援する学習の充実 ━子育て学習機会を充実させます 

              ━ 

 

━子どもの奉仕活動・体験活動の推進を図ります 

              ━子どもたちの健康な身体をつくるスポーツ活動の推進を図ります 

２現実生活の        ━男女共同参画社会実現に向けた学習活動を推進します  

   向上につながる    ━生涯生活設計に関する学習の機会を充実させます 

     学習の充実    ━外国人の学習機会を充実させます  

              ━広域的な学習環境の整備を図ります  

３社会の変化に       ━情報化に対応した学習を推進します  

   対応するための    ━ 

学習の充実     

              ━市民による学習の場づくりを支援します  

              ━職業能力向上のための学習機会を充実させます 

４健康で生きがいにつながる健康で生きがいにつながる健康で生きがいにつながる健康で生きがいにつながる ━健康づくりを推進します  

学習と学習と学習と学習と生涯スポーツの振興生涯スポーツの振興生涯スポーツの振興生涯スポーツの振興 ━生涯スポーツの振興を図ります  

５地域の課題解決に     ━市民活動推進のための学習機会を充実させます 

   つながる学習の充実  ━地域の教育力の向上に資する学習活動の充実を図ります 

              ━地域資源の活用による学習の場づくりを推進します 

６あきる野市の自然とあきる野市の自然とあきる野市の自然とあきる野市の自然と    ━身近な自然を学ぶ機会を充実させます  

   文化を活かした文化を活かした文化を活かした文化を活かした    ━地域の歴史・文化に関する学習の充実を図ります  

      学習の充実学習の充実学習の充実学習の充実   ━芸術文化活動の振興を図ります 

７高齢者や障がい者の    ━高齢者の学習と社会参加の場づくりの充実を図ります 

   学習機会の充実    ━障がい者の学習機会を充実させます  

生涯学習推進計画生涯学習推進計画生涯学習推進計画生涯学習推進計画改改改改訂訂訂訂に当たってに当たってに当たってに当たっての考え方の考え方の考え方の考え方 
 

市の生涯学習施策については、平成２３年に策定した「あきる野市生涯学

習推進計画 あきる野学びプランⅡ」に基づき、学習の場や機会の充実、市

民が学習成果を活かす「知の循環型社会」の実現に向けた取組みを進めてき

ました。しかしながら、市民の学習意欲の高まりとともに学習ニーズの多様

化が進み、これらに対応するためには、学習ボランティアや関連機関等との

協働による施策の展開が必要となってきました。 

このようなことから、国や東京都の動向を踏まえつつ、「あきる野市教育基

本計画（第２次計画）」の施策体系に基づく事業展開とその基本方針に掲げる

市民との協働による学習・交流活動を推進するため、また、「あきる野市総合

計画後期基本計画」に掲げる指針や「子どもが主役のまちづくり」という今

後の方向性を反映させるため、計画を改訂いたしました。 

施策の目標施策の目標施策の目標施策の目標    

１市民の視点に立った     ━行政全体で取り組む推進体制の整備を進めます  

推進組織・体制づくり ━━生涯学習推進理解・啓発事業を充実させます  

２生涯学習推進のための運営体制の整備 ━生涯学習推進拠点の運営体制を整備します  

３市民との協働による運営体制づくり市民との協働による運営体制づくり市民との協働による運営体制づくり市民との協働による運営体制づくり━ＮＰＯ等市民組織との協働を推進します  

４ＩＴを活用した生涯学習資源のデータベース化  ━生涯学習資源の共有化を進めます 

５民間等との連絡調整の組織化━━生涯学習推進連絡調整の充実を図ります  

１相談窓口の充実━━━━━市民の学習相談窓口を充実させます 

２カスタマーフォーカスによる意識改革 ━市民の学習ニーズに応じた情報提供を進めます 

３広域情報提供体制の確立━━━学習情報の広域的な提供を進めます 

４情報収集・提供手段の充実情報収集・提供手段の充実情報収集・提供手段の充実情報収集・提供手段の充実━━情報収集・提供手段を充実させます  

１施設開放の推進━━━━施設の積極的な開放を推進します 

２適正な人員配置の推進━適正な人員配置を推進します 

３３３３市民の利用しやすい市民の利用しやすい市民の利用しやすい市民の利用しやすい        ━図書館を充実させます  

施設の充実施設の充実施設の充実施設の充実        ━ 

━体育施設・文化学習施設等を充実させます 

１人材バンクの充実と活用１人材バンクの充実と活用１人材バンクの充実と活用１人材バンクの充実と活用━━━生涯学習支援者バンク等の充実を図ります 

２指導者の育成及び支援事業の充実２指導者の育成及び支援事業の充実２指導者の育成及び支援事業の充実２指導者の育成及び支援事業の充実    ━ 

 

３市民の自主的な３市民の自主的な３市民の自主的な３市民の自主的な活動の促進活動の促進活動の促進活動の促進━━ＮＰＯ等市民の自主的な活動を促進します  

４市職員研修の充実━━━━━━市職員の資質の向上を図ります  

１支援事業の充実１支援事業の充実１支援事業の充実１支援事業の充実━━━━━━━━━市民の社会参加活動を支援します  

２学習２学習２学習２学習グループ・サークル等の育成等の育成等の育成等の育成━学習グループ・サークルの育成を図ります  

３学習団体の３学習団体の３学習団体の３学習団体のネットワーク化の推進化の推進化の推進化の推進━学習団体等のネットワークづくりを支援します 

４４４４市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実    ━市民の交流と成果発表の場の充実を図ります 

５奉仕活動等の社会参加活動の促進５奉仕活動等の社会参加活動の促進５奉仕活動等の社会参加活動の促進５奉仕活動等の社会参加活動の促進━青少年の社会参加活動を促進します 

６地域での活動機会の拡充６地域での活動機会の拡充６地域での活動機会の拡充６地域での活動機会の拡充━地域における活動の機会の充実を図ります 

生涯学習推進計画生涯学習推進計画生涯学習推進計画生涯学習推進計画「「「「あきる野あきる野あきる野あきる野学びプラン学びプラン学びプラン学びプランⅢⅢⅢⅢ」」」」体系図体系図体系図体系図 

施策の方向(ゴシック体＝重点施策)    具体的施策        施策の方向６年後の目標 

総合計画総合計画総合計画総合計画後期基本計画後期基本計画後期基本計画後期基本計画    

 

 

学びを地域に 

活かす 

・人材を活かす 

・図書館を活かす 

 

１ 教育委員会だけでなく、子育て支援

担当部局や市民団体による、さまざま

な学習機会が提供され、子育てに関す

る情報収集・提供が行われる中、子育

て中の親と子が楽しみながら学習を

している 

２ 男女がともにより良い生活を営む

ことができるよう、啓発活動と学習活

動が展開されている 

３ 行政だけでなく、市民による学習の

場づくりが盛んになり、ＮＰＯ法人

等、自らが主体となって学習を生かし

た地域活動やコミュニティビジネス

等の展開が増えてきている 

４ 「めざせ健康あきる野２１」計画やス

ポーツ推進計画に基づき、各種スポー

ツ、ウォーキングが盛んになっている 

７ 高齢者や障がい者がいきいき

と学習活動をする場が増えてい

る 

５ 防災・安心地域委員会など地域で

さまざまな活動主体が連携した学習

を通して、自らが地域を守り育てて

いる 

６ 市の豊かな自然や伝統文

化を生かした活動及び市民

による文化振興活動が展開

されている 

１ 市民が主体となり、実行する推進組織の活

発な活動が行われている 

２ 五日市地域交流センターでも活動が展開されている 

３ 事業や施設運営が協働で行われている 

４ 市民活動団体や生涯学習情報のデータ

ベース化が進められている 

５ 生涯学習推進市民会議による施策評価や事業の見
直し等が進められている 

１ 学習情報の提供とともに学習相談が行われている 

２ 市民満足度調査結果や利用者意見が活かされている 

３ 大学図書館等との連携が進んでいる   

４ 生涯学習情報が得やすくなっている 

１ 一般開放されている施設が増え、多くの市民が利用している 

２ 市民満足度調査結果が活かされている 

３ 図書館が多くの市民に利用され、市民の学習・

交流の拠点となっている。また、体育施設・文化

学習施設でさまざまな事業が展開され、多くの市

民が活動している 

１ 市民満足度調査結果が活かされている 

２ 学習や経験を生かして社会還元する市民によ

る活動が各分野で広く展開されている 

３ 市民による行政との協働の仕組みができている 

４ 職員による自主研修やＯＪＴが行われ、スキルが向上している 

６ 学習を通した活動が防災安心地域委員会の活動へ活かされている 

２ 市民自らが課題解決のために企画・立案している 

１ 学習を生かした社会参加活動が展開しやすくなっている 

５ 職場体験等を通して、優しい気持ちや心が育まれている 

４ 生涯学習フェスティバルが開催されている 

３ 生涯学習活動団体連絡会が組織され、相互交流が進んでいる 

プランⅢの重点 

施策選定の視点 

学校、家庭、地域と連携した子どもの 

学習環境の整備と活動を推進します 

高等教育機関や民間教育機関と連携した学習

の場を充実させます 

施策の体系 

市民の学習コーディネーターや多様なスポー
ツ指導者の育成・支援を図ります 

教育目標・基本方針教育目標・基本方針教育目標・基本方針教育目標・基本方針 

「人が育ち「人が育ち「人が育ち「人が育ち    人が輝く人が輝く人が輝く人が輝く    あきる野の教育」あきる野の教育」あきる野の教育」あきる野の教育」    

・人権尊重と社会貢献の精神を育む教育の

推進 

・豊かな人間性と創造性及び未来をひらく

学力を育む教育の推進 

・生涯学習の推進と文化、スポーツ・レク

リエーションの振興 

・家庭、学校、地域の連携・協力の強化 

～おとなが手本のあきる野市～～おとなが手本のあきる野市～～おとなが手本のあきる野市～～おとなが手本のあきる野市～    

 
 

    

 

生涯学習推進計画生涯学習推進計画生涯学習推進計画生涯学習推進計画    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 基本理念基本理念基本理念基本理念 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

あなたが主役あなたが主役あなたが主役あなたが主役    創ろう！創ろう！創ろう！創ろう！    

ともに学び、支えあい、ともに学び、支えあい、ともに学び、支えあい、ともに学び、支えあい、    

心豊かなまちを育む心豊かなまちを育む心豊かなまちを育む心豊かなまちを育む    

市民の生涯学習市民の生涯学習市民の生涯学習市民の生涯学習    

教育基本計画教育基本計画教育基本計画教育基本計画 

（第（第（第（第 2 次計画）次計画）次計画）次計画） 

将来像と将来像と将来像と将来像と 

基本方針基本方針基本方針基本方針 
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活動できる市民の学習を

支援する仕組みの創造 
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施策・事業一覧表

1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実　《重点施策》1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実　《重点施策》1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実　《重点施策》1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実　《重点施策》

（1）　家庭教育・地域教育の充実を図ります

【1】 子育て支援事業（図書館）の推進 重点重点重点重点

【2】 子どもの読書活動の機会の充実 重点重点重点重点

イ　小・中学生期における家庭教育の支援 【3】 ＰＴＡ活動の充実

ウ　支援体制の整備 【4】 家庭教育に関する情報提供などの充実

（2）　学校教育を充実させます

【5】 郷土教育の充実 重点重点重点重点

【6】 特色ある学校づくりの推進 重点重点重点重点

【7】 図書館による学校支援事業の充実 重点重点重点重点

【8】 家庭における基本的な生活習慣の形成と家庭学習支援の充実 重点重点重点重点

【9】 家庭教育学級の充実

（3）　子育て学習機会を充実させます

再掲 子育て支援事業（図書館）の推進　（※【1】） 重点重点重点重点

再掲 子どもの読書活動の機会の充実　（※【2】） 重点重点重点重点

【10】 託児付き主催事業の充実

【11】 公民館保育室の充実

【12】 「家庭の日」推進事業の充実

【13】 子育て支援講座（家庭教育学級）の充実

（4）　学校、家庭、地域と連携した子どもの学習環境の整備と活動を推進します

再掲 子どもの読書活動の機会の充実　（※【2】） 重点重点重点重点

【14】 地域人材活用の推進 重点重点重点重点

【15】 教育フォーラムの開催

【16】 総合的な学習の時間への資料・情報提供 重点重点重点重点

【17】 子ども読書活動推進計画の推進 重点重点重点重点

【18】 子ども読書活動推進事業の充実 重点重点重点重点

【19】 青少年健全育成事業の推進 重点重点重点重点

【20】 青少年健全育成地区委員会の活動の支援と連携の強化

【21】 地域団体との連携による地域体験学習の実施

【22】 子どもの消費者教育の充実

【23】 職場体験学習の受入れ体制整備の推進 重点重点重点重点

【24】 青少年の各種交流事業の充実 重点重点重点重点

（5）　子どもの奉仕活動・体験活動の推進を図ります

【25】 青少年体験活動等支援センターの充実 重点重点重点重点

【26】 子どもの奉仕活動の推進 重点重点重点重点

【27】 各種体験活動の充実 重点重点重点重点

【28】 図書館インターンシップ事業の充実 重点重点重点重点

（6）　子どもたちの健康な身体をつくるスポーツ活動の推進を図ります

ア　子どもたちの健康な身体をつくる
　　スポーツ活動の推進

【29】 子どもたちを対象としたスポーツ大会・教室等の充実 重点重点重点重点

２　現実生活の向上につながる学習の充実２　現実生活の向上につながる学習の充実２　現実生活の向上につながる学習の充実２　現実生活の向上につながる学習の充実

（1）　男女共同参画社会実現に向けた学習活動を推進します

ア　男女共同参画社会実現に向けた
　　学習活動の推進

【30】 男女共同参画プランの推進

（2）　生涯生活設計に関する学習の機会を充実させます

【31】 消費者教育の充実

【32】 年金に関する学習の充実

【33】 生活設計に関する学習機会の充実

Ⅰ　学びをつむぐ Ⅰ　学びをつむぐ Ⅰ　学びをつむぐ Ⅰ　学びをつむぐ （学習機会提供の拡充）（学習機会提供の拡充）（学習機会提供の拡充）（学習機会提供の拡充）

ア　子どもの奉仕活動・体験活動の推進

ア　生涯生活設計に関する学習の機会
　　の充実

ア　子育て学習機会の充実

ア　学校、家庭、地域の連携による
　　子どものための学習環境の整備と
　　活動の推進

ア　乳幼児期における学習支援

ア　基礎・基本的な学力の定着と、自ら
　　学び考える力を伸ばす教育の推進

イ　家庭における基本的な生活習慣の
　　形成や家庭学習の習慣化の推進
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施策・事業一覧表

（3）　外国人の学習機会を充実させます

【34】 日常生活向上のための情報提供の充実

【35】 日常生活向上のための学習機会の充実

【36】 国際理解・交流を進める市民の活動支援の充実

【37】 国際理解のための学習機会の充実

【38】 国際協力・平和活動に関する学習の充実

（4）　広域的な学習環境の整備を図ります

【39】 生涯学習活動の広域的支援の充実 重点重点重点重点

【40】 図書館の広域的連携の推進

３　社会の変化に対応するための学習の充実３　社会の変化に対応するための学習の充実３　社会の変化に対応するための学習の充実３　社会の変化に対応するための学習の充実

（1）　情報化に対応した学習を推進します

ア　情報化に対応した学習の推進 【41】 ＩＴ事業の推進 重点重点重点重点

（2）　高等教育機関や民間教育機関と連携した学習の場を充実させます

【42】 民間教育事業者との連携事業の充実 重点重点重点重点

【43】 大学等との公開講座・連携講座の推進 重点重点重点重点

（3）　市民による学習の場づくりを支援します

【44】 市民団体との協働による事業実施 重点重点重点重点

【45】 社会教育関係団体等の活動支援の充実 重点重点重点重点

【46】 市民講座の充実 重点重点重点重点

（4）　職業能力向上のための学習機会を充実させます

【47】 就労・職業能力開発等のための資料の充実

【48】 高齢者の就業に関する学習の場の充実

【49】 新規就農者、新技術修得事業の充実

【50】 ハローワーク求人情報コーナーの充実

４　健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興４　健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興４　健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興４　健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　健康づくりを推進します

【51】 めざせ健康あきる野21事業の推進 重点重点重点重点

【52】 健康教育の充実 重点重点重点重点

【53】 健康のつどい事業の充実

【54】 高齢者の健康維持に関する学習機会の充実

【55】 地域における健康づくり事業の充実

【56】 健康自主グループ支援事業の充実

（2）　生涯スポーツの振興を図ります

再掲 子どもたちを対象としたスポーツ大会・教室等の充実　（※【29】） 　　　　

【57】 スポーツ推進計画の推進 重点重点重点重点

【58】 スポーツ団体の支援の充実

【59】 各種スポーツ大会や講習会・教室等の開催

【60】 総合型地域スポーツクラブの支援の充実 重点重点重点重点

５　地域の課題解決につながる学習の充実５　地域の課題解決につながる学習の充実５　地域の課題解決につながる学習の充実５　地域の課題解決につながる学習の充実

（1）　市民活動推進のための学習機会を充実させます

ア　市民活動推進のための学習の充実 【61】 市民活動推進のための学習機会の充実

（2）　地域の教育力の向上に資する学習活動の充実を図ります

再掲 青少年健全育成事業の推進　（※【19】） 重点重点重点重点

再掲 青少年体験活動等支援センターの充実　（※【25】） 重点重点重点重点

再掲 子どもの奉仕活動の推進　（※【26】） 重点重点重点重点

【62】 地域的課題に関する学習の充実 重点重点重点重点

（3）　地域資源の活用による学習の場づくりを推進します

【63】 地域・行政資料の収集と情報提供の充実 重点重点重点重点

【64】 商店街活性化のための学習機会の充実

【65】 地域資源を活用した事業の充実 重点重点重点重点

【66】 関連機関の施設・人材を活かした学習の場づくりの推進 重点重点重点重点

ア　外国人の学習機会の充実

ア　高等教育機関や民間教育機関と連携
     した学習の場の充実

ア　広域的な学習環境の整備

ア　地域資源の活用による学習の
　　場づくりの推進

ア　市民による学習の場づくりの支援

ア　職業能力向上のための学習機会
　　の充実

ア　健康づくりの推進

ア　生涯スポーツの振興

ア　地域の教育力の向上に資する学習
    活動の充実
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施策・事業一覧表

６　あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実６　あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実６　あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実６　あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　身近な自然を学ぶ機会を充実させます

【67】 郷土の恵みの森構想に基づく自然環境教育の推進 重点重点重点重点

【68】 自然を活かした学習内容の充実 重点重点重点重点

【69】 自然体験事業の推進

【70】 自然とのふれあいの場の充実

【71】 ホタルの里づくりの推進

【72】 小宮ふるさと自然体験学校における自然体験事業の充実

【73】 日本山岳耐久レースの支援

【74】 芋煮会と伝統漁法の支援

（2）　地域の歴史・文化に関する学習の充実を図ります

【75】 文化財の指定及び保存・修復事業の推進

【76】 文化財の展示公開事業の充実

【77】 郷土史関係図書の発行、映像資料の作成

【78】 文化財の普及・啓発の推進

【79】 文化財調査・研究の実施

【80】 さわれる土曜日の充実

【81】 講座・体験教室等郷土学習の場の充実 重点重点重点重点

【82】
学習ボランティア(市民解説員)による文化財の活用と普及活動の
推進

重点重点重点重点

【83】 伝統文化子ども教室の支援

【84】 伝統産業に関する学習機会の充実

【85】 五日市郷土館・二宮考古館事業の充実

【86】 伝統芸能振興事業の充実 重点重点重点重点

【87】 有形・無形民俗文化財の保存活用の充実 重点重点重点重点

（3）　芸術文化活動の振興を図ります

【88】 若手芸術家の育成と市民との芸術交流の促進

【89】
アートスタジオ五日市を拠点とした版画芸術家のネットワークづく
りの推進

【90】 秋川キララホール事業の充実

【91】 芸術文化振興の学習機会の充実

【92】 市内在住芸術家の発表機会の充実

７　高齢者や障がい者の学習機会の充実７　高齢者や障がい者の学習機会の充実７　高齢者や障がい者の学習機会の充実７　高齢者や障がい者の学習機会の充実

（1）　高齢者の学習と社会参加の場づくりの充実を図ります

再掲 高齢者の健康維持に関する学習機会の充実　（※【54】）

【93】 高齢者が集える場づくりの充実

【94】 高齢者の学習機会の充実

【95】 高齢者が気軽にスポーツに親しむ環境づくりの充実 重点重点重点重点

（2）　障がい者の学習機会を充実させます

【96】 障がい者との交流の場づくりの充実

【97】 障がい者を持つ親のための学習支援の充実

【98】 人権教育の充実

【99】 障がい者が気軽にスポーツ・文化活動に親しむ環境づくりの充実

【100】 障がい者等への図書館サービスの向上 重点重点重点重点

【101】 在宅学習機会提供の推進 重点重点重点重点

【102】 特別支援教育の充実 重点重点重点重点

【103】 障がい者のスポーツをサポートするための養成講座等の充実 重点重点重点重点

【104】 ボランティア活動推進のための人材養成の機会の充実

【105】 障がい者に対する理解・啓発活動の推進

【106】 青年学級活動に対する支援の充実

【107】 障がい者支援者ネットワークづくりの促進

【108】 障がい児（者）の社会的体験の機会の充実 重点重点重点重点

ア　自立促進に向けた学習機会の充実

イ　スポーツ・文化活動への参加機会
　　の充実

ウ　学習サポート体制の充実

ア　身近な自然を学ぶ機会の充実

ア　地域の歴史・文化に関する学習
　　の充実

ア　芸術文化活動の振興

ア　高齢者の生きがいづくりと社会参加
　　の支援
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施策・事業一覧表

1　市民の視点に立った推進組織・体制づくり1　市民の視点に立った推進組織・体制づくり1　市民の視点に立った推進組織・体制づくり1　市民の視点に立った推進組織・体制づくり

（1）　行政全体で取り組む推進体制の整備を進めます

【109】 生涯学習推進本部の運営

【110】 生涯学習推進市民会議の運営 重点重点重点重点

（2）　生涯学習推進理解・啓発事業を充実させます

【111】 生涯学習シンポジウムの開催 重点重点重点重点

【112】 生涯学習ハンドブックの配布 重点重点重点重点

【113】 まちづくりのための学習の推進 重点重点重点重点

２　生涯学習推進のための運営体制の整備２　生涯学習推進のための運営体制の整備２　生涯学習推進のための運営体制の整備２　生涯学習推進のための運営体制の整備

（1）　生涯学習推進拠点の運営体制を整備します

ア　生涯学習推進拠点の運営体制の整備 【114】 学習拠点運営体制の整備の推進 重点重点重点重点

３　市民との協働による運営体制づくり３　市民との協働による運営体制づくり３　市民との協働による運営体制づくり３　市民との協働による運営体制づくり　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　ＮＰＯ等市民組織との協働を推進します

ア　ＮＰＯ等市民組織との協働の推進 【115】 市民組織との連携・協働の推進 重点重点重点重点

４　ＩＴを活用した生涯学習資源のデータベース化４　ＩＴを活用した生涯学習資源のデータベース化４　ＩＴを活用した生涯学習資源のデータベース化４　ＩＴを活用した生涯学習資源のデータベース化

（1）　生涯学習資源の共有化を進めます

ア　生涯学習資源の共有化の推進 【116】 生涯学習情報のデータベース化と共有化の推進 重点重点重点重点

５　民間等との連絡調整の組織化５　民間等との連絡調整の組織化５　民間等との連絡調整の組織化５　民間等との連絡調整の組織化

（1）　生涯学習推進連絡調整の充実させます

再掲 生涯学習推進市民会議の運営　（※【110】） 重点重点重点重点

【117】 市民の学習活動を推進するための組織づくりの支援 重点重点重点重点

1　相談窓口の充実1　相談窓口の充実1　相談窓口の充実1　相談窓口の充実

（1）　市民の学習相談窓口を充実させます

【118】 学習相談窓口の充実 重点重点重点重点

【119】 生涯学習相談体制の整備

【120】 障がい者に対する情報提供体制の充実 重点重点重点重点

２　カスタマーフォーカスによる意識改革２　カスタマーフォーカスによる意識改革２　カスタマーフォーカスによる意識改革２　カスタマーフォーカスによる意識改革

（1）　市民の学習ニーズに応じた情報提供を進めます
ア　市民の学習ニーズに応じた情報提供
     の推進

【121】 市民満足度調査等による情報の収集・提供

３　広域情報提供体制の確立３　広域情報提供体制の確立３　広域情報提供体制の確立３　広域情報提供体制の確立

（1）　学習情報の広域的な提供を進めます

ア　学習情報の広域的な提供の推進 【122】 図書館ネットワークの活用 重点重点重点重点

４　情報収集・提供手段の充実４　情報収集・提供手段の充実４　情報収集・提供手段の充実４　情報収集・提供手段の充実　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　情報収集・提供手段の充実を図ります

再掲 地域行政資料の収集と情報提供の充実　（※【63】） 重点重点重点重点

再掲 障がい者に対する情報提供体制の充実　（※【120】） 重点重点重点重点

【123】 あきる野市ホームページの充実 重点重点重点重点

【124】 広報「あきる野」の発行

【125】 公共施設予約・案内システムの運用

【126】 図書館資料提供事業の推進 重点重点重点重点

【127】 図書館電子情報提供の推進 重点重点重点重点

【128】 図書館レファレンス事業の充実 重点重点重点重点

【129】 市民参加による生涯学習情報システムの整備・運営 重点重点重点重点

【130】 市民による観光情報提供の推進

ア　市民の学習相談窓口の充実

Ⅲ　学びを伝える　Ⅲ　学びを伝える　Ⅲ　学びを伝える　Ⅲ　学びを伝える　（学習情報の提供と相談体制の整備）（学習情報の提供と相談体制の整備）（学習情報の提供と相談体制の整備）（学習情報の提供と相談体制の整備）

ア　生涯学習連絡調整の充実

ア　行政全体で取り組む推進体制の整備

ア　生涯学習推進理解・啓発事業の充実

ア　情報収集・提供手段の充実

Ⅱ　学びをひろげる　Ⅱ　学びをひろげる　Ⅱ　学びをひろげる　Ⅱ　学びをひろげる　（生涯学習推進体制の整備）（生涯学習推進体制の整備）（生涯学習推進体制の整備）（生涯学習推進体制の整備）
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施策・事業一覧表

１　施設開放の推進１　施設開放の推進１　施設開放の推進１　施設開放の推進

（1）　施設の積極的な開放を推進します

【131】 開かれた庁舎の推進

【132】 学校施設（体育館・校庭）の開放

２　適正な人員配置の推進２　適正な人員配置の推進２　適正な人員配置の推進２　適正な人員配置の推進

（1）　適正な人員配置を推進します

ア　適正な人員配置の推進 【133】 生涯学習推進のための適正な人員配置の推進 重点重点重点重点

３　市民の利用しやすい施設運営の充実３　市民の利用しやすい施設運営の充実３　市民の利用しやすい施設運営の充実３　市民の利用しやすい施設運営の充実　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　図書館を充実させます

【134】 図書館施設・設備の整備・充実

【135】 図書館資料の整備

【136】 図書館情報システムの拡充 重点重点重点重点

【137】 情報化社会に対応した設備の充実

【138】 市域を網羅する図書館サービス網の整備 重点重点重点重点

【139】 効果的、効率的な図書館運営の推進 重点重点重点重点

【140】 市民ニーズを反映した図書館運営の推進 重点重点重点重点

（2）　体育施設・文化学習施設等を充実させます

再掲 学校施設（体育館・校庭）の開放　（※【132】）

【141】 中央公民館の施設・設備の充実

【142】 スポーツ施設の充実 重点重点重点重点

【143】 五日市郷土館・二宮考古館の施設・設備の整備

【144】 アートスタジオ五日市の地域利用の促進

【145】 あきる野ルピアの施設・設備の充実

【146】 コミュニティ会館・学習等供用施設の充実

１　人材バンクの充実と活用１　人材バンクの充実と活用１　人材バンクの充実と活用１　人材バンクの充実と活用　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　生涯学習支援者バンク等の充実を図ります

【147】 生涯学習人材バンク事業の充実 重点重点重点重点

【148】 市民解説員活動の充実 重点重点重点重点

２　指導者の育成及び支援事業の充実２　指導者の育成及び支援事業の充実２　指導者の育成及び支援事業の充実２　指導者の育成及び支援事業の充実　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　市民の学習コーディネーターや多様なスポーツ指導者の育成・支援を図ります

再掲 市民解説員活動の充実　（※【148】） 重点重点重点重点

【149】 生涯学習コーディネーター等指導者認定養成講座の開催 重点重点重点重点

【150】 生涯学習指導者研修会の開催 重点重点重点重点

【151】 スポーツ指導者の育成・支援 重点重点重点重点

【152】 福祉人材の養成事業の充実

【153】 次代を担う青少年の育成事業の充実

【154】 環境学習リーダーの育成

【155】 健康づくりリーダーの育成

【156】 芸術文化活動推進リーダーの養成の充実

【157】 図書館ボランティアの育成 重点重点重点重点

【158】 学習ボランティア養成事業の充実 重点重点重点重点

３　市民の自主的な活動の促進３　市民の自主的な活動の促進３　市民の自主的な活動の促進３　市民の自主的な活動の促進　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　ＮＰＯ等市民の自主的な活動を促進します

ア　ＮＰＯ等市民の自主的な活動の促進 再掲 市民組織との連携・協働の推進　（※【115】） 重点重点重点重点

４　市職員研修の充実４　市職員研修の充実４　市職員研修の充実４　市職員研修の充実

（1）　市職員の資質の向上を図ります

ア　市職員の資質の向上 【159】 あきる野市人材育成基本方針に基づく人材育成の推進

Ⅴ　学びをつなぐ　Ⅴ　学びをつなぐ　Ⅴ　学びをつなぐ　Ⅴ　学びをつなぐ　（人材育成の充実）（人材育成の充実）（人材育成の充実）（人材育成の充実）

ア　積極的な施設開放の推進

ア　図書館の充実

ア　体育施設・文化学習施設等の充実

ア　生涯学習支援者バンク等の充実

ア　市民の学習コーディネーターや
　　多様なスポーツ指導者の育成・支援

Ⅳ　学びの環境をつくるⅣ　学びの環境をつくるⅣ　学びの環境をつくるⅣ　学びの環境をつくる　（生涯学習関連施設の設備と充実）　（生涯学習関連施設の設備と充実）　（生涯学習関連施設の設備と充実）　（生涯学習関連施設の設備と充実）
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施策・事業一覧表

1　支援事業の充実1　支援事業の充実1　支援事業の充実1　支援事業の充実　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　市民の社会参加活動を支援します

再掲 市民組織との連携・協働の推進　（※【115】） 重点重点重点重点

【160】 地域コミュニティ活動の推進 重点重点重点重点

【161】 社会教育関係団体への支援の充実

【162】 あきる野市民塾(仮称)の検討・開設

【163】 事業の共催、後援等による自主的学習の支援の充実 重点重点重点重点

【164】 図書館ボランティアの活動支援事業の実施 重点重点重点重点

２　学習グループ・サークル等の育成２　学習グループ・サークル等の育成２　学習グループ・サークル等の育成２　学習グループ・サークル等の育成　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　学習グループ・サークルの育成を図ります

【165】 市民の自主企画運営事業への支援の充実 重点重点重点重点

【166】 自主グループの育成の充実 重点重点重点重点

【167】 利用者懇談会・利用者交流会の開催

【168】 健康づくり市民推進委員等市民の自主的活動の支援の充実 重点重点重点重点

３　学習団体のネットワーク化の推進３　学習団体のネットワーク化の推進３　学習団体のネットワーク化の推進３　学習団体のネットワーク化の推進　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　学習団体等のネットワークづくりを支援します

ア　学習団体等のネットワークづくりの支援 【169】 生涯学習団体のネットワークの構築 重点重点重点重点

４　市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実４　市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実４　市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実４　市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　市民の交流と成果発表の場の充実を図ります

再掲 健康のつどい事業の充実　（※【53】）

【170】 市民文化祭の開催

【171】 スポーツ・レクリエーション大会の充実

【172】 総合スポーツ祭の支援

【173】 産業祭の開催

【174】 地域活性化振興事業の充実

【175】 リサイクルフェアの開催

【176】 各種学習発表会の充実 重点重点重点重点

【177】 展示施設の積極的活用の推進 重点重点重点重点

５　奉仕活動等の社会参加活動の促進５　奉仕活動等の社会参加活動の促進５　奉仕活動等の社会参加活動の促進５　奉仕活動等の社会参加活動の促進　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　青少年の社会参加活動を促進します

再掲 図書館インターンシップ事業の充実　（※【28】） 重点重点重点重点

【178】 夏！体験ボランティア事業の支援 重点重点重点重点

【179】 学校における奉仕活動の体験を活かした学習の充実 重点重点重点重点

【180】 奉仕活動・体験活動の機会の充実 重点重点重点重点

６　地域での活動機会の拡充６　地域での活動機会の拡充６　地域での活動機会の拡充６　地域での活動機会の拡充　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》　《重点施策》

（1）　青少年の社会参加活動を促進します

【181】 公益団体との共同事業の推進

【182】 市民組織・ボランティア組織の活動環境の整備 重点重点重点重点

【183】 地域情報化への市民参加の仕組みづくり 重点重点重点重点

ア　地域における活動の機会の充実

ア　市民の社会参加活動の支援

ア　学習グループ・サークルの育成

ア　市民の交流と成果発表の場の充実

ア　青少年の社会参加活動の促進

Ⅵ　学びを創る　Ⅵ　学びを創る　Ⅵ　学びを創る　Ⅵ　学びを創る　（社会参加活動の充実）（社会参加活動の充実）（社会参加活動の充実）（社会参加活動の充実）
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第第第第７７７７章章章章    施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標 

    

第第第第７７７７章章章章    

「学びプラン「学びプラン「学びプラン「学びプランⅢⅢⅢⅢ」」」」のののの施策施策施策施策目標の課題、施策の方向の目標の課題、施策の方向の目標の課題、施策の方向の目標の課題、施策の方向の評評評評

価と価と価と価と課題、課題、課題、課題、重点事業重点事業重点事業重点事業、そして６年後の目標、そして６年後の目標、そして６年後の目標、そして６年後の目標    

    

 

 

ⅠⅠⅠⅠ「学びをつむぐ「学びをつむぐ「学びをつむぐ「学びをつむぐ」」」」((((学習機会提供の拡充学習機会提供の拡充学習機会提供の拡充学習機会提供の拡充））））の課題の課題の課題の課題        
 
学習機会の提供について、市が実施する講座や教室等は、その目的・方法の違いにより

担当部署ごとに別個に実施されることが多く、また、学習課題のつながりや学習方法の選

択、学習の積み重ねなどができにくい状況は依然としてあります。しかし、共通・関連す

る課題について、関係部署の連携・協力による講座等も増えてきており、学習課題のつな

がりができつつあります。 

さらに、社会教育関係団体や学習団体等により、さまざまな学習機会の提供が行われて

きており、多様な学びの場が増えてきています。これにより、参加できる人の広がりや学

習の広がりが見えてきています。また、市の新たな政策に基づく学習機会の提供について

は、例えば「郷土の恵みの森構想※」に基づき整備された「菅生若宮子ども体験の森※」で

は、市の特徴である森をフィールドとして、子どもと親を対象に地元町内会や地域の人た

ちの協力によりさまざまな取組が行われており、小宮ふるさと自然体験学校では各種の体

験プログラムが提供されています。更に、平成２６年度には「生物多様性あきる野戦略※」

が策定され、生物多様性の恵みを守り、育てていくさまざまな取組が進められており、地

域の特質を活かした学習機会の提供が図られています。 

また、対象については、成人や高齢者など参加しやすい年齢層が中心となっているもの

の、親子を対象とした事業も増えてきており、家庭の役割や家庭における教育力の向上を

ねらいとした事業も展開されています。さらに図書館施設の充実等により個人の学習環境

は整いつつあり、障がいのある方、外国人の方、若者にも利用されています。 

関連事業、推進事業、重点事業の位置づけ 

「あきる野学びプランⅢ」では、子ども・子育て支援事業計画、男女

共同参画プラン、教育基本計画で取り組む事業は関連事業として位置

づけるとともに、すでに目的達成・終了した事業等を除く１８３事業

を推進事業とし、８８の事業を重点事業として進めます。 
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第第第第７７７７章章章章    施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標 

しかしながら、ノーマライゼーション※社会の中で、ハンデのある方々に対する集団学習

や交流の場など、市民としてお互いを理解し、支えあっていくことのできる学習活動の場

は依然として少ない状況です。 

学校では、地域による学校活動の支援が行われており、地域の持つ機能、教育力を学校

教育に更に活かしていくことが求められています。また、中学生・高校生の自主・自立を

支援する活動、体験的・奉仕的活動など、学校教育においてキャリア教育※の推進が図られ

ています。中学２年生全員が３日間、事業所等での職場体験を行ったり、体験先として体

育館や公民館、図書館等の社会教育施設の活用が図られるようになりました。今後も、キ

ャリア教育を活かした、地域等における奉仕活動の受入れや、中学生の活躍の場づくりを

充実させることが課題となっています。 

また、社会状況の変化により、大学卒業者が専門的知識を学ぶために専門学校へ再入学

する状況などが見られます。さらに、放送大学※や大学による社会人入学※の普及・拡大が

進み、リカレント教育※も広がりを見せています。そして、民間教育事業者や高等教育機関

による、エクステンション講座※などの生涯学習講座も活発になってきており、学習機会の

提供されるスタイルは広がってきています。あきる野市はＮＨＫ学園と、豊かな生涯学習

社会実現のための相互連携・協力に関する基本協定を平成７年に締結しました。これを基

に、現在、さまざまな生涯学習講座が展開されており、市民それぞれが選択し、学ぶこと

ができる環境が整備されています。 

このような中で、行政として直接実施する学習機会の提供については、行政課題や地域

課題の解決につながる学習内容を主眼として取り組む必要があります。そして、学習機会

提供の拡充については、行政だけでなく、市内や近隣で行われる事業がネットワークとし

て結びつき、民間教育機関や企業等とも連携･協力して役割を分担しあいながら実施する必

要があります。さらに、より多様な学習ニーズ※に応じた学習機会の提供とともに、学習成

果を活かした活動に対する支援施策の充実が課題となっています。 
                    

１１１１    子どもの豊かな成長を支援する学習の充実子どもの豊かな成長を支援する学習の充実子どもの豊かな成長を支援する学習の充実子どもの豊かな成長を支援する学習の充実（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    
    

《評価《評価《評価《評価・課題・課題・課題・課題》》》》    

乳幼児期・小中学生期は、心身の発達が著しく、生涯にわたる学習の基礎を培い、

豊かな人間性と社会性を身につける最も重要な時期です。 

子どもの豊かな成長を支援する学習の充実については、学校教育を中心に、「生き

る力」※をつけ、豊かな心を育むことをねらいとして、実施してきました。幼児期にお

いては、家庭における教育の必要性や子育て支援活動など、親と子がともに成長する

ことにつながる事業の展開を図ってきました。さらに、学童期においては、特別支援

教育など、児童の心と身体の育成を願い、一人ひとりの成長に応じた教育を実施して

きました。また、家庭、学校、地域の連携による子どもの育成を支援する環境整備に

取り組み、学校安全安心対策の諸事業や放課後子どもプラン、学校支援地域本部事業

等を通してその実現に努めてきました。また、家庭の教育力を高めるため、「家庭の

日」※推進事業や家庭教育学級等を開催し、子どもの健やかな成長を支援してきました。 
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しかしながら、子どもたちを取り巻く状況は依然として厳しく、家庭や学校だけで

は、安全で安心できる環境の維持が困難になってきている現状があります。また、中

学生の地域社会とのかかわりが少なくなっていることなどを受け、学校では、地域と

の関係づくりを積極的に進めており、職場体験等の受入れなど、学校教育へ「地域の

教育力」を活かすための仕組みづくりが改めて必要となってきています。 
    

《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

教育委員会だけでなく、子育て支援担当部局や市民団体によるさまざまな学習機会

が提供され、子育てに関する情報収集・提供が行われる中、子育て支援者からのサポ

ートが受けられ、子育て中の親が子どもと楽しみながら子育てをしている状態を目指

します。 
    

《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》    
    

具体的施策 「家庭教育・地域教育の充実を図ります」 

【1】 子育て支援事業（図書館）の推進【重点事業】 

目的・内容 

「第二次ああきる野市子ども読書活動推進計画」に基づき、乳幼児から絵本に親

しめるよう、わらべうたのじかん、ひよこのおはなし会、ブックスタート事業、

子育て講座をはじめ各種事業を実施することにより、子どもが成長する上で望ま

しい読書環境になるよう支援します。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

ブックスタート事業の実施 

乳幼児対象事業の実施 

親子で来館しやすい環境づくり 

子育てに関わる子ども読書活動

の情報発信 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

  
【2】 子どもの読書活動の機会の充実【重点事業】 

目的・内容 

資料や施設・設備の提供を行うとともに、読み聞かせ、映画会、原画展等児童サ

ービス関連主催事業の実施により、子どもが身近な施設で本に親しむ機会の充実

を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

おはなし会の実施 

原画展・講演会の実施 

文庫等への団体貸出の実施 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
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具体的施策 「学校教育を充実させます」 
 

【5】 郷土教育の充実【重点事業】 

目的・内容 
わが国や世界の文化・伝統に触れる機会を多様にし、郷土を愛する心と誇りを育む

とともに、多様な文化に対する理解を深める教育を推進します。 

展開 継続 

所管課 教育部指導室 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

日本の伝統・文化理解教育推

進委員会の実施 

都「日本の伝統・文化の良さ

を発信する能力・態度の育成

事業」の実施（多西小） 

⇒ 

 

 

⇒ 

 

 

  
【6】 特色ある学校づくりの推進【重点事業】 

目的・内容 
子どもや保護者の願いを実現できるよう、地域の環境や人材の活用等を通して、特

色ある学校づくりと学校運営の改善を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部指導室 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

学校評価を活用した特色ある

教育活動の推進 
⇒ ⇒ 

  
【7】 図書館による学校支援事業の充実【重点事業】 

目的・内容 

教科学習や学級での読書に必要な資料の団体貸出、調べもの学習・総合的な学習の

時間における資料提供と資料調査の支援事業を推進するとともに、学校図書館関係

者連絡会の開催を通じて図書館と学校図書館及び各学校図書館間の協力・連携の強

化を図るなど、学校支援の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

図書館ガイダンスの実施 

団体貸出の実施 

学校図書館連絡会の開催 

調べもの学習・総合的な学習支援 

中高生対象資料の充実 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
  

【8】 家庭における基本的な生活習慣の形成と家庭学習支援の充実【重点事業】 

目的・内容 
家庭の役割を見直し、家庭における基本的生活習慣の形成と家庭学習の習慣化を図

るため、資料配布等意識啓発事業を推進します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

「家庭の日」推進事業等の実施 ⇒ ⇒ 

  
具体的施策 「子育て学習機会を充実させます」 

【１】 子育て支援事業（図書館）の充実【重点事業】（再掲） 展開 継続 
  

【２】 子どもの読書活動の機会の充実【重点事業】（再掲） 展開 継続 
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具体的施策 「学校、家庭、地域と連携した子どもの学習環境の整備と活動を推進しま

す」 

【2】 子どもの読書活動の機会の充実【重点事業】（再掲） 展開 継続 
  

【14】 地域人材活用の推進【重点事業】 

目的・内容 

総合的な学習の時間をはじめ、部活動等教育活動を充実させ、自ら学び、自ら考える力

を育成するため、地域の人材を積極的に登用し、地域と連携した学校づくりを推進しま

す。 

展開 継続 

所管課 教育部指導室 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

各学校の実態に即した地域

人材の活用 
⇒ ⇒ 

  
【16】 総合的な学習の時間への資料・情報提供【重点事業】 

目的・内容 
自ら学び、自ら考える力の育成について、地域の人材や歴史、文化、生活などの資

料や地域資源を積極的に提供します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

生涯学習人材バンクを活用

した人材の紹介 
⇒ ⇒ 

  
【17】 子ども読書活動推進計画の推進【重点事業】 

目的・内容 

平成２５年３月に策定された「第二次あきる野市子ども読書活動推進計画」に基

づき、子ども読書の日関連推進事業を継続して実施し、子ども読書活動の推進を図り

ます。また、効率よく事業が展開できるよう、関連部署と連携して情報発信、周

知を図るとともに、進行管理を行って計画を推進します。 

展開 新規 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

子ども読書の日関連事業の継

続実施 

子ども読書活動推進連絡会の

開催 

関連機関・部署等の連携の強化 

子ども読書活動推進に関する

情報発信 

図書館HPの子ども読書のペ

ージの更新・充実 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 
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【18】 子ども読書活動推進事業の充実【重点事業】 

目的・内容 

おはなし会、わらべうたのじかん、原画展等の事業を実施することにより、子ども

読書活動の推進を図ります。また、地域、学校、関係団体等との連携協力により、

環境整備に取り組みます。 

「第二次あきる野市子ども読書活動推進計画」に基づき、新たな課題となった未読

書率の高い中・高生を対象とした取組を進めます。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

各館 YAコーナーの充実 

YA読書リストの HP掲載 

YA読書リストの作成 

おはなし会等事業の充実 

関連施設の本のある場所づ

くり 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

 
 

【19】 青少年健全育成事業の推進【重点事業】 

目的・内容 

青少年の健全育成を推進するため、「家庭の日」推進事業、「全国青少年健全育成」

にちなむ啓発活動、青少年善行表彰式、青少年健全育成あきる野市大会や青少年委

員との共催による青少年健全育成事業を実施します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

青少年健全育成啓発活動及

び事業等の実施 
⇒ ⇒ 

 
 

【23】 職場体験学習の受入れ体制整備の推進【重点事業】 

目的・内容 

生徒に望ましい社会性や勤労観、職業観を育むとともに、地域理解を深め、郷土愛

を育むため、職場体験学習やインターンシップ※を通した学習の機会として、地域

の理解と協力による受入れ環境の整備を進めます。 

展開 継続 

所管課 教育部指導室 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

キャリア教育担当者連絡

会、進路指導主任会の開催 
⇒ ⇒ 

 
 

【24】 青少年の各種交流事業の充実【重点事業】 

目的・内容 

国際姉妹都市マールボロウ市、友好姉妹都市宮城県栗原市、友好都市東京都大島

町等との青少年の相互交流機会の充実を図り、互いの歴史・文化等の理解と友好

を深め、次代を担う人材の育成につながる交流事業を充実させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課・指導室 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

交流事業の実施 ⇒ ⇒ 
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具体的施策 「子どもの奉仕活動・体験活動の推進を図ります」 
 

【25】 青少年体験活動等支援センターの充実【重点事業】 

目的・内容 
学校支援地域本部事業等と連携し、青少年の奉仕活動・体験活動を支援するため

に人材登録・紹介、調整等を行う体験活動等支援センターを充実させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

人材ネットワークの充実 ⇒ ⇒ 

  
【26】 子どもの奉仕活動の推進【重点事業】 

目的・内容 

中学生の職場体験や社会福祉協議会が主催する青少年を対象とした「夏体験ボラ

ンティア」等奉仕活動の実施の受入れを積極的に進め、子どもの奉仕活動を推進

します。 

展開 継続 

所管課 関係各課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

社会教育施設でのボランティ

アの受入れ促進 
⇒ ⇒ 

  
【27】 各種体験活動の充実【重点事業】 

目的・内容 
自然や文化活動を通して、生きる力や豊かな人間性を育てる機会として、都市長

会による子ども体験塾等を通じて体験活動の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

羽村市との合同による「大島

子ども体験塾」の実施 
⇒ ⇒ 

  
【28】 図書館インターンシップ事業の充実【重点事業】 

目的・内容 

職業体験（インターンシップ）を希望する市内在住在学の中学生・高校生・大学生を積極

的に受け入れ、インターンシップ事業を実施します。働くことへの関心を高める

とともに、社会人としての基盤を身につけ、主体的な活動ができるよう取り組み

ます。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

中・高校生の職場体験受入れ 

図書館司書実習の受入れ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
 
具体的施策 「子どもたちの健康な身体をつくるスポーツ活動の推進を図ります。」 
    

【29】 子どもたちを対象としたスポーツ大会・教室等の充実【重点事業】 

目的・内容 
次世代を担う子どもたちに、健康で心豊かな生活を送ることの大切さと、体を動

かす楽しみを知ってもらう生涯スポーツの基礎づくりの場を提供します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

各種大会・教室等の実施 ⇒ ⇒ 
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２２２２    現実生活の向上につながる学習の充実現実生活の向上につながる学習の充実現実生活の向上につながる学習の充実現実生活の向上につながる学習の充実    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

男女がともにより良い生活を営むことができるよう、男女共同参画推進プランに基

づき、「女と男のライフフォーラム」の開催や関係情報の提供など、啓発と学習機会

の提供に努めました。今後は、市民の学習志向の広域化・多様化に対応した情報提供

が必要になっています。 

《６《６《６《６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

広域的な学習情報の提供の機会が増え、男女がともにより良い生活を営むことがで

きるよう、啓発活動と学習活動が展開されている状態を目指します。 
    

《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》 
 

具体的施策 「広域的な学習環境の整備を図ります」 
    

【39】 生涯学習活動の広域的支援の充実【重点事業】 

目的・内容 近隣自治体と連携し、区域を超えた活動への支援の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部各課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

近隣市町村と連携した事業の実施 

多摩子ども体験塾事業の実施 
⇒ ⇒ 

                        
３３３３    社会社会社会社会のののの変化に対応するための学習の充実変化に対応するための学習の充実変化に対応するための学習の充実変化に対応するための学習の充実    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

高度情報化や少子高齢化など社会構造の変化が急速に進み、物の豊富な時代を背景

に市民の価値観が多様化してきています。こうした中、資格取得等の学習志向の変化

や生活を楽しむための活動志向等、ライフスタイル※も大きく変化してきています。こ

のような中で、継続的に知識・技術を習得することを目指したり、単に学習するだけ

ではなく、その学習成果を職業に活かしたり、また地域社会での活動やボランティア

活動等に活かしたいと考える人も多くなってきています。また、学習の方法も多岐に

わたってきており、大学在学中や卒業後に、専門学校へ入学し、職業に応じた専門知

識の習得や資格取得のために勉強する人も増えています。一方、学習の場も個人が自

分にあった方法を選択して学習することが浸透し、図書館施設の整備に呼応してその

利用も増えています。さらに、行政だけでなく、さまざまな民間事業者による学習の

場づくりの取組や、市民による学習成果を活かした自主的な学習の場づくりも盛んに

なり、ＮＰＯ※法人による取組やコミュニティビジネス※など、市民自らが主体となっ

て学習を活かした地域活動、事業活動へ参画する場面も増えてきました。行政は、こ

れら学習を活かした社会活動への展開を視野に入れ、職業に活かすための学習環境の

整備や、社会活動への展開のための環境整備等を支援し、社会の変化に対応した市民

の学習を推進する必要があります。 
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《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

行政だけでなく、市民による学習の場づくりが盛んになり、ＮＰＯ法人などによる

学習を活かした地域活動やコミュニティビジネス※などの展開が増えてきている状態

を目指します。 
    

《《《《各各各各具体的施策における重点事業》具体的施策における重点事業》具体的施策における重点事業》具体的施策における重点事業》 
 

具体的施策 「情報化に対応した学習を推進します」 
 

【41】 ＩＴ事業の推進【重点事業】 

目的・内容 
パソコン初心者講習会等の開催と市民講師による指導体制を充実し、ＩＴ事業の推

進を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

初心者パソコン教室の実施 ⇒ ⇒ 

  
具体的施策「高等教育機関や民間教育機関と連携した学習の場を充実させます」 

 
【42】 民間教育事業者との連携事業の充実【重点事業】 

目的・内容 
ＮＨＫ学園との連携を促進するとともに、市内外の学習事業者と連携した事業を積

極的に進めるための検討を行います。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

学習事業者と連携した講座の実

施 
⇒ ⇒ 

  
【43】 大学等との公開講座・連携講座の推進【重点事業】 

目的・内容 
高校・大学などの公開講座の情報提供や公共的機関との連携による講座の開催の推

進を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

大学等と連携した生涯学習活動・公

開講座の後援、情報提供等の実施 
⇒ ⇒ 

  
具体的施策 「市民による学習の場づくりを支援します」 

 
【44】 市民団体との協働による事業の実施【重点事業】 

目的・内容 
市民の生涯学習活動を推進するため、社会教育関係団体、生涯学習コーディネータ

ーの会等市民団体との協働により事業を実施します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民団体が主体で行う活動に対する

共催、後援の実施 
⇒ ⇒ 
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【45】 社会教育関係団体等の活動支援の充実【重点事業】 

目的・内容 
市民の生涯学習活動を支援するため、社会教育関係団体等が行う事業について、後

援等の支援方法の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

社会教育関係団体等の活動への支

援 
⇒ ⇒ 

  
【46】 市民講座の充実【重点事業】 

目的・内容 

市民解説員・人材バンク登録者をはじめ、市民が主体となって行う生涯学習事業の

仕組みづくりについて検討するとともに市民が企画したり、講師となって講座等を

開催する「市民講座」を充実させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民企画講座、生涯学習コーディ

ネーター運営講座の充実 
⇒ ⇒ 

     
４４４４    健康で、生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興健康で、生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興健康で、生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興健康で、生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

平成１９年３月に策定された「めざせ健康あきる野２１」計画に基づき、市民が健

康で、生きがいのある生活を送ることができるよう、乳幼児期から高齢期にわたる一

貫した健康づくり施策が推進され、市民のライフステージにあわせた健康教育や健康

相談など、各種の健康づくり事業が展開されています。特に、健康づくり推進協議会

や市民が主体となって運営する健康づくり市民推進委員会など、体制の整備が図られ、

地域イキイキ元気づくり事業等、活発な活動が行われています。 

また、平成２５年８月にスポーツ推進計画が策定されました。市民一人ひとりのラ

イフスタイルや年齢、性別、体力、興味等に応じて、だれもが生涯を通じて、いつで

も、どこでも、気軽に親しみ、楽しむことができる「生涯スポーツ」が、今求められ

ています。現在、二つの総合型地域スポーツクラブが誕生し、市民のさまざまな志向・

レベルに対応した事業が展開されるなど、スポーツ環境が整備されています。 

平成２５年に行われた「東京多摩国体＜スポーツ祭東京２０１３＞」では、さまざ

まな分野でスポーツの振興が図られました。多くの市民がスポーツのさまざまな楽し

み方、かかわり方を具体的に経験したことにより、スポーツの魅力の多様性を広く啓

発することができました。今後は、こうした効果を活かし、スポーツ推進計画に基づ

いて市の特色を活かしたスポーツの振興をはかり、あきる野市の特色あるまちづくり

活動へと展開していくための環境整備を進める必要があります。そのためには、スポ

ーツと健康づくりが施策として有機的に結びつき、相互に補完しあいながら市民が健

康に暮らしていけるよう、生涯スポーツの振興と健康づくりの推進を図ることが必要

です。 
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《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

多くの市民がスポーツに親しみ、「めざせ健康あきる野２１」計画やスポーツ推進

計画に基づき、各種スポーツ、ウォーキングなど、健康づくりのための活動が盛んに

なっている状態を目指します。 

《《《《各各各各具体的施策における重点事業》具体的施策における重点事業》具体的施策における重点事業》具体的施策における重点事業》 
 

具体的施策 「健康づくりを推進します」 

【51】 めざせ健康あきる野 21 事業の推進【重点事業】 

目的・内容 

国の「健康日本２１」及び「東京都推進プラン２１」の趣旨を踏まえ、健康増進法

に基づき、策定した「めざせ健康あきる野２１計画～ふれあい いきがい 元気な

まち」により、市民が生涯を通じて健康で安心して暮らすことを目的に、より地域

に根ざした活動の展開を目指し、市民をはじめ、家族、地域、企業、学校、行政等

が一体となって事業の推進に取り組みます。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部健康課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

めざせ健康あきる野21 計画の

推進 

21 推進会議の開催 

 

⇒ 

 

市民アンケートの実施 

第２次計画策定 

 
【52】 健康教育の充実【重点事業】 

目的・内容 

生活習慣病の予防及び介護を要する状態となることの予防その他健康に関する事

項について、正しい知識の普及を図るとともに、適切な指導や支援を行うことによ

り、健康の保持増進を図ります。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部健康課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

健康教育の実施（生活習慣病予

防・がん予防・病態別） 
⇒ ⇒ 

  
具体的施策 「生涯スポーツの振興を図ります」 

【29】 
子どもたちを対象としたスポーツ大会・教室等の充実【重点事業】

（再掲） 
展開 継続 

 
【57】 スポーツ推進計画の推進【重点事業】 

目的・内容 
市民の生涯に渡るスポーツ振興を図るため、スポーツ推進計画に基づいて各種の事

業を推進します。 

展開 新規 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

スポーツ推進計画に基づい

た事業の実施 
⇒ ⇒ 

 
【60】 総合型地域スポーツクラブの支援の充実【重点事業】 

目的・内容 

次世代を担う子どもから高齢者まで、多世代、多種目にわたって、身近な場でスポ

ーツに親しむ機会と体制整備を図る総合型地域スポーツクラブの運営を支援し、生

涯スポーツの推進を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

総合型地域スポーツクラブ

支援事業の実施 
⇒ ⇒ 
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５５５５    地域の課題解決につながる学習地域の課題解決につながる学習地域の課題解決につながる学習地域の課題解決につながる学習の充実の充実の充実の充実    
    

《評《評《評《評価・課題》価・課題》価・課題》価・課題》    

市民が、自ら安全で快適な地域社会づくりを推進するための組織として、行政の呼

びかけにより、平成２０年に旧町村を単位とした「防災・安心地域委員会」が７つ組

織され、地域コミュニティと地域の防災力を強化するためのさまざまな取組が行われ

ています。これらの活動が今後さらに市民の自主的・自発的組織として展開し、地域

住民の安全を更に確保していくためには、さまざまな地域課題に関する学習や情報の

共有化が必要であり、活動内容や運営方法等に関する学習機会が求められています。

今後、さまざまな活動主体が連携し、活動が結びつき、市民自らが地域を守り育てて

いくことができるよう、支援環境の整備が必要です。 
    

《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

防災・安心地域委員会など、地域でさまざまな活動主体が連携し、地域課題等につ

いての学習活動を通して、自らが地域を守り育てる活動が更に浸透している状態を目

指します。 
    

《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》    
 

具体的施策 「地域の教育力の向上に資する学習活動の充実を図ります」 
  

【19】 青少年健全育成事業の推進【重点事業】（再掲） 展開 継続 
  

【25】 青少年体験活動等支援センターの充実【重点事業】（再掲） 展開 継続 
  

【26】 子どもの奉仕活動の推進【重点事業】（再掲） 展開 継続 

 
【62】 地域的課題に関する学習の充実【重点事業】 

目的・内容 市民の学習ニーズに対応した地域的課題などに関する学習内容の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

学習機会の提供・運営の支援 ⇒ ⇒ 
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具体的施策 「地域資源の活用による学習の場づくりを推進します」 
  
【63】 地域・行政資料の収集と情報提供の充実【重点事業】 

目的・内容 

市民との協働のまちづくりにおける地域の課題解決や循環型生涯学習の実現に向

け、地域資料・行政資料を積極的に収集するとともに、迅速に提供できるよう整備

します。 

五日市憲法草案をはじめとする、通常では閲覧することのできない地域資料を、劣

化・散逸させないよう電子データ化することにより保存・整備します。また、イン

ターネットを通じて情報提供することにより活用を促進します。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

地域・行政資料の収集 

新聞記事の収集・見出しの公開 

デジタルアーカイブ運営計画の

検討 

保存事業の実施 

デジタルアーカイブコンテンツの追

加公開 

⇒ 

⇒ 

デジタルアーカイブ運営

計画の策定 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

デジタルアーカイブ運営計

画の運用開始 

⇒ 

⇒ 

 
  
【65】 地域資源を活用した事業の充実【重点事業】 

目的・内容 
あきる野市の自然、歴史・文化、産業など地域資源を活用した学習の充実を図りま

す。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 
市民解説員による地域資源を活

用した講座の実施 

⇒ 

 
⇒ 

  
【66】 関連機関の施設・人材を活かした学習の場づくりの推進【重点事業】 

目的・内容 
学校や企業の社会貢献活動と連携した学習や、施設、技術等の相互活用等を活かし

た学習の場づくりを推進します。 

展開 継続 

所管課 教育部各課  

実施年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 
関連機関の施設・人材を活用した

学習機会の提供 
⇒ ⇒ 

     
６６６６    あきる野市の自然と文化をあきる野市の自然と文化をあきる野市の自然と文化をあきる野市の自然と文化を活かし活かし活かし活かした学習の充実た学習の充実た学習の充実た学習の充実（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    
    
《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

秋川、平井川、秋川丘陵、草花丘陵そして緑あふれる山々は、あきる野市が誇る豊

かな自然環境です。この恵まれた自然環境を活かした環境都市あきる野のまちづくり

を目指して、平成２１年に「郷土の恵みの森構想」が、平成２６年に「生物多様性あ

きる野戦略」が策定され、各種の取組が進められています。里山の景観が残されたエ

リアは、市民だけでなく、多くの人々の交流の場として親しまれ、活用されており、

今後はこのようなあきる野市の豊かな自然を活かしながら、地域文化の継承と創造を

目指し、「あきる野らしさ」を生みだす学習を更に推進する必要があります。また、
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市内に伝わる有形・無形の文化財の保護と公開・活用に努め、市民の郷土学習の機会

を更に充実させる必要があります。 
    

《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

「郷土の恵みの森構想」や「生物多様性あきる野戦略」による各種の取組に多くの

市民が参加し、また東京都文化財ウィークに合わせた文化財の公開が活発に行われる

など、市の豊かな自然環境やそこに育まれた伝統文化を活かした活動や、市民による

文化振興活動が展開され、多くの市民に「郷土愛」や「自然愛」が育まれている状態

を目指します。 
    

《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》    
 

具体的施策 「身近な自然を学ぶ機会を充実させます」 
 

【67】 郷土の恵みの森構想に基づく自然環境教育の推進【重点事業】 

目的・内容 郷土の恵みの森構想に基づき、自然の特性を活かした自然環境教育を推進します。 

展開 継続 

所管課 環境経済部環境政策課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

郷土の恵みの森構想に基づく

自然環境教育の充実 
⇒ ⇒ 

  
【68】 自然を活かした学習内容の充実【重点事業】 

目的・内容 
菅生若宮子ども体験の森などを活用し、あきる野菅生の森づくり協議会や地元町内

会との協働で、里山体験や環境学習の機会を充実させます。 

展開 継続 

所管課 環境経済部環境政策課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

自然体験イベント、コミュニテ

ィ・スクールの実施 
⇒ ⇒ 

  
具体的施策 「地域の歴史・文化に関する学習の充実を図ります」 

 
【81】 講座・体験教室等郷土学習の場の充実【重点事業】 

目的・内容 
歴史・民俗・習慣・自然などをテーマに、講習会、講演会、体験教室等を開催し、

郷土学習の場の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

講座・体験教室の開催 ⇒ ⇒ 

  
【82】 学習ボランティア(市民解説員)による文化財の活用と普及活動の推進【重点事業】 

目的・内容 
学習ボランティア（市民解説員）による市内文化財施設等での解説活動を通して、

市民の郷土学習の機会の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民解説員による展示解説の実施 ⇒ ⇒ 
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【86】 伝統芸能振興事業の充実【重点事業】 

目的・内容 
地域に残る伝統芸能の保存・継承活動を支援し、その振興と発展のための活動の充

実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

伝統芸能保存団体による保存継承

活動への支援の実施 
⇒ ⇒ 

  
【87】 有形・無形民俗文化財の保存活用の充実【重点事業】 

目的・内容 
市内の有形・無形の民俗文化財を調査するとともに、保存・公開し、市民の郷土学

習の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

各種調査と公開の実施 ⇒ ⇒ 

     
７７７７    高齢者や障高齢者や障高齢者や障高齢者や障がいがいがいがい者の学習機会の充実者の学習機会の充実者の学習機会の充実者の学習機会の充実    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

高齢者等を対象にした学習の機会としては、公民館で行っている寿大学が代表的な

事業であり、６０歳以上の市民を対象に、秋川校、五日市校の２校が開校され、合計

で９００名近い受講者がおよそ半年間学んでいます。 

高齢者の割合が年々増加し、高齢者の単身世帯数も増加する中で、高齢者が地域で

安心して住み続けられる環境づくりが課題となっています。平成２７年３月には地域

保健福祉計画が改定され、平成３１年度までを計画期間とする新たな計画が策定され

ました。この中では、「健康づくり・生きがいづくりの充実」や「見守り体制の充実」

など、社会変化や新たな課題に対応するためのさまざまな施策が定められています。 

また、障がいの有無にかかわらず、市民のだれもが普通に日常的な生活を送れるこ

とが、社会の本来あるべき姿であるという考え方（ノーマライゼーション）に基づく

社会づくりを目指した学習活動と、その参加支援、活動支援の充実が必要となってお

り、生きがいと心豊かな日常生活を送るためにも、学ぶ場は重要な役割を持っていま

す。今後、元気な高齢者が自らの経験を活かした学習機会を創出するなど、主体的に

かかわることができるような仕組みづくりを進める必要があります。 
    

《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

高齢者や障がい者自らが主体となって、いきいきと学習活動する場が増えている状

態を目指します。 
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《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》    
 

具体的施策「高齢者の学習と社会参加の場づくりの充実を図ります」 
 

【95】 高齢者が気軽にスポーツに親しむ環境づくりの充実【重点事業】 

目的・内容 
総合型地域スポーツクラブへの支援等を通じ、高齢者に運動の機会を提供し、運動

の楽しさを知ってもらう場の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

総合型地域スポーツクラブ、スポ

ーツ推進委員による高齢者を対象

とした各種講座等の実施及び支援 

⇒ ⇒ 

  
具体的施策 「障がい者の学習機会を充実させます」 

  
【100】 障がい者等への図書館サービスの向上【重点事業】 

目的・内容 

視覚障がいなどで通常の方法では読書が困難な方や、図書館に来館することができ

ない方に対し、対面朗読や録音資料の作成、郵送サービスなどを行い、図書館サー

ビスの向上を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

対面朗読の実施 

録音資料の作成、郵送 

機材貸出等のサービスを実施 

新聞書評・地域資料のDAISY*化 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
  
【101】 在宅学習機会提供の推進【重点事業】 

目的・内容 
ホームページ※やデジタルアーカイブ※など、ＩＴを活用し、障がい者が家にいなが

ら学び、活動できる在宅学習機会の推進を図ります。 

展開 継続 

所管課 企画政策部市長公室、教育部生涯学習スポーツ課・図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市ホームページ及びデジタルアー

カイブを活用した学習情報の提供 
⇒ ⇒ 

  
【102】 特別支援教育の充実【重点事業】 

目的・内容 
特別支援教育推進計画に基づき、特別な支援を必要とする児童・・・・生徒への学習環境

の整備を進め、一人ひとりを大切にする教育の推進を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部指導室 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

特別支援学級の充実 ⇒ ⇒ 
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【103】 障がい者のスポーツをサポートするための養成講座等の充実【重点事業】 

目的・内容 
障がい者が気軽にスポーツ活動に参加できるよう、サポートする人達の支援の輪を

広げるための講座等の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

講座等の充実を図る ⇒ ⇒ 

  
【108】 障がい児（者）の社会的体験の機会の充実【重点事業】 

目的・内容 
学童クラブへの障がい児の受入れを実施し、障がい者の社会教育活動の場の充実を

図ります。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部子ども政策課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

障がい児の受入れの促進 ⇒ ⇒ 

                         

ⅡⅡⅡⅡ「学びをひろげる「学びをひろげる「学びをひろげる「学びをひろげる」」」」((((生涯学習推進体制の整備生涯学習推進体制の整備生涯学習推進体制の整備生涯学習推進体制の整備))))の課題の課題の課題の課題    

 

生涯学習の推進にあたっては、生涯学習が広く行政各部署にわたることから、全庁的

な推進・調整組織として「生涯学習推進本部」を設置するなど、推進体制を整備しまし

た。しかしながら、現段階ではそれぞれ担当部署によるそれぞれの施策目的に基づく学

習機会の提供に留まり、学習のつながりや系統的な事業展開には至っていません。その

ため、今後、計画改訂に合わせた取組の中で、推進本部幹事会等において、見直しを図

りながら、学習情報の取りまとめや体系的な生涯学習の推進を図る必要があります。 
      

１１１１    市民の視点に立った推進組織・体制づくり市民の視点に立った推進組織・体制づくり市民の視点に立った推進組織・体制づくり市民の視点に立った推進組織・体制づくり    
    
《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

生涯学習推進計画に基づき、生涯学習推進本部を設置し、行政全体で取り組む体制

を整備しました。各部署で推進が図られているものの、まだ充分な機能を果たすまで

には至っていません。 

また、市民の視点に立った生涯学習の推進を図るため、生涯学習コーディネーター

の養成を行い、市民による市民企画講座やシンポジウムの開催等、市民が主体となっ

て事業運営する組織作りを進め、現在あきる野市生涯学習コーディネーターの会によ

って各種の事業が展開されています。さらに、推進体制整備として、生涯学習推進市

民会議を平成２２年に設置し、市民が推進する生涯学習の実現を図っています。 
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《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

市民が主体となり、実行する推進組織の活発な活動が行われている状態を目指しま

す。 
 

《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》 
 

具体的施策 「行政全体で取り組む推進体制の整備を進めます」 
 
【110】 生涯学習推進市民会議の運営【重点事業】 

目的・内容 
生涯学習推進市民会議を随時開催し、生涯学習施策の進捗状況について意見を求め

るなど、市民とともに生涯学習の推進を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民会議の開催 ⇒ ⇒ 

  
具体的施策 「生涯学習推進理解・啓発事業を充実させます」 

 
【111】 生涯学習シンポジウムの開催【重点事業】 

目的・内容 

生涯学習コーディネーターの会と協働し、生涯学習を推進するため、講演会や意見

交換等を内容としたシンポジウムの開催や生涯学習フェスティバルの実施を検討

します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

シンポジウムの開催 

生涯学習フェスティバルの

検討 

⇒ 

生涯学習フェスティバル

の検討 

⇒ 

生涯学習フェスティバル

の実施 
  
【112】 生涯学習ハンドブックの配布【重点事業】 

目的・内容 

市内の社会教育施設や関連機関、スポーツ・レクリエーション施設等の情報及び図

書館利用情報、団体活動情報等生涯学習関連情報を市民に提供するため、生涯学習

ハンドブックを配布します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

生涯学習ハンドブックの配

布 
⇒ ⇒ 

  
【113】 まちづくりのための学習の推進【重点事業】 

目的・内容 

地域における市民活動の向上のための学習活動を支援するため、市職員による「出

前講座」等学習情報・機会の積極的な提供を図り、まちづくりのための学習を推進

します。 

展開 継続 

所管課 全課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

各担当部署における出前講座

等積極的な情報提供の実施 
⇒ ⇒ 
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２２２２    生涯学習推進のための生涯学習推進のための生涯学習推進のための生涯学習推進のための運営体制の運営体制の運営体制の運営体制の整備整備整備整備    
    
《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

生涯学習推進のネットワーク化を図り、市民の生涯学習の拠点施設の明確化と役割

分担を図ってきました。また、学習で得た知識等を活かして講師をするなどの流れは

できており、今後はこれらを更に推進していく必要があります。 
    

《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

中央公民館を中心とした学習支援ネットワークにより、五日市地域交流センターで

も学習活動が活発に展開されている状態を目指します。 
    

《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》 
 

具体的施策「生涯学習推進拠点の運営体制を整備します」 
 
【114】 学習拠点運営体制の整備の推進【重点事業】 

目的・内容 

生涯学習を推進するため、中央公民館を市民の学習拠点として位置付け、中央公民

館を学習拠点とする各施設のネットワーク化を推進し、活動の充実と地域の特色を

活かした、利用しやすい運営体制を整備します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

学習拠点としての中央公民館の整備 

ネットワーク化の推進 
⇒ ⇒ 

      
３３３３    市民との協働による運営体制づくり（重点市民との協働による運営体制づくり（重点市民との協働による運営体制づくり（重点市民との協働による運営体制づくり（重点施策施策施策施策））））    

    
《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

まちづくりは、行政だけでなく、市民自身が主体となって取り組むことによりその

実現が図られることから、協働による取組が必要です。このような中、生涯学習につ

いては行政主導の事業実施を見直し、実行委員会組織等による各市民団体間の協働も

図りながら、事業展開に努めてきました。 

今後、事業の運営に限らず、施設運営等についても市民との協働により推進する必

要があります。 
    

《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

事業だけでなく、施設運営についても市と市民との協働による展開が進んでいる状

態を目指します。 
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《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》    
 

具体的施策 「ＮＰＯ等市民組織との協働を推進します」 
 
【115】 市民組織との連携・協働の推進【重点事業】 

目的・内容 
ＮＰＯ等の市民組織や民間団体等との連携・協働を図り、活気あるまちづくりを

推進します。 

展開 継続 

所管課 全課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

連携・協働による事業の実施 ⇒ ⇒ 

       
４４４４    ＩＴを活用した生涯学習資源のデータベースＩＴを活用した生涯学習資源のデータベースＩＴを活用した生涯学習資源のデータベースＩＴを活用した生涯学習資源のデータベース※化化化化    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

現在、「あきる野市デジタルアーカイブ」や市ホームページにおいて、市の歴史や

文化財の情報、市民のサークル活動や生涯学習施設・事業などに関する情報などをデ

ータベース化し、市民との共有化を図っています。市民の多様な学習ニーズに対応す

るため、今後さらに、その充実を図る必要があります。 
    

《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

市民活動団体や生涯学習情報がデータベース化され、市ホームページ等で情報の共

有化が更に進み、市民がより多くのさまざまな情報を得ることができている状態を目

指します。 

《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》 
 

具体的施策 「生涯学習資源の共有化を進めます」 
  
【116】 生涯学習情報のデータベース化と共有化の推進【重点事業】 

目的・内容 

生涯学習活動を行っている団体、人材、施設・設備等の情報をデータベース化するこ

とにより、だれでも、どこでも、学習情報が得られるＩＴを活用した情報の共有化を

推進します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

情報の共有化及び提供方法の検討 ⇒ ⇒ 

     
５５５５    民間民間民間民間等等等等との連絡調整の組織化との連絡調整の組織化との連絡調整の組織化との連絡調整の組織化    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

平成２２年に生涯学習推進市民会議を設置し、計画改訂を契機に市民の学習活動を

支援するための研究・協議を進めるよう連携協力体制を図りました。さらに、市民の

自主的な学習活動を支援するための施策の検討を進める必要があります。 
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《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

生涯学習推進市民会議による進捗状況のチェックや施策評価、事業の見直し等が進

められ、「学びプランⅢ」の推進が図られている状態を目指します。 
 

《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》 
 

具体的施策 「生涯学習推進連絡調整を充実させます」 
 
【110】 生涯学習推進市民会議の運営【重点事業】（再掲） 展開 継続 
 
 

【117】 市民の学習活動を推進するための組織づくりの支援【重点事業】 

目的・内容 
市民の多様な学習ニーズに対応しながら、市民自らが積極的・自主的に多彩な生涯

学習を実践できる組織づくりに向けた学習活動を支援します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民による市民のための学習の場

づくりの支援 
⇒ ⇒ 

 
 
 
 
   

ⅢⅢⅢⅢ「学びを伝える「学びを伝える「学びを伝える「学びを伝える」」」」((((学習情報の提供と相談体制の整備学習情報の提供と相談体制の整備学習情報の提供と相談体制の整備学習情報の提供と相談体制の整備))))

の課題の課題の課題の課題    
 

現在、学習情報の提供については、主に「広報あきる野」と「市ホームページ」で行っ

ています。 

市民の生涯学習を推進する上で、充分な情報提供の場が整備されているとはいえない状

況にあります。生涯学習情報提供システムの整備を重点事業として計画に位置づけたもの

の、厳しい財政状況の中、その実現には至っていません。このような中、図書館において

は、蔵書検索はもちろん、予約についてもインターネットを利用した手続ができるよう整

備されており、平成２７年には新システムを導入し、更に質の高い市民サービスを提供し

ています。また、五日市憲法草案や市に関係する歴史上の人物紹介、指定文化財等の情報

が「デジタルアーカイブ」等により自宅等にいながらにして得られる環境ができており、

在宅学習環境の整備も進みつつあります。 

そして、依然として市民が情報を得る手段として最も利用されているのが「広報」であ

り、講座等実施時の参加者アンケート等からも圧倒的に多いことがわかります。多世代の

市民への情報提供については、ＩＴを活用した情報の提供が必要であり、広報の情報につ

いては、携帯やスマートフォンでも得られるようになっています。今後は、このようなイ

ンフラを市民との協働による地域情報化手段として更に整備し、市民の得たい情報を市民

自らが素早く得られるような、生涯学習に関する情報提供システムを整備していく必要が

あります。 

さらに、市民の学習活動の場は単一の自治体区域内に留まらず、生涯学習環境はより広

域化しています。このため、近隣自治体同士の連携・協力を図り、企業、民間教育事業者

を含めた学習情報の相互利用ができる生涯学習ネットワークの形成に向け、検討を進めて
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いく必要があります。 

そして、学習相談についても学習相談窓口を充実させるとともに、情報通信手段を活用

した相談体制についても、市民との協働による運営体制づくりが必要です。 
     

１１１１    相談窓口の充実相談窓口の充実相談窓口の充実相談窓口の充実    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

現在、市民が学びたい事がらや学ぶ場、仲間、そして活動内容等知りたいときに相

談できる窓口として、生涯学習スポーツ課の窓口をはじめ、公民館等が対応していま

す。また、図書館においては、レファレンスサービス※として相談窓口を設置していま

す。今後、市民がさまざまな情報を気軽に入手でき、学びに関するさまざまな相談に

対応できるよう、相談窓口を充実させていく必要があります。 
    

《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

学習情報の提供とともに、生涯学習を積極的に推進する市民との協働による学習相

談が行われている状態を目指します。 
    

《具体的施策に《具体的施策に《具体的施策に《具体的施策における重点事業》重点事業》重点事業》重点事業》 
 

具体的施策 「市民の学習相談窓口を充実させます」 
 
【118】 学習相談窓口の充実【重点事業】 

目的・内容 市民の多様な学習ニーズに対応するため、相談窓口を充実させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

学習相談窓口の充実 ⇒ ⇒ 

  
【120】 障がい者に対する情報提供体制の充実【重点事業】 

目的・内容 点字版や音読版により市広報等を周知し、情報提供の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 企画政策部市長公室 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

音読版のプレクストーク対応によ

るＤＡＩＳＹ*化（ボランティア団

体） 

⇒ ⇒ 

      
２２２２    カスタマーフォーカスカスタマーフォーカスカスタマーフォーカスカスタマーフォーカス※による意識改革による意識改革による意識改革による意識改革    

    
《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

市民満足度調査結果や各種のアンケート調査結果等を活用して、市民の学習ニーズ

を的確に把握し、施策に反映していく必要があります。 
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《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

市民満足度調査結果や各施設の利用者、各事業の参加者アンケートなどを通した意

見が活かされて、事業が展開されている状態を目指します。 
     

３３３３    広域情報提供体制の確立広域情報提供体制の確立広域情報提供体制の確立広域情報提供体制の確立    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

図書館において、西多摩地域広域行政圏構成自治体だけでなく、八王子市、昭島市

とも相互協定を締結し、大学図書館との連携も進めるなど、市民の利便性の向上に努

めてきました。今後、広域な学習情報の提供を更に充実させる必要があります。 
    

《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

近隣自治体や大学の図書館との連携が更に図られ、市民に広域的な学習情報の提供

が行われている状態を目指します。 
    

《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》 
 

具体的施策 「学習情報の広域的な提供を進めます」 
    
【122】 図書館ネットワークの活用【重点事業】 

目的・内容 
学校図書館、近隣大学図書館、類縁機関等との情報ネットワークを活用し、円滑

な情報や資料の提供を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

相互貸借事業の充実 

図書館連携事業の推進 

大学図書館連携の拡充 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
           

４４４４    情報収集・提供手段の充実情報収集・提供手段の充実情報収集・提供手段の充実情報収集・提供手段の充実（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》 

これまで、さまざまな情報収集・提供手段の充実に努め、庁内ＩＴ環境の整備や市

ホームページのリニューアル、公共施設の空き情報・案内システムの導入などを行い、

利便性の向上を図ってきました。また、図書館においてはインターネットを利用した

蔵書の検索や貸出予約の新システムの導入など、質の高いサービスの提供を図り、学

習・読書環境の整備を進めてきました。 

今後、多様化・高度化する市民の学習ニーズに対応するため、生涯学習情報の収集・

提供を推進し、市民が更に利用しやすい環境づくりを進めていく必要があります。 
    

《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》    

市ホームページやデジタルアーカイブの内容の充実が更に図られ、必要なときに必

要な情報が、より得やすくなっている状態を目指します。 
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《《《《具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策における重点事業》における重点事業》における重点事業》における重点事業》 
 

具体的施策 「情報収集・提供手段を充実させます」 
    

《重点事業》《重点事業》《重点事業》《重点事業》    
    

        

        
【123】 あきる野市ホームページの充実【重点事業】 

目的・内容 
掲載する情報を市民の視点で検討し、利用しやすいホームページとして充実させ

ます。 

展開 継続 

所管課 企画政策部市長公室 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

新着情報、イベントカレンダーで掲載 ⇒ ⇒ 

        
【126】 図書館資料提供事業の推進【重点事業】 

目的・内容 

市民の教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、市民の求めに応じ

て、図書、逐次刊行物、視聴覚資料等の図書館資料及び情報の提供を実施します。 

市内に所蔵のない図書資料については、都立図書館の協力貸出、都内市区町村立

図書館との相互貸借により提供するほか、国会図書館や他県、さらに大学図書館

などの相互貸借の調査を行い、提供に努めます。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

資料・情報提供の充実 

協力貸出事業の実施 

相互貸借事業の実施 

国会図書館等資料調査事業の実施 

国会図書館の電子資料サービスの研究 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
  
【127】 図書館電子情報提供の推進【重点事業】 

目的・内容 

地域の情報拠点として、図書資料に加えて電子化された資料の収集を進めるとと

もに、オンラインデータベースをはじめインターネット上にあるさまざまな情報

が得られるよう取り組みます。 

また、電子書籍の導入についても検討を進めます。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

電子書籍の導入検討 

インターネット情報検索端末の提供 

オンラインデータベースの提供 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
 

【63】 地域・行政資料の収集と情報提供の充実【重点事業】（再掲） 展開 継続 

【120】 障がい者に対する情報提供体制の充実【重点事業】（再掲） 展開 継続 
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【128】 図書館レファレンス事業の充実【重点事業】 

目的・内容 

市民が必要とする資料や情報を効率よく入手できるように援助する（レファレン

スサービス）とともに、電子化された情報の活用も含め、より専門的な情報が得

られるよう支援します。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

レファレンス研修の充実 

契約データベースの精査 

図書館使い方講座の開催 

各種パスファインダーの作成 

あきる野ふるさとはかせの作成 

（子どもレファレンスシート） 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

  
【129】 市民参加による生涯学習情報システムの整備・運営【重点事業】 

目的・内容 

市民がさまざまな分野において生涯学習が行えるよう、市民参加により、在宅学

習の支援、双方向の情報収集・提供が可能な情報システムを構築し、運用を図り

ます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

効率的な生涯学習情報システムの

研究 
⇒ 

生涯学習情報システムの

運用 
       

ⅣⅣⅣⅣ「学びの環境を「学びの環境を「学びの環境を「学びの環境をつくつくつくつくる」（生涯学習関連施設の整備る」（生涯学習関連施設の整備る」（生涯学習関連施設の整備る」（生涯学習関連施設の整備

と充実）の課題と充実）の課題と充実）の課題と充実）の課題    
 

生涯学習関連施設の整備については、東部図書館エル、中央図書館の建設をはじめ、公

民館別館の増築、秋川体育館の耐震化、五日市会館及び五日市図書館のリニューアル等、

良好な施設づくりを進めてきました。また、既存の施設の有効活用と適正利用を進めてい

ます。なお、ＩＴを利用した施設の空き状況の検索や予約が一部の施設で始められており、

市民に利用しやすい施設環境の整備を進めています。 

また、市では施設の管理運営経費の縮減と民間ノウハウの導入による市民サービスの向

上など、効率的・効果的な運営を進めるため指定管理者制度を導入しており、現在、五日

市ファインプラザ、市民プール、あきる野ルピア、秋川キララホール、秋川体育館及び中

央公民館に導入しています。さらに、本庁舎１階のコミュニティホールは、平日の展示等

の活動発表等のほか、日曜日に市民の音楽団体の活動の場として開放するなど、開かれた

市役所づくりを進めています。 

一方、学校施設については、現在すべての校舎、体育館が耐震化され、児童・生徒の安

全な学習環境整備が図られ、校庭、体育館、武道場等を一般開放し、スポーツ・生涯学習

の場として多くの団体に利用されています。 
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１１１１    施設開放施設開放施設開放施設開放のののの推進推進推進推進    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

現在、学校開放事業として、市立小中学校の校庭、体育館、武道場等を一般開放し、

主に市民のスポーツ活動の場として多くの団体に利用されています。また、庁舎１階

のコミュニティホールは、平日には展示等の活動発表のほか、日曜日には市民音楽団

体の活動に活用されるなど、開かれた市役所づくりを進めています。 
    

《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》    

これまでより多くの市民が、施設の一般開放を利用している状態を目指します。 
      

２２２２    適正な人員配置適正な人員配置適正な人員配置適正な人員配置のののの推進推進推進推進    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

公民館、図書館等の社会教育施設について、非常勤職員の配置についても図書館司

書、学芸員有資格者等の配置に努めてきましたが、なお不十分な状況にあります。 
 

《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》    

市民の生涯学習活動を支援するために、専門的知識を持った職員がより多く配置さ

れ、市民とともに生涯学習を推進している状態を目指します。 
    

《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》 

具体的施策 「適正な人員配置を推進します」 
 
【133】 生涯学習推進のための適正な人員配置の推進【重点事業】 

目的・内容 

社会教育施設について、図書館司書、学芸員有資格者等、市民の学習支援のため

の専門的知識を持った職員を配置し、効率的かつ効果的な生涯学習の推進を図り

ます。 

展開 継続 

所管課 総務部職員課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

適正配置の実施 ⇒ ⇒ 

     
 

３３３３    市民の利用しやすい施設の市民の利用しやすい施設の市民の利用しやすい施設の市民の利用しやすい施設の充実充実充実充実（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    
    
《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

生涯学習関連施設については、平成１７年に東部図書館エルを、平成１９年には中

央図書館を開館し、図書館ネットワークを整備しました。また、公民館別館の増築、

秋川体育館や五日市郷土館の耐震化、五日市会館や五日市図書館のリニューアル、更

に秋川キララホールとあきる野ルピアの空調設備の改修等、既存施設の改修を進め、

良好な施設づくりを進めました。また、行政改革の一環として運営の改善にも取り組

み、五日市ファインプラザ、市民プール、あきる野ルピア、秋川キララホール、秋川

体育館及び中央公民館に指定管理者制度を導入し、経費の縮減を図りながら、市民の
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利用しやすい施設づくりに努めてきました。また、五日市保健センターや市役所別館

を学童クラブに活用するなど、既存施設の有効利用を図りました。また、ＩＴを活用

し、パソコンで施設の空き状況の検索ができる環境を整え、図書館では平成２７年に

新たなシステムを導入し、利便性の高いサービスを提供するなど、市民が利用しやす

い施設環境の整備を進めました。また、交流施設の一つである温浴施設「秋川渓谷瀬

音の湯」は平成１９年の開館以来、現在まで非常に多くの方に利用されてきています。 
    

《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》    

図書館や中央公民館などが多くの市民に利用され、市民の学習・交流の拠点となり、

また、体育施設・文化施設で市民との協働によりさまざまな事業が展開され、多くの

市民が活動している状態を目指します。 
    

《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》《各具体的施策における重点事業》 
 

具体的施策 「図書館を充実させます」 
 
【136】 図書館情報システムの拡充【重点事業】 

目的・内容 

いつでも・どこでも・だれもが求める情報を手に入れられるよう、ＩＴ技術を活

用して利用者の利便性の向上を図ります。 

図書館ホームページからの利用案内や資料に関する情報の提供・発信に加え、予

約、貸出期限の変更など資料提供に関するサービスの拡充に取組みます。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

ＩＴ技術を活用した情報提供・

発信の充実 

フェリカ活用の実施 

 

⇒ 

 

⇒ 

マイナンバー活用の検討 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 
  
【138】 市域を網羅する図書館サービス網の整備【重点事業】 

目的・内容 

サービス拠点から遠い地域における図書館サービスの提供について、ＩＴ技術の

活用や物流を含め、効果的・効率的な方法を検討するとともに取組を進めます。 

予約本の提供方法や返却ポストの配置についても再検討し、広い市域のどこから

でも、だれもが利用できる図書館を目指します。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

予約資料提供拠点・方法の検討 

配送サービスの検討 

返却ポスト設置場所の再検討 

物流システムの検討 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
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【139】 効果的、効率的な図書館運営の推進【重点事業】 

目的・内容 

利用者サービスの向上を図るため、職員体制と職層毎の担当業務を整理するとと

もに、シフトの調整を行って効率的な図書館運営を推進します。 

市民の高度で多様な要求に対応できる専門的職員の適切な配置を推進するととも

に、職員の資質・能力の向上を図るため、継続的・計画的な研修機会の確保と拡

充を図ります。 

また、業務委託を行っている増戸分室については、実績の評価を行うとともに次

期の運営形態の検討と手続きを進めます。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

業務区分の明確化 

効率的なカウンター・スタッフ

配置の検討 

都立図書館等への研修派遣 

増戸分室業務委託の評価 

次期受託者選定手続き 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 
 

【140】 市民ニーズを反映した図書館運営の推進【重点事業】 

目的・内容 

各種サービスの実施状況や到達度など、図書館運営の各分野にわたる利用者アン

ケートを実施するとともに、サービス実績の分析、図書館協議会への諮問などに

よって、市民のニーズにあった図書館運営の推進に努めます。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

図書館協議会の運営 

利用者アンケートの実施 

図書館統計の作成・データ分析 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
  

 具体的施策 「体育施設・文化学習施設等を充実させます」 
 
【142】 スポーツ施設の充実【重点事業】 

目的・内容 
スポーツ施設の改良・改修・整備を進め、市民の生涯スポーツの拠点施設を充実

させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

施設環境の整備 ⇒ ⇒ 
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ⅤⅤⅤⅤ「学びをつなぐ」「学びをつなぐ」「学びをつなぐ」「学びをつなぐ」（人材育成の充実）（人材育成の充実）（人材育成の充実）（人材育成の充実）の課題の課題の課題の課題    

 

生涯学習を推進するための人材の育成に関しては、平成１７年度に生涯学習コーディネ

ーター養成講座を開設し、これまで継続して実施しています。これにより、生涯学習事業

の企画・立案、活動調整、学習相談等に主体となって活動する人材が着実に育ってきてい

ます。そして、自主的に学び、学んだことを活かして地域等の活動に参画する場面も増え

てきています。市民解説員や図書館ボランティア等が活躍する機会が増えています。さら

に、経験や技術を持った市民が指導者・協力者として登録している生涯学習人材バンク事

業も活用の場が継続されており、学校活動やＰＴＡ活動を中心に、派遣・紹介を行ってい

ます。しかしながら、登録者の高齢化や活用件数の伸び悩み、活用分野の偏りなど課題も

あります。市民が学習や経験で得た成果を活かし、地域社会へ還元することは、生きがい

を生み、自らを高めることにつながります。これからの高齢化社会の中で、今後積極的に

推進していく必要があります。そのためには、市民が生涯学習推進の主体として活動しや

すい環境の整備を進め、また、市民と市民をつなぐコーディネーターの役割を市民自ら行

うなど、市民による人材ネットワークを構築する必要があります。 
        

１１１１    人材バンクの充実と活用人材バンクの充実と活用人材バンクの充実と活用人材バンクの充実と活用（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

学習や経験を活かして、社会や地域で貢献しようとしている市民を人材バンクに登

録し、指導等を必要としている人に紹介するなど、「知の循環型社会」づくりにつな

がる活動の充実に取り組みました。しかしながら、現状として、活用件数が伸び悩み、

活用分野に偏りがあるなどの課題があります。地域による学校支援・教育支援が注目

される中で、そうしたさまざまな場を活用するなど、今後さらに手法の見直しを図り、

事業の充実を図る必要があります。 
    

《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

さまざまな分野にわたり、より多彩な支援方法を有する多くの市民が登録し、放課

後子ども教室事業※や団体活動等のさまざまな場で多くの市民が活動している状態を

目指します。 
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《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》    
 

具体的施策 「生涯学習支援者バンク等の充実を図ります」 
 

【147】 生涯学習人材バンク事業の充実【重点事業】 

目的・内容 

学校支援地域本部事業による学校ボランティアの把握を進めるとともに、青少年

の体験活動等における情報提供、支援者の紹介等の充実を図るため、登録者の募

集、支援活動の場の確保等、地域貢献につながる事業の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

登録者の募集 

 

登録者の活用方法の検討 

⇒ 

学校支援ボランティアを

含めた人材バンク事業の

充実 

⇒ 

 

⇒ 

 
 

【148】 市民解説員活動の充実【重点事業】 

目的・内容 
あきる野の歴史・文化に関する学習成果を活かした市民解説員の地域活動の場を

確保し、学習成果をまちづくりに活かす活動の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

地域活動の場の拡充 ⇒ ⇒ 

              
２２２２    指導者の育成及び支援事業の充実指導者の育成及び支援事業の充実指導者の育成及び支援事業の充実指導者の育成及び支援事業の充実（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    
    

《評価《評価《評価《評価・課題》・課題》・課題》・課題》    

生涯学習の推進役となる生涯学習コーディネーターの養成を、平成１７年度から進

めてきました。現在およそ５０名の市民が「生涯学習コーディネーターの会」に入会

し、「学びプラン」に基づく「市民による市民のための市民による生涯学習」を市と

の協働により推進しています。市は事業委託等を行い、団体と連携した各種講座の開

催や研修、シンポジウムの開催などの推進事業を展開しています。また、市民解説員

は学習成果を活かした学習の実践に努め、自らが企画立案・運営する「地域めぐり」

や「研究発表会」などを行い、これらを通して、まちづくりにつながる市民の学習を

推進しています。 

そして、スポーツ活動については、ＮＰＯ法人を取得したあきる野市体育協会の加

盟団体により、リーダー及びジュニアの養成研修等、育成活動が取り組まれています。

さらに、スポーツ推進委員を中心に、身近なスポーツの紹介と体験の場づくりを進め、

「市民一人が１スポーツ」を目指し取り組んでいます。また、平成２２年に秋川地域

を中心に活動するあきる野総合スポーツクラブ（アスポルト）※が、平成２４年には五

日市地域を中心に活動する五日市総合型地域スポーツクラブ（五日市クラブ）※が設立

され、生涯スポーツの振興のための各種の事業が展開されています。 
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《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》    

学習や経験で得られた成果を社会に還元する活動が、体育協会や文化団体連盟の団

体等、数多くの団体により、各分野で広く展開されいてる状態を目指します。 
    

《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》    
 

具体的施策 「市民の学習コーディネーターや多様なスポーツ指導者の育成・支援を

図ります」 
 
【148】 市民解説員活動の充実【重点事業】（再掲） 展開 継続 
  
【149】 生涯学習コーディネーター等指導者認定養成講座の開催【重点事業】 

目的・内容 
市民による生涯学習を推進するために中心となって市民と市民をつなぐコーディ

ネーターの人材を養成するため､指導者認定講座を開催します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

生涯学習コーディネーター養成講座の

開催 

⇒ 

指導者の育成 
⇒ 

  
 
 

【150】 生涯学習指導者研修会の開催【重点事業】 

目的・内容 
生涯学習推進の主体となって活動する市民を対象に、生涯学習指導者※研修会を開

催します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

生涯学習指導者研修会の開催 ⇒ ⇒ 

 
 

【151】 スポーツ指導者の育成・支援【重点事業】 

目的・内容 
スポーツ推進委員をはじめ、体育協会加盟の各連盟指導者を育成・支援し、市民の

スポーツ活動の活性化を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

指導者を育成・支援する ⇒ ⇒ 

  
【157】 図書館ボランティアの育成【重点事業】 

目的・内容 

視覚障がい者への音訳、幼児に対する読書導入事業（おはなし会）をはじめ、図書

館サービスの各分野において市民との協働を推進するため、各種ボランティアの養

成講座等を開催して技術・知識の習得を支援します。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

障がい者サービスボランティア養成 

児童サービスボランティア養成 

整架ボランティア養成 

新規図書館サービスボランティアの養

成 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

新規ボランティアの活

動 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

  



 

58 

第第第第７７７７章章章章    施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標 

【158】 学習ボランティア養成事業の充実【重点事業】 

目的・内容 
学習成果等を活かした社会貢献活動に関心のある市民が参加できるよう、市民解説

員、ＩＴボランティア等生涯学習ボランティア養成事業を充実させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民ニーズに応じた対応を検討する ⇒ ⇒ 

     
３３３３    市民の自主的な活動の促進市民の自主的な活動の促進市民の自主的な活動の促進市民の自主的な活動の促進（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

市では、「市民との協働を進めよう」をスローガンに市民の自主的な活動をまちづ

くりに活かすための取組を行っています。例えば、「郷土の恵みの森構想」において、

地域活性化に取組む地元町内会・自治会等とともに子ども体験塾の実施、山林整備や

昔道、散策路の整備等を行っています。また、秋川キララホールでＮＰＯ法人と協働

して事業が行われるなど、市民の自主性と自発性を尊重し、パートナーシップに基づ

く活動が広がりつつあります。 
    

《《《《６６６６年後の目標》年後の目標》年後の目標》年後の目標》    

市民による自主的・主体的な活動が、行政と協働して広く展開している状態を目指

します。 
 

《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》 

具体的施策 「ＮＰＯ等市民の自主的な活動を促進します」 
 
【115】 市民組織との連携・協働の推進【重点事業】（再掲） 展開 継続 
     

４４４４    市職員研修の充実市職員研修の充実市職員研修の充実市職員研修の充実    
 
《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

職員は、市民サービスの向上に努めるため、常に研鑽に取り組むことが必要です。

継続的な研修の機会として、課題別研修や職種別研修等、市町村職員研修所等と連携

し、実施しています。また、職場研修(ＯＪＴ)も日々の業務を円滑かつ正確に遂行す

るための研修として取り組んでいます。さらに、職務上あるいは行政課題等に必要な

通信講座の受講などに対する補助制度等を設け、資質の向上に努めています。今後、

成果がいかに市民サービスの向上に寄与しているかを検証しながら進めていく必要が

あります。 
    

《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》    

職員による自主研修や職場研修が継続的に実施され、一般職員をはじめ、専門職員

のスキルが高まり、市民サービスの向上につながっている状態を目指します。 
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ⅥⅥⅥⅥ    「「「「学びを学びを学びを学びを創創創創るるるる」」」」((((社会参加活動の充実社会参加活動の充実社会参加活動の充実社会参加活動の充実))))の課題の課題の課題の課題    

    

生涯学習は、個人の学習の営みを基本にしながら、その成果をグループや地域社会に広

げ、まちづくりへと活かしていくことが重要です。 

あきる野市においては、文化団体連盟、体育協会、郷土芸能連合会等の社会教育活動団

体は個々の団体を含めると１，０００団体近くになっており、さまざまな分野において市

民の自主的な活動が活発に行われています。また、地域コミュニティ団体による地域住民

の福祉、健康の向上のための取組も行われています。また、「郷土の恵みの森構想」に基

づく、子ども自然体験塾や昔道・尾根道づくり、里山植樹体験等、体験活動を伴う参加事

業も増えてきており、多様な参加の機会がつくられています。 

市では、平成２０年に多くの市民が行政活動へ参画できる機会を増やす取組として、市

の所管である各種の委員会の委員等の選任に関する指針を定め、再任の回数制限や兼任の

制限等を行いました。 

さらに、市では、市民との協働によるまちづくりを目指し、市民の自主的な活動と行政

活動のそれぞれの役割を活かした、協働による活動を推進しています。今後は、これまで

の団体活動支援に加え、地域活性化等につながる学習活動に対する支援制度等を設け、課

題解決へ取り組む市民団体を支援することが必要です。更に、市民団体の主体性と自主性

を損なうことなく、市民の果たす役割と行政の役割をそれぞれが互いに確認しあいながら、

パートナーシップを確立することが必要です。そして事業の企画立案・運営をはじめ、施

設の管理運営についても市民が積極的に参画できる体制づくりなど、市民の社会参加活動

を推進するための環境の整備に取り組む必要があります。 

 

１１１１    支援事業の充実支援事業の充実支援事業の充実支援事業の充実（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

あきる野市には多くの生涯学習活動をしている団体があり、さまざまな分野におい

て市民の自主的な活動が活発に行われています。それらの活動を支援することにより、

より積極的な相互協力や市民文化の向上が図られ、心豊かな市民生活が営まれること

につながっています。 

一方、学習ニーズが多様化し、学習方法の選択肢が広がっている中で、学習形態も

変化してきています。学習成果を活かした社会参加活動に対する支援や、その方法に

ついては、これまでの社会教育関係団体等への活動支援に加え、個人の学習意欲を基

本とした学習機会の提供に努めてきました。生涯学習コーディネーター養成講座の修

了者により組織された生涯学習コーディネーターの会による「ふれあい市民塾」など、

学習機会提供の取組が継続して実施され、これまで参加してこなかった市民の活動が

活発になってきています。 

また、自分の住む地域の安全で安心できる環境づくりを目指し、町内会・自治会が

中心となって「防災・安心地域委員会」が組織され、市と市民との協働による活動が

活発に展開されています。 
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《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》    

さまざまな分野で地域、各種団体による社会参加活動が更に活発になっている状態

を目指します。 
    

《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》    
 

具体的施策 「市民の社会参加活動を支援します」 
 
【115】 市民組織との連携・協働の推進【重点事業】（再掲） 展開 継続 
  
【160】 地域コミュニティ活動の推進【重点事業】 

目的・内容 
町内会・自治会等をはじめ、地域のさまざまなコミュニティ活動助成等支援を充実

し、地域社会の活性化を推進します。 

展開 継続 

所管課 総務部地域防災課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

活動の助成等支援の実施 ⇒ ⇒ 

  
【163】 事業の共催、後援等による自主的学習の支援の充実【重点事業】 

目的・内容 
社会教育関係団体等市民組織が行う公益的活動に対し、共催・後援等により支援の

充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 総務部総務課、教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

共催、後援等による支援 ⇒ ⇒ 

  
【164】 図書館ボランティアの活動支援事業の実施【重点事業】 

目的・内容 

児童サービスボランティア、障がい者サービスボランティア、図書館サービスボラ

ンティア等、各種ボランティアの活動の場を提供するとともに、活動を行う上での

課題解決や情報交換など、活動しやすい環境を整えるための事業を実施します。ま

た、機器や技術の変化に伴うフォローアップの取組により、継続して活動できるよ

う支援します。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

活動の機会と場の提供 

交流会等の実施 

フォローアップ支援 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
     

２２２２    学習グループ・サークル等の育成学習グループ・サークル等の育成学習グループ・サークル等の育成学習グループ・サークル等の育成（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    
 
《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

学習グループ・サークルの育成については、学習相談や社会教育関係団体登録事務

等において、求めに応じた指導・助言を行っています。また、新たな学習支援形態と

して、公民館では「市民企画講座」を継続して実施し、さまざまな地域課題や社会課

題に対し、市民自らが課題解決のためのプログラムを企画・立案して講座等を実施す

る機会を提供しています。 
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さらに、「健康あきる野２１計画」に基づき、健康づくり推進協議会や健康づくり

市民推進委員会によって各種の自主的な事業が実施されており、市民との協働による

健康づくり事業が展開されています。 
    

《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》    

市民自らが課題解決のため、自らの企画・提案による事業が活発に行われている状

態を目指します。 
    

《具体的施策に《具体的施策に《具体的施策に《具体的施策におけるおけるおけるおける重点事業》重点事業》重点事業》重点事業》    
 

具体的施策 「学習グループ・サークルの育成を図ります」 
 
【165】 市民の自主企画運営事業への支援の充実【重点事業】 

目的・内容 
市民学習グループや市民組織が行う自主企画事業に対する支援を充実するととも

に、その制度化を検討し、市民の生涯学習活動を促進します。  

展開 継続 

所管課 全課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民企画講座の実施のほか新

たな支援制度の検討 

⇒ ⇒ 

  
【166】 自主グループの育成の充実【重点事業】 

目的・内容 
公民館事業等で結成されたグループが、自立した活動へつながるための支援を行い、

自主グループの育成の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

講座事業から自主活動グルー

プの育成を図る 

⇒ 

 
⇒ 

  
【168】 健康づくり市民推進委員等市民の自主的活動の支援の充実【重点事業】 

目的・内容 
身近な地域での健康づくり活動を推進するため、健康自主グループや健康づくり

市民推進委員の研修の場等を充実し、活動を支援します。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部健康課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

健康づくり市民推進委員等が地域

で実施する健康活動の支援を実施 
⇒ ⇒ 

     
３３３３    学習団体のネットワーク化の推進学習団体のネットワーク化の推進学習団体のネットワーク化の推進学習団体のネットワーク化の推進（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    

    
《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

市内で活動する学習団体のネットワークの形成を目指し、団体等の連携による文化

祭や生涯学習シンポジウムの開催、人材バンク登録者や施設利用者との交流会等を開

催し、その推進に努めています。 
    

《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》    

生涯学習の推進に取り組む団体により、相互交流や相互連携が活発に行われている

状態を目指します。 
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《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》    
 

具体的施策 「学習団体等のネットワークづくりを支援します」 
 
【169】 生涯学習団体のネットワークの構築【重点事業】 

目的・内容 
市内で活動するさまざまな学習団体が連携協力し、生涯学習活動を推進するため、

情報交換や連絡調整の場を整備するなど、ネットワークを構築します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

ネットワークづくりの検討 ⇒ ネットワークの構築 

     
４４４４    市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    

    
《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

市民の交流と学習成果発表等の場として、市民文化祭や市民スポーツ・レクリエー

ション大会、総合スポーツ祭、産業祭、リサイクルフェア等を開催し、その実施主体

として市民団体と実行委員会を組織し、協働による取組として実施しています。 
    

《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》    

市民の交流の場としての市民文化祭、総合スポーツ祭、産業祭等の既存のイベント

の充実を図るとともに、新たな生涯学習を通じた市民の活動発表の場として「（仮称）

生涯学習フェスティバル」が開催されている状態を目指します。 
    

《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》    
 

具体的施策 「市民の交流と成果発表の場の充実を図ります」 
 
【176】 各種学習発表会の充実【重点事業】 

目的・内容 市民の各種学習成果の発表の機会を充実させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

文化祭等を活用した発表の

機会の拡充を図る 
⇒ ⇒ 

 
 

【177】 展示施設の積極的活用の推進【重点事業】 

目的・内容 
芸術文化活動団体が、ルピア展示室、公民館市民ギャラリー、五日市地域交流セ

ンター等展示施設を活用し、活動成果を発表する機会を積極的に推進します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

展示施設の活用のほか芸術文化

活動団体の事業を後援するなど

発表の機会を推進 

⇒ ⇒ 

  
５５５５    奉仕活動等の社会参加活動の促進奉仕活動等の社会参加活動の促進奉仕活動等の社会参加活動の促進奉仕活動等の社会参加活動の促進（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    
    

《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    
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次代を担う青少年の育成にあたり、優しい気持ちや思いやりの心を育むための機会

として、学校等における奉仕活動・体験活動を支援しています。特に、学校では、事

業所等の協力を得て、中学２年生全員が３日間の職場体験を行い、人の役に立つとい

った社会貢献活動の大切さを学び、望ましい社会性や勤労観、職業観を育む機会を作

っています。 
    

《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》    

奉仕活動、自然体験や職場体験活動等、人と接する体験を通してコミュニケーショ

ンの大切さを理解し、優しい気持ちや心が育まれ、望ましい社会性や勤労観、職業観

が育まれている状態を目指します。 
    

《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》    
 

具体的施策 「青少年の社会参加活動を促進します」 
 

【28】 図書館インターンシップ事業の充実【重点事業】（再掲） 展開 新規 
 
 

【178】 夏！体験ボランティア事業の支援【重点事業】 

目的・内容 
日頃ボランティア活動に接する機会の少ない子どもや社会人を対象に、ボランティ

ア体験を通して、やさしい気持ちや思いやりの心を育む体験の機会を支援します。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部生活福祉課（社会福祉協議会） 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

体験事業実施の支援 ⇒ ⇒ 

 
 

【179】 学校における奉仕活動の体験を活かした学習の充実【重点事業】 

目的・内容 
豊かな人間性を育むため、「総合的な学習の時間」を活用し、福祉施設、地域等の

協力により、地域の特性・条件を活かした奉仕活動の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部指導室 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

地域の資源を活用した総合的

な学習の時間の充実 
⇒ ⇒ 

 
 

【180】 奉仕活動・体験活動の機会の充実【重点事業】 

目的・内容 
青少年体験活動等支援センターにおいて人材の紹介、調整等を行い、子どもたちの

奉仕活動・体験活動の機会の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

生涯学習支援者バンクを活用し

た体験活動の推進 
⇒ ⇒ 
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第第第第７７７７章章章章    施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標施策目標の課題、施策の方向の評価と課題、重点事業、６年後の目標 

６６６６    地域での活動機会の拡充地域での活動機会の拡充地域での活動機会の拡充地域での活動機会の拡充（重点（重点（重点（重点施策施策施策施策））））    
    
《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》《評価・課題》    

学習成果を活かした社会貢献活動は、地域づくり活動へと展開させていくことが重

要です。今日の社会環境の中では、特に必要な取り組みであり、「防災・安心地域委

員会」などをはじめ、地域の人々が連携し、活発な活動が展開されています。市と市

民との協働はもとより、市民同士、市民団体同士の連携・協力による協働事業を定着

させるため、地域における活動機会を拡充する必要があります。 
    

《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》《６年後の目標》    

「防災・安心地域委員会」など、地域でのさまざまな活動がより活発になっている

状態を目指します。 
    

《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》《具体的施策における重点事業》    
 

具体的施策 「地域における活動の機会の充実を図ります」 
 
【182】 市民組織・ボランティア組織の活動環境の整備【重点事業】 

目的・内容 
新たな組織づくりの基盤ともなる各種市民講座の充実を図り、市民活動の場の確

保を支援し、誰でも自由に参加・活動できる環境を整備します。 

展開 継続 

所管課 関係各課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

各種市民講座等の開催により学習

機会の提供を進め、市民活動の場

を確保する 

⇒ ⇒ 

 
 

【183】 地域情報化への市民参加の仕組みづくり【重点事業】 

目的・内容 

電子メール※による意見、提言、パブリツク・コメント※などを行政の計画・施策

に反映していくためのルール作りや制度面での参加の仕組みづくりを検討しま

す。 

展開 継続 

所管課 企画政策部市長公室 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

ホームページからの意見に回答

し、内容を充実させる 
⇒ ⇒ 
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施策の目標 

ⅠⅠⅠⅠ    学びをつむぐ学びをつむぐ学びをつむぐ学びをつむぐ（学習機会提供の充実）（学習機会提供の充実）（学習機会提供の充実）（学習機会提供の充実）    

    

第第第第８８８８章章章章    

「学びプラン「学びプラン「学びプラン「学びプランⅢⅢⅢⅢ」」」」のののの施策の体系と具体的施策、施策の体系と具体的施策、施策の体系と具体的施策、施策の体系と具体的施策、推進施推進施推進施推進施

策・策・策・策・推進事業推進事業推進事業推進事業                                
 

 

 

                        
１１１１    子どもの豊かな成長を支援する学習の充実子どもの豊かな成長を支援する学習の充実子どもの豊かな成長を支援する学習の充実子どもの豊かな成長を支援する学習の充実    

（１）（１）（１）（１）家庭教育・地域教育家庭教育・地域教育家庭教育・地域教育家庭教育・地域教育の充実を図りますの充実を図りますの充実を図りますの充実を図ります    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ア 乳幼児期における学習支援 
 

【１】 子育て支援事業（図書館）の推進【重点事業】 展開 継続 
 

 

【2】 子どもの読書活動の機会の充実【重点事業】 展開 継続 
 

 

 

施策の体系の見方

※重点事業については、第８章

で記載のため事業名のみ記載

1　施策の方向

（1）具体的施策

ア　推進施策

事業

【2】子どもの読書活動の機会の充実

【3】ＰＴＡ活動の充実

【4】家庭教育に関する情報提供などの充実

イ　小・中学生期における家庭教育の支援

ウ　支援体制の整備

ア　乳幼児期における学習支援

【重点】

【重点】

1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実

（1）家庭教育・地域教育の充実を図ります

【1】子育て支援事業（図書館）の推進
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イ 小・中学生期における家庭教育の支援 
 

【3】 ＰＴＡ活動の充実 

目的・内容 

学校と保護者が協力し、よりよい家庭教育や学校教育、さらに子どもが豊かに育つ

ことができるような住みよい地域社会づくりを目指して行うＰＴＡ活動の充実を

図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部指導室 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

各学校の実態に即した学校

と PTA の連携の強化 
⇒ ⇒ 

 

 

 

ウ 支援体制の整備 
 

【4】 家庭教育に関する情報提供等の充実 

目的・内容 
家庭教育に関するリーフレット等の配布などの情報提供や家庭教育学級を実施し

ます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

リーフレット等の配布 

家庭教育学級の実施 
⇒ ⇒ 

 

 

 

 

 

（（（（２２２２））））学校教育を学校教育を学校教育を学校教育を充実させます充実させます充実させます充実させます    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ア 基礎・基本的な学力の定着と自ら学び、考える力を伸ばす教育の推進 
 

【5】 郷土教育の充実【重点事業】 展開 継続 
  

【6】 特色ある学校づくりの推進【重点事業】 展開 継続 
  

【7】 図書館による学校支援事業の充実【重点事業】 展開 継続 
 

 

 

【重点】

【重点】

【重点】

【重点】

1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実

（2）学校教育を充実させます

【5】郷土教育の充実

【6】特色ある学校づくりの推進

【7】図書館による学校支援事業の充実

イ　家庭における基本的な生活習慣の形成や家庭学習の習慣化の推進

【8】家庭における基本的な生活習慣の形成と家庭学習支援の充実

【9】家庭教育学級の充実

ア　基礎・基本的な学力の定着と、自ら学び考える力を伸ばす教育の推進
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イ 家庭における基本的な生活習慣の形成や家庭学習の習慣化の推進 
 

【8】 
家庭における基本的な生活習慣の形成と家庭学習支援の充実【重

点事業】 
展開 継続 

  
【9】 家庭教育学級の充実 

目的・内容 
児童・生徒の保護者が、子どもの発達段階に応じて家庭教育の意義と役割を保護者

自身が体系的・総合的に学習する場の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

家庭教育学級の実施 ⇒ ⇒ 
   
 

 

（（（（３３３３））））子育て学習機会子育て学習機会子育て学習機会子育て学習機会をををを充実充実充実充実させますさせますさせますさせます    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 
           

ア 子育て学習機会の充実 
 

【１】 子育て支援事業（図書館）の推進【重点事業】 展開 新規 
 

【２】 子どもの読書活動の機会の充実【重点事業】 展開 新規 
  

【10】 託児付き主催事業の充実 

目的・内容 
子育て中の親が、育児や子どもの成長に関する学習を受けられるよう、託児付き講

座教室等を充実させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

託児付き家庭教育学級の実施 ⇒ ⇒ 

 

【重点】

【重点】

ア　子育て学習機会の充実

（3）子育て学習機会を充実させます

1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実

【13】子育て支援講座（家庭教育学級）の充実

【12】「家庭の日」推進事業の充実

【11】公民館保育室の充実

【10】託児付き主催事業の充実

【1】子育て支援事業（図書館）の推進

【2】子どもの読書活動の機会の充実
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【11】 公民館保育室の充実 

目的・内容 
子育て中の親が、活動や学習の機会が持てるよう公民館保育室の活用を促進し、そ

の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

保育室活用の促進を図る ⇒ ⇒ 

  
【12】 「家庭の日」推進事業の充実 

目的・内容 
「絵画｣｢作文」募集、親子鑑賞会等の事業を充実し、「家庭の日｣の趣旨を市民に

周知し、家族のあり方、家庭の大切さについて考える機会の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

親子鑑賞会等推進事業の実施 ⇒ ⇒ 

  
【13】 子育て支援講座（家庭教育学級）の充実 

目的・内容 子育て支援に関する学習の機会として、家庭教育学級等学習の場を充実させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 実施年度 ２７年度 

子育て支援講座の実施 ⇒ ⇒ 
    
 

（（（（４４４４））））学校、家庭、地域と連携した子どもの学習環境の整備と活動を推進します学校、家庭、地域と連携した子どもの学習環境の整備と活動を推進します学校、家庭、地域と連携した子どもの学習環境の整備と活動を推進します学校、家庭、地域と連携した子どもの学習環境の整備と活動を推進します    
 
＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

【18】子ども読書活動推進事業の充実

【19】青少年健全育成事業の推進

【20】青少年健全育成地区委員会の活動の支援と連携の強化

【24】青少年の各種交流事業の充実

【2】子どもの読書活動の機会の充実

【21】地域団体との連携による地域体験学習の実施

【22】子どもの消費者教育の充実

【23】職場体験学習の受入れ体制整備の推進

【重点】

【重点】

【重点】

【重点】

【重点】

【重点】

【重点】

【重点】

ア　学校、家庭、地域の連携による子どものための学習環境の整備と活動の推進

【14】地域人材活用の推進

【15】教育フォーラムの開催

【16】総合的な学習の時間への資料・情報提供

【17】子ども読書活動推進計画の推進

1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実

（4）学校、家庭、地域と連携した子どもの学習環境の整備と活動を推進します
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ア 学校、家庭、地域の連携による子どものための学習環境の整備と活動の推進 
 

【２】 子どもの読書活動の機会の充実【重点事業】 展開 新規 
  

【14】 地域人材活用の推進【重点事業】 展開 継続 
  

【15】 教育フォーラムの開催 

目的・内容 
学校における体験活動の推進、家庭教育のあり方等の課題について、各層の市民が

集い、話し合う場として開催します。 

展開 継続 

所管課 教育部指導室 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市P 連と連携した教育フォーラムの

開催 
⇒ ⇒ 

  
【16】 総合的な学習の時間への資料・情報提供【重点事業】 展開 継続 

  
【17】 子ども読書活動推進計画の推進【重点事業】 展開 新規 

  
【18】 子ども読書活動推進事業の充実【重点事業】 展開 新規 

  
【19】 青少年健全育成事業の推進【重点事業】 展開 継続 

  
【20】 青少年健全育成地区委員会の活動の支援と連携の強化 

目的・内容 

それぞれの地域にあった方法で青少年の健全育成を推進していけるように、市内

10 小学校区及び市内６中学校区にある青少年健全育成団体が行う活動を支援する

とともに共催による事業展開を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

青少年健全育成団体の活動の支援 

⇒ 

地域の特性に応じた運営組

織体制の整備 

⇒ 

⇒ 

 
  

【21】 地域団体との連携による地域体験学習の実施 

目的・内容 学校、家庭、地域が協力し、体験を通して課題の解決に取り組む事業を支援します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

民俗芸能、祭礼、どんど焼き等地域

の伝統行事等に対する指導助言 
⇒ ⇒ 

  
【22】 子どもの消費者教育の充実 

目的・内容 
子どもを対象とした消費生活講座の実施等により、消費者としての意識を培う学習

の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 環境経済部観光商工課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

消費者啓発事業の実施 ⇒ ⇒ 
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【23】 職場体験学習の受入れ体制整備の推進【重点事業】 展開 継続 

  
【24】 青少年の各種交流事業の充実【重点事業】 展開 継続 

      

（５）（５）（５）（５）子どもの奉仕活動・体験活動の推進を図ります子どもの奉仕活動・体験活動の推進を図ります子どもの奉仕活動・体験活動の推進を図ります子どもの奉仕活動・体験活動の推進を図ります    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 子どもの奉仕活動・体験活動の推進 
 

【25】 青少年体験活動等支援センターの充実【重点事業】 展開 継続 
  

【26】 子どもの奉仕活動の推進【重点事業】 展開 継続 
  

【27】 各種体験活動の充実【重点事業】 展開 継続 
  

【28】 図書館インターンシップ事業の充実【重点事業】 展開 新規 
     

（（（（６６６６））））子どもたちの健康な身体を子どもたちの健康な身体を子どもたちの健康な身体を子どもたちの健康な身体をつくつくつくつくるスポーツ活動の推進を図りまするスポーツ活動の推進を図りまするスポーツ活動の推進を図りまするスポーツ活動の推進を図ります    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

ア 子どもたちの健康な身体をつくるスポーツ活動の推進 
  
【2９】 子どもたちを対象としたスポーツ大会・教室等の充実【重点事業】 展開 継続 

    

【重点】

【重点】

【重点】

【重点】【28】図書館インターンシップ事業の充実

（5）子どもの奉仕活動・体験活動の推進を図ります

【25】青少年体験活動等支援センターの充実

1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実

ア　子どもの奉仕活動・体験活動の推進

【26】子どもの奉仕活動の推進

【27】各種体験活動の充実

【重点】

（6）子どもたちの健康な身体をつくるスポーツ活動の推進を図ります

【29】子どもたちを対象としたスポーツ大会・教室等の充実

1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実

ア　子どもたちの健康な身体をつくるスポーツ活動の推進
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２２２２    現実生活の向上につながる学習の充実現実生活の向上につながる学習の充実現実生活の向上につながる学習の充実現実生活の向上につながる学習の充実    

（１）男女共同参画社会実現に向けた学習活動を推進します（１）男女共同参画社会実現に向けた学習活動を推進します（１）男女共同参画社会実現に向けた学習活動を推進します（１）男女共同参画社会実現に向けた学習活動を推進します    
 

＜施策の体系＞ 
 

 

 

 

 

ア 男女共同参画社会実現に向けた学習活動の推進 
 

【30】 男女共同参画プランの推進 

目的・内容 
男女共同参画社会の実現に向けて、平成２５年３月に策定した「第３次あきる野男

女共同参画プラン」に基づく施策を推進します。 

展開 継続 

所管課 関係各課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

プランに基づく施策の推進 ⇒ ⇒ 

      

（２）（２）（２）（２）生涯生活設計に関する学習の機会を生涯生活設計に関する学習の機会を生涯生活設計に関する学習の機会を生涯生活設計に関する学習の機会を充実させます充実させます充実させます充実させます    
 

＜施策の体系＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 生涯生活設計に関する学習の機会の充実 
 

【31】 消費者教育の充実 

目的・内容 ライフプランニング等の消費課題に関する講座等の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 環境経済部商工観光課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

消費生活講座等の実施 ⇒ ⇒ 

 

２　現実生活の向上につながる学習の充実

（1）男女共同参画社会実現に向けた学習活動を推進します

ア　男女共同参画社会実現に向けた学習活動の推進

【30】男女共同参画プランの推進

２　現実生活の向上につながる学習の充実

【33】生活設計に関する学習機会の充実

【32】年金に関する学習の充実

【31】消費者教育の充実

ア　生涯生活設計に関する学習の機会の充実

（2）生涯生活設計に関する学習の機会を充実させます
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【32】 年金に関する学習の充実 

目的・内容 
年金制度に対する市民の理解を推進するため、市ホ－ムペ－ジ等を活用し、情報提

供の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 市民部保険年金課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

年金情報提供の充実 ⇒ ⇒ 

  
【33】 生活設計に関する学習機会の充実 

目的・内容 
男女共同参画の基盤となる生活設計に関する課題学習の機会として、ライフフォー

ラム等の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

ライフフォーラムの実施 ⇒ ⇒ 

 
 

    

（３）外国人の学習機会（３）外国人の学習機会（３）外国人の学習機会（３）外国人の学習機会をををを充実させます充実させます充実させます充実させます    
    

＜施策の体系＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 外国人の学習機会の充実 
 

【34】 日常生活向上のための情報提供の充実 

目的・内容 
外国籍の市民が生活情報や行政情報等を得やすい体制を整備し、その充実を図りま

す。（転入時に各課からの依頼によるパンフレット等の配布） 

展開 継続 

所管課 市民部市民課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

生活情報等を得やすい体

制の充実を図る 
⇒ ⇒ 

 

【36】国際理解・交流を進める市民の活動支援の充実

【37】国際理解のための学習機会の充実

【38】国際協力・平和活動に関する学習の充実

【34】日常生活向上のための情報提供の充実

【35】日常生活向上のための学習機会の充実

２　現実生活の向上につながる学習の充実

（3）外国人の学習機会を充実させます

ア　外国人の学習機会の充実



 

 73 

第第第第８８８８章章章章    施策の体系と具体的施策、推進施策・推進事業施策の体系と具体的施策、推進施策・推進事業施策の体系と具体的施策、推進施策・推進事業施策の体系と具体的施策、推進施策・推進事業 

 
【35】 日常生活向上のための学習機会の充実 

目的・内容 
日本語習得のための学習やあきる野市を理解するための学習機会の充実を図りま

す。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

学習に関する問合せ、相談

に対する支援 
⇒ ⇒ 

  
【36】 国際理解・交流を進める市民の活動支援の充実 

目的・内容 
国際交流活動団体の育成を図り、諸外国からあきる野市を訪れる人々のホームステ

イの受入れや市民との交流活動に対する支援を充実させます。 

展開 継続 

所管課 企画政策部企画政策課、教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民による交流活動の支援 ⇒ ⇒ 

 
 

【37】 国際理解のための学習機会の充実 

目的・内容 
市民が外国の文化を理解し、相互交流ができるよう、「国際理解講座」等学習機会

の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民サークルの活用を検討 ⇒ ⇒ 

  
【38】 国際協力・平和活動に関する学習の充実 

目的・内容 
交流や相互理解を深めるための国際協力・平和活動に関する学習活動の充実を図り

ます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

青年海外協力隊など国際貢献

活動に関する情報提供の実施 
⇒ ⇒ 

      
（４）広域的な学習環境（４）広域的な学習環境（４）広域的な学習環境（４）広域的な学習環境のののの整備整備整備整備を図りますを図りますを図りますを図ります    

 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 
 

【重点】【39】生涯学習活動の広域的支援の充実

ア　広域的な学習環境の整備

（4）広域的な学習環境の整備を図ります

２　現実生活の向上につながる学習の充実

【40】図書館の広域的連携の推進
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ア 広域的な学習環境の整備 
 

【39】 生涯学習活動の広域的支援の充実【重点事業】 展開 継続 
  

【40】 図書館の広域的連携の推進 

目的・内容 
市民が利用できる図書・資料の増加と専門性の向上を図るため、近隣の市町村図書

館や大学図書館等との広域的連携を推進します。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

西多摩広域図書館連携の実施 

八王子市・昭島市連携の実施 

大学図書館連携の実施 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
    

３３３３    社会の変化に対応するための学習の充実社会の変化に対応するための学習の充実社会の変化に対応するための学習の充実社会の変化に対応するための学習の充実    

（１）（１）（１）（１）情報化に対応した学習を推進します情報化に対応した学習を推進します情報化に対応した学習を推進します情報化に対応した学習を推進します    
 

＜施策の体系＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 情報化に対応した学習の推進 
 

【41】 ＩＴ事業の推進【重点事業】 展開 継続 

（２）高等教育機関や民間教育機関と連携した学習の場を（２）高等教育機関や民間教育機関と連携した学習の場を（２）高等教育機関や民間教育機関と連携した学習の場を（２）高等教育機関や民間教育機関と連携した学習の場を充実させます充実させます充実させます充実させます    
 

＜施策の体系＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 高等教育機関や民間教育機関と連携した学習の場の充実 
 

【42】 民間教育事業者との連携事業の充実【重点事業】 展開 継続 
  

【43】 大学等との公開講座・連携講座の推進【重点事業】 展開 継続 
 

【重点】

３　社会の変化に対応するための学習の充実

ア　情報化に対応した学習の推進

【41】ＩＴ事業の推進

（1）情報化に対応した学習を推進します

【重点】【42】民間教育事業者との連携事業の充実

【43】大学等との公開講座・連携講座の推進

（2）高等教育機関や民間教育機関と連携した学習の場を充実させます

ア　高等教育機関や民間教育機関と連携した学習の場の充実

３　社会の変化に対応するための学習の充実

【重点】
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（３）市民による学習の場づくりを支援します（３）市民による学習の場づくりを支援します（３）市民による学習の場づくりを支援します（３）市民による学習の場づくりを支援します    
 

＜施策の体系＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 市民による学習の場づくりの支援 
 

【44】 市民団体との協働による事業実施の検討【重点事業】 展開 継続 
  

【45】 社会教育関係団体等の活動支援の充実【重点事業】 展開 継続 
  

【46】 市民講座の充実【重点事業】 展開 継続 
     

（４）職業能力向上のための学習機会を（４）職業能力向上のための学習機会を（４）職業能力向上のための学習機会を（４）職業能力向上のための学習機会を充実させます充実させます充実させます充実させます    
 

＜施策の体系＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ア 職業能力向上のための学習機会の充実 
 

【47】 就労・職業能力開発等のための資料の充実 

目的・内容 
科学技術の進展や産業構造・労働市場の変化等に対応した就職、転職、職業能力開

発のための図書資料及び情報の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

ビジネス情報のテーマ展示を実施 

パスファインダーを活用した資

料・情報の提供 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 
  

【50】ハローワーク求人情報コーナーの充実

【47】就労・職業能力開発等のための資料の充実

【49】新規就農者、新技術修得事業の充実

３　社会の変化に対応するための学習の充実

【48】高齢者の就業に関する学習の場の充実

（4）職業能力向上のための学習機会を充実させます

ア　職業能力向上のための学習機会の充実

【46】市民講座の充実

３　社会の変化に対応するための学習の充実

【45】社会教育関係団体等の活動支援の充実

（3）市民による学習の場づくりを支援します

ア　市民による学習の場づくりの支援

【重点】

【重点】

【44】市民団体との協働による事業実施 【重点】
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【48】 高齢者の就業に関する学習の場の充実 

目的・内容 
中高年齢者の就業に関する学習の場として労働セミナー等学習機会の充実を図り

ます。 

展開 継続 

所管課 環境経済部観光商工課、教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

中高年齢者向けのセミナーの実施 ⇒ ⇒ 

  
【49】 新規就農者、新技術修得事業の充実 

目的・内容 講習会、先進地研修を通して、農業従事者のための学習の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 環境経済部農林課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

講演会の実施 

視察研修会実施 

認定農業者へ支援 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
  

【50】 ハローワーク求人情報コーナーの充実 

目的・内容 
市民が身近に就職情報が得られるようハローワークと連携し、求人相談コーナーの

充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 環境経済部観光商工課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

求人相談コーナーの PRの強化 ⇒ ⇒ 

     

４４４４    健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興    

（１）（１）（１）（１）健康づくりを推進します健康づくりを推進します健康づくりを推進します健康づくりを推進します    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点】

【重点】

【55】地域における健康づくり事業の充実

【52】健康教育の充実

【53】健康のつどい事業の充実

４　健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興

（1）健康づくりを推進します

ア　健康づくりの推進

【51】めざせ健康あきる野21事業の推進

【54】高齢者の健康維持に関する学習機会の充実

【56】健康自主グループ支援事業の充実
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ア 健康づくりの推進 
 

【51】 目指せ健康あきる野 21 事業の推進【重点事業】 展開 継続 
  

【52】 健康教育の充実【重点事業】 展開 継続 
  

【53】 健康のつどい事業の充実 

目的・内容 
健康についてのＰＲ活動として、パネル展示、相談、講演会等を行い、市民の健康

に対する意識の向上を図り、疾病を予防するための啓発を図ります。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部健康課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

健康のつどいの実施 ⇒ ⇒ 
  

【54】 高齢者の健康維持に関する学習機会の充実 

目的・内容 
高齢者の健康づくり教室等を開催し、健康維持に関する学習機会の充実を図りま

す。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部高齢者支援課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

健康維持に関する学習機会

の充実 
⇒ ⇒ 

  
【55】 地域における健康づくり事業の充実 

目的・内容 
「地域介護予防活動支援事業」など、地域の中で住民との交流を通して生活の自立

と社会性の回復を図ることを目的に実施します。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部健康課・高齢者支援課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

地域イキイキ元気づくり事業

の実施（高齢者支援課と共催） 
⇒ ⇒ 

  
【56】 健康自主グループ支援事業の充実 

目的・内容 健康に関する活動を行う自主グループを支援します。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部健康課 

実施年度 

２7 年度 ２8 年度 ２9 年度 

既存グループの支援及び新規

グループづくり支援の実施 
⇒ ⇒ 
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（２）（２）（２）（２）生涯スポーツの振興を図ります生涯スポーツの振興を図ります生涯スポーツの振興を図ります生涯スポーツの振興を図ります    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ア 生涯スポーツの振興 
 
【2９】 子どもたちを対象としたスポーツ大会・教室等の充実【重点事業】 展開 継続 

  
【57】 スポーツ推進計画の推進【重点事業】 展開 新規 

  
【58】 スポーツ団体の支援の充実 

目的・内容 

市民がスポーツに親しみ楽しめる環境作りを推進するため、関係団体の支援を図り

ます。青少年にスポーツの喜びとスポーツを通じた体と心を育てる場として、スポ

ーツ少年団の育成を支援します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

スポーツ団体への支援 ⇒ ⇒ 

  
【59】 各種スポーツ大会や講習会・教室等の開催 

目的・内容 
各種のスポーツ大会や講習会・教室等を開催し、多くの市民がスポーツやレクリエ

ーション活動を通じて健康・体力づくり、コミュニティ活動の場を提供します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

各種大会、講習会等の開催 ⇒ ⇒ 

  
【60】 総合型地域スポーツクラブの支援の充実【重点事業】 展開 新規 

    

５５５５    地域の課題解決につながる学習の充実地域の課題解決につながる学習の充実地域の課題解決につながる学習の充実地域の課題解決につながる学習の充実    

（１）（１）（１）（１）市民活動推進のための学習市民活動推進のための学習市民活動推進のための学習市民活動推進のための学習機会を機会を機会を機会を充実充実充実充実させますさせますさせますさせます 
 

＜施策の体系＞ 
 
 
 
 
 
 
 

（1）市民活動推進のための学習機会を充実させます

【61】市民活動推進のための学習機会の充実

ア　市民活動推進のための学習の充実

５　地域の課題解決につながる学習の充実

【重点】

【重点】

４　健康で生きがいにつながる学習と生涯スポーツの振興

ア　生涯スポーツの振興

【59】各種スポーツ大会や講習会・教室等の開催

（2）生涯スポーツの振興を図ります

【57】スポーツ推進計画の推進

【58】スポーツ団体の支援の充実

【60】総合型地域スポーツクラブの支援の充実

【29】子どもたちを対象としたスポーツ大会・教室等の充実 【重点】
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ア 市民活動推進のための学習の充実 
 

【61】 市民活動推進のための学習機会の充実 

目的・内容 
市民活動を推進するため、ＮＰＯ等非営利団体の運営等に関する学習の場を充実さ

せます。 

展開 継続 

所管課 関係各課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

市民活動推進に関する情報

収集と情報提供の実施 
⇒ ⇒ 

      
（２）（２）（２）（２）地域の教育力の向上に資する学習活動地域の教育力の向上に資する学習活動地域の教育力の向上に資する学習活動地域の教育力の向上に資する学習活動の充実を図りますの充実を図りますの充実を図りますの充実を図ります    

 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ア 地域の教育力の向上に資する学習活動の充実 
 

【19】 青少年健全育成事業の推進【重点事業】 展開 継続 
  

【25】 青少年体験活動等支援センターの充実【重点事業】 展開 継続 
  

【26】 子どもの奉仕活動の推進【重点事業】 展開 継続 
  

【62】 地域的課題に関する学習の充実【重点事業】 展開 継続 
       

（３）（３）（３）（３）地域資源の活用による学習の場づくりを推進します地域資源の活用による学習の場づくりを推進します地域資源の活用による学習の場づくりを推進します地域資源の活用による学習の場づくりを推進します    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 
  

【重点】

【重点】

【重点】

【重点】

【25】青少年体験活動等支援センターの充実

【19】青少年健全育成事業の推進

【26】子どもの奉仕活動の推進

５　地域の課題解決につながる学習の充実

（2）地域の教育力の向上に資する学習活動の充実を図ります

ア　地域の教育力の向上に資する学習活動の充実

【62】地域的課題に関する学習の充実

【重点】

【重点】

【重点】【63】地域・行政資料の収集と情報提供の充実

５　地域の課題解決につながる学習の充実

（3）地域資源の活用による学習の場づくりを推進します

ア　地域資源の活用による学習の場づくりの推進

【64】商店街活性化のための学習機会の充実

【65】地域資源を活用した事業の充実

【66】関連機関の施設・人材を活かした学習の場づくりの推進
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ア 地域資源の活用による学習の場づくりの推進 
 

【63】 地域・行政資料の収集と情報提供の充実【重点事業】 展開 継続 
  

【64】 商店街活性化のための学習機会の充実 

目的・内容 商店街振興プランに基づき、商店街活性化のための学習機会の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 環境経済部観光商工課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

商店街振興補助事業に伴

う学習会の実施 
⇒ ⇒ 

  
【65】 地域資源を活用した事業の充実【重点事業】 展開 継続 

  

【66】 
関連機関の施設・人材を活かした学習の場づくりの推進【重点事

業】 
展開 継続 

   

６６６６    あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実    

（１）（１）（１）（１）身近な自然を学ぶ機会を身近な自然を学ぶ機会を身近な自然を学ぶ機会を身近な自然を学ぶ機会を充実させます充実させます充実させます充実させます    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 身近な自然を学ぶ機会の充実 
 

【67】 郷土の恵みの森構想に基づく自然環境教育の推進【重点事業】 展開 継続 
  

【68】 自然を活かした学習内容の充実【重点事業】 展開 継続 
  

【69】 自然体験事業の推進【重点事業】 展開 新規 
 

【重点】

【重点】

（1）身近な自然を学ぶ機会を充実させます

ア　身近な自然を学ぶ機会の充実

【67】郷土の恵みの森構想に基づく自然環境教育の推進

【68】自然を活かした学習内容の充実

【71】ホタルの里づくりの推進

【73】日本山岳耐久レースの支援

【74】芋煮会と伝統漁法の支援

【70】自然とのふれあいの場の充実

【69】自然体験事業の推進

【72】小宮ふるさと自然体験学校における自然体験事業の充実

６　あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実
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【70】 自然とのふれあいの場の充実 

目的・内容 

「森の子コレンジャー」を組織し、森林レンジャーや地域の人と一緒に自然の中で

学び、森づくりをする活動を通し、人と自然とのふれあいを深める場の充実を図り

ます。 

展開 継続 

所管課 環境経済部環境政策課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

自然観察、動植物調査や森づくり ⇒ ⇒ 

  
【71】 ホタルの里づくりの推進 

目的・内容 森づくりにおける清流保全対策として、ホタルの里づくりを推進します。 

展開 継続 

所管課 環境経済部環境政策課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

保全活動の取組への支援 ⇒ ⇒ 

小宮ふるさと自然体験学

校における各種自然体験

事業の実施 

⇒ ⇒ 

  
【72】 小宮ふるさと自然体験学校における自然体験事業の充実 

目的・内容 
小宮ふるさと自然体験学校を拠点とし、自然環境のすばらしさや大切さ生命の不思

議や感動を多くの子どもたちに伝える自然体験事業や自然環境教育を推進します。 

展開 新規 

所管課 環境経済部環境政策課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

小宮ふるさと自然体験学

校における各種自然体験

事業の実施 

⇒ ⇒ 

  
【73】 日本山岳耐久レースの支援  

目的・内容 
奥多摩全山（71.5 ㎞）のコースを 24 時間以内に走(歩)破する山岳耐久レースの

運営を支援し、あきる野の自然を観光資源と捉えＰＲします。 

展開 継続 

所管課 観光まちづくり活動課（東京都山岳連盟） 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

事業運営支援の実施 ⇒ ⇒ 

  
【74】 芋煮会と伝統漁法の支援 

目的・内容 
あきる野の伝統と自然に親しむ機会として実施される、芋煮会と鮎の伝統漁法の運

営を支援します。 

展開 継続 

所管課 環境経済部観光商工課（観光協会） 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

事業運営支援の実施 ⇒ ⇒ 
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（２）（２）（２）（２）地域の歴史・文化に関する学習地域の歴史・文化に関する学習地域の歴史・文化に関する学習地域の歴史・文化に関する学習の充実を図りますの充実を図りますの充実を図りますの充実を図ります    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ア 地域の歴史・文化に関する学習の充実 
 

【75】 文化財の指定及び保存・修復事業の推進 

目的・内容 
市内にある文化遺産を文化財として指定することにより保存し、修復して後世に伝

え、郷土学習のための活用を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

文化財指定の実施 ⇒ ⇒ 

  
【76】 文化財の展示公開事業の充実 

目的・内容 
指定文化財の適正な管理を図るとともに、東京文化財ウィーク事業※への参加等を

通して文化財の公開の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

指定文化財の適正管理の実施 

東京文化財ウィーク事業への

参加による文化財公開の推進 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 
 

【重点】

【重点】

【重点】

【重点】

【86】伝統芸能振興事業の充実

【87】有形・無形民俗文化財の保存活用の充実

【85】五日市郷土館・二宮考古館事業の充実

６　あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実

【76】文化財の展示公開事業の充実

【83】伝統文化子ども教室の支援

（2）地域の歴史・文化に関する学習の充実を図ります

ア　地域の歴史・文化に関する学習の充実

【75】文化財の指定及び保存・修復事業の推進

【77】郷土史関係図書の発行、映像資料の作成

【78】文化財の普及・啓発の推進

【79】文化財調査・研究の実施

【80】さわれる土曜日の充実

【81】講座・体験教室等郷土学習の場の充実

【82】学習ボランティア(市民解説員)による文化財の活用と普及活動の推進

【84】伝統産業に関する学習機会の充実
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【77】 郷土史関係図書の発行、映像資料の作成 

目的・内容 
市民の歴史・文化に対する理解と関心を深めるため、調査研究の成果を郷土史関係

図書として発行し、郷土学習の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

「郷土あれこれ」の発行 ⇒ ⇒ 

  
【78】 文化財の普及・啓発の推進 

目的・内容 
文化財保護に対する市民の理解を深るため、文化財の解説パンフレット等を配布す

るとともに、文化財説明板の維持・管理を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

文化財関係パンフレットの配

布 

文化財説明板の維持・管理 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 
  

【79】 文化財調査・研究の実施 

目的・内容 
市内に残された文化遺産の内容・特質を明らかにするために、その調査・研究を実

施し、後世に保存するとともに、郷土学習の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

文化財調査の実施 ⇒ ⇒ 

  
【80】 さわれる土曜日の充実 

目的・内容 

子どもたちをはじめ、市民が文化財に対する理解を深め、親しむ機会として、じか

に文化財に触ることができる「さわれる土曜日」を実施し、郷土学習の場の充実を

図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

「さわれる土曜日」の実施 ⇒ ⇒ 

  
【81】 講座・体験教室等郷土学習の場の充実【重点事業】 展開 継続 

  

【82】 
学習ボランティア(市民解説員)による文化財の活用と普及活動の

推進【重点事業】 
展開 継続 

  
【83】 伝統文化子ども教室の支援 

目的・内容 
文化、芸能団体の活動を支援し、子どもが伝統文化を体験できる機会の充実を図り

ます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

体験活動の支援 ⇒ ⇒ 
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【84】 伝統産業に関する学習機会の充実 

目的・内容 
都指定無形文化財の軍道紙の製造技術を保存・継承する活動を支援し、郷土学習の

機会を充実させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

軍道紙保存伝承活動の支援

の実施 
⇒ ⇒ 

  
【85】 五日市郷土館・二宮考古館事業の充実 

目的・内容 
収蔵資料を整理・復元し、展示・公開等の充実を図り、旧市倉家住宅を活用して郷

土学習の機会の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

五日市郷土館・二宮考古館

の資料の整理・展示公開、

旧市倉家住宅の活用の推進 

⇒ ⇒ 

  
【86】 伝統芸能振興事業の充実【重点事業】 展開 継続 

  
【87】 有形・無形民俗文化財の保存活用の充実【重点事業】 展開 継続 

     
（３）（３）（３）（３）芸術文化活動の振興を図ります芸術文化活動の振興を図ります芸術文化活動の振興を図ります芸術文化活動の振興を図ります    

 

＜施策の体系＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 芸術文化活動の振興 
 

【88】 若手芸術家の育成と市民との芸術交流の促進 

目的・内容 
若手芸術家の育成や市民との芸術交流の促進のため、アーティストインレジデンス

事業、秋川キララホールにおける音楽振興事業を充実させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

事業の継続実施 

推進体制の検討 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
  

ア　芸術文化活動の振興

【88】若手芸術家の育成と市民との芸術交流の促進

【91】芸術文化振興の学習機会の充実

【92】市内在住芸術家の発表機会の充実

【89】アートスタジオ五日市を拠点とした版画芸術家のネットワークづくりの推進

【90】秋川キララホール事業の充実

６　あきる野市の自然と文化を活かした学習の充実

（3）芸術文化活動の振興を図ります
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【89】 アートスタジオ五日市を拠点とした版画芸術家のネットワークづくりの推進 

目的・内容 
アートスタジオ五日市を拠点として、外国人アーティストと日本人アーティストの

交流を図ることにより、版画芸術家のネットワークづくりを推進します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

招へいアーティストによるネ

ットワーク形成の支援 
⇒ ⇒ 

  
【90】 秋川キララホール事業の充実 

目的・内容 指定管理者との連携をし、事業の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

主催事業の充実と実施 

共同事業の実施 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
  

【91】 芸術文化振興の学習機会の充実 

目的・内容 

主催事業の充実とともに、市民の公民館活動の支援を積極的に行うとともに、音楽、

演劇、舞踊など、芸術鑑賞の機会の提供を図り、市民の芸術文化に対する関心を高

め、活動支援を充実させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

主催事業の充実 

市民団体の芸術文化活動の支援 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
  

【92】 市内在住芸術家の発表機会の充実 

目的・内容 
市内在住の芸術家に作品発表の機会を提供することにより、市民の芸術鑑賞と芸術

文化の向上を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

絵画展、写真展等作品展の実施 ⇒ ⇒ 
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７７７７    高齢者や障高齢者や障高齢者や障高齢者や障がいがいがいがい者の学習機会の充実者の学習機会の充実者の学習機会の充実者の学習機会の充実    
 

（１）（１）（１）（１）高齢者の学習と社会参加の場づくり高齢者の学習と社会参加の場づくり高齢者の学習と社会参加の場づくり高齢者の学習と社会参加の場づくりの充実を図りますの充実を図りますの充実を図りますの充実を図ります    
 

＜施策の体系＞ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 高齢者の生きがいづくりと社会参加の支援 

【54】 高齢者の健康維持に関する学習機会の充実（再掲） 展開 継続 
  

【93】 高齢者が集える場づくりの充実 

目的・内容 
健康で生きがいのある生活の支援に向けて、閉じこもりがちな高齢者が集える場で

あるデイサービスにおける学習機会の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部高齢者支援課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

高齢者が集える場の充実 ⇒ ⇒ 

  
【94】 高齢者の学習機会の充実 

目的・内容 寿大学等高齢者講座の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

講座内容の充実 ⇒ ⇒ 

  
【95】 高齢者が気軽にスポーツに親しむ環境づくりの充実【重点事業】 展開 継続 

     

【重点】

（再掲）

７　高齢者や障がい者の学習機会の充実

ア　高齢者の生きがいづくりと社会参加の支援

（1）高齢者の学習と社会参加の場づくりの充実を図ります

【93】高齢者が集える場づくりの充実

【94】高齢者の学習機会の充実

【95】高齢者が気軽にスポーツに親しむ環境づくりの充実

【54】高齢者の健康維持に関する学習機会の充実
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（２）（２）（２）（２）障がい障がい障がい障がい者の学習機会者の学習機会者の学習機会者の学習機会をををを充実充実充実充実させますさせますさせますさせます    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 自立促進に向けた学習機会の充実 
 

【96】 障がい者との交流の場づくりの充実 

目的・内容 

「社会福祉講座」、イベント等の開催、社会福祉協議会が実施する「夏！体験ボラ

ンティア」に対する支援等を通して、障がい者との交流と社会参加の促進を図りま

す。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

交流の場づくりの支援 ⇒ ⇒ 

                                                                                                                              
【97】 障がい者を持つ親のための学習支援の充実 

目的・内容 
地域自立支援協議会における子ども支援プロジェクトなどにより、障がい者を持つ

親のための勉強会等を実施します。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部障がい者支援課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

学習支援の実施 ⇒ ⇒ 

 

【108】障がい児（者）の社会的体験の機会の充実

【107】障がい者支援者ネットワークづくりの促進

ウ　学習サポート体制の充実

【102】特別支援教育の充実

【103】障がい者のスポーツをサポートするための養成講座等の充実

【104】ボランティア活動推進のための人材養成の機会の充実

【105】障がい者に対する理解・啓発活動の推進

【106】青年学級活動に対する支援の充実

イ　スポーツ・文化活動への参加機会の充実

【99】障がい者が気軽にスポーツ・文化活動に親しむ環境づくりの充実

【101】在宅学習機会提供の推進

【100】障がい者等への図書館サービスの向上 【重点】

【重点】

【重点】

【重点】

【重点】

７　高齢者や障がい者の学習機会の充実

（2）障がい者の学習機会を充実させます

ア　自立促進に向けた学習機会の充実

【96】障がい者との交流の場づくりの充実

【97】障がい者を持つ親のための学習支援の充実

【98】人権教育の充実
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【98】 人権教育の充実 

目的・内容 
障害があることなどによって差別を受けたりすることのないよう、広報活動や福祉

教育を通して基本的人権に対する理解を深めるための教育の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 市民部市民課、健康福祉部障がい者支援課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

人権教育の実施 ⇒ ⇒ 

    
イ スポーツ・文化活動への参加機会の充実 

 
【99】 障がい者が気軽にスポーツ・文化活動に親しむ環境づくりの充実 

目的・内容 
障がい者が気軽にスポーツ・文化活動に親しむ場を提供するとともに、各種団体が

開催するイベントへの参加の促進等余暇活動の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

促進等充実を図る ⇒ ⇒ 

  
【100】 障がい者等への図書館サービスの向上【重点事業】 展開 継続 
  
【101】 在宅学習機会提供の推進【重点事業】 展開 継続 
    

ウ 学習サポート体制の充実 
 
【102】 特別支援教育の充実【重点事業】 展開 継続 
  

【103】 
障がい者のスポーツをサポートするための養成講座等の充実【重

点事業】 
展開 継続 

  
【104】 ボランティア活動推進のための人材養成の機会の充実 

目的・内容 
社会福祉協議会が実施する手話通訳、点字通訳、音訳等のボランティア養成の充実

を支援します。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部生活福祉課（社会福祉協議会） 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

養成事業の実施 ⇒ ⇒ 

  
【105】 障がい者に対する理解・啓発活動の推進 

目的・内容 
障がい者福祉に関する広報活動や福祉教育を推進し、市民の障がい者に対する理解

と交流を深めます。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部障がい者支援課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

障がい者理解・啓発活動の実施 ⇒ ⇒ 
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【106】 青年学級活動に対する支援の充実 

目的・内容 
心身にハンディキャップを持つ青年の仲間づくりと社会参加を目的に活動する青

年学級活動団体に対する助成と支援ボランティアの育成を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

活動経費の補助、ボランテ

ィアの育成支援 
⇒ ⇒ 

  
【107】 障がい者支援者ネットワークづくりの促進 

目的・内容 
地域自立支援協議会を中核として、地域の関係機関によるネットワークを構築しま

す。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部障がい者支援課 

実施年度 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

ネットワークの構築 ⇒ ⇒ 

  
【108】 障がい児（者）の社会的体験の機会の充実【重点事業】 展開 継続 
  



 

 90

第第第第８８８８章章章章    施策の体系と具体的施策、推進施策・推進事業施策の体系と具体的施策、推進施策・推進事業施策の体系と具体的施策、推進施策・推進事業施策の体系と具体的施策、推進施策・推進事業 

施策の目標 

ⅡⅡⅡⅡ    学びをひろげる学びをひろげる学びをひろげる学びをひろげる    

（生涯学習推進体制の整備）（生涯学習推進体制の整備）（生涯学習推進体制の整備）（生涯学習推進体制の整備）    

 

 

 
   

１１１１    市民の視点に立った推進組織・体制づくり市民の視点に立った推進組織・体制づくり市民の視点に立った推進組織・体制づくり市民の視点に立った推進組織・体制づくり    

（（（（１）行政全体で取り組む推進体制の整備を進めます１）行政全体で取り組む推進体制の整備を進めます１）行政全体で取り組む推進体制の整備を進めます１）行政全体で取り組む推進体制の整備を進めます    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 
    

ア 行政全体で取り組む推進体制の整備 
 
【109】 生涯学習推進本部の運営 

目的・内容 
生涯学習関係施策の総合調整等に関し協議を行い、生涯学習に関する施策の総合的

推進を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

生涯学習推進本部の開催 ⇒ ⇒ 

  
【110】 生涯学習推進市民会議の運営【重点事業】 展開 継続 
 

 

 

 

 

 

（２）生涯学習推進理解・啓発事業を充実させます（２）生涯学習推進理解・啓発事業を充実させます（２）生涯学習推進理解・啓発事業を充実させます（２）生涯学習推進理解・啓発事業を充実させます    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1　市民の視点に立った推進組織・体制づくり

【110】生涯学習推進市民会議の運営

（1）行政全体で取り組む推進体制の整備を進めます

ア　行政全体で取り組む推進体制の整備

【109】生涯学習推進本部の運営

【重点】

【111】生涯学習シンポジウムの開催

【112】生涯学習ハンドブックの配布

1　市民の視点に立った推進組織・体制づくり

ア　生涯学習推進理解・啓発事業の充実

（2）生涯学習推進理解・啓発事業を充実させます

【113】まちづくりのための学習の推進

【重点】

【重点】

【重点】
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ア 生涯学習推進理解・啓発事業の充実 
 
【111】 生涯学習シンポジウムの開催【重点事業】 展開 継続 
  
【112】 生涯学習ハンドブックの配布【重点事業】 展開 継続 
  
【113】 まちづくりのための学習の推進【重点事業】 展開 継続 
    
 

 

 

 

 

２２２２    生涯学習推進のための運営体制の整備生涯学習推進のための運営体制の整備生涯学習推進のための運営体制の整備生涯学習推進のための運営体制の整備    

（１）生涯学習推進拠点の運営体制を整備します（１）生涯学習推進拠点の運営体制を整備します（１）生涯学習推進拠点の運営体制を整備します（１）生涯学習推進拠点の運営体制を整備します    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

ア 生涯学習推進拠点の運営体制の整備 
 
【114】 学習拠点運営体制の整備の推進【重点事業】 展開 継続 
     
 

３３３３    市民との協働による運営体制づくり市民との協働による運営体制づくり市民との協働による運営体制づくり市民との協働による運営体制づくり    
    

（１）ＮＰＯ等市民組織との協働を推進します（１）ＮＰＯ等市民組織との協働を推進します（１）ＮＰＯ等市民組織との協働を推進します（１）ＮＰＯ等市民組織との協働を推進します    
 

＜施策の体系＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ア ＮＰＯ等市民組織との協働の推進 
 
【115】 市民組織との連携・協働の推進【重点事業】 展開 継続 

 
 

 

 

 

 

 

【重点】【114】学習拠点運営体制の整備の推進

２　生涯学習推進のための運営体制の整備

（1）生涯学習推進拠点の運営体制を整備します

ア　生涯学習推進拠点の運営体制の整備

【重点】【115】市民組織との連携・協働の推進

ア　ＮＰＯ等市民組織との協働の推進

３　市民との協働による運営体制づくり

（1）ＮＰＯ等市民組織との協働を推進します
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４４４４    ＩＴを活用した生涯学習資源のデータベース化ＩＴを活用した生涯学習資源のデータベース化ＩＴを活用した生涯学習資源のデータベース化ＩＴを活用した生涯学習資源のデータベース化    
    

（１）生涯学習資源の共有化を進めます（１）生涯学習資源の共有化を進めます（１）生涯学習資源の共有化を進めます（１）生涯学習資源の共有化を進めます    
 
 
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

ア 生涯学習資源の共有化の推進 
 
【116】 生涯学習情報のデータベース化と共有化の推進【重点事業】 展開 継続 

 
 
 
 
 
 

５５５５    民間等との連絡調整の組織化民間等との連絡調整の組織化民間等との連絡調整の組織化民間等との連絡調整の組織化    

（１）生涯学習推進連絡調整を（１）生涯学習推進連絡調整を（１）生涯学習推進連絡調整を（１）生涯学習推進連絡調整を充実充実充実充実させますさせますさせますさせます    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 
 
 
 

ア 生涯学習連絡調整の充実 
 
【110】 生涯学習推進市民会議の運営【重点事業】 展開 継続 
  
【117】 市民の学習活動を推進するための組織づくりの支援【重点事業】 展開 継続 
 

【重点】

（1）生涯学習資源の共有化を進めます

ア　生涯学習資源の共有化の推進

４　ＩＴを活用した生涯学習資源のデータベース化

【116】生涯学習情報のデータベース化と共有化の推進

【重点】

【重点】【117】市民の学習活動を推進するための組織づくりの支援

ア　生涯学習連絡調整の充実

５　民間等との連絡調整の組織化

（1）生涯学習推進連絡調整を充実させます

【110】生涯学習推進市民会議の運営
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施策の目標 

ⅢⅢⅢⅢ    学びを学びを学びを学びを伝える伝える伝える伝える    

（（（（学習情報の提供と相談体制の整備学習情報の提供と相談体制の整備学習情報の提供と相談体制の整備学習情報の提供と相談体制の整備））））    

 

 

    
    
    
    
    

１１１１    相談窓口の充実相談窓口の充実相談窓口の充実相談窓口の充実        

（１）市民の学習相談窓口を充実させます（１）市民の学習相談窓口を充実させます（１）市民の学習相談窓口を充実させます（１）市民の学習相談窓口を充実させます    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 
 

ア 市民の学習相談窓口の充実 
 
【118】 学習相談窓口の充実【重点事業】 展開 継続 
  
【119】 生涯学習相談体制の整備 

目的・内容 
生涯学習活動に関する情報や相談に対する窓口として、生涯学習情報センターの設

置など、相談体制の整備を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

恒常的な相談体制の検討 学習相談員等人材の養成 学習相談の運営 

 

 

【120】 障がい者に対する情報提供体制の充実【重点事業】 展開 継続 
 

 

 

 

２２２２    カスタマーフォーカスによる意識改革カスタマーフォーカスによる意識改革カスタマーフォーカスによる意識改革カスタマーフォーカスによる意識改革    

（１）市民の学習ニーズに応じた情報提供を進めます（１）市民の学習ニーズに応じた情報提供を進めます（１）市民の学習ニーズに応じた情報提供を進めます（１）市民の学習ニーズに応じた情報提供を進めます    
    

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

【重点】

【重点】

1　相談窓口の充実

（1）市民の学習相談窓口を充実させます

ア　市民の学習相談窓口の充実

【120】障がい者に対する情報提供体制の充実

【118】学習相談窓口の充実

【119】生涯学習相談体制の整備

（1）市民の学習ニーズに応じた情報提供を進めます

ア　市民の学習ニーズに応じた情報提供の推進

【121】市民満足度調査等による情報の収集・提供

２　カスタマーフォーカスによる意識改革
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ア 市民の学習ニーズに応じた情報提供の推進 
 
【121】 市民満足度調査等による情報の収集・提供 

目的・内容 市民満足度調査等を活用し、生涯学習関連事業の進捗状況を把握する。 

展開 継続 

所管課 全課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

情報の収集・提供 ⇒ ⇒ 

 

 

 

 

３３３３    広域情報提供体制の確立広域情報提供体制の確立広域情報提供体制の確立広域情報提供体制の確立    

（１）学習情報の広域的な提供を進めます（１）学習情報の広域的な提供を進めます（１）学習情報の広域的な提供を進めます（１）学習情報の広域的な提供を進めます    
 

＜施策の体系＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 学習情報の広域的な提供の推進 
 

【122】 図書館ネットワークの活用【重点事業】 展開 継続 
 

 

 

 

４４４４    情報収集・提供手段の充実情報収集・提供手段の充実情報収集・提供手段の充実情報収集・提供手段の充実    

（１）情報収集・提供手段の充実を図ります（１）情報収集・提供手段の充実を図ります（１）情報収集・提供手段の充実を図ります（１）情報収集・提供手段の充実を図ります    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点】

３　広域情報提供体制の確立

（1）学習情報の広域的な提供を進めます

ア　学習情報の広域的な提供の推進

【122】図書館ネットワークの構築

（1）情報収集・提供手段の充実を図ります

【重点】

【124】広報「あきる野」の発行

【120】障がい者に対する情報提供体制の充実 【重点】

【重点】

【128】図書館レファレンス機能の充実

４　情報収集・提供手段の充実

ア　情報収集・提供手段の充実

【123】あきる野市ホームページの充実

【127】図書館電子情報提供の推進

【63】地域行政資料の収集と情報提供の充実

【重点】

【重点】

【重点】

【重点】

【130】市民による観光情報提供の推進

【126】図書館資料提供事業の推進

【129】市民参加による生涯学習情報システムの整備・運営

【125】公共施設予約・案内システムの運用
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ア 情報収集・提供手段の充実 
 

【63】 地域・行政資料の収集と情報提供の充実【重点事業】 展開 新規 
  
【120】 障がい者に対する情報提供体制の充実【重点事業】 展開 継続 
  
【123】 あきる野市ホームページの充実【重点事業】 展開 継続 
  
【124】 広報「あきる野」の発行 

目的・内容 広報「あきる野」を発行し、行政情報、学習情報を市民に提供します。 

展開 継続 

所管課 企画政策部市長公室 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

紙面の充実 ⇒ ⇒ 

  
【125】 公共施設予約・案内システムの運用 

目的・内容 公共施設予約・案内システムの運用により、施設の利用促進を図ります。 

展開 継続 

所管課 総務部情報システム課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

公共施設予約・案内システ

ムの運用 
⇒ ⇒ 

  
【126】 図書館資料提供事業の推進【重点事業】 展開 新規 
  
【127】 図書館電子情報提供の推進【重点事業】 展開 継続 
  
【128】 図書館レファレンス事業の充実【重点事業】 展開 継続 
  
【129】 市民参加による生涯学習情報システムの整備・運営【重点事業】 展開 継続 
  
【130】 市民による観光情報提供の推進 

目的・内容 
市の観光情報について、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用

した相互方向の情報 

展開 継続 

所管課 環境経済部観光まちづくり活動課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

SNSを活用した相互方向

の情報発信 
⇒ ⇒ 
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施策の目標 

ⅣⅣⅣⅣ    学びの環境をつくる学びの環境をつくる学びの環境をつくる学びの環境をつくる    

（（（（生涯学習関連施設の整備と充実生涯学習関連施設の整備と充実生涯学習関連施設の整備と充実生涯学習関連施設の整備と充実））））    

 

 

 

 
 

１１１１    施設開放の推施設開放の推施設開放の推施設開放の推進進進進    

（１）施設の積極的な開放を推進します（１）施設の積極的な開放を推進します（１）施設の積極的な開放を推進します（１）施設の積極的な開放を推進します    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 
 
 

ア 積極的な施設開放の推進 
 
【131】 開かれた庁舎の推進 

目的・内容 
市庁舎の高度利用を進め、市民サービスの中核施設として、コミュニティホールの

利用促進など開かれた庁舎づくりを推進します。 

展開 継続 

所管課 総務部総務課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

日曜開放・展示等の利用促

進の実施 
⇒ ⇒ 

  
【132】 学校施設（体育館・校庭）の開放 

目的・内容 
社会体育の普及や青少年の健全な育成を図るため、学校施設（体育館・校庭）を開

放します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

学校施設の開放の実施 ⇒ ⇒ 

 

 

 

 

 

1　施設開放の推進

（1）施設の積極的な開放を推進します

ア　積極的な施設開放の推進

【131】開かれた庁舎の推進

【132】学校施設（体育館・校庭）の開放
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２２２２    適正な人員配置の推進適正な人員配置の推進適正な人員配置の推進適正な人員配置の推進    

（（（（1111）適正な人員配置を推進します）適正な人員配置を推進します）適正な人員配置を推進します）適正な人員配置を推進します    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 
 

ア 適正な人員配置の推進 
 
【133】 生涯学習推進のための適正な人員配置の推進【重点事業】 展開 継続 
 

 

 

 

 

３３３３    市民の利用しやすい施設市民の利用しやすい施設市民の利用しやすい施設市民の利用しやすい施設運営の充実運営の充実運営の充実運営の充実    

（（（（1111）図書館を充実させます）図書館を充実させます）図書館を充実させます）図書館を充実させます    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ア 図書館の充実 
 
【134】 図書館施設・設備の整備・充実 

目的・内容 

生涯学習の拠点施設として、施設の適正な維持管理を行い、市民が安心して利用で

きるよう整備を進めます。 

また、図書館サービスの機能を高める設備の導入を検討します。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

施設・設備の点検整備 

要修繕箇所の早期発見・補修 

災害時対応用備品等の整備 

予約本無人提供システムの検討 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

導入準備 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

（導入） 
  

【重点】

２　適正な人員配置の推進

【133】生涯学習推進のための適正な人員配置の推進

（1）適正な人員配置を推進します

ア　適正な人員配置の推進

【重点】

【重点】

【重点】

【重点】

【139】効果的、効率的な図書館運営の推進

【135】図書館資料の整備

【140】市民ニーズを反映した図書館運営の推進

3　市民の利用しやすい施設運営の充実

（1）図書館を充実させます

【136】図書館情報システムの拡充

【137】情報化社会に対応した設備の充実

【138】市域を網羅する図書館サービス網の整備

ア　図書館の充実

【134】図書館施設・設備の整備・充実
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【135】 図書館資料の整備 

目的・内容 
図書館資料の迅速な提供と適正な管理を行うため、資料のＩＣタグ化を推進しま

す。さらに自動貸出機によって、利用者自ら貸出手続を行えるよう取り組みます。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

資料のＩＣタグ化 

五日市図書館開架資料貼付

（終了） 

資料管理部会による蔵書

構成の調整と選書 

リユース・寄贈資料の活用 

 

⇒ 

ＣＤロックケースの導入 

⇒ 

 

⇒ 

自動貸出機追加検討(中央) 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

  
【136】 図書館情報システムの拡充【重点事業】 展開 継続 
  
【137】 情報化社会に対応した設備の充実 

目的・内容 

情報化社会に対応し、いつでも・どこでも・だれもが求める情報を手に入れられる

よう、インターネット情報検索用の端末を整備・提供するとともに、ＩＴ技術を活

用した利用環境の充実について検討を進めます。 

展開 継続 

所管課 教育部図書館 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

情報検索端末の提供 
⇒ 

次期情報検索端末の仕様検討 
⇒ 

  
【138】 市域を網羅する図書館サービス網の整備【重点事業】 展開 新規 
  
【139】 効果的、効率的な図書館運営の推進【重点事業】 展開 継続 
  
【140】 市民ニーズを反映した図書館運営の推進【重点事業】 展開 継続 
 

 

 

 

 

 

（（（（2222）体育施設・文化学習施設等を充実させます）体育施設・文化学習施設等を充実させます）体育施設・文化学習施設等を充実させます）体育施設・文化学習施設等を充実させます    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3　市民の利用しやすい施設運営の充実

【145】あきる野ルピアの施設・設備の充実

【146】コミュニティ会館・学習等供用施設の充実

（2）体育施設・文化学習施設等を充実させます

ア　体育施設・文化学習施設等の充実

【143】五日市郷土館・二宮考古館の施設・設備の整備

【142】スポーツ施設の充実

【144】アートスタジオ五日市の地域利用の促進

【132】学校施設（体育館・校庭）の開放

【141】中央公民館の施設・設備の充実

【重点】

（再掲）
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ア 体育施設・文化学習施設等の充実 
 
【132】 学校施設（体育館・校庭）の開放（再掲） 展開 継続 
  
【141】 中央公民館の施設・設備の充実 

目的・内容 

平成２５年度より導入した指定管理者による中央公民館の施設、設備の適正な維持

管理を進めるとともに、生涯学習の拠点として中央公民館の施設及び設備の充実を

図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

施設及び設備の充実 ⇒ ⇒ 

  
【142】 スポーツ施設の充実【重点事業】 展開 継続 
  
【143】 五日市郷土館・二宮考古館の施設・設備の整備 

目的・内容 収蔵資料の展示公開、施設・設備の老朽化等に応じた改修等の整備を進めます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

施設環境の整備 ⇒ ⇒ 

  
【144】 アートスタジオ五日市の地域利用の促進 

目的・内容 
施設を活用した芸術文化事業を充実し、市民が版画制作の場として活用できるよう

版画教室等地域利用の促進を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

版画教室の開催 ⇒ ⇒ 

  
【145】 あきる野ルピアの施設・設備の充実 

目的・内容 
指定管理者による施設・設備の適正な運用の指導を進めるとともにあきる野ルピア

の施設・設備を充実させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

施設環境整備の検討 施設の整備 ⇒ 

  
【146】 コミュニティ会館・学習等供用施設の充実 

目的・内容 コミュニティ活動、地域活動を促進するための施設の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 総務部地域防災課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

施設の計画的な改修の実施 ⇒ ⇒ 
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施策の目標 

ⅤⅤⅤⅤ    学びをつなぐ学びをつなぐ学びをつなぐ学びをつなぐ（（（（人材育成の充実人材育成の充実人材育成の充実人材育成の充実））））    

 

 
  

１１１１    人材バンクの充実と活用人材バンクの充実と活用人材バンクの充実と活用人材バンクの充実と活用    
    

（１）生涯学習支援者バンク等の充実を図ります（１）生涯学習支援者バンク等の充実を図ります（１）生涯学習支援者バンク等の充実を図ります（１）生涯学習支援者バンク等の充実を図ります    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 
 
 

ア 生涯学習支援者バンク等の充実 
 
【147】 生涯学習人材バンク事業の充実【重点事業】 展開 継続 
  
【148】 市民解説員活動の充実【重点事業】 展開 継続 
 

 

 

 

２２２２    指導者の育成及び支援事業の充実指導者の育成及び支援事業の充実指導者の育成及び支援事業の充実指導者の育成及び支援事業の充実    
    

（１）市民（１）市民（１）市民（１）市民の学習コーディネーターや多様なスポーツ指導者の育成・支援を図りますの学習コーディネーターや多様なスポーツ指導者の育成・支援を図りますの学習コーディネーターや多様なスポーツ指導者の育成・支援を図りますの学習コーディネーターや多様なスポーツ指導者の育成・支援を図ります    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1　人材バンクの充実と活用

（1）生涯学習支援者バンク等の充実を図ります

ア　生涯学習支援者バンク等の充実

【重点】

【重点】

【147】生涯学習人材バンク事業の充実

【148】市民解説員活動の充実

【重点】

【重点】

【156】芸術文化活動推進リーダーの養成の充実

【149】生涯学習コーディネーター等指導者認定養成講座の開催

【150】生涯学習指導者研修会の開催

【151】スポーツ指導者の育成・支援

【152】福祉人材の養成事業の充実

【153】次代を担う青少年の育成事業の充実

【157】図書館ボランティアの育成

【158】学習ボランティア養成事業の充実

（1）市民の学習コーディネーターや多様なスポーツ指導者の育成・支援を図ります

2　指導者の育成及び支援事業の充実

ア　市民の学習コーディネーターや多様なスポーツ指導者の育成・支援

【154】環境学習リーダーの育成

【155】健康づくりリーダーの育成

【148】市民解説員活動の充実 【重点】

【重点】

【重点】

【重点】
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ア 市民の学習コーディネーターや多様なスポーツ指導者の育成・支援 
 
【148】 市民解説員活動の充実【重点事業】 展開 継続 
 

 

【149】 
生涯学習コーディネーター等指導者認定養成講座の開催【重点事

業】 
展開 継続 

  
【150】 生涯学習指導者研修会の開催【重点事業】 展開 継続 
  
【151】 スポーツ指導者の育成・支援【重点事業】 展開 継続 
        
【152】 福祉人材の養成事業の充実 

目的・内容 福祉関係委員の研修等を行い、地域福祉を推進する人材を養成します。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部各課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

養成事業の実施 ⇒ ⇒ 

        
【153】 次代を担う青少年の育成事業の充実 

目的・内容 
青少年健全育成活動や国際化を推進する青年団体への支援等を通して、次代を担う

青少年の育成事業の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

青少年健全育成団体への活動

支援 
⇒ ⇒ 

  
【154】 環境学習リーダーの育成 

目的・内容 
日常生活の中で環境保全のための取り組みを実践する環境学習リーダーの育成を

図ります。 

展開 継続 

所管課 環境経済部環境政策課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

森の子コレンジャーの育成、

森林ボランティア等による担

い手の育成 

⇒ ⇒ 

  
【155】 健康づくりリーダーの育成 

目的・内容 地域における健康づくりを総合的に推進するための人材の育成を図ります。 

展開 継続 

所管課 健康福祉部健康課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

健康づくり市民推進委員を中

心とした地域の健康推進リー

ダー育成研修会等の実施 

⇒ ⇒ 
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【156】 芸術文化活動推進リーダーの養成の充実 

目的・内容 市民の芸術文化活動を支援し、サポートできる人材の養成の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

協力員制度の充実と推進 ⇒ ⇒ 

  
【157】 図書館ボランティアの育成【重点事業】 展開 継続 
  
【158】 学習ボランティア養成事業の充実【重点事業】 展開 継続 
 

 

 

 

３３３３    市民の自主的な活動の促進市民の自主的な活動の促進市民の自主的な活動の促進市民の自主的な活動の促進    

（１）ＮＰＯ等市民の自主的な活動を促進します（１）ＮＰＯ等市民の自主的な活動を促進します（１）ＮＰＯ等市民の自主的な活動を促進します（１）ＮＰＯ等市民の自主的な活動を促進します    
    

＜施策の体系＞ 

 

 

 

ア ＮＰＯ等市民の自主的な活動の促進 
 

【115】 市民組織との連携・協働の推進【重点事業】 展開 継続 
 

 

 

 

４４４４    市職員研修の充実市職員研修の充実市職員研修の充実市職員研修の充実    
    

（１）市（１）市（１）市（１）市職員の資質の向上を図ります職員の資質の向上を図ります職員の資質の向上を図ります職員の資質の向上を図ります    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

【重点】

（1）ＮＰＯ等市民の自主的な活動を促進します

ア　ＮＰＯ等市民の自主的な活動の促進

３　市民の自主的な活動の促進

【115】市民組織との連携・協働の推進

（1）市職員の資質の向上を図ります

ア　市職員の資質の向上

【159】あきる野市人材育成基本方針に基づく人材育成の推進

４　市職員研修の充実
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ア 市職員の資質の向上 
 
【159】 あきる野市人材育成基本方針に基づく人材育成の推進 

目的・内容 

あきる野市人材育成基本方針に基づき、市民と協働のまちづくりを推進し、職員の

資質のより一層の向上を図り、その有している可能性・能力を最大限引き出してい

く職員を育成します。 

展開 継続 

所管課 総務部職員課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

人材育成事業の実施 ⇒ ⇒ 
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施策の目標 

ⅥⅥⅥⅥ    学びを創る学びを創る学びを創る学びを創る（（（（社会参加活動の充実社会参加活動の充実社会参加活動の充実社会参加活動の充実））））    

 

 

    
    

１１１１    支援事業の充実支援事業の充実支援事業の充実支援事業の充実    

（１）市民の社会参加活動を支援します（１）市民の社会参加活動を支援します（１）市民の社会参加活動を支援します（１）市民の社会参加活動を支援します    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ア 市民の社会参加活動の支援 
 
【115】 市民組織との連携・協働の推進【重点事業】 展開 継続 
  
【160】 地域コミュニティ活動の推進【重点事業】 展開 継続 

  
【161】 社会教育関係団体への支援の充実 

目的・内容 

文化団体連盟、体育協会、市立小中学校ＰＴＡ連合会、郷土芸能連合会等全市的に

活動する市民の自主的活動団体への助成等、社会教育活動に対する支援の充実を図

ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

社会教育関係団体への助

成及び活動支援 
⇒ ⇒ 

  
【162】 あきる野市民塾(仮称)の検討・開設 

目的・内容 
市民による市民のための学習の場としてのあきる野市民塾(仮称)の開設方法につい

て調査・検討を進め、開設ます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

開設の検討 ⇒ 開設 

 

【162】あきる野市民塾(仮称)の検討・開設

【重点】

【重点】

1　支援事業の充実

（1）市民の社会参加活動を支援します

ア　市民の社会参加活動の支援

【164】図書館ボランティアの活動支援事業の実施

【160】地域コミュニティ活動の推進

【161】社会教育関係団体への支援の充実

【163】事業の共催、後援等による自主的学習の支援の充実

【115】市民組織との連携・協働の推進

【重点】

（再掲）
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【163】 事業の共催、後援等による自主的学習の支援の充実【重点事業】 展開 継続 
 
【164】 図書館ボランティアの活動支援事業の実施【重点事業】 展開 継続 
 

 

 

 

 

２２２２    学習グループ・サークル等の育成学習グループ・サークル等の育成学習グループ・サークル等の育成学習グループ・サークル等の育成    

（１）学習グループ・サークルの育成を図ります（１）学習グループ・サークルの育成を図ります（１）学習グループ・サークルの育成を図ります（１）学習グループ・サークルの育成を図ります    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

ア 学習グループ・サークルの育成 
 
【165】 市民の自主企画運営事業への支援の充実【重点事業】 展開 継続 

 
 

【166】 自主グループの育成の充実【重点事業】 展開 継続 
  
【167】 利用者懇談会・利用者交流会の開催 

目的・内容 
公民館、体育館等利用団体の交流と、利用者及び事業参加者からの提案ができる場

として開催します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

懇談会・交流会の開催 ⇒ ⇒ 

  

【168】 
健康づくり市民推進委員等市民の自主的活動の支援の充実【重点

事業】 
展開 継続 

 
 

 

 

 

３３３３    学習団体のネットワーク化の推進学習団体のネットワーク化の推進学習団体のネットワーク化の推進学習団体のネットワーク化の推進    

（１）学習団体等のネットワークづくりを支援します（１）学習団体等のネットワークづくりを支援します（１）学習団体等のネットワークづくりを支援します（１）学習団体等のネットワークづくりを支援します    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

【重点】

【重点】

【重点】

【166】自主グループの育成の充実

２　学習グループ・サークル等の育成

（1）学習グループ・サークルの育成を図ります

ア　学習グループ・サークルの育成

【165】市民の自主企画運営事業への支援の充実

【167】利用者懇談会・利用者交流会の開催

【168】健康づくり市民推進委員等市民の自主的活動の支援の充実

ア　学習団体等のネットワークづくりの支援

【169】生涯学習団体のネットワークの構築 【重点】

3　学習団体のネットワーク化の推進

（1）学習団体等のネットワークづくりを支援します
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ア 学習団体等のネットワークづくりの支援 
 
【169】 生涯学習団体のネットワークの構築【重点事業】 展開 継続 
 

 

 

 

 

４４４４    市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実    

（１）市民の交流と成果発表の場の充実を図ります（１）市民の交流と成果発表の場の充実を図ります（１）市民の交流と成果発表の場の充実を図ります（１）市民の交流と成果発表の場の充実を図ります    
 

＜施策の体系＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 市民の交流と成果発表の場の充実 
 

【53】 健康のつどい事業の充実（再掲） 展開 継続 
 

 

【170】 市民文化祭の開催 

目的・内容 
社会教育関係団体等が日頃の活動成果を発表しあい、市民文化の交流と振興を図る

ため、市民文化祭を開催します。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

文化祭の実施 ⇒ ⇒ 

 

 

【171】 スポーツ・レクリエーション大会の充実 

目的・内容 
市民が地域連帯の輪を通じて一堂に会し、体を動かすことによって体力の向上への

一助となるようスポーツ・レクリエーション大会を充実させます。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

大会の充実 ⇒ ⇒ 

 

 

 

 

 

【重点】

【174】地域活性化振興事業の充実

【175】リサイクルフェアの開催

４　市民の交流と団体活動成果発表の機会の充実

【173】産業祭の開催

ア　市民の交流と成果発表の場の充実

【170】市民文化祭の開催

【171】スポーツ・レクリエーション大会の充実

【172】総合スポーツ祭の支援

【53】健康のつどい事業の充実 （再掲）

（1）市民の交流と成果発表の場の充実を図ります

【176】各種学習発表会の充実

【177】展示施設の積極的活用の推進

【重点】
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【172】 総合スポーツ祭の支援 

目的・内容 
体育協会加盟団体が市民を対象に行う、総合スポーツ祭を支援し、市民の生涯にわ

たるスポーツ・レクリエーション活動の振興を図ります。 

展開 継続 

所管課 教育部生涯学習スポーツ課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

総合スポーツ祭運営の支援 ⇒ ⇒ 

  
【173】 産業祭の開催 

目的・内容 地場産業の振興と事業の発表の機会として産業祭を開催します。 

展開 継続 

所管課 環境経済部観光商工課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

産業祭の開催 ⇒ ⇒ 

  
【174】 地域活性化振興事業の充実 

目的・内容 「夏まつり」「ヨルイチ」など地域活性化振興事業の充実を図ります。 

展開 継続 

所管課 環境経済部観光商工課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

地域活性化振興事業の実施 ⇒ ⇒ 

  
【175】 リサイクルフェアの開催 

目的・内容 
環境問題への関心を高め、ごみの減量を推進するため、リサイクルフェアや環境問

題啓発ポスター展を開催します。 

展開 継続 

所管課 環境経済部生活環境課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

リサイクルフェアの開催 ⇒ ⇒ 

 
 

【176】 各種学習発表会の充実【重点事業】 展開 継続 
 
 

【177】 展示施設の積極的活用の推進【重点事業】 展開 継続 
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５５５５    奉仕活動等の社会参加活動の促進奉仕活動等の社会参加活動の促進奉仕活動等の社会参加活動の促進奉仕活動等の社会参加活動の促進    

（１）青少年の社会参加活動を促進します（１）青少年の社会参加活動を促進します（１）青少年の社会参加活動を促進します（１）青少年の社会参加活動を促進します    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ア 青少年の社会参加活動の促進 
 

【28】 図書館インターンシップ事業の充実【重点事業】 展開 新規 
 
 

【178】 夏！体験ボランティア事業の支援【重点事業】 展開 継続 
 
 

【179】 学校における奉仕活動の体験を活かした学習の充実【重点事業】 展開 継続 
  
【180】 奉仕活動・体験活動の機会の充実【重点事業】 展開 継続 
 

 

 

 

 

６６６６    地域での活動機会の拡充地域での活動機会の拡充地域での活動機会の拡充地域での活動機会の拡充    

（１）地域における活動の機会の充実を図ります（１）地域における活動の機会の充実を図ります（１）地域における活動の機会の充実を図ります（１）地域における活動の機会の充実を図ります    
 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 
 

 

ア 地域における活動の機会の充実 
 
【181】 公益団体との共同事業の推進 

目的・内容 
あきる野商工会、観光協会、漁業協同組合、森林組合等公益団体と連携協力したま

ちづくりにつながる学習活動を推進します。 

展開 継続 

所管課 環境経済部観光商工課、農林課 

実施年度 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

連携の強化 ⇒ ⇒ 

【重点】

【重点】

【重点】

【重点】【180】奉仕活動・体験活動の機会の充実

（1）青少年の社会参加活動を促進します

【178】夏！体験ボランティア事業の支援

ア　青少年の社会参加活動の促進

【179】学校における奉仕活動の体験を活かした学習の充実

５　奉仕活動等の社会参加活動の促進

【28】図書館インターンシップ事業の充実

【重点】

【重点】【183】地域情報化への市民参加の仕組みづくり

６　地域での活動機会の拡充

（1）地域における活動の機会の充実を図ります

ア　地域における活動の機会の充実

【181】公益団体との共同事業の推進

【182】市民組織・ボランティア組織の活動環境の整備
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【182】 市民組織・ボランティア組織の活動環境の整備【重点事業】 展開 継続 

 
 

【183】 地域情報化への市民参加の仕組みづくり【重点事業】 展開 継続 
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関連事業として関連事業として関連事業として関連事業として位置付ける位置付ける位置付ける位置付ける事業事業事業事業    

 

１１１１    「「「「あきる野市子ども・子育て支援事業計画あきる野市子ども・子育て支援事業計画あきる野市子ども・子育て支援事業計画あきる野市子ども・子育て支援事業計画」により進行管理を行う事業」により進行管理を行う事業」により進行管理を行う事業」により進行管理を行う事業    
 

Ⅰ 学びをつむぐ（学習機会提供の拡充） 

1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実

（1）家庭教育・地域教育の充実を図ります

ア　妊娠期における学習支援

ウ　小・中学生期における家庭教育の支援

エ　支援体制の整備

イ　乳幼児期における学習支援

 

 

  ア 妊娠期における学習支援 

事業名 目的・内容 所管課 

母親学級（母性科、育

児科） 

母性及び乳幼児の健康保持、増進を図るため、母親学

級等（離乳食教室、育児グループ）を実施しています。 

今後は、内容の充実などを図ります。 

健康福祉部健康

課 

 

  イ 乳幼児期における学習支援 

事業名 目的・内容 所管課 

子育てひろば事業 地域の子育て家庭を支援するため、子育てひろば事業

を実施する施設として市内の保育所等を指定し、その

機能を活用して子育てに関する相談、育児講座等の啓

発活動、子育てサークル等の育成などを行っています。 

子ども家庭部子

育て支援課 

よちよちタイム、幼児

クラブ 

 

よちよちタイムは１歳前後の親子、幼児クラブは２歳

から４歳までの親子を対象とし、遊びなどを通じて子

どもの集団生活への準備と親同士の交流を支援してい

ます。 

子ども家庭部子

ども政策課 

 

育児相談・一般相談 母性及び乳幼児の健康保持、増進を図るとともに、子

育てに関する相談や親同士の仲間づくり、情報交流の

場づくりを図るため、育児相談、母子保健相談、栄養

相談、歯科相談、心理相談等を実施しています。 

今後は、総合的な相談に対応できるよう窓口の充実を

図ります。また、親同士の仲間づくりができるよう支

援を進めます。 

相談件数の増加や相談内容の多様化に対応できるよう

な体制づくりを進めるとともに、職員の学習機会を増

やします。 

健康福祉部健康

課 

幼児教育に対する支

援 

私立幼稚園等に通園する幼児の保護者の経済的負担を

軽減するために国や都の補助制度を活用し、保護者へ

の支援を行うとともに、幼稚園の運営経費の一部を補

助しています。 

 

子ども家庭部保

育課 
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事業名 目的・内容 所管課 

子ども家庭支援セン

ター 

子どもの健やかな成長及び福祉の向上を図るため、子

ども及び家庭に関する総合相談、子育て支援サービス

の調整、子育て講座の開催、子育てグループ等の育成

及び支援を行っています。 

子ども家庭部子

育て支援課 

認証保育所の充実 保護者のニーズに適した保育に対応するため、認証保

育所を支援します。事業者、利用者への支援を通じて

保育環境の充実を図ります。 

子ども家庭部保

育課 

乳幼児一時預かり事

業 

保護者が疾病やリフレッシュ等の理由により、一時的

に家庭で児童を保育することが困難になった場合に、

市内の私立保育所で、保護者に代わって当該児童を一

時的に保育しています。 

子ども家庭部子

育て支援課 

 

病後児保育事業 

 

市内に住所を有し、保育所に通所している児童で、病

気の回復期にある児童を、集団保育の困難な期間に保

育所に付設された施設等において一時的にお預かりし

ます。 

子ども家庭部子

育て支援課 

 

乳幼児ショートステ

ィ事業 

保護者が出張、疾病、冠婚葬祭、その他育児疲れの時

などにお子さんを施設でお預かりする（宿泊可）する

サービスです。 

子ども家庭部子

育て支援課 

 

休日保育事業 

 

市内に住所を有し、かつ、保育所に通所している児童

で、保護者の就労等により休日における保育を必要と

する児童に対して保育を行っています。 

子ども家庭部保

育課 

 

ひとり親家庭ホーム

ヘルプサービス事業 

 

日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に

対して、一定の期間ホームヘルパーを派遣し、日常生

活の世話等必要なサービスを行っています。 

子ども家庭部子

育て支援課 

 

  ウ 小・中学生期における家庭教育の支援 

事業名 目的・内容 担当課 

学童クラブ事業  放課後、家庭において保護者の労働等により適切な監

護が受けられない児童を対象とし、適切な遊び及び生

活の場を与えて、その健全な育成を図ります。 

子ども家庭部

子ども政策課 

 

児童館事業 健全な遊びを通じ、児童の健康な身体の育成と豊かな

情操を養い、児童福祉の向上を図ります。 

子ども家庭部

子ども政策課 

 

延長保育事業 

 

市内の保育所に通所している児童の保護者が仕事その

他の理由により、帰宅が遅れる場合に保育を延長して

児童を預かっています。 

子ども家庭部

保育課 

幼稚園預かり保育事

業 

幼稚園児の保護者が就労等で幼稚園の基本保育時間で

の送迎に間に合わない場合、幼稚園での預かり保育を

実施しています。 

子ども家庭部

保育課 

  エ 支援体制の整備 

事業名 目的・内容 担当課 

ファミリーサポート

センター 

育児の援助をしたい方（提供会員）と、育児の援助を

してほしい方（依頼会員）が会員となり、地域の中で

助け合いながら子育ての援助活動をする会員組織で相

互の活動の連絡・調整を実施しています。安定した組

織運営を行っていきます。 

子ども家庭部

子育て支援課 

児童虐待防止等支援

機関の連携強化 

 

児童虐待の早期発見と迅速かつ的確に対応するため、

要保護児童地域対策協議会を設置し、情報の交換や協

議等を行うことにより適切な保護、支援及び予防につ

なげられるよう、各関係機関との連携強化を図ります。 

子ども家庭部

子育て支援課 
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ア　子育て学習機会の充実

（3）子育て学習機会を充実させます

1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実

 

 

子育て学習機会の充実 

事業名 目的・内容 担当課 

母親学級（母性科、育

児科）（再掲） 

母性及び乳幼児の健康保持、増進を図るため、母親

学級等（離乳食教室、育児グループ）を実施してい

ます。今後は、内容の充実などを図ります。 

健康福祉部健

康課 

 

 

（5）子どもの奉仕活動・体験活動の推進を図ります

1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実

ア　子どもの奉仕活動・体験活動の推進  

 

子どもの奉仕活動・体験活動の推進 

事業名 目的・内容 担当課 

児童館事業（再掲） 健全な遊びを通じ、児童の健康な身体の育成と豊か

な情操を養い、児童福祉の向上を図ります。 

子ども家庭部

子ども政策課 

 

Ⅴ 学びをつなぐ（人材育成の充実） 

2　指導者の育成及び支援事業の充実

（1）市民の学習コーディネーターや多様なスポーツ指導者の育成・支援を図ります

ア　市民の学習コーディネーターや多様なスポーツ指導者の育成・支援  
 

市民の学習コーディネーターや多様なスポーツ指導者の育成・支援 

事業名 目的・内容 担当課 

地域こども育成リー

ダー養成事業の推進 

地域において、子どもを守り、育てるための「地域

子ども育成リーダー」の育成を図り、子どもたちを

導くことで、郷土愛を持った子どもを育て、地域の

絆を深めることに繋げていきます。 

子ども家庭部

子ども政策課 
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２２２２    「「「「第２次第２次第２次第２次あきる野市教育基本計画」により進行管理を行う事業あきる野市教育基本計画」により進行管理を行う事業あきる野市教育基本計画」により進行管理を行う事業あきる野市教育基本計画」により進行管理を行う事業    

    

Ⅰ 学びをつむぐ（学習機会提供の拡充） 

1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実

（1）家庭教育・地域教育の充実を図ります

ア　小・中学生期における家庭教育の支援

イ　支援体制の整備
 

 

 ア 小・中学生期における家庭教育の支援 

事業名 目的・内容 担当課 

学校と教育相談所と

の連携体制の充実 

学校の教育相談体制を生かした取組を充実させるとと

もに、教育相談所や適応指導教室等の関係機関との連携

協力を深めます。 

教育部指導室 

 

イ 支援体制の整備 

事業名 目的・内容 担当課 

配慮を要する児童・生

徒の就学支援の充実 

就学（転学）相談を実施するとともに、就学（進学）支

援シートを活用した就学時期の支援の充実を図ります。 

教育部指導室 

 

（2）学校教育の充実させます

ア　人権尊重と社会貢献の精神を育む教育の推進

イ　基礎・基本的な学力の定着と自ら学び、考える力を伸ばす教育の推進

エ　就学援助・奨学金制度の充実

ウ　特別支援教育の充実

オ　教育相談体制の充実

1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実

 

ア 人権尊重と社会貢献の精神を育む教育の推進 

事業名 目的・内容 担当課 

人権教育の推進及び

啓発 

人権教育推進委員会において、人権教育の推進に向けた

研修や啓発を行い、情報交換を充実させます。また、人

権尊重教育推進校を指定し、人権課題に対する取組を充

実させるとともに、各学校への実践成果の周知と活用を

図ります。 

教育部指導室 

道徳教育の推進 各学校における道徳教育を充実させるとともに、道徳授

業地区公開講座の実施に際して、家庭・地域への周知と

参加促進及び関係機関等と連携した内容の工夫・改善を

図ります。 

教育部指導室 

地域の人材活用の推

進 

各学校や地域環境の実態に即し、総合的な学習経費等を

配分して、地域の人材活用を推進します。    

教育部指導室 
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イ 基礎・基本的な学力の定着と自ら学び、考える力を伸ばす教育の推進 

事業名 目的・内容 担当課 

学力向上に向けた取

組の推進 

学力向上を図るため、補充的な学習の時間を全校で設定

し、実施します。また、各学校が作成した授業改善推進

プランに関して指導主事が同プランの内容や取組方法に

ついて指導し、授業改善が組織的に推進できるようにし

ます。 

教育部指導室 

教職員の研修等の実

施 

教職員研修センター指導員が若手教員に対して、授業観

察及び指導・助言を行うことで、各学校の若手教員の課

題に応じた指導を充実させます。 

また、教育課題研修や職層に応じた研修会等の充実を図

るとともに、校内ＯＪＴに関する全校訪問を実施し、各

校のＯＪＴを推進します。 

教育部指導室 

研究奨励事業等の推

進 

国や東京都の研究奨励校や市の研究推進校の指定等、研

究奨励事業等を活用して、各学校の研究・研修を充実さ

せるとともに、その成果を全校に対して広めます。 

 

教育部指導室 

学校図書館の充実 学校図書館活用推進委員会での研修等を充実させるとと

もに、図書館補助員の全校配置により推薦図書の選定な

どの取組を推進します。また、学校図書館の蔵書の充実

を図り、学校図書のデータ管理化に向けた検討を進めま

す。 

教育総務課 

教育部指導室 

 

教育環境の整備 各学校の状況に即して教員補助員を配置し、きめ細やか

な指導を充実させます。また、情報教育推進委員会等を

通してＩＣＴを活用した授業の充実を図ります。 

教育部指導室 

外国語指導員の活用 小学校外国語活動及び中学校外国語科において、全小中

学校にＡＥＴを派遣し、外国の文化に直接触れる機会や

ティームティーチングによる指導の充実を図ります。 

教育部指導室 

遠距離通学に対する

支援 

 

 

遠距離からの通学者に対して、補助金交付申請に基づき、

通学定期代を補助します。小宮地区の児童のために、バ

ス運行会社と委託契約を締結するとともに、添乗員を雇

用し、スクールバスを運行します。 

教育部教育総

務課 

実態に配慮した就学

の確保 

区域外就学等について、申請に基づいて一定の審査を行

い、就学の許可を行います。 

教育部教育総

務課 

 

ウ 特別支援教育の充実 

事業名 目的・内容 担当課 

特別支援教育の推進

体制の強化 

特別支援教育推進計画を策定し、これに基づいて各事業

を実施します。 

教育部指導室 

小中学校の特別支援

教育体制の充実 

特別支援教育コーディネーター連絡会で、各校の取組や

課題に関する協議･研修等を充実させるとともに、都立あ

きる野学園と共催で、全教職員を対象にした特別支援教

育研修会を実施し、特別支援教育の理解を深めさせます。 

教育部指導室 

特別支援学級（固・通）

による指導の充実 

特別支援学級担当者連絡会での研修の充実を図るととも

に、指導主事等の学校訪問による教育課程の改善を図り

ます。 

教育部指導室 

教育の機会均等の確

保 

 

学校・学校給食課との連携により、就学援助及び育英資

金制度を実施し、特別支援学級に在籍する児童・生徒の

保護者に対する援助の充実を図ります。 

教育部教育総

務課 
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事業名 目的・内容 担当課 

特別支援学校との副

籍交流の実施 

東京都の副籍交流ガイドラインに基づいて、実施体制の

整備を進めます。 

教育部指導室 

配慮を要する児童・生

徒の就学支援の充実 

就学相談委員会等を開催し、個々に必要な教育環境を提

供します。 

教育部指導室 

  

エ 就学援助・奨学金制度の充実 

事業名 目的・内容 担当課 

教育の機会均等の確

保 

保護者の経済的負担を軽減するため、就学援助及び育英

資金制度を実施します。 

教育部教育総

務課 

   

オ 教育相談体制の充実 

事業名 目的・内容 担当課 

学校における教育相

談体制の充実 

 

 

 

 

学校における「いじめ防止基本方針」を策定させるとと

もに、基本方針に基づいたいじめの未然防止等に向けた

校内組織を設置・運営させます。また、いじめ問題担当

者連絡会等での情報交換と研修や、教育相談担当者会等

を通じたスクールカウンセラーの活用推進を図ります。 

 

教育部指導室 

学校と教育相談所と

の連携体制の充実 

 

 

スクールカウンセラーとの連携強化を図るとともに、関

係部局とのカンファレンスの開催による情報交換と助言

を行い、特別な支援や配慮を必要とする児童・生徒及び

保護者との相談の充実を図ります。 

教育部指導室 

学校と適応指導教室

との連携体制の充実 

長期欠席児童・生徒個人票を活用して、学校と関係機関

で情報を共有化するとともに、適応指導教室で在籍校面

談等を実施し、学校と同教室の連携を強化します。 

 

教育部指導室 

学校における教育相

談体制の充実 

生活指導主任会やいじめ問題担当者連絡会等での情報交

換や研修を充実させ、いじめ問題担当者等を中心に、年

間３回のふれあい月間等による早期発見や、スクールカ

ウンセラーを活用した早期解決など、組織的な対応の充

実を図ります。 

教育部指導室 

 

　学校、家庭、地域と連携による子どものための学習環境の整備と活動の推進

（4）学校、家庭、地域と連携した子どもの学習環境の整備と活動を推進します

1　子どもの豊かな成長を支援する学習の充実

 

学校、家庭、地域の連携による子どものための学習環境の整備と活動の推進 

事業名 目的・内容 担当課 

学校評価システムの

充実 

学校訪問の実施により、各学校の実態に即した学校評価

の改善・充実を図ります。 

教育部指導室 

開かれた学校づくり

の推進 

教務主任会等を通して、学校公開や道徳授業地区公開講

座、各種学校行事等の充実を図り、保護者・地域への教

育活動の公開を推進します。また、情報教育推進委員会

を通して、各学校のホームページの内容充実と積極的な

更新を推進し、学校の教育活動を広く周知します。 

教育部指導室 
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道徳教育の推進（再

掲） 

各学校における道徳教育を充実させるとともに、道徳授

業地区公開講座の実施に際して、家庭・地域への周知と

参加促進及び関係機関等と連携した内容の工夫・改善を

図ります。 

教育部指導室 

 

（1）情報化に対応した学習を推進します

　情報化に対応した学習の推進

３　社会の変化に対応するための学習の充実

 

情報化に対応した学習の推進 

事業名 目的・内容 担当課 

教育環境の整備（再

掲） 

各学校の状況に即して教員補助員を配置し、きめ細やか

な指導を充実させます。また、情報教育推進委員会等を

通してＩＣＴを活用した授業の充実を図ります。 

教育部指導室 

    

    

３３３３    「「「「第３次第３次第３次第３次あきる野市男女共同参画プラン」により進行管理を行う事業あきる野市男女共同参画プラン」により進行管理を行う事業あきる野市男女共同参画プラン」により進行管理を行う事業あきる野市男女共同参画プラン」により進行管理を行う事業    

    

Ⅰ 学びをつむぐ（学習機会提供の拡充） 

 

２　現実生活の向上につながる学習の充実

（1）男女共同参画社会実現に向けた学習活動を推進します

ア　男女共同参画社会実現に向けた学習活動の推進  

 

男女共同参画社会実現に向けた学習活動の推進 

事業名 目的・内容 担当課 

セクシュアル・ハラス

メント防止のための

啓発 

セクシュアル・ハラスメント防止のため、研修等の

充実を図ります。また、広報紙やパンフレット等を

活用し、意識啓発を図ります。 

総 務 部 職 員

課、企画政策

部企画政策課 

男女共同参画に関す

る啓発活動の推進 

男女共同参画推進に向けた国や東京都、市の政策や

取組等の情報提供を行い、男女共同参画意識の啓発

を図ります。 

企画政策部企

画政策課 

男女平等の視点に立っ

た各種講座等の充実 

男女平等の視点に立った各種講座等の充実を図り

ます。 

教育部生涯学

習スポーツ課 

女と男のライフフォ

ーラムの実施 

公募による実行委員会を組織し、互いに理解を深め

合いながら交流する中で、市民参画による男女共同

参画意識啓発のためのフォーラムを実施します。 

教育部生涯学

習スポーツ課 

介護教室等の充実 介護に男女が共同して参加するため、介護教室を実

施します。 

健康福祉部高

齢者支援課 

講演会や講座の実施 パートタイム労働等の労働条件改善に向け、セミナ

ー等を実施します。 

環境経済部観

光商工課 

男性高齢者の生活的

自立のための講座の

充実 

男性の生活的自立を目指し、料理や介護等、生活技

術の取得のための講座等の充実を図ります。 

健康福祉部高

齢者支援課 
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第第第第９９９９章章章章    関連事業として位置付ける事業関連事業として位置付ける事業関連事業として位置付ける事業関連事業として位置付ける事業 

事業名 目的・内容 担当課 

母親学級の充実 母親学級を開催し、妊婦や乳児の健康管理や、正し

い知識の普及に努めます。 

健康福祉部健

康課 

男女共同参画に関す

る職員研修の充実 

男女共同参画に関する職員研修の充実を図ります。 総務部職員課 

 

３　社会の変化に対応するための学習の充実

（4）職業能力向上のための学習機会を充実させます

ア　職業能力向上のための学習機会の充実  

 

職業能力向上のための学習機会の充実 

事業名 目的・内容 担当課 

就労の際に役立つ技

能や技術の習得のた

めの情報収集・提供 

就労の際に役立つ情報の収集や提供に努めます。 環境経済部観

光商工課 
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第第第第９９９９章章章章    関連事業として位置付ける事業関連事業として位置付ける事業関連事業として位置付ける事業関連事業として位置付ける事業 
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あきる野市生涯学習推進市民会議設置要綱 

あきる野市生涯学習推進市民会議委員名簿 

あきる野市生涯学習推進本部設置要綱 

あきる野市生涯学習推進本部委員名簿 

あきる野市生涯学習推進本部幹事会名簿 

用語解説 

法律及び答申等（要点及び抜粋） 
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あきる野市生涯学習推進市民会議設置要綱 

（平成22年3月25日通達第22号） 

 (目的及び設置) 

第1条 あきる野市における生涯学習社会の振興及び総合的な生涯学習を市民とともに推進

するため、あきる野市生涯学習推進市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第2条 市民会議は、前条の目的を達成するため、市長から生涯学習の推進状況についての

報告を受け、市長に生涯学習の推進に関する提言又は助言を行う。 

(組織) 

第3条 市民会議は、市長が委嘱する委員12人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 識見を有する者 

(2) 市民の代表 

(3) 各種団体の代表者 

2 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。 

(任期) 

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(役員) 

第5条 市民会議に、次に掲げる役員を置く。 

(1) 委員長 1人 

(2) 副委員長 1人 

2 役員は、委員の中から互選する。 

(役員の職務) 

第6条 委員長は、会務を総括し、市民会議を代表する。 

2 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7条 市民会議は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。 

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことがで

きる。 

(部会) 

第8条 第2条に規定する事項の検討を行うため、市民会議の下に部会を設置することができ

る。 

2 前項の部会に関する事項は、委員長が定める。 

(庶務) 

第9条 市民会議の庶務は、教育部生涯学習推進課において処理する。 
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あきる野市生涯学習推進市民会議委員名簿 

 

構 成 氏   名 所  属  等 

各種団体の代表者 ◎ 吉 田 栄久夫 あきる野市体育協会専務理事 

各種団体の代表者 ○ 安 藤 之 大 前あきる野市生涯学習コーディネーターの会会長 

各種団体の代表者  坂 上 洋 之 あきる野市文化団体連盟会長 

各種団体の代表者 倉 田 克 治 あきる野市社会福祉協議会副会長 

各種団体の代表者  近 藤   寛 あきる野市観光協会五日市支部青年部部長 

各種団体の代表者  佐 藤 洋 介 学校法人日本放送協会学園生涯学習局専任局長 

各種団体の代表者 遠 藤 裕 孝 あきる野市小学校校長会会長（南秋留小学校校長） 

識見を有する者 石  井     一 あきる野市社会教育委員の会議議長 

識見を有する者  河 田 博 夫 前社会教育委員の会議議長 

市 民 の 代 表  羽生田 絋 治 公募委員 

市 民 の 代 表  持 田 晃 子 公募委員 

◎委員長、○副委員長     任期：平成 25年 6月 1 日から平成 28年 5月 31 日まで 
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あきる野市生涯学習推進本部設置要綱 

（平成16年11月16日通達第38号） 

 (目的及び設置) 

第1条 あきる野市における生涯学習社会の振興を目指し、あきる野市生涯学習推進計画に

基づき、生涯学習推進施策の総合的推進を図るため、あきる野市生涯学習推進本部(以下

「本部」という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、市長に報告

する。 

(1) あきる野市生涯学習推進計画の推進に関すること。 

(2) 生涯学習関係施策の総合調整に関すること。 

(3) その他生涯学習関係施策に関し、市長が必要と認めること。 

(組織等) 

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 本部長 副市長 

(2) 副本部長 教育長 

(3) 本部員 部長級の職員 

2 本部長は、本部を代表し、総括する。 

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指定し

た副本部長が本部長の職務を代理する。 

 (会議) 

第4条 本部は、必要の都度開催するものとし、本部長が招集する。 

2 会議の議長は、本部長をもって充てる。 

3 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め意見を聴くことが

できる。 

 (幹事会) 

第5条 第2条に規定する事項の調査及び検討を行うため、本部の下に幹事会を設置する。 

2 幹事会は、前項の調査及び検討の結果を本部に報告しなければならない。 

 (幹事会の組織等) 

第6条 幹事会は、市長が任命する職員(以下「幹事」という。)をもって組織する。 

2 幹事の数及び人員は、本部長が定める。 

3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、それぞれ幹事の中から互選する。 

4 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。 

5 幹事長は、必要に応じて幹事会の下に実務担当者会を設置することができる。 

6 幹事会及び実務担当者会に関する事項は、幹事長が定める。 

(庶務) 

第7条 本部、幹事会及び実務担当者会の庶務は、生涯学習担当課において処理する。 
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あきる野市生涯学習推進本部委員名簿 

 

 職    名 氏   名 

本 部 長 副  市  長 萩 原 豊 吉 

副本部長 教  育  長 宮  林   徹 

本 部 長 企 画 政 策 部 長 尾 﨑 喜 己 

本 部 長 総 務 部 長 浦 野 治 光 

本 部 長 市 民 部 長 平  井   裕 

本 部 長 環 境 経 済 部 長 吉 澤 桂 一 

本 部 長 観 光 担 当 部 長 小  澤   豊 

本 部 長 健 康 福 祉 部 長 宮 田 賢 吾 

本 部 長 子ども家庭部長 角  田   一 

本 部 長 都 市 整 備 部 長 田 中 信 行 

本 部 長 会 計 管 理 者 田 中 豊 昭 

本 部 長 議 会 事 務 局 長 山 本 常 雄 

本 部 長 教 育 部 長 森  田   勝 

本 部 長 指 導 担 当 部 長 肝 付 俊 朗 

本 部 長 生涯学習担当部長 関  谷   学 

平成２７年４月１日現在 
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あきる野市生涯学習推進本部幹事会名簿 

平成２７年４月１日現在 

    

    

所属部 職   名 氏  名 

企画 政策 部 

企 画 政 策 課 長 田 野 倉 裕二 

市 長 公 室 長 平 野 泰 弘 

財 政 課 長 門 脇   徹 

総 務 部 
総 務 課 長 山 下 喜 嗣 

地 域 防 災 課 長 大 出 英 祐 

市 民 部 市 民 課 長 田 代 千 穂 

環境 経済 部 

環 境 政 策 課 長 大 久 保 丈治 

観光まちづくり活動課長 館 野 俊 之 

商 工 観 光 課 長 

※観光担当部長事務取扱 
小  澤   豊 

健康 福祉 部 

生 活 福 祉 課 長 渡 邉 浩 二 

障がい者支援課長 渡 辺 一 彦 

高齢者支援課長 長 谷 川 美樹 

健 康 課 長 川 久 保  明 

子ども家庭部 子ども政策課長 岡 部 健 二 

都市 整備 部 
都 市 計 画 課 長 白 井 治 夫 

施 設 営 繕 課 長 清 水 保 治 

教 育 部 

指 導 担 当 部 長 肝 付 俊 朗 

生涯学習担当部長 関 谷   学 

教 育 総 務 課 長 小 林 賢 司 

生涯学習スポーツ課長 鈴 木 将 裕 

スポーツ・公民館担当課長 吉  岡   賢 

図 書 館 長 松  島   満 
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用語解説用語解説用語解説用語解説        

 

 

◇ＩＴ（アイ・ティー） P16,22,24,35,42,47,49,51,53,58,74,92,98 

 情報技術。インターネット、通信、コンピュータなど情報に関する技術のこと。さまざま

な場で進むＩＴを活用した革新は、従来の生活、社会のあり方も変化させた。瞬時に

空間を越えた大量の一体作業が可能になり、携帯端末とネット機能を使えば、家に

いながらにして買い物や株取引ができる。この変化は家庭や地域社会、都市や国の

あり方にまで波及しており、ＩＴ革命と呼んでいる。この流れを加速させるため、国に

おいては、ＩＴ戦略会議が設置され、市町村においてもＩＴ化が推進されている。 

 

◇秋川流域ジオパーク構想  P1 

秋川流域には、古生代の３億６千万年前からのさまざまな地層が分布しており、各地

質時代の複雑な地層が特有な地形を造り出している。当該構想は、これら流域の地

域資源を活用して日本ジオパークネットワークへの登録をめざすもの。 

 

◇アスポルト  P56 

Asport（一般社団法人 あきる野総合スポーツクラブ） 

あきる野市におけるスポーツ人口の増加、青少年の健全育成、生涯スポーツ社会の

実現のため、平成２２年２月に設立された。地域住民が主体的かつ自立的にスポー

ツができる、多世代・多種目及び多様なレベルに対応する総合型地域スポーツクラ

ブ。 

 

◇生きる力  P28,33 

知・徳・体のバランスのとれた力のこと。自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、

主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する能力や、自らを律しつつ、他人と協

調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性と、たくましく生きるための

健康や体力などを指す。 

 

◇五日市物語  P1 

あきる野市制施行１５周年記念事業の一環で、長い歴史の中で優れた文化が花開

いた五日市を題材に、東京のふるさとの物語として平成２２年度に製作された映画。

平成２３年７月３０日から公開。 
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◇インターネット  P39,47,49,50,98 

「インターネット」の語の起源は一般名詞の「インターネットワーク」(internetwork)で、

本来の意味は「ネットワーク間のネットワーク」や「複数のネットワークを相互接続した

ネットワーク」のこと。通常は固有名詞として、通信プロトコル（Protocol。コンピュータ

同士が通信をする際の手順や規約などの約束事）を用いて全世界のネットワークを

相互に接続した巨大なコンピュータ・ネットワークのことを指す。 

 

 

◇インターンシップ  P26,32,33,63,70,108 

学生・生徒が在学中に自らの専攻やキャリアに関連した職業体験を行うこと。一般的

に、企業等において、一定期間の実務を含む実習や研修的な就労体験を行うことを

指す。 

 

◇エクステンション講座  P28 

高等教育機関(大学等)などで行われる、資格取得やキャリアアップを目的とした講

座。 

 

◇ＮＰＯ（エヌ・ピー・オー）  P3,19,24,34,35,46,56,58,79,91,102 

  Non Profit Organization の略語で、民間非営利組織を意味する。非営利すなわち

営利を目的とせず公益的な市民活動を行う民間団体の総称である。日本では、特定

非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめ

とする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促

進し、もって公益の増進に寄与することを目的として、平成１０年１２月１日に「特定非

営利活動促進法（ＮＰＯ法）」が施行された。組織が意思決定機関をもち、一定の規

約に基づいて活動しているという「形式性」、政府から独立した存在である「非政府

性」、収益がすべてその組織の活動に再投資されるという「非営利性」、がその主な

要件とされている。ＮＰＯの活動領域は、医療・福祉、国際協力・交流、環境、文化・

芸術、スポーツ、教育、まちづくり、人権・平和、災害救援など多方面に広がり活発化

している。 

 

 

 

◇学習情報システム  P24,51,95 

コンピュータなどの電子機器を活用して、さまざまな学習に必要な情報を収集、処理、

伝達し、それによって学習情報を円滑に提供できる目的で組織された情報管理機

能。 
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◇学習ニーズ  P19,24,28,38,46,47,48,49,59,93,94 

人々が持つ学習に対する要求･欲求･欲望、学習要求、学習需要等。「○○を学びた

い」といった形で表される。「市民の○○に応える」などに使われる。 

 

◇カスタマーフォーカス  P19,24,48,93 

企業における顧客に焦点を当てた経営手法･考え方。顧客のニーズを満足させるた

めのサービスを、どのように提供していったらいいかを第一に考えて行うこと。近年、

行政サービスの向上を図る中で、市民の立場から事務の見直しの視点として注目さ

れている。 

 

◇学習資源（教育資源）  P19,24,46,92 

学習資源（教育資源）とは、人材、施設･設備、教材･教具のことをいい、生涯学習の

推進にあたっては、社会教育資源、学校教育資源の相互活用が求められている。 

 

◇家庭の日  P21,28,30,32,68 

あきる野市では、豊かな心の育成、明るい家庭づくりをスローガンに、毎月第 2 日曜

日を「家庭の日」と定めている。親と子の対話や家族の団らんを通して、家族のふれ

あいを大切にし、楽しい家庭づくりとあわせ、青少年の健全育成を図ることを目的とし

ている。この一環として絵画･作文コンクールや観劇会等の事業を行っている。 

 

◇キャリア教育  P32 

「望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに、

自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育」(平成１１

年１２月の中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育との接続の改善につい

て」) 

 

◇協働  P1,11,12,13,15,16,17,18,22,24,25,26,35,39,40,44,45,46,47,48,53,56,57,58, 

59,60,61,62,64,75,91,102,103,104 

同じ目的のために協力して働くことをいう。近年、社会福祉やＮＰＯ活動でよく使われ、

生涯学習の分野でも使われるようになった。 

 

◇郷土の恵みの森構想  P1,14,80 

市域の６割を占める森を市全体の「共通の財産」と捉え、この財産を有効活用した森

づくりの方向性と、利活用のプランなどを示し、平成 22 年 3 月に策定。 

構想の基本は、森の多面的機能（きれいな空気、おいしい水をつくる、木材を産出す

る、郷土愛を育む教育の場づくりなど）全体の向上を図る「環境の森づくり」、さらに、

各地区の森の特長を活かす「類型別森づくり」の推進と、類型には、清流、経済、郷

土教育、歴史文化、健康、観光の６つの森を設定し、構想の実現を目指している。 
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◇コーディネート（コーディネーター）  P17 

いろいろな要素を統合したり調整したりして、一つにまとめ上げる役割を担うこと（人）。

特に、生涯学習の振興を図るために、さまざまな学習資源を調査･収集し、有効に活

用できるよう連絡協力等の調整を担うこと。今、これらの人材が求められている。 

 

◇コミュニティ・スクール  P40 

地域と一体で教育活動を展開する学校。１９３０年代の後半にアメリカで提唱された

コミュニティ・スクール活動を原点としたもの。地域社会の教育文化センターとして学

校を捉え、地域社会と学校の結びつきを重視している。日本では１９７０年代以降、

急速に進展。 

 

◇コミュニティビジネス  P19,34,35 

市民が主体となって、地域が抱える課題をビジネスの手法により解決し、またコミュニ

ティの再生を通じて、その活動の利益を地域に還元するという事業の総称。 

 

 

 

◇ジオパーク  P1 

ユネスコが支援するプログラムで、地球科学的に価値の高い地質・地形のある自然遺産を保護

保全し、教育やジオツーリズムに利用し、持続可能な開発を目指すもの。 

 

◇自己実現  P11 

自己に潜在する能力や特徴を実現化し、真の自己であろうとすること。 

 

◇市民解説員  P23,24,36,39,40,55,56,57,58,83,100,101 

あきる野生涯学習センター事業として、平成８年から実施されている「ふるさとあきる

野市民カレッジ（歴史･文化コース）」において、市に関係する歴史･文化について学

び、所定の単位を修得した市民が認定を受けている。わがまち、わが地域の風土･

歴史･文化の再発見に努め、地域における生涯学習の推進を図るため、中心となっ

て活動する学習ボランティア。 

 

 

◇社会人入学  P28 

一般社会人のために特別枠を設け、書類選考や論文・面接試験など特別な選抜方

法で社会人を高等教育機関(大学等)に入学させる制度。全国で 500を超える大学が

社会人入学制度を実施している。 
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 ◇生涯学習コーディネーターの会  P17,35,43,44,56,59 

「あきる野市生涯学習推進計画 あきる野学びプラン」（平成１６年３月策定）に基づ

き、「生涯学習コーディネーター養成講座」（平成１７年～）の受講修了者によって、

平成１８年５月に設立。会員自ら学習するとともに、生涯学習の周知、研究、支援や

指導等を通じて市民の生涯学習振興に寄与することを目的に活動中。「生涯学習コ

ーディネーター養成講座」や「生涯学習シンポジウム」など、市民を対象に教育委員

会との協働による講座や会独自の自主企画講座の企画・運営にあたっている。 

 

◇生涯学習指導者  P57,101 

生涯学習に関わる指導者の総称。社会教育主事等の社会教育関係の専門職員、

指導員などのほか、現在では、住民主体の生涯学習を推進するにあたって、その中

心的役割を担う住民によるアドバイザー、コーディネーターなどの学習ボランティアを

いうことが多い。 

 

◇人材バンク  P16,17,19,25,31,36,55,56,61,100 

生涯学習を支援するため、さまざまな分野で優れた知識や技術を有する人たちを指

導者や協力者として登録し、求めに応じて情報を提供したり、講師を紹介したりする

制度。あきる野市では、平成１３年度から「生涯学習支援者バンク事業」として実施し

ている。 

 

◇シンポジウム  P24,43,44,56,61,91 

特定のテーマについて、異なった立場から討議が深まるよう、数人の学識経験者（講

師）などが司会者の指示に従って参加者に対して順に提案を行い、さらに補足説明

を行う。そして、討論を深めるために登壇者同士で討議をし、その後で一般参加者

からの質疑等に答えながら参加者を含めての全体討議を行い、最後に司会が全体

の整理をする。 

 

◇菅生若宮子ども体験の森  P27,40 

「郷土の恵みの森構想」実現への第一歩として、市が所有する菅生若宮地区の森林

を子どもたちが里山体験や自然環境学習、森の遊び体験などを行うフィールドとして、

平成２１年度から活用している。地域との協働の観点から、菅生町内会や四軒在家

町内会、小宮久保町内会、あきる野青年会議所、地域の識見者による『菅生若宮子

ども体験の森事業実行委員会』を組織して、自然環境学習等の事業の企画・運営、

参加者の募集手続きや施設の管理などを行っている。 
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◇生物多様性あきる野戦略  P1,15,27 

生物多様性とは、それぞれの生息・生育に適した場所に、食物連鎖や共生・寄生と

いった関係を持ちながら存在する多様な生きものが互いに関係しながら暮らしている

こと。生物多様性あきる野戦略は、あきる野の豊かな自然環境を保全し、持続させる

ことにより、地域の活性化を図り、かけがえのない自然環境を次世代を担う子ども達

に継承することを目的として策定したもの。 

 

 

 

◇男女共同参画社会  P19,21,71 

男女が、社会の対等な構成員としてあらゆる分野に参画する機会が確保され、それ

ぞれが均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、また

男女ともに責任を担うべき社会を指す。 

 

◇デジタルアーカイブ  P39,46,47,49 

博物館や図書館等の資料を電子データとして保存し、インターネットを通じて共有・

鑑賞できるようにすること、又はその構想。あきる野市では、「あきる野デジタルアーカ

イブ(http://archives.library.akiruno.tokyo.jp/)」において、市に関わる「歴史・ひと・

情報」を収集・保存し、公開している。 

 

◇データベース  P19,24,46,50,51,92 

一定の目的で集積された情報群をいい、コンピュータを利用し,大量の情報を必要な

ときにすぐ取り出せるような形に集合蓄積したものを指す。学術や洋書検索情報、新

聞記事情報等のデータベースのほか、自治体の中には講師や指導者・施設に関す

る情報、学級･講座情報等の生涯学習に関するデータベースを整備しているところも

多い。 

 

◇ＤＡＩＳＹ（デイジー）  P42,48 

日本では、「アクセシブルな情報システム」と訳されている情報システム。視覚障害者

や普通の印刷物を読むことが困難な人々のために、カセットに代わるデジタル録音

図書の国際標準規格として開発されたもの。 

 

◇電子メール  P62 

コンピュータ・ネットワークを使って、手紙（メッセージ）をやりとりできる仕組み。Ｅメー

ル、単にメールともいう。インターネットを利用して国内外などの地理的な条件とは関

係なく、即時に送受信したり、複数の人に同時にメッセージを送付することができる。

ペーパーレス等環境配慮面からも活用されてきている。 
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◇東京多摩国体＜スポーツ祭東京２０１３>  P36 

２０１３年(平成２５年)に、東京都を会場に行われた第６８回国民体育大会(国体)と第 

１３回全国障害者スポーツ大会の総称。あきる野市では、第６８回国体におけるソフト

ボール競技（少年女子）と自転車競技ロードレース（成年男子・少年男子）、馬術競

技の会場として、競技が開催された。国体は毎年、都道府県持ち回り方式で開催さ

れ、スポーツ基本法に定められる重要行事の一つであるとともに、国内最大の国民ス

ポーツの祭典である。 

 

◇東京文化財ウィーク  P64 

より多くの方に文化財を身近に感じてもらうことを目的とし、東京都教育委員会が文

化財の所有者に呼びかけて毎年行っている文化財公開事業。都内にある約４５０件

の文化財を一斉に公開する「公開事業」と、文化財めぐりや講座などを行う「企画事

業」の２つを柱とし、毎年秋頃に開催されている。あきる野市では、例年２０か所以上

で公開事業が行われる。 

 

 

 

◇ノーマライゼーション  P28,41 

一般的には、障がい者や高齢者など社会的に不利を負いやすい人々が、社会の中

で他の人々と同じように生活し、活動することが社会の本来あるべき姿であるという考

え方をいう。 

 

◇ネットワーク  P17,19,24,26,28,33,45,47,49,52,55,61,62,85,89,94,105,106 

網状組織の意。個々の人や関係機関とのつながり、情報の交換を行うグループのこ

と。一般的には、テレビ・ラジオでの組織や放送網、あるいは複数のコンピュータを結

び、データなどを共有し、情報処理の効率を図るシステムのことをいう。 

 

 

 

◇パートナーシップ  P18,58,59 

女性と男性、行政とＮＰＯなど、それぞれの立場の違いを認めながら対等な立場で、

一定の目的を達成するために、自らの役割を果たすことをいう。 
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◇パブリック・コメント  P64 

行政機関が政策の立案等を行おうとする際に、その案を公表し、案に対して広く国

民・事業者等から意見や情報を提出する機会を設け、提出された意見等を考慮して

最終的な意思決定を行うこと。特に、国の行政機関が新たな規制を設けようとしたり、

それまで行っていた規制の内容を改めたり、規制を廃止しようとする場合には、その

ような機会を設けなければならないことが閣議決定（平成１１年３月２３日）され、平成

１１年４月から実施している。 

 

◇放送大学  P28 

放送を主たる教授媒体としている、公開性をもった遠隔大学。大学教育の機会を広

く人々に提供するために設立された。一般的に、テレビやラジオなどによる放送と、

印刷教材を併用して授業を行う。 

 

◇放課後子ども教室  P55 

学校の施設などを利用し、地域の方々の協力を得ながら、子どもたちの自主的な活

動を通して、放課後の環境づくりと子どもたちの安全で安心できる活動場所を提供

するもの。小学校１年生から６年生までの児童を対象としている。 

 

◇ホームページ  P24,42,46,47,49,50,53,64,72,95 

ｗｗｗ（ワールド・ワイド・ウェブ）の中で、最初に表示される「トップページ」のことを指

すが、一般的にはインターネット上で表示される画面を総称して呼ぶことが多い。 

 

 

 

◇めざせ健康あきる野２１  P19,22,36,37 

あきる野市民がより豊かな人生を送るための一つの手段として、健康づくりをどのよう

に進めていくかを市民の方々と共に考えた健康づくり計画。少子高齢化が進み、深

刻化してきた生活習慣病や介護等に関する状況の改善のために、平成１５年５月に

健康増進法が施行された。市では、これに基づいて平成１７年から、あきる野市健康

増進計画市民検討委員会や市民ワーキングチームとともに具体的な事業の実施に

向けての計画策定に取り組み、あきる野市健康増進計画「めざせ健康あきる野２１」

を策定した。 

 



あきる野市生涯学習推進計画 

「あきる野学びプランⅢ」 

 

133 

 

◇ライフスタイル  P34,36 

生活の様式や営み方。また、人生観や価値観、習慣等を含めた、個人の生き方を指

す。 

   

◇ライフステージ  P36 

人の生涯にわたる発達を、年齢的特徴によって捉える各時期(幼児期・児童期・青年

期・壮年期・老年期など)のことを指す。 

 

◇リカレント教育（recurrent education） P28 

高等教育を、ある年齢以上になってからでも、また繰り返してでも受けることが広く許

されるようなシステムをいう。近年、大学などの高等教育機関において、生涯教育理

念の学校制度への適用例として行われるようになった。 

 

 ◇レファレンスサービス  P48,51 

図書館利用者が必要な資料や情報を効率よく集められるよう、図書館員が手伝うサ

ービス。本や資料そのものの情報提供はもちろん、検索の仕方や調べものの仕方の

ご案内等もこれにあたる。広義には、図書館利用案内の作成や検索システムの充実

など、利用者が情報収集しやすい環境の整備も含む。 
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法律及び答申等法律及び答申等法律及び答申等法律及び答申等    ((((要点及び抜粋要点及び抜粋要点及び抜粋要点及び抜粋))))    

 

◇「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」【抜粋】 

 （通称「生涯学習振興法」）      （平成２年６月２９日法律第７１号） 

               最終改正 平成１４年３月３１日法律第１５号 

（目的） 

第一条 この法律は、国民が生涯にわたって学習する機会があまねく求められている状況にかんが  

み、生涯学習の振興に資するための都道府県の事業に関しその推進体制の整備その他の必要な事項

を定め、及び特定の地区において生涯学習に係る機会の総合的な提供を促進するための措置について

定めるとともに、都道府県生涯学習審議会の事務について定める等の措置を講ずることにより、生涯学

習の振興のための施策の推進体制及び地域における生涯学習に係る機会の整備を図り、もって生涯学

習の振興に寄与することを目的とする。 

（施策における配慮等） 

第二条 国及び地方公共団体は、この法律に規定する生涯学習の振興のための施策を実施するに当  

たっては、学習に関する国民の自発的意思を尊重するよう配慮するとともに、職業能力の開発及び向上、

社会福祉等に関し生涯学習に資するための別に講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うよう努め

るものとする。 

（生涯学習の振興に資するための都道府県の事業） 

第三条 都道府県の教育委員会は、生涯学習の振興に資するため、おおむね次の各号に掲げる事業 

について、これらを相互に連携させつつ推進するために必要な体制の整備を図りつつ、これらを一体的

かつ効果的に実施するよう努めるものとする。 

一 学校教育及び社会教育に係る学習（体育に係るものを含む。以下この項において「学習」と 

いう。）並びに文化活動の機会に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。 

二 住民の学習に対する需要及び学習の成果の評価に関し、調査研究を行うこと。 

三 地域の実情に即した学習の方法の開発を行うこと。 

四 住民の学習に関する指導者及び助言者に対する研修を行うこと。 

五 地域における学校教育、社会教育及び文化に関する機関及び団体に対し、これらの機関及び  

団体相互の連携に関し、照会及び相談に応じ、並びに助言その他の援助を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、社会教育のための講座の開設その他の住民の学習の機会の提供 

に関し必要な事業を行うこと。 

２ 都道府県の教育委員会は、前項に規定する事業を行うに当たっては、社会教育関係団体その 

他の地域において生涯学習に資する事業を行う機関及び団体との連携に努めるものとする。 

（市町村の連携協力体制） 

第十一条 市町村（特別区を含む。）は、生涯学習の振興に資するため、関係機関及び関係団体等と  

の連携協力体制の整備に努めるものとする。 
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◇「教育基本法」【抜粋】      （平成１８年１２月２２日法律第１２０号） 

第一章 教育の目的及び理念  

（教育の目的）  

第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備え

た心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。  

（教育の目標）  

第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行

われるものとする。  

一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うととも 

に、健やかな身体を養うこと。  

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、

職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。  

三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に

社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。  

四  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。  

五  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社

会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。  

（生涯学習の理念）  

第三条  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。  

（教育の機会均等）  

第四条  すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、

信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。  

２ 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育

上必要な支援を講じなければならない。  

３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、

奨学の措置を講じなければならない。  

 

 

◇「社会教育法」【抜粋】        （昭和２４年６月１０日法律２０７号） 

               最終改正 平成２０年６月１１日法律第５９号 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神に則り、社会教育に関する  

国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。 

（社会教育の定義） 

第二条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基き、学校の教育課

程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育

及びレクリエーションの活動を含む。）をいう。 
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（国及び地方公共団体の任務） 

第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に 

必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があら

ゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成する

ように努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏  

まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習

の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との

密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資す

ることとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及

び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。 

（市町村の教育委員会の事務） 

第五条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に 

応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。 

一 社会教育に必要な援助を行うこと。 

二 社会教育委員の委嘱に関すること。 

三 公民館の設置及び管理に関すること。 

四 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること。 

五 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。 

六 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関 

  すること。 

七 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育に関 

する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。 

八 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催並びにその奨励に関すること。 

九 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。 

十 情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能 

に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関する 

こと。 

十一 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。 

十二 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。 

十三 主として学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢 

生徒をいう。）に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他適 

切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関 

すること。 

十四 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機 

会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。 

十五 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設そ 

の他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関 
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すること。 

十六 社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。 

十七 視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。 

十八 情報の交換及び調査研究に関すること。 

十九 その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務 

（社会教育関係団体の定義） 

第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社

会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。 

(審議会等への諮問） 

第十三条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あ  ア

らかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十 あ

号）第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。）で政令で定めるものの、地あ方公

共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議（社会教育委員が置かれていない場合にあは、

条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会あその他

の合議制の機関）の意見を聴いて行わなければならない。 

（社会教育委員の構成） 

第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

２ 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学

識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。 

(社会教育委員の職務） 

第十七条  社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の職務を行う。 

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。 

（社会教育委員の定数等） 

第十八条 社会教育委員の定数、任期その他必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。 

（公民館運営審議会） 

第二十九条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審 

議するものとする。 

第三十条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育

の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、市町村の教育委

員会が委嘱する。 

２ 前項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、市町村の条例で定める。 
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◇図書館法              （昭和２５年４月３０日法律１１８号） 

                  最終改正 平成２０年６月１１日法律第５９号 

（図書館奉仕） 

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、

及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければ

ならない。 

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視

聴覚教育の資料その他必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつ

ては認識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下「図書館資料」という。）を収

集し、一般公衆の利用に供すること。 

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるよ   

うにすること。 

四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する  

図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。 

五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。 

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励する 

こと。 

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 

八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他 

の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 

九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。 

（運営の状況に関する評価等） 

第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき  

図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（運営の状況に関する情報の提供） 

第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深める 

とともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を

積極的に提供するよう努めなければならない。 

(入館料等) 

第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならな

い。 

 

 

◇「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について」 

                （昭和４６年４月３０日社会教育審議会答申） 

  ２ 生涯教育と社会教育 

   (1) 社会の変動と生涯教育 

   ──生涯教育の必要は、現代のごとく変動の激しい社会ではいかに高度な学校教育を受けた人であ
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っても次々に新しく出現する知識や技術を生涯学習しなくてはならないという事実から、直接には

意識されたのであるが、生涯教育という考え方はこのように生涯にわたる学習の継続を要求する

だけでなく、家庭教育、学校教育、社会教育の三者を有機的に統合することを要求している。

（略）今日、あらゆる教育は生涯教育の観点から再検討を迫られているといってよい。── 

 

 

◇「生涯教育について」 

                （昭和５６年６月１１日中央教育審議会答申） 

１ 生涯教育の意義として、 

   ──今日、変化の激しい社会にあって、人々は、自己の充実・啓発や生活の向上のため、適切かつ豊

かな学習の機会を求めている。これらの学習は、各人が自発的意思に基づいて行うことを基本とするも

のであり、必要に応じ、自己に適した手段・方法は、これを自ら選んで、生涯を通じて行うものである。こ

の意味では、これを生涯学習と呼ぶのがふさわしい。この生涯学習のために、自ら学習する意欲と能

力を養い、社会の様々な教育機能を相互の関連性を考慮しつつ総合的に整備・充実しようとするのが

生涯教育の考え方である。言い換えれば、生涯教育とは、国民一人一人が充実した人生を送ることを

目指して生涯にわたって行う学習を助けるために、教育制度全体がその上に打ち立てられるべき基本

的な理念である。 

 

 

◇「教育改革に関する第４次答申（最終答申）」 

                 （昭和６２年８月７日臨時教育審議会答申） 

  第二章 教育改革の視点 

２ 生涯学習体系への移行   

   －－我が国が今後、社会の変化に主体的に対応し、活力ある社会を築いていくためには、学歴社会

の弊害を是正するとともに、学習意欲の新たな高まりと多様な教育サービス供給体系の登場、科学技

術の進展などに伴う新たな学習需要の高まりにこたえ、学校中心の考え方を改め、生涯学習体系への

移行を主軸とする教育体系の総合的再編成を図っていかなければならない。－－ 

 

 

◇「教育改革に関する当面の具体化方策について」 

                     （昭和６２年１０月６日閣議決定） 

  教育改革推進大綱 

   今次教育改革の推進にあたっては、臨時教育審議会答申に示された教育の基本的在り方及び教育

改革の視点を踏まえつつ、広範多岐にわたる諸提言について相互の関連及び既存の施策との整合

性等を図りながら、それらの着実な推進に努める必要がある。このため、当面、下記方針により、総合

的観点から所要の改革方策の検討、立案等を進め、逐次その実現に努めるものとする。（以下略） 
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◇「生涯学習の基盤整備について」  

                   （平成２年１月３０日中央教育審議会答申） 

  第一 生涯学習の基盤整備の必要性 

   －－このように、今日の我が国においては、学校、地域、職場等を通じて多種多様な学習機会が提供

されており、今後ともそれぞれの学習機会をより充実し、人々の学習活動をより活発にしていくことが必

要である。 

  ３ 以上のような生涯学習の考え方及び現状を踏まえると、今後生涯学習を推進するに当たり特に次の

点に留意する必要があろう。 

   ①生涯学習は、生活の向上、職業上の能力の向上や、自己の充実を目指し、各人が自発的意思に基

づいて行うことを基本とするものであること。 

   ②生涯学習は、必要に応じ、可能な限り自己に適した手段及び方法を自ら選びながら、生涯を通じて

行うものであること。 

   ③生涯学習は、学校や社会の中で意図的、組織的な学習活動として行われるだけでなく、人々のスポ

ーツ活動、文化活動、趣味、レクリエーション活動、ボランティア活動などの中でも行われるものであ

ること。（以下略） 

 

 

◇「地域における生涯学習機会の充実方策について」 

 （平成８年４月２４日生涯学習審議会答申） 

  Ⅰ 社会に開かれた高等教育機関 

Ⅱ 地域に根ざした小・中・高等学校 

Ⅲ 地域住民のニーズに応える社会教育・文化・スポーツ施設 

Ⅳ 生涯学習に貢献する研究・研修施設 

 

 

◇「新しい時代を拓く心を育てるために」 （平成１０年６月３０日中央教育審議会答申） 

次代を担っていく子どもたちが、未来への夢や目標を抱き、創造的で活力に満ちた豊かな国と社会を

つくる営みや地球規模の課題に積極果敢に取り組み、世界の中で信頼される日本人として育っていく

よう、社会全体で子どもたちが「生きる力」（自分で課題を見つけ、自ら学び自ら考える力、正義感や倫

理観等の豊かな人間性、健康や体力）を身に付けるための取り組みを進めていくことが大切である。 
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◇「社会の変化に対応した今後の社会教育行政のあり方について」 

                （平成１０年９月１７日生涯学習審議会答申） 

（要旨） 

自由闊達な社会教育行政を展開するために必要な支援方策として、 

①地域の特性に応じた住民参加の社会教育行政の展開 

②生涯学習社会の構築に向けた社会教育行政の重要性 

③民間の諸活動との連携 

④総合的なネットワーク型の行政の構築 

などがあげられています。 

このように、生涯学習の振興は、地域社会の中で様々な学習機会を提供している機関や施設の生涯

学習機能の充実が必要であり、住民参加の下で魅力ある社会教育行政が行われ、活力ある地域づくりに

つながるものであるとしています。 

 

 

◇「生活体験・自然体験が日本の子どもたちの心をはぐくむ」 

                 （平成１１年６月９日生涯学習審議会答申） 

－－日本の子どもの心を豊かにはぐくむためには、家庭や地域社会で、さまざまな体験活動の機会を子

どもたちに「意図的」「計画的」に提供する必要があり、平成１４年度からの完全学校週５日制の実施に向

けて、子どもたちの体験活動の充実を図る体制を一気に整備するため、具体的な緊急施策を提言するこ

ととしました。－－ 

 

 

◇教育改革国民会議報告（抜粋）－教育を変える１７の提案－  

平成１２年１２月２２日  

教育改革国民会議は、内閣総理大臣のもと、平成１２年３月に発足し、この度報告を取りまとめた。私たち

は以下の１７の提案について、速やかにその実施のための取り組みがなされることを強く希望する。  

 

人間性豊かな日本人を育成する  

○教育の原点は家庭であることを自覚する  

○学校は道徳を教えることをためらわない  

○奉仕活動を全員が行うようにする  

○問題を起こす子どもへの教育をあいまいにしない  

○有害情報等から子どもを守る  

 

一人ひとりの才能を伸ばし、創造性に富む人間を育成する  

○一律主義を改め、個性を伸ばす教育システムを導入する  

○記憶力偏重を改め、大学入試を多様化する  

○リーダー養成のため、大学・大学院の教育・研究機能を強化する  

○大学にふさわしい学習を促すシステムを導入する  
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○職業観、勤労観を育む教育を推進する  

 

新しい時代に新しい学校づくりを  

○教師の意欲や努力が報われ評価される体制をつくる  

○地域の信頼に応える学校づくりを進める  

○学校や教育委員会に組織マネジメントの発想を取り入れる  

○授業を子どもの立場に立った、わかりやすく効果的なものにする  

○新しいタイプの学校（“コミュニティ・スクール”等）の設置を促進する  

 

教育振興基本計画と教育基本法  

○教育施策の総合的推進のための教育振興基本計画を  

○新しい時代にふさわしい教育基本法を 

 

 

◇「新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方について～具体的な改正の方向」 

                （平成１５年３月２０日中央教育審議会答申） 

教育基本法改正 

  21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成」を目指すため、これからの教育は、 

○ 自己実現を目指す自立した人間の育成  

○ 豊かな心と健やかな体を備えた人間の育成  

○ 「知」の世紀をリードする創造性に富んだ人間の育成  

○ 新しい「公共」を創造し、21世紀の国家・社会の形成に主体的に参画する日本人の育成  

○ 日本の伝統・文化を基盤として国際社会を生きる教養ある日本人の育成  

の５つの目標の実現に取り組むことが必要であるとしています。そして、今の教育基本法にうたわれてい

る「個人の尊厳」「人格の完成」「平和的な国家及び社会の形成者」などの理念は、憲法に則った普遍的

なものとして今後とも大切にしながら、これからの教育の目標の実現を目指すために今日極めて重要と考

えられる「信頼される学校教育の確立」、「大学改革の推進」、「家庭の教育力の回復」、「公共心」、「伝

統・文化の尊重、郷土や国を愛する心、国際性」「生涯学習の推進」などの重要な教育理念や原則を明

確にするために、教育基本法を改正すべきとの提言がなされています。  

 

 

◇「次代を担う自立した青少年の育成に向けて」   

（平成 19 年 1 月 30 日 中央教育審議会答申） 

第 3章  青少年の意欲を高め，心と体の相伴った成長を促すために－重視すべき視点と方策－  

1．家庭で青少年の自立への意欲の基盤を培おう  

視点  

○家庭の役割を強く自覚し，家族全員で子どもに積極的にかかわる  

○学校や企業，地域社会が家庭での自立への基盤づくりを支援する  

方策  
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◎求められる基本的生活習慣や基礎的な体力の重要性について，実践的な調査研究等を通じて啓発

する  

◎家庭での基盤づくりを進める国民運動を展開し，地域での取組を支援する  

2．すべての青少年の生活に体験活動を根付かせ，体験を通じた試行錯誤切磋琢磨（せっさたくま）を見

守り支えよう  

視点  

○多様な体験活動の機会を提供し，体験活動をすべての青少年の生活に根付かせる  

○体験を通じた青少年の試行錯誤切磋琢磨（せっさたくま）を大人が見守り支援する  

方策  

◎青少年の生活圏内に多様な体験を提供する場や機会をつくる  

◎青少年教育施設等を中核として，教育効果の高い体験活動を計画的に提供する  

3．青少年が社会との関係の中で自己実現を図れるよう，地域の大人が導こう  

視点  

○社会との関係への興味・関心を育て，社会との関係の中での自己実現を導く  

○地域の大人が青少年の育成に積極的にかかわっていくという価値観を醸成する  

方策  

◎社会との関係の中で自己実現を図った大人の生き方から学ぶ機会を提供する  

◎青少年の努力や社会貢献を積極的に評価する  

◎地域の大人が地域の青少年の成長に継続してかかわることのできる場や機会を広げ，その連携を進

める  

4．青少年一人ひとりに寄り添い，その成長を支援しよう  

視点  

○ガイダンスの発想に立ち，青少年一人ひとりの成長を支援する  

方策  

◎ガイダンスの発想に立って青少年を支援できるよう，指導者の意識の涵養（かんよう）と指導力育成に

努める  

◎学校における教育相談体制の整備や関係機関が連携したサポート体制の充実などにより，一人ひとり

の成長をきめ細やかに支援する  

 

 

◇新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について 

～知の循環型社会の構築を目指して～ 

(平成２０年２月１９日 中央教育審議会答申) 

第 1 部 今後の生涯学習の振興方策について 

１．生涯学習の振興の要請－高まる必要性と重要性 

（持続可能な社会の構築の要請） 

○また、近年、地球規模の様々な課題が深刻化する中、世界的にも「持続可能な社会」の構築が求めら

れており、そのような社会を構築するための教育の必要性・重要性も国際社会で提唱されており、国連

において「持続可能な発展のための教育の１０年（DESD：Decade for Education of Sustainable 
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Development）」が推進されているところである*2。 

持続可能な社会では、各個人が社会の構成員として、人間・社会・環境・経済の共生を目指し、生産・

消費や創造・活用のバランス感覚を持ちながら、それぞれが社会で責任を果たし、社会全体の活力を

持続させようとする「循環型社会」への転換が求められる。したがって、各個人が、自らのニーズに基づ

き学習した成果を社会に還元し、社会全体の持続的な教育力の向上に貢献するといった「知の循環型

社会」を構築することは、持続可能な社会の基盤となり、その構築にも貢献するものと考えられる。 

*2 国連「持続可能な発展のための教育の１０年」２００５年～２０１４年。ユネスコ（国際連合教育科学文化

機関）が主導機関として指名されている。 

 

◇今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について 

                 （平成 23 年 1 月 31 日 中央教育審議会答申） 

第５章 生涯学習の観点に立ったキャリア形成支援 

○第１章のキャリア教育・職業教育の基本的方向性で示したように、学びたい者が、いつでも、職業に必

要な知識・技術等を学び直したり、更に深く学んだりすることにより、職業に必要な能力の向上や職業

の変更等が可能となるよう、生涯学習の観点に立ち、キャリア形成支援の充実を図ることが必要であ

る。 

○キャリア形成の支援を必要とする者としては、学校から社会・職業へ移行した後、更に必要な知識・技

能を身に付けることを希望する者等が考えられる。 

○また、中途退学者や無業者等、学校から社会・職業への移行が円滑に行われなかった者や、その後、

早期離職等により職業生活からいったん離れてしまった者が考えられる。このような者は、平成１９年度

から平成２２年度の各調査から推計すると、その後進学や就職をする者も含め、前期中等教育段階か

ら約２万人、後期中等教育段階から約２４万人、高等教育段階から約４１万人存在するとみられる。 

○このような状況を踏まえ、生涯学習の観点に立ったキャリア形成支援の在り方について、学校から社

会・職業へ移行した後の学習者に対する支援、中途退学者や無業者等のキャリア形成のための支援

の観点からの検討が必要であり、このようなニーズにこたえるために学習機会を充実させていくことが

必要である。
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