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１．施策を展開する上での基本的な考え方

このみどり市生涯学習振興計画は、「いつでも、どこでも、だれでも、自由に学べる生涯学習社

会の実現」への道筋を示したものです。

この振興計画は、第２章の「市民アンケート」の結果と第３章にまとめた考え方に沿って、市

民が学校・家庭・職場・地域のあらゆる機会・あらゆる場所を通じ、学習形態を問わず、学習者

として参加する実践の方向、市・教育行政の条件整備や推進体制組織の確立、教育機関の学習機

会や学習情報の提供など各分野の振興の施策を示したものです。

行政機関や施設、教育委員会や教育機関、公民館などの社会教育関係機関などで行われている

学習機会の提供や学習者への各種の支援については、これまでの方法・内容を最低ラインとし、

さまざまな部署や関係機関との連携協力のもとに、地域で果たす役割・指標などを位置づけてい

るものです。

みどり市生涯学習振興計画では、具体的な施策を提案しつつも、その具体化にあたっては、市

民の主体的な参加・参画と家庭・学校・地域・市行政・教育行政・教育機関などの努力と日常的

な連携・協力を期待するものです。

「基本目標を実現するための基本計画」に示した23項目の生涯学習振興のための基本方針は、

環境醸成（学習条件の整備）、学習機会の充実、学習・文化活動支援体制の確立、に大別できます。

また、生涯学習を推進し、人々の生涯にわたる学習権をいつでもだれに対しても保障するため

には、教育の独立を守ることや市民の参画を保障すること、これまでの“無料の原則”を基本と

することなども必要です。

・ 教育の独立を守ること

生涯学習の主体はあくまでも市民であり、何を学びたいか、何を必要とするかを決定するの

は市民自身でなければなりません。行政が学習機会を提供したり情報を提供したりすることは

必要な役割ですが、基本的に何をどういう方法で学ぶかは、市民自身に選択、決定する権利が

あり、そこに行政が過度に干渉することはしてはいけないことです。

・ 市民の参画を保障すること

まちづくりにおいて、“市民参加・参画”は必須の条件になっている今日、社会教育がこれま

で創り上げてきたさまざまな市民参加のシステム、住民自治の考え方は、生涯学習を充実・発

展さていくために、さまざまな場面で市民の意思を反映させる、公民館運営審議会などに代表

されるような参加・参画のシステム 解説23 を保障していくことが必要です。

・ “無料の原則”

それぞれの学習の場面をみると、学級・講座・講演会、サークル活動など極めて個人的に見

解説23 ： 社会教育法第15条や第29条、第30条など社会教育関係法令には市民参加の制度が明記されている。
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える活動であっても、新しい出会い、活動の深まり、新しい発見などを繰り返すことで、地域

を創っていく力となる“人”づくり、ネットワークづくりにつながっています。「いつでも、ど

こでも、だれでも、自由に、何でも学ぶ」ことができる社会の実現のための学習や活動などに

ついては、これまでどおり無料を原則 解説24 とします。

２．施策展開の柱と方向性

これらの基本的な考え方に基づき、「市民の学び（生涯学習）を拡げる」「市民の学び（生涯学

習）を支える」の２つを展開の柱とします。

（１） 市民の学びを拡げる

人々が「いつでも、どこでも、だれでもが自由に学べる」ことができるようにするためには、

まず、人々が生涯にわたって学習活動を継続していくことができるような基礎が確立された上

に、学習者のライフスタイルや生活環境、目的などに応じて多様な学習の機会を整備すること

が必要です。そして、さまざまな学習の機会が整備されることで、人々の学習活動は徐々に拡

がったり、深まったりしていくのです。

こうした認識に立ち、「市民の学びを拡げる」では、市民が求めるさまざまな学習機会の提供

に関わる施策を次の２つの方向で具体的に示します。

１） 生涯学習の基礎づくりを進める

人々が生涯にわたって学習活動を行っていくためには、まず、基礎的・基本的な知識や技術

を習得するとともに、そのために必要な健康づくりや体力づくりを進めたり、自らが学ぶ意欲

や態度を身につけたりするなど、生涯学習の基礎づくりを進めることが必要です。

振興計画では、生涯学習の基礎づくりを進めるため、さらなる社会教育の振興はもちろん、

家庭教育や学校教育、健康づくり、スポーツの振興に関わる具体的な施策を示します。

２） 学習の場を拡げ、さまざまな学習活動を促進する

人々がさまざまな学習に主体的に取り組み、活動の範囲や内容を徐々に拡大したり、深めた

りしていくためには、さまざまな学習の場が整備されることが必要です。どのような方法でど

んな学習を選択するかは、あくまでも人々の問題です。したがって、学習活動を支援する側の

役割は、市民の多様な学習ニーズに可能な限り応えられるよう、さまざまな学習の機会を整備

するとともに、企画・運営にも市民が参加できるシステムを持つことも大切です。

解説24 ： 憲法第23条や第26条のほかに、社会教育法第3条や第4条から、無料または減免措置が望まれると解釈される。
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このため、振興計画では、「学びの場」を３つに区分することとし、それぞれに関わる具体的

な施策を示します。

① 日常生活の中から学びの場をつくる

人々が心豊かに健やかな人生を送るためには、高齢化や人権、環境の問題など、だれも

が多かれ少なかれ学んでおく必要がある課題があります。また、文化活動など、学んだり、

活動したりすることにより、自らの人生をより豊かにしたり、生きがいに満ちたものにし

たりという学習もあります。

人々の多様な学習活動を支援するためには、このような生活に密着した学習の機会を整

備し、これを基盤として、さまざまな学習に主体的に取り組む意欲を培うとともに、活動

の範囲や内容を徐々に拡大したり、深めたりすることが大切です。このため、振興計画で

は、いわば日常生活の中から学びの場をつくることで、だれもが生涯を通じて豊かな人生

を送ることができるよう、学習基盤の整備に努めます。

② 社会生活を営む上で必要な学びの場をつくる

人々が地域や職場などで、人々と交流しながら円滑に社会生活を送るためには、防災や

消費者問題、交通安全など一定の学習が必要とされる課題があります。また、生活水準の

向上を図るとともに、地域や社会全体の発展を図るためには。産業の振興や職業能力の開

発向上など、社会の変化に応じて、新しい知識や技術を身に付ける必要がある課題もあり

ます。

これらの学習は、一人ひとりの生活を豊かにすることはもちろんですが、社会全体を発

展させ、豊かにするという意味で、極めて重要な課題です。このため、振興計画では、こ

うした社会生活を営む上で必要な学びの場をつくることで、一人ひとりの生活の向上や地

域全体の発展に寄与していきます。

③ 豊かな社会づくりにつながる学びの場をつくる

人々が行う学習活動の中には、日常生活や社会生活の中での活動のほかに、学習の成果

が地域づくりにつながるようなものがあります。例えば、ボランティア活動などは、活動

自体が学習としての意味を持っていますが、同時に、学習の成果が地域での活動に生かさ

れたり、活動を通して生まれた新しい人間関係の絆が地域での他の活動に役立てられたり

するなど、地域づくりや地域の活性化を促す要因として、大きな意義を持っています。

地域での連帯感や人間関係が希薄化してきている今日、これらの学習活動を支援するこ

とは、人々の交流を活発にし、温かな社会をつくる上で、非常に大切なことです。このた

め、振興計画では、こうした豊かな社会づくりにつながるさまざまな学習機会を整備する

ことで、地域の活性化を促していきます。

（２） 市民の学びを支える

人々が生涯にわたって多様な学習活動に取り組めるようにするためには、学習の機会の整備
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をするだけでは不十分です。人々が学習に取り組むことを容易にしたり、学習を阻害する要因

を取り除いたりするなど、学習活動を側面から支援するさまざまな条件整備を行うことが必要

です。

例えば、生涯学習推進体制の整備や学習施設の整備・ネットワーク化、学習情報の提供・相

談体制の整備などが挙げられます。「市民の学びを支える」では、これらに関する施策を次の２

つの方向で具体的に示します。

１） 生涯学習を推進するための体制を整える

人々の学習活動を支援し、生涯学習を推進するためには、これを実行する体制の整備が必

要です。一口に「体制の整備」といっても、生涯学習を推進する組織を整備する以外にもさ

まざまな取組みが必要です。特に、生涯学習を推進するためには、生涯学習の意義や重要性

について、より多くの人々に正しく理解してもらうための活動が大切です。また、学習の場

となる各種施設の整備や連携なども重要な取組みです。

振興計画では、これら多種多様な施策を総合的に講じることで、生涯学習を推進するため

の体制整備に努めます。

２） 学習情報の提供や学習相談の体制を整える

人々が何かを学ぼうとしたり、学習を継続しようとしたりする場合、求めに応じて的確な

学習情報を提供し、学習に役立ててもらうことは、極めて重要な支援策です。また学習を行

う中で迷ったり、疑問にぶつかったりした場合、適切なアドバイスを行う学習相談は、人々

が学習を継続する上で大きな役割を果たします。

振興計画では、このような情報提供や学習相談の重要性を踏まえ、だれもが、いつでも、

どこでも必要な情報を入手できるような学習情報提供体制を整備するとともに、市民の具体

的な学習活動に結びつくような、一人ひとりの要求に応じたきめ細かい対応ができる学習相

談体制の整備充実に努めます。
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３．振興計画の施策体系
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○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

豊かな長寿社会
に向けた活動の推

進

生涯学習の基礎づくりを進

める

子育て支援の推
進と家庭教育の充

実

学びを拡げる

学校教育の充実と
学校･家庭･地域

社会との連携

青少年活動の援
助

社会教育の充実

健康づくりに向け

た活動の推進

スポーツ・レクリ
エーション活動の

推進

学習の場を拡げ、さまざまな学

習活動を促進する

日常生活の中から学
びの場をつくる

「食育」への取組
み

子育て支援の総合的推進

家庭における食育の推進

学校や地域との連携の推進

家庭教育に関する学習機会の充実

生涯学習の基礎を培う学校教育の充実

学校・家庭・地域との連携の推進

体験活動や社会参加活動、交流活動の
促進

青少年の保護育成と住民運動の促進

青少年に関する資料や情報を収集・提供
する体制の整備

成人教育の充実

家庭教育の充実

青少年教育の充実

教養・趣味を豊かにする学習の充実

施設の整備充実とネットワーク化の推進

指導者の発掘・育成

「食育」への取り組み

総合的な健康づくりの支援

心と体の健康づくりに向けた活動の推進

生涯にわたるスポーツ活動の推進

情報提供・相談機能の充実

指導者の養成と活用

活動の場の整備充実

全体的な「食育」への取組み

高齢者に対する学習機会の充実と社会参
加の促進

年齢に応じた「食育」への取組み

家庭・学校・地域社会における「食育」へ
の取組み

高齢化の問題に関する学習機会の充実

高齢者福祉に関するさまざまな制度への
理解を深める
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○
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○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

バリアフリー社会
の実現に向けた活
動の推進

人権の尊重と人権

教育の推進

環境学習・環境教
育の推進

社会生活を営む上で
必要な学びの場をつ
くる

産業振興に寄与

する活動の推進

生活の安全を確
保するための活動
の推進

健全な消費者活
動の実現に向けた
活動の推進

豊かな社会づくりに
つながる学びの場を
つくる

学習成果の発表

機会などの充実

男女共同参画社
会の形成に向けた
活動の推進

障がい者に対する理解を深める学習機会
の充実

障がい者福祉に関するさまざまな制度へ
の理解を深める

障がい者に対する支援体制の充実

高齢者に対する理解を深める学習機会の
充実、支援体制の充実、制度への理解な

学校教育における人権教育の充実

環境問題に関する学習機会の提供

地域における人権教育の充実

身近な環境に関する資料や情報の収集・
提供体制の整備・充実

地域の自然保護とその活用

環境保護活動の推進

特色ある地域文化

の振興と発信

文化にふれる機会や活動に参加する機会
の充実

文化活動を支える団体や人材の育成

先人の英知を引き継ぐ

情報のネットワーク化の推進と地域づくり
への活用

労働に関する学習機会の充実

防火や犯罪に関する学習機会の提供

防火・防犯活動を支える団体や人材の育

交通安全に関する学習機会の提供

情報伝達体制の整備

青少年に関する施策

消費者問題についての情報の提供及び
相談事業の充実

消費者問題に関する学習機会の充実

学習成果の発表

地域の活動を支える人材の育成

学習成果の実践

男女共同参画社会の実現を促進する学
習の機会の充実

自らの問題ととらえ活動する団体や人材の
育成
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

生涯学習への理
解を深める

生涯学習を推進する体制

を整える

学びを支える

推進体制の整備

学習施設の整備と

ネットワーク

さまざまな学習活
動への支援

学習情報の提供や学習相

談の体制を整える

学習情報提供シス
テムの整備

学習相談体制の
整備

行政職員や教職員の理解を深めるための
活動の推進

住民の理解を深めるための活動の推進

生涯学習推進体制の確立

社会教育施設の配置・位置づけの見直し

民間施設との連携

各部署、市有施設館の機能・運営の充実
と連携

学習グループ・サークルへの支援

学習支援者の発掘・養成と活動の場の拡
充

個人学習者への支援

団体への支援

学習情報提供システムのネットワーク化

職員による相談機能の充実

各教育機関等による情報収集とネットワー
ク化の充実
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４．施策の展開

１ 学びを拡げる

（１） 生涯学習の基礎づくりを進める

① 子育て支援の推進と家庭教育の充実

生涯学習とのかかわり

近年の少子化や核家族化に加え共働き家庭の増加、地域との関わりの希薄化など、子どもを

育てる環境は大きく変化しています。人々が安心して子どもを産み、育てられるような社会を

つくるためには、地域社会全体で協力しさまざまな取り組みを行う必要があります。児童福祉

など制度の拡充に加え、地域社会が一体となって取り組むことは大切な要素であり、学校・家

庭・地域が緊密に連携・協力をしながら進めることも重要です。

家庭教育の充実は、子どもの基本的な生活習慣を身につけさせ、感性や情操を育む中核的な

ものとして、最も重要な課題です。家庭教育の中心となる親や家族に加え、地域の人々がそれ

ぞれの立場で子育てについて学ぶことのできる学習機会や情報の提供、ネットワークづくりの

支援など、さまざまな条件や環境の整備を通じて家庭の教育力の充実を支援していくことが求

められています。

子育てに関わる人々が主体的に学び、活動できる環境を整備することは、子どもの健やかな

成長にとっても大切であり、子どもが生涯を通じて主体的に学ぶことができる環境の整備にも

つながります。子どもたちが小さな頃から豊かに学ぶことができる環境をつくることは生涯学

習社会の基盤づくりでもあります。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

母親学級・両親学

級

妊娠・出産の悩みや不安の解消、母性・父性

の高揚の場とし、育児をしやすい環境づくりを

推進し、妊婦同士の仲間づくりを行う。

妊婦とその夫 健康管理課、笠

懸、大間々保健

センター

桐生市

乳幼児期におけ

る健診などの実施

対象月齢の乳幼児の健康診断、健康相談な

ど。

対象月齢の乳

幼児とその親

各保健センター

離乳食講習会

（試食）

離乳食の意義と基本的な進め方を知る。 生後5ヶ月児と

その親

健康管理課・保

健センター

離乳食講習会

（実習）

生後6～11ヶ月

児の親子

健康管理課・笠

懸・大間々保健

センター

託児も実施

ぴよぴよ広場 身体測定、育児相談、栄養相談、歯科相談、

母乳相談など

1歳半くらいま

での乳幼児

大間々保健セン

ター

わんぱく広場 身体測定、育児相談、栄養相談、歯科相談、

母乳相談、遊びの広場など

1歳半～3歳くら

いまでの幼児

笠懸保健センタ

ー、東保健セン

ター

保育園での育児

相談

市民 保育園 こども課
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

地域子育て支援

センター

未就園の乳幼児とその保護者が、地域に密

着している保育園を活用し、親子で一緒に遊

んだり、親同士、子ども同士のコミュニケーシ

ョンを図ったりするために利用できる場所。専

任の保育士が子育てに関する相談に応じる。

笠懸北保育園、

いずみ保育園、

た け の こ 保 育

園、二葉保育園

こども課

幼稚園での預かり

保育、子育て相談

預かり保育は、対象園児のみ。毎日14:00～

16:00の間。

対象園児 笠懸幼稚園

ブックスタート事

業 解説25

絵本のプレゼントにより、赤ちゃんと保護者が

絵本をとおして、心ふれあうひとときを持つき

っかけをつくる活動。赤ちゃんと保護者に対

し、読み聞かせの指導も行う。

生後4ヶ月～10

ヶ月の子ども

各図書館、公民

館図書室

こども課、保健セ

ンター

保健セ ン タ ー連

携事業

母親学級で図書館の利用案内、乳幼児への

読み聞かせの重要性など読書活動の推進事

業。

妊婦 笠懸図書館 保健センター

家庭教育学級 子育ての悩みを抱える母親同士の交流や情

報交換を通して、家庭の教育力の向上をねら

いとして開講。

2･3歳児及びそ

の母親

笠懸公民館、大

間々公民館

子育てサロン 子どもたちが学校に行っている時間帯を利用

した子育てサロンとして児童館を開放。楽し

い子育てと交流、仲間づくりのお手伝い。お

母さん同士の情報交換。

就学前の親子 社会福祉協議会

家庭児童相談室 児童に関するあらゆる問題について家庭など

の相談に応じ、そのケースに合った指導方針

をたて、助言、指導を行う。ＤＶ等の相談も受

ける。

市民 こども課

子育て講演会 就学前の親子 健康管理課

思春期体験学習 母性・父性の育成、生命の尊さを認識しても

らう。妊娠から育児へのイメージを持たせる性

教育を目的に、実習と講座を交えて実施。

中学生 健康管理課・各

保健センター

学校教育課

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

現在、子育てに関する学習の機会として、公民館や保健センター、地域子育て支援センター

などを中心に学級・講座や講演会、事業などを実施しています。これらは大別して①子育て支

援の側面から行っているもの、②子どもの健康増進の側面から行っているもの、③家庭教育の

側面から行っているものに区分することができます。

最近では、公民館や保健センターに加え、地域子育て支援センターの取り組みが充実し、子

どもを持つ親どうしの学習や交流の場となっています。一方行政では、子育て支援の取り組み

が進められ、体制も整備されてきましたが、平成20年実施の「市民アンケート」からは、幼稚

園や保健センターの相談機能の充実を期待する声や、子育てに追われて学びたくても参加でき

ないといった状況もみられ、子育てに関する情報や学習機会の提供について、利用や参加のし

やすい環境を整備していくことが重要な課題となっています。

解説25 ブックスタート事業 ： 赤ちゃんとその保護者に絵本や子育てに関する情報などが入ったブックスタート・パックを手渡し、
絵本を介して心ふれあうひとときをもつきっかけをつくる活動。1992年にイギリス・バーミンガムで取り組みが始まった。日本
では平成13（2001）年から市区町村自治体の事業として行われている。地域に生まれた赤ちゃんが集まる0歳児健診を主な
会場に、図書館員、保健師、行政職員、住民ボランティアなどが活動に携わっている。平成13年12月には「子どもの読書活
動の推進に関する法律」も施行。



みどり市生涯学習振興

第４章 振興計画の施策

44

今後、市民の子育てを支援していくには、それぞれの施設の特色を生かした取り組みを充実

させることに加え、関係する部署や施設間の連携を図り、関連する事業を総合的・一体的に展

開することが必要です。特に、家庭教育に関する事業は、子育てについての学習や交流の場と

して重要な役割を担っており、関係する部署や施設との連携や参加しやすい環境の整備など改

善拡充を図っていく必要があります。

振興の施策

○ 子育て支援の総合的推進

・ 各保健センターで行っている子育て支援事業や子どもの健康増進事業と、公民館や幼稚

園・学校、ＰＴＡなどで行っている家庭教育に関する事業などの連携を図ることで、子

育て支援のための活動が総合的に展開されるよう工夫します。

・ 家庭での子育てを女性（母親）のみに負わせるのではなく、男性（父親）の主体的な参

加を促進するため、父親を対象とした育児教室や子育て講座を充実し、参加しやすい環

境づくりを進めます。

・ 各機関で実施している子育てや学習に関する相談事業を充実させ、情報発信を行うなど、

子育てについての情報提供の充実を図ります。

・ 子育て支援についての出前講座の充実など、各種制度に関する学習の機会を設け、その

理解や活用を図ります。

○ 家庭教育に関する学習機会の充実

・ これから親になる人から高齢者まで、幅広い年齢層を対象とした学習の機会を整備する

とともに、子どもの年齢や対象者の家族の中の役割などに応じて、学習内容や方法など

を工夫することで、学習の体系化を進めます。

・ 子どもの基本的生活習慣の育成や情操の涵養、たくましく生きるための健康や体力づく

りなど、本来家庭で行うべき教育が確実に行われるよう、特に、乳幼児期の子どもを持

つ親を対象とした学級・講座の充実を図ります。

・ 親子が同じ経験を持つ機会が減少している現状を踏まえ、親子での生活体験や自然体験、

交流活動ができる機会や場の整備に努めます。

・ 父親の家庭教育への参加を促進するため、父親を対象とした学級・講座を充実するとと

もに、父親たちの自主的なサークルづくりを支援します。

・ 地域社会が一体となって子育てに取り組むため、地域の人々が世代を超えて交流できる

ような事業の実施や支援を行います。

・ 家庭教育に関する学習の機会を提供する場合には、保育付きで実施するなど、参加しや

すい条件の整備に努めます。

・ 図書館・保健センターなどが連携してブックスタート事業を行い、読書を通じて親子が

ふれあうきっかけをつくるとともに、乳幼児期から本に親しむ環境を整備します。
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○ 学校や地域との連携の推進

・ 家庭教育の指導者や協力者として、子育て経験者やＰＴＡ役員経験者、青少推委員経験

者など、地域の人材と連携し、子育て支援のネットワークづくりを進めます。

・ 保育園や幼稚園、保健センター、公民館など身近な施設を親同士の交流や情報交換の場

として提供し、ネットワークづくりを支援します。

・ 子育て情報の収集・提供や自主的な活動に取り組む親たちのサークルづくりを促進する

とともに、これらのサークルに対する支援に努めます。

・ 学校の教育活動では、児童生徒の発達段階に応じて、乳幼児とのふれあい活動や育児ボ

ランティア活動など、体験的な学習機会の充実を図ります。

・ 図書館を中心として、読み聞かせ活動や読み聞かせグループの活動支援などを行い、小

さい頃から読書に親しめる環境づくりを行います。

○ 家庭における食育の推進 （ １－（2）－1）－① （p64） 参照 ）
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② 学校教育の充実と学校・家庭・地域との連携

生涯学習とのかかわり

学校教育では、子どもたちが基礎・基本を確実に身に付け、いかに社会が変化しようと、自

ら課題を見つけ、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資

質や能力とともに、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心な

どの豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力などの「生きる力」 解説27 を身に付け

させるため、さまざまな改革に取り組んでいます。

学校で学ぶ園児・児童・生徒の教育を充実するためには、地域の教育力を活用することや、

学校と家庭、地域の連携が必要であり、今後さらに連携を強めていかなくてはなりません。

生涯学習社会では、学校は地域の教育力を積極的に活用するとともに、学校自身も地域に貢

献することにより、地域に開かれ、地域とともに発展していく姿勢が求められています。また、

学校、家庭、地域の三者の連携は欠かせない課題ですが、学校を取り巻くさまざまな問題を解

決する上でも、こうした取り組みの一層の充実を図っていく必要があります。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

子育てサロン 1-(1）-① 再掲 （p43参照） 就学前の親子 社会福祉協議会

家庭児童相談室 1-(1）-① 再掲 （p43参照） 市民 こども課

教育相談 子ともたちの悩みを真剣に受け止め、子ども

たちの前に立ちはだかる壁を自分の力で乗り

越えられるよう、援助する。

市民 教育研究所

適応指導教室 登校できずに悩んでいる児童生徒に、仲間と

のふれあい、学習、体験活動を通じて、自立

心や社会性、人間関係を養い、学校に復帰

できるよう援助する。

小中学生 教育研究所、適

応指導教室

青少年相談（ヤン

グテレホン相談）

友だちや家庭、学校のことなど、青少年の悩

みごとの相談に応じる。家族からの相談も受

け付ける。

市民 青少年センター

心配ごと相談事業 市民のあらゆる心配ごとの相談に応じ、適切

な助言指導を行う。相談者の社会生活で支

援と福祉向上を目的。

市民 社会福祉協議会 民生委員・児童

委員

学童保育・放課後

児童クラブ

保護者が仕事や病気、介護などの理由によ

り、学校終了後に留守家庭となっている子ど

もを預かる。保護者が安心して働けるように常

勤の指導員が子どもたちの生活を守り、さま

ざまな「遊び」を通じて、その健やかな成長を

援助する。

小学１～４年 こども課 社会福祉協議会

緑の少年団 緑化推進の一環として市内全10校の小学校

で花の植栽を中心に実施。

小学生 農林課 市内小中学校

解説27 「生きる力」 ： 第１５期中央教育審議会『21世紀を展望した我が国の教育の在り方（第一次答申）‐子供に［生きる力］と［ゆ
とり］を‐』（平成8（1996）年7月19日）の中で、自分の課題をみつけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく
問題を解決する資質や能力であり、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のことを意味する定義。
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

社会を明るくする

運動

すべての国民が、犯罪防止と罪を犯した人た

ちへの更生活動に理解を深め、それぞれの

立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明る

い社会を築こうとする全国的な運動。7月を強

調月間とし、実施委員会を組織し、広報活動

や市民集会（関係機関・団体・小中学生が中

心的に参加し、アトラクションを交えた社会を

明るくする運動の啓発）等を開催し、地域社

会における犯罪予防活動推進の機運や意識

の定着を図る。

市民 社会福祉課 社会福祉協議会

思春期体験学習 1-(1）-① 再掲 （p43参照） 中学生 健康管理課・各

保健センター

学校教育課

中学生海外研修

派遣事業

次代を担う中学生に国際的視野を広めさせる

とともに語学力の向上と文化的な交流を深め

るために、海外に派遣している。

中学２・３年生 学校教育課 市内中学校

総合的な学習の

時間にかかる外

部講師の活用

小中学生 小中学校 社会教育課、社

会教育施設

学校体育施設の

開放

小中学校の校庭と体育館の開放。 市民 スポーツ振興係 市内小中学校

芸術鑑賞教室の

実施

演劇や音楽などの芸術鑑賞を授業の一環で

行う。9年間の義務教育期間中に3回実施。

小中学生 小中学校 文化ホール

芸術鑑賞教室の

実施

演劇や音楽などの芸術鑑賞を授業の一環で

行う。

小学生 小学校 学校教育課、富

弘美術館

キャリアドリーム事

業 解説28

生徒に適切な職業観、勤労観を身に付ける

ために5日間程度の職場体験活動を実施。

中学2年生 教育研究所 市内中学校

防犯パトロールの

実施

小中学生、市

民

小中学校ＰＴＡ

青少年巡回指導 毎月土曜日の「少年の日」などに、青少年の

夜間徘徊・非行防止の市内パトロールを実

施。

市民 青少年センター 青少年センター

補導員、青少推

青少年健全育成

のための環境浄

化運動

浄化運動の一環として、有害看板、ポスタ

ー、チラシなどを撤去する。青少推進員から

の通報制を取り入れ、迅速に対応。

市民 青少年センター 青少推、警察協

助員

こども環境教室 桐生市との連携交流事業の一環として、足尾

の山に植樹し、環境保全の体験をしてもらう。

小学校5・6年生

（年1～2校）

みどり市・桐生市

の生活環境課

足尾に緑を育て

る会

青少年教室 親子が共通体験を通してふれあう機会を設け

るとともにつくって食べること、遊ぶことなどの

体験をすることで、工夫することの楽しさや創

造することの面白さを知り、遊びながらの学習

を通じて地域の子どもが豊かに成長すること

を目的として実施。

主に小学生 笠懸公民館

子ど も 八木節教

室

地区の子どもたちが八木節を学ぶことを通し

て、地域文化の伝承や仲間づくり、郷土づくり

の醸成を図る。

小学生 笠懸公民館 各行政区子ども

会育成会

笠懸地域こどもま

つり

子どもたちと地域の青少年健全育成団体で

実行委員会を組織し、体験学習を中心に各

種イベントを企画実施する。

市民 笠懸公民館 実行委員会を組

織

青少年たいけん

教室

1回目は、炭焼き体験教室。

2回目は、自然体験教室。

小学生 東公民館 東地域子ども会

育成会

解説28 キャリアドリーム事業 ： みどり市では、生徒が適切な職業観、勤労観を身に付けるために5日間程度の職場体験活動を実
施する。従来のチャレンジ事業（大間々）とキャリアスタート事業（笠懸）を統合し、新名称で市内全中学2年生を対象として
いる。
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

東地域子どもまつ

り

旧花輪小学校記念館の長い廊下を使っての

雑巾がけレースを実施。また、子どもの遊び

体験や、地域交流模擬店など、市内の子ども

たちが交流を行う事業。

市民 東公民館 実行委員会を組

織

児童図書展示会 児童書を笠懸図書館で展示する。 職員・学校司書 笠懸図書館 小学校

夏休み企画行事 1日図書館員、調べる学習賞コンクール複製

作品展示会、工作教室を行う。

小学生 笠懸図書館

子ども企画行事 工作教室・科学教室などを行う。 小学生 笠懸図書館

みどり・桐生地区

中高生合同音楽

祭

吹奏楽部などの生徒の交流を通して学習機

会と発表の場を提供する。

みどり・桐生地

区中学生高校

生

笠懸野文化ホー

ル

学校等の体験学

習

体験学習を通じて歴史・文化・技術を学ぶこと

から能動的な行動・思考を身につける。

幼児～中学生 岩宿博物館 保 育 園 、 幼 稚

園、小中学校

子どもの作品等発

表展示「岩宿人に

なろう」

市内の小学校・幼稚園・保育園と博物館とが

協力して行った体験学習の成果や、土器や

石器などの作品を展示する。

子ども～一般 岩宿博物館 市内小学校、幼

稚園、保育園

古代米・ソバの栽

培体験学習「岩宿

の里 米っこクラ

ブ」

古代米やそばを、種まきから収穫、食べること

まで通して経験することで、農作業の歴史を

経験すると同時に、昔の習慣を学ぶ中で

「食」に対する関心を高め、協力しあうことや、

食事のマナーを学ぶ。

小学生～一般 岩宿博物館 岩宿の里に古代

米 を 栽 培 す る

会、岩宿博物館

友の会

夏休み体験学習

教室

「岩宿人にチャレンジしよう」というタイトルで、

石器づくりや石槍投げ体験、古代料理体験な

どを行う。岩宿時代の体験を通じて、歴史・文

化・技術を学び、また、現在の生活を見直す

きっかけとする。

小学生以上 岩宿博物館 岩宿博物館友の

会

岩宿探検隊 小学4年生以上を対象に、石器・土器作りを

はじめ郷土の歴史や地質学習など多様な学

習を通じて歴史・文化・技術を学ぶことから能

動的な行動・思考を身につける。

小学4年生以上 岩宿博物館 小中学校、岩宿

博物館友の会

展示「岩宿人のく

らしをさぐる」

夏休みに行う小中学生向けの岩宿（旧石器）

時代の基礎を学ぶ展示。子ども向けにわかり

やすく展示することで、岩宿時代や歴史に興

味を持ち、夏休みの自由研究の題材にも利

用されている。

小中学生（～一

般）

岩宿博物館

星野富弘氏のビ

デオ無料貸し出し

「生きる力」「負けない気持ち」を養うために、

道徳の授業の副教材として、また、美術館来

館の事前学習用として、星野富弘氏の生き方

を紹介したビデオの無料貸し出しを行う。

教育機関等 富弘美術館

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

学校、家庭、地域の三者の連携と「開かれた学校」の重要さが指摘されて久しい今日、さま

ざまな社会問題を抱える現状を踏まえ、「学校の安全」の意識を強く持って確保していかなけれ

ばならない状況にあり、これはみどり市においても例外ではありません。

園児・児童・生徒や教職員が生涯学習について理解を深めるためには、学校だけでなく、家

庭や地域との連携を推進することが必要となります。

また、「総合的な学習の時間」への協力体制を検討・整備することも必要になっています。現
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状では、市内の図書館や博物館などの社会教育関係機関との連携・協力が十分とはいえない状

況にあります。この要因には、学校と関係機関との打合せ不足が大きいと考えます。さらに、

地域の人材紹介に関しては、学校独自で持つ情報、社会教育関係機関独自で持つ情報など情報

が一元化されていない状況です。今後どうやって情報を収集し、必要とする情報をいかに提供

するか、といったシステムを学校や地域、行政で検討する必要があります。

振興の施策

○ 生涯学習の基礎を培う学校教育の充実

・ 一人ひとりの個性や能力を尊重しながら、生涯にわたって学び続けるための基礎を養う

とともに、幼児・児童・生徒が豊かな心やたくましく生きる力を身につけられるよう、

「生きる力」の育成を重視した教育を進めます。

・ 幼児・児童・生徒が、人間としてのあり方や生命の尊さを自覚し、心豊かでたくましく

生きていくことができるよう、その基盤となる道徳性の育成を図ります。

・ 一人ひとりの児童生徒が、自己の長所を伸ばすことができるよう、新しい学力観に立っ

て、体験的な活動や問題解決型の学習の充実を図り、個を生かす教育を推進します。

・ 情報化や国際化など、社会の変化に適切に対応できる人材を育成するため、学校での外

国語教育や情報教育、環境教育などの充実に努めます。

・ 高齢社会における高齢者等を理解するための学習ができるようにします。

・ 児童・生徒の意識や生活のようす、環境などをきめ細かく把握し、温かな愛情を持って

接するよう努めることで、児童・生徒の自己実現を図る積極的な生徒指導の充実に努め

ます。

・ 生涯学習社会の学校の役割について、教職員の理解を深め、それらを教育に生かす実践

的指導力の充実を図るため、教職員の研修内容の充実に努めます。

・ 教科指導や学校行事の支援、校舎内外の補修、清掃、環境整備、登下校の安全確保、社

会体験活動の受け入れなど、地域の教育力を有効活用するため、学校支援センター 解説29

の整備・充実に努めます。

・ 養護教諭などによる「食」についての積極的な授業を実施したり、「食」の学習にかかわ

る教材教具を工夫したりするなど、子どもが楽しく「食」について学習できるようにし

ます。

○ 学校・家庭・地域との連携の推進

・ 幼児・児童・生徒の望ましい人間関係を図るため、「放課後子どもプラン」 解説30 など放

解説29 学校支援センター ： 群馬県教育委員会が平成18（2006）年から取組む事業。従来から学校では、地域や学校の実情に
応じてボランティアの方々の協力を得て教育活動が行われてきたが、より一層計画的・組織的にボランティアを活用し、教
育活動を充実させるために「学校支援センター」の導入を推進している。

解説30 放課後子どもプラン ： 平成19年度から文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健全育
成事業」（放課後児童クラブ）とが、一体的あるいは総合的な放課後対策（放課後子どもプラン）として実施される。「放課後
子ども教室推進事業」は放課後や週末等に小学校の余裕教室等を利用して、地域の人々の参画を得て、子どもたちに学
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課後や週末の子どもたちの体験・交流活動の場づくりを推進するとともに、家庭や地域

での自然体験活動や社会体験活動などを促進することで、学校・家庭・地域の教育力の

融合をめざします。

・ 障がいのある子どもも地域でともに有意義な活動ができるよう一層の努力に努めます。

・ 不登校・問題行動、いじめなどの防止を図るため、児童生徒の立場に立った共感的な健

全育成活動が行われるよう、家庭や地域に働きかけるとともに、他者への思いやりの心

を育てるため、ボランティア活動などの社会参加活動や青少年団体活動への参加を推進

します。

・ 本来、家庭で行うべき教育などについての意識を啓発するとともに、保護者との連携を

強化するため、家庭訪問や保護者面談などを通じて、保護者との意思疎通に努めます。

また、ＰＴＡ活動の家庭教育に関する取り組みを支援する働きかけを積極的に行い、家

庭の教育力の向上を促します。

・ 学校の教育活動では、児童生徒の発達段階に応じて、乳幼児とのふれあい活動や育児ボ

ランティア活動など体験的な学習機会の充実を図ります。

・ 総合的な学習の時間をはじめとして学校の教育活動の中で、地域の社会人を講師として

活用するとともに、公民館や図書館、博物館、文化ホールなどの機能をいかした事業を

行うなど、地域との連携・協力を進め、地域の教育力の活用を図ります。

・ 学校図書室と市立図書館の連携により読書教育の充実を図ります。

・ 現在行っている学校体育館や校庭の社会教育活動への開放を続け、さらに特別教室など

の開放の方策を検討します。

習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の期待を提供する事業。
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③ 青少年活動の援助

生涯学習とのかかわり

次代を担う青少年 解説31 が心身ともに健やかに成長し、社会の一員として使命と役割をもっ

て自立することは、青少年自身の活動を活発にし、異年齢の人たちとの交流を盛んにするなど、

生涯学習の基礎をつくる上で大きな役割を果たします。

青少年の健全育成は、学校、家庭、地域及び関係団体をはじめ、すべての人々の努力で実現

されるものですが、行政としてもこれらの取り組みが円滑に行われるよう、積極的な施策を展

開していく必要があります。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

社会を明るくする

運動

1-（1）-② 再掲 （p47参照） 市民 社会福祉課 社会福祉協議会

防犯パトロールの

実施

1-（1）-② 再掲 （p47参照） 小中学生、市

民

小中学校ＰＴＡ

非行防止標語コ

ンクール

非行防止標語を募集し、最優秀賞2名、優秀

賞10名を選出する。

小学生4～6年

生、中学生

社会教育係 市内小中学校

少年の主張大会 中学生が日頃の生活を通して感じていること

や考えていることをまとめた作文を書いてもら

い、各中学校の代表者2名の発表を行う。

中学生 社会教育係 市内中学校

青少年健全育成

大会

非行防止標語コンクール受賞者の表彰や、

少年の主張みどり市大会最優秀賞受賞者に

よる発表、青少年問題について考えるための

講演などを行う。

表彰対象者、

市民

社会教育係 青少年育成推進

員連絡協議会

青少年相談（ヤン

グテレホン相談）

1-（1）-② 再掲 （p46参照） 市民 青少年センター

青少年巡回指導 1-（1）-② 再掲 （p47参照） 市民 青少年センター 青少年センター

補導員、青少推

青少年健全育成

のための環境浄

化運動

1-（1）-② 再掲 （p47参照） 市民 青少年センター 青少推、警察協

助員

青少年教室 1-（1）-② 再掲 （p47参照） 主に小学生 笠懸公民館

笠懸地域こどもま

つり

1-（1）-② 再掲 （p47参照） 当該地区市民 笠懸公民館 実行委員会を組

織

青少年たいけん

教室

1-（1）-② 再掲 （p47参照） 小学生 東公民館 東地域子ども会

育成会

解説31 青少年 ： 法令上の定義は一定でないが、一般的にはわが国の将来を担う若い世代で、人間形成の途上にある人たちを
指す。本計画における「青少年」の対象年齢については、「青少年育成施策大綱」（平成15年12月9日 青少年育成推進本
部決定）が、おおむね30歳未満の者を対象として、以下の各年齢期に応じて青少年育成施策を推進していることを念頭に
置いている。
乳幼児期 ： 小学校就学前の時期 - 人間への基本的信頼と愛情を育てていく基礎となる、親や特定少数の人との強い情
愛的きずなを形成するとともに、複数の人々とのかかわりを通じて認知や情緒を発達させ人格を形成していくことが重要。
学童期 ： 小学生期 - 後の成長の基礎となる体力・運動能力を身に付け、多様な知識・経験を蓄積し、家族や仲間との相
互関係の中で自分の役割や連帯感などの社会性を獲得していくことが重要。
思春期 ： 概ね中学生～高校生に当たる時期 - 自分らしさを確立するために模索し、社会規範や知識・能力を修得しな
がら大人への移行を開始することが重要。
青年期 ： 概ね高等学校卒業以後に当たる時期 - 親の保護から抜け出し、社会の一員として自立した生活を営み、さら
に、公共社会へ参画し、貢献していくことが重要。
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

東地域子どもまつ

り

1-（1）-② 再掲 （p48参照） 市民 東公民館 実行委員会

夏休み体験学習

教室

1-（1）-② 再掲 （p48参照） 小学生以上 岩宿博物館 岩宿博物館友の

会

大人の体験講座 ボランティア養成講座を兼ねた体験学習。小

中学生が中心となる体験学習を指導するボラ

ンティアとなる人材を育成する。中学生以上

が対象で、青少年と大人との交流の機会にも

なる。

中学生以上 岩宿博物館、岩

宿博物館友の会

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

現在、青少年の健全育成を図るため、研修会や講座、体験的活動などさまざまな事業が実施

されていますが、近年の青少年を取り巻く環境は、ゲーム機や携帯電話、パソコンなどの普及

により、自然や他の人々と直接ふれあう機会が減少し、他人を思いやる心や自制心が不足して

いるといった指摘がされています。

また、地域に大学や企業等が少ないため青年期の人口が少なく、また昨今の就職難などの問

題もあり、フリーターやニート 解説32 の問題も危惧されています。

人間性が豊かで、創造力に富んだ心身ともにたくましい青少年を育成するには、さまざまな

体験活動や社会参加活動、交流活動を一層充実させるとともに、これらの活動を支える施設の

整備や指導者などの育成に努めていくことが必要です。また、家庭・学校・地域社会などが一

体となって、青少年にとって有害な環境を排除するなど、好ましい環境づくりを進めることも

必要です。

みどり市には、体験活動や交流活動を行うのに適した施設（キャンプ場や体験施設など）が

数多くあります。これらの施設の積極的なＰＲや施設を活用した学習機会の提供も必要になり

ます。

振興の施策

○ 体験活動や社会参加活動、交流活動の促進

・ 青少年が自然や人々とのふれあいを通して、社会性や豊かな人間性などを培うことがで

きる自然体験や集団生活体験活動を推進します。

・ 青少年の思いやりの心を育むため、地域づくりや高齢者・障がい者などとの交流、ボラ

ンティア活動などに参加できるよう、青少年ボランティア講座の実施や情報の提供など

解説32 フリーター ： 厚生労働省の定義（「労働経済の分析（労働経済白書）」）では、15～34歳で、男性は卒業者、女性は卒業
者で未婚の者とし、①雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」又は「アルバイト」である者、②完全失業者のうち探して
いる仕事の形態が「パート・アルバイト」の者、③非労働力人口のうち希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」で、家事も
通学も就業内定もしていない「その他」の者の合計としている。平成17年は約201万人。
ニート ： ＮＥＥＴ。“Not in Education, Employment or Training”の略で「若年無業者」と称し、厚生労働省の定義（「労働経
済の分析（労働経済白書）」）では、15～34歳で非労働力人口のうち家事も通学もしていない者としている。平成17年は約
64万人。
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に努めます。

・ 青少年がさまざまな文化や人々とのふれあいを通して、地域社会の一員としての自覚を

育むことができるよう、文化活動、スポーツ活動などの交流活動や世代間の交流活動を

促進します。

・ 新成人に成人式の運営委員になってもらうなど、式典の企画・運営を通じて連帯感や達

成感をもてるよう努めます。

・ 研修会などの開催により青少年指導者の育成を図るとともに、地域の青少年関係団体の

活動を支援し、青少年の団体加入促進に努めます。

○ 青少年の保護育成と市民運動の促進

・ 家庭、学校、地域及び関係団体などの相互の連携を強化し、青少年問題に取り組む社会

全体の機運を高め、春・夏・冬の青少年健全育成運動（三季運動）の効果的な実施や青

色回転灯を点灯してのパトロール（青パト）による地域巡回を行うなど、地域ぐるみの

健全育成運動を推進します。

・ 「少年の日」及び「家庭の日」 解説33 の一層の定着を図るため、少年の主張発表大会の

実施や広報など普及啓発活動の拡充に努めるとともに、家庭健全化運動を推進します。

・ 青少年の声を行政に反映させるため、青少年と行政機関との意見交換の機会を設けるな

ど、青少年参加型の健全育成運動を研究・推進します。

・ みどり市青少年問題協議会を中心に、家庭、学校、関係機関・団体などが一体となった

市民運動を展開し、有害環境の排除や青少年の非行防止に努めます。

・ 携帯電話やインターネット上の有害情報から青少年を守るための情報教育を充実します。

・ いじめ、不登校、問題行動などさまざまな悩みを持つ青少年の親などからの相談はもち

ろん、日常的な相談事項にも適切に対応して、青少年の健全育成や非行防止に役立てる

ため、相談機関の機能や役割、利用方法などの周知を図るとともに、学校や関係部署と

の連携強化に努めます。

○ 青少年活動に関する資料や情報を収集・提供する体制の整備

・ 研修会などに積極的に参加し、資料や情報の収集に努めます。

・ 収集した資料や情報を各種教育施設やＩＴ機器などを活用して提供できるよう努めます。

・ 青少年活動に活用できる関連施設のＰＲに努めます。

解説33 「少年の日」、「家庭の日」 ： 群馬県では、昭和40年度から毎月第1日曜日を「家庭の日」と定め、青少年の健全育成のための県民運

動を推進しています。また、青少年自身が自らの行動に責任を持つとともに、社会の一員としての自覚を深める日として、昭和58年度から
毎月第1土曜日を「少年の日」と定め、「家庭の日」と連動した県民運動を展開しています。



みどり市生涯学習振興

第４章 振興計画の施策

54

④ 社会教育の充実

生涯学習とのかかわり

社会教育は、学校で行われる教育活動以外の活動として、幼児から高齢者まで幅広い年齢層

を対象に行われています。このため、活動の分野や形態は極めて多様であり、また、学校教育

とは異なり、必ずしも制度化された教育ではないため、しばしば生涯学習との違いについて混

乱が生じています。

生涯学習は個々の学習活動の総称であり、社会教育も生涯学習の一部であることを正しく理

解する必要があります。さらに、社会教育は学校外の体系的な教育活動として、学校教育と同

様、生涯学習の基礎をつくる上で大きな役割を担っていることも、十分認識する必要がありま

す。

社会教育は、いわば「社会という場で行われる教育」であり、社会が変化すれば、それに応

じて変わっていかなければなりません。今後、生涯学習社会を築いていくためには、社会教育

のあり方を常に見直し、その充実を図っていくことが必要です。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

家庭教育学級 1‐（1）-① 再掲 （p43参照） 2・3歳児及びそ

の母親

笠懸公民館、大

間々公民館

青少年教室 １-(1)-②、③ 再掲 （p47参照） 主に小学生 笠懸公民館

笠懸地域こどもま

つり

１-(1)-②、③ 再掲 （p47参照） 当該地区市民 笠懸公民館 実行委員会

青少年たいけん

教室

１-(1)-②、③ 再掲 （p47参照） 小学生 東公民館 東地域子ども会

育成会

東地域子どもまつ

り

１-(1)-②、③ 再掲 （p48参照） 市民一般 東公民館 実行委員会

各種学級・講座の

実施

生活課題や趣味など幅広い分野をテーマに

教室を開催する。

市民 各公民館

高齢者大学 高齢者の社会参加、役割、生きがい対策を狙

いとして開講。社会参加役割を学びその成果

を地域に活かす。

60歳以上の市

民

各公民館

自主申請学級 市内に在住在勤の15人以上の市民が申請し

た場合、予算の範囲内において、一定の条

件を満たせば、公民館主催学級として開設す

る。

市民一般 笠懸公民館

地区公民館申請

学級

各区に設置される自治公民館で申請学級が

開催できるもの。予算の範囲内において一定

の条件を満たせば、公民館と各区公民館の

共催で学級を開設する。

当該地区市民 笠懸公民館 同一内容の申請

学級は大間々公

民館でも実施

市民講座 市民参加による運営委員会を組織し、年度毎

にテーマを設定し開講している連続講座。

市民 笠懸公民館

ミニ・イベント 公民館のロビーやギャラリーを活用し、ミニ・イ

ベント、ミニ発表会などを開催し、自由なたま

り場、市民の広場としての機能の充実をめざ

す。

市民 笠懸公民館 利用者の会
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

公民館大会 公民館や公民館活動について、利用者や市

民が意見を交換することにより公民館のあり

方や自分たちの活動のあり方を考え、改善す

ることをめざす。

市民 笠懸公民館 実行委員会を組

織

公民館大清掃 公民館や活動についての意見交換や公民館

施設の大掃除をすることを通じて、公民館活

動や自分たちの活動のあり方について考える

とともに公民館利用者や市民同士の交流を

図る。

市民（笠懸公民

館利用者）

笠懸公民館

利用者懇談会 公民館をより使いやすくするために、利用者

から意見や要望を聞くとともに、問題点などを

協議し、有効かつ効果的な運営を行うため懇

談会を実施する。

市民（笠懸公民

館利用者）

笠懸公民館

地域文化祭 各公民館で、公民館や地域で活躍している

団体、個人の文化・芸術活動の発表と交流の

場として開催。

当該地域市民 各公民館 笠懸・東は実行

委員会、大間々

は地域文化協会

と共催

ブックスタート事

業

１-(1)-① 再掲 （p43参照） 生後4ヶ月～10

ヶ月の子ども

各図書館、公民

館図書室

こども課、保健セ

ンター

読み聞かせ教室 読み聞かせの普及と図書利用の促進を図

る。

市民 各図書館、公民

館図書室

読み聞かせ活動 幼児、児童と保護者に読み聞かせの楽しさを

体験してもらうと共に読み聞かせグループに

発表の場所を提供する。

市民 笠懸図書館 読み聞かせグル

ープ

子ど も 読書週間

記念行事

子ども読書週間を記念し、幼児・児童への読

書支援を行う。

小学生以下 各図書館

読書週間記念行

事

読書週間にあわせ記念行事の開催。 市民 各図書館

児童図書展示会 １-(1)-② 再掲 （p48参照） 職員・学校司書

教諭

笠懸図書館 小学校

本の森のギャラリ

ー

図書館資料を利用した作品の発表のために

場所の提供を行う。

市民 笠懸図書館

夏休み企画行事 １-(1)-② 再掲 （p48参照） 小学生 笠懸図書館

子ども企画行事 １-(1)-② 再掲 （p48参照） 小学生 笠懸図書館

春休み企画行事 春休み期間に子ども映画会などを行う。 小学生 笠懸図書館

館内映画上映会 名作映画の鑑賞会を一般向けと児童向けに

上映。

市民 各図書館

障がい者配本サ

ービス

図書館への来館が困難な障がい者へ配本を

行う。

各図書館、公民

館図書室

社会福祉課

学校との連携事

業・配本

学校図書館との連携を深め、児童生徒の読

書環境整備を援助、図書館利用学習、児童

生徒の学習援助。図書館から遠距離にある

小学校に配本し、児童の学習や読書活動の

援助を行う。

幼稚園児～小

中学生

各図書館、公民

館図書室

幼稚園、小中学

校

保健セ ン タ ー連

携事業

母親学級で図書館の利用案内、乳幼児への

読み聞かせの重要性など読書活動の推進。

妊婦 笠懸図書館 保健センター

講演会 作家やジャーナリストなどによる講演会を開

催する。

市民 笠懸図書館

文芸講演会 みどり市大間々地域文化祭事業の一環で、

大間々読書会連絡協議会が共催した。

市民 大間々図書館

文芸講座 郷土に縁のある歴史上の人物について講座

を開催。

市民 大間々図書館
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

岩宿大学 岩宿遺跡の地元で、ある程度専門的な学習

をしたいという市民のニーズに応えるために

実施している、岩宿（旧石器）時代を中心に

学ぶ、年5回の連続講座。

一般 岩宿博物館

岩宿フォーラム 岩宿文化賞授賞式と同日に開催する考古学

に関する学術的な講演会、シンポジウム。全

国的に有名な岩宿遺跡の博物館の地元で、

専門的な学習を求める市民のニーズに応え

ることが目的。また、関心を持った研究者や

若い学生などが、地域の人材と交流する機会

となっている。

一般 岩宿博物館 岩宿フォーラム

実行委員会

郷土史講座 郷土の歴史を学ぶ講座。主にみどり市民に

関心の高いテーマを設定して、史跡見学を含

め連続講座として企画している。

一般 岩宿博物館 郷土史会

大人の体験講座 １-(1)-③ 再掲 （ｐ52参照） 中学生以上 岩宿博物館、岩

宿博物館友の会

史跡見学会 話題性のある市外の史跡などを見学。歴史に

関心のある市民同士の交流とともに、市外の

遺跡を見学することで、みどり市の歴史や文

化を見直す機会ともなっている。

一般 岩宿博物館 岩宿博物館友の

会

美術館・イベント 富弘氏に関係する音楽家や作家等のコンサ

ート、対談、お茶会等を開催。

一般 富弘美術館

朗読会 星野富弘氏の作品及び関連する書物等の朗

読会を、ボランティアグループの協力により開

催する。

一般 富弘美術館

花の講座 ボタニカルアート、陶器に絵付け、草花スケッ

チ、リースづくり、アクセサリーづくり等講座を

開催。

一般 富弘美術館

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

現在社会教育は、成人教育、家庭教育、青少年教育などさまざまな形で行われていますが、

市民一人ひとりがその生涯にわたって行う学習を幅広く支援することのみならず、その成果を

生かし得る環境を創りあげていくことが求められているなど、社会教育を取り巻く状況は変化

してきています。また、多様化、高度化する市民の学習ニーズに対応するため、市民の自主的

な学習活動の促進と発表の場の提供、地域活動との連携、指導者の育成、人材の発掘活用など

に努める必要があります。

こうした状況に対応するには、体系的・組織的に社会教育を行っていく必要があります。そ

のためには、みどり市の社会教育の実態を的確に把握し、今後の目標を立て、その実現のめざ

す施策を明記した「社会教育計画」の策定が重要です。

また、市民の地域社会への参画やコミュニティづくりへの意識を高め、地域独自の課題や公

共の課題に対応するなど、公民館、図書館、博物館 解説34 などの社会教育関係施設の機能強化

解説34 公民館 ： 現在市内では、「笠懸公民館」、「東公民館」を有し職員を配置している。「大間々公民館」は社会教育課内にあ
り、兼務職員の配置がある。
図書館 ： 市内には、「笠懸図書館」、「大間々図書館」を有する。東町については、２図書館の協力体勢のもと、「東公民
館図書室」が図書館的な役割を担っている。
博物館 ： 市内には、それぞれ研究分野の異なる「岩宿博物館」「大間々博物館（コノドント館）」「富弘美術館」が設置され
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が望まれています。大間々町には建物としての公民館がないことから、「めざすべきみどり市公

民館像 解説35 」に掲げる『住民の自由なたまり場』『住民の集団活動の拠点』などの役割が果た

せないばかりか、市役所庁舎内の社会教育課職員が大間々公民館の職員を兼任しているため、

だれでも気軽に立ち寄る、といった雰囲気すらもてない状況にあり、課題となっています。

３つの地域では、これまでの経験を生かした社会教育の展開、社会教育関係団体の活動が行

われています。今後、それぞれの歴史性や活動をより認め合い、情報交換を繰り返しながらみ

どり市全体の社会教育を考えていく必要があります。

「市民アンケート」からは、経費が比較的かからない、身近な施設でもある公民館などの教

育機関を会場とする「教室・講座」の開設を望む声が多くあり、この傾向は地域に差はありま

せんでした。しかし実際の参加経験となると、地域内の施設の有無や「教室・講座」内容の違

いもあり、多くの市民が参加しているとはいい難い状況です。

振興の施策

○ 成人教育の充実

・ 高齢者の学習ニーズの多様化に対応するとともに、豊かな知識・経験を生かした社会参

加を促進するため、「高齢者教室」「介護予防教室」の内容の見直しを行うとともに、高

齢者教室に類する学習事業との連携のあり方を検討します。

・ 成人一般を対象とした現代的課題 解説36 に関する学習機会の充実を図るとともに、学習

者の高度化したニーズに対応できるよう、各種行政・機関・施設との連携協力体制づく

りに努めます。また、青少年の健全育成や高齢者の見守り等といった大人が果たす役割

の重要性について認識を深めてもらうための学習など、一般社会人を対象とした学習機

会の充実に努めます。

○ 家庭教育の充実（ １―（１）―① （p42） 参照 ）

○ 青少年教育の充実（ １―（１）―③ （p51） 参照 ）

○ 教養・趣味を豊かにする学習の充実

・ 各部署、教育機関でその関係する分野の専門家などを招き講演会を開催し、専門知識の

提供や興味を広げる機会の提供に努めます。

・ 社会教育のさまざまな場面で、ボランティア活動などへの意識の向上を図るための学習

や養成講座的な学習機会の提供に努めます。

・ 博物館では講座・体験学習などを通して、文化ホールでは音楽・映画・演劇などを通し

ている。いずれも博物館法に規定する登録博物館である。また、石原和三郎や童謡に関する資料を展示する「童謡ふるさ
と館」、松嶋健壽氏寄贈の書や陶磁器を展示する「陶磁器と良寛書の館」も有する。

解説35 めざすべき公民館像 ： 公民館が地域の生涯学習・社会教育の拠点となるために、５つの役割と機能の充実に努めます。

１．住民の自由なたまり場としての公民館 ２．住民の集団活動の拠点としての公民館 ３．「私の大学」としての公民館 ４．

文化創造の広場としての公民館 ５．世論形成と地域づくりの場としての公民館 「みどり市公民館 運営計画」から
解説36 現代的課題 ： 科学技術の高度化、情報化、国際化、高齢化の進展などの社会の急激な変化に対応するため、人々が社

会生活を営む上で、理解し、体得しておくことが望まれる課題をいう。具体例として、健康、少子・高齢社会、男女共同参画

社会、防災、環境、交通、過疎、まちづくり、国際理解などがあり、その領域は広範囲にわたっている。
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て市民の心豊かな生活実現に努めます。

○ 施設の整備充実とネットワーク化の推進

・ 公民館、図書館、博物館、文化ホールなどの市有施設について、計画的な施設の整備（改

修）と高機能化を進めるとともに、大間々公民館の問題解決に努めます。

・ 旧町村の事業に関する情報交換などを通じて、社会教育施設間相互の連携を密にするこ

とで、ネットワーク化を推進します。

・ 学校教育関係者の協力のもと、学校で利用可能な活動プログラムを開発したり、社会教

育活動への学校施設の利用や教職員の活用、専門職員の指導力の向上を図ったりするこ

となどで、学校と社会教育施設との一層の連携を推進します。

○ 指導者の発掘・養成

・ 長年にわたって培ってきた知識や技術、経験を有する地域の人材が、各種事業の指導者

や協力者として活躍できるよう、潜在的な人材の発掘に努めるとともに、必要な研修プ

ログラムの開発研究や養成事業の充実を図ります。

・ 各種団体、グループの指導者養成のための学習機会の提供に努めます。
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⑤ 健康づくりに向けた活動の推進

生涯学習とのかかわり

健康は、人々が心豊かな生活を送るための最も基本的な課題です。生涯を通じて心身ともに

健康であるためには、家庭や学校、地域などでさまざまな学習機会を利用して健康づくりに関

する知識や理解を深め、行動していくことが大切です。

健康づくりは基本的に、市民一人ひとりの日頃からの行動、心がけにかかっていますが、行

政としても、人々が幸福で心豊かな生活を送ることができるよう、各個人のライフステージに

応じて、その時々に必要な健康づくりに関する知識や技術を習得するための機会、活動を提供

するなど、一人ひとりの主体的な健康の保持・増進活動に寄与するような総合的な支援策を講

じていく必要があります。

近年では、『食育』 解説37 を知育、徳育及び体育の基礎と位置づけることで、各年代の「食事」

「健康」「自然」などを見直す取り組みがされてきています。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

各種検（健）診 特定健診やがん検診など 市民 健康管理課

健康相談 成人 健康管理課

骨粗しょう症予防

教室

自らの健康状態を知り、健康管理ができると

共に健康増進を図る。

要指導者 健康管理課

地区別健康学習

会

自らの健康状態を知り、健康管理ができると

共に健康増進を図る。

市民 健康管理課 食生活改善推進

員

健康づくり講座 健康づくりを仲間づくりとして行う。 市民 健康管理課 桐生大学

健康福祉まつり 健康づくりを関係課との協働により行う。市民

の健康づくりの啓発運動。

市民 健康管理課 民生部各課、社

会福祉協議会

介護予防教室・介

護講座

要支援及び要介護状態の高齢者を抱えた家

族等が介護の知識を得る。

高齢者が要支援及び要介護状態とならない

よう運動機能の向上・栄養改善・口腔機能の

向上プログラムで介護予防を図る。

市民 介護高齢課 桐生大学、健康

管理課、社会福

祉協議会

生きがいと健康づ

くり事業

高齢者が生涯を健康で生きがいを持って社

会活動ができるよう支援する。

高齢者 介護高齢課 社会福祉協議会

老人クラブ連合会

健康づくり事業

料理教室やニュースポーツなどの教室などを

開催し、健康づくりを進める。

高齢者 介護高齢課 社会福祉協議会

学校体育施設の

開放

1-(1)-② 再掲 （p47参照） 市民 スポーツ振興係 市内小中学校

各種スポ ー ツ大

会・教室

市民の生涯スポーツの振興を図るため各種

スポーツ大会や教室を開催する。ナイター陸

上、ニュースポーツ教室、区対抗親善大会

（軟式野球・ソフトボール・ソフトバレーボー

ル）、市民親善グラウンドゴルフ大会 等

市民 スポーツ振興係 体育協会競技団

体、体育指導委

員

解説37 食育 ： さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人
間を育てることである。平成17（2005）年6月に成立した『食育基本法』においては、生きるための基本的な知識であり、知識
の教育、道徳教育、体育教育の基礎となるべきもの、と位置づけられている。
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

草木湖一周マラソ

ン全国大会

全国のマラソン競技者を対象に初秋の草木

湖一周をコース（1.5･4･12･19㎞）設定し開催

している。

一般 スポーツ振興係 実行委員会

市民体育館・トレ

ーニング室運営

事業

市民の健康保持・増進及び体力づくりを目的

に、老若男女が個々の目的により気軽に楽し

く継続して運動する機会を提供する。

一般 市民体育館 委託事業

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

毎日の生活を健康に過ごすことはすべての人々の願いですが、現代社会では健康を阻害する

さまざまな要因が存在します。また原因不明の病気や、治療方法が確立していないものや、長

期の療養を必要としたりする疾病が後を絶たず、さらには、ストレスや社会生活への不適応な

どから心の病に悩んでいる人も増えています。

現在本市では、保健センターを中心にさまざまな教室や講演会などを実施し、人々の健康づ

くりのための学習の機会の提供に努めています。今後も、人々が生涯を通じて健やかに暮らす

ことができるよう、健康や体力を保持・増進するための正しい知識の普及を図ったり、疾病予

防についての注意を喚起したり、関係機関が連携したりするなど、健康づくりに向けた学習の

機会の充実に努めていく必要があります。

また、健康を考える上で基本となる『食事』についても、その安全教育などを含めて幅広く

学び活動していく必要があります。

「市民アンケート」からは、みどり市民体育館（桐生大学グリーンアリーナ 解説38 ）や保健

センターへの期待をきく設問に、“健康・体力づくり”を望む声が多く、学びたい理由でも“健

康・体力づくり”のためとする多くの意見があったことから、市民の健康への関心の高さがう

かがえます。

振興の施策

○ 「食育」への取り組み （ １－（２）－１）－① （p64）参照 ）

○ 総合的な健康づくりの支援

・ 人々が明るく健やかな人生を過ごすことができるよう、「バランスの取れた栄養」、「適度

な運動」、「十分な休養」という三要素の調和がとれた生活の確立を目指して、健康づく

り運動を推進し、総合的な健康づくりに努めます。

・ 身近な保健サービスの拠点として保健センターの機能強化を図るとともに、保健福祉事

務所との連携を強め、健康づくりのための活動の基盤整備に努めます。

・ 保健センターと社会教育課スポーツ振興係との連携により、住民健診と体力測定のそれ

解説38 桐生大学グリーンアリーナ ： 平成21（2009）年1月6日に開館したみどり市民体育館。命名権（ネーミングライツ）を桐生大
学が獲得したことにより「桐生大学グリーンアリーナ」の名称となる（今期は、平成25年3月31までの契約）。
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ぞれの結果を利用しながら行う健康づくりの方法を検討します。

・ 来所や電話、Ｅメールを利用したさまざまな形態の健康相談事業を行い、市民個々の健

康を支えます。

・ さまざまな個別健診や住民健診の実施を通じ、市民の健康状態を把握し、生活習慣の見

直しや病気の予防、治療などに役立てます。

○ 心と体の健康づくりに向けた活動の推進

・ 心と体の健康づくりに関する講演会や学習会を開催するなど、人々の学習や教育の機会

の充実に努め、健康の保持・増進及び精神保健に関する知識の普及啓発を図ります。

・ 母親の育児不安を軽減し、親と子の心身ともに健やかな育成をめざして、父親の育児参

加や心の健康づくり、乳幼児の事故の防止などに関する知識の普及を図るとともに、生

涯を通じた女性の健康教育を進めます。

・ 幼児が遊びや生活体験を通して、健康で安全な生活を送る上で必要な習慣や態度を身に

つけることができるよう、家庭や地域との連携のもと、保育園や幼稚園での指導の充実

を図ります。

・ 児童生徒が望ましい人間関係を育み、健康な生活を営むために必要な事柄を体得し、積

極的に健康の保持増進ができる能力を身につけ、生涯を通じて健康な生活を送ることが

できるよう、学校の教育活動全体を通じて、健康教育の充実を図ります。

・ 児童生徒の心と体の健康の保持・増進が図られるよう、学校給食を通して正しい食生活

を身につけさせるとともに、体育の授業や体育的行事などの改善・工夫を図るなど、学

校での指導の充実を図ります。

・ 日常的に行える手軽な運動の普及を図り、市民の健康づくりに向けた活動の推進を行い

ます。

・ 高齢者が要介護状態となることなく、住み慣れた地域で健康でいきいきとした生活が送

れるよう、介護予防や生きがい活動に取り組む施策を講じます。
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⑥ スポーツ・レクリエーション活動の推進

生涯学習とのかかわり

健康を守り、高めるためのスポーツ・レクリエーション活動は、健康で明るい豊かな生活の

実現につながる、いわば生涯学習の基礎となるべき活動です。

スポーツ・レクリエーション活動の推進は、精神的欲求の充足や健康の保持・増進など、学

習活動のための健康な体をつくるだけでなく、活動そのものにも学習としての意義があります。

また、世代や地域の枠を超えたコミュニティの形成に効果的です。

今後さまざまな施策を通じて、スポーツ・レクリエーションの振興を一層図る必要がありま

す。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

福祉スポ ー ツ大

会

福祉分野で活動している市民が一堂に会し、

スポーツやゲームを通して一体感の醸成と相

互交流を深めることで福祉コミュニティの輪を

広げる。

市民 社会福祉協議会 民生部各課

学校体育施設の

開放

1-(1)-②、⑤ 再掲 （p47参照） 市民 スポーツ振興係 市内小中学校

総合型地域スポ

ーツクラブへの支

援

クラブの立ち上げから組織、運営などについ

ての支援。

市民 スポーツ振興係

各種スポ ー ツ大

会・教室

1-(1)-⑤ 再掲 （p59参照） 市民 スポーツ振興係 体育協会競技団

体、体育指導委

員

草木湖一周マラソ

ン全国大会

1-(1)-⑤ 再掲 （p60参照） 一般 スポーツ振興係 実行委員会

市民体育館・トレ

ーニング室運営

事業

1-(1)-⑤ 再掲 （p60参照） 一般 市民体育館 委託事業

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

生活様式の変化や健康に対する意識の向上などにより、市民のスポーツ・レクリエーション

活動への要望は多様かつ高度になっており、より充実したサービスを求める傾向が強くなって

います。

本市では、各種スポーツ大会や初心者教室などの事業が実施され、スポーツは幼児から高齢

者まで、すべての人々の日常生活に身近な活動になっています。みどり市民体育館も建設整備

され、トレーニング室を中心に市民の自発的なスポーツ活動を支援しています。また、「健康づ

くりに向けた活動の推進」でもふれたように、市民の“健康”への関心は非常に高いものがあ

ります。これらを踏まえ、既存のスポーツ施設の補修、再整備とともに、情報提供・相談機能
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の整備充実や指導者の育成を図り、スポーツ・レクリエーション活動を進めることも大切な課

題です。

振興の施策

○ 生涯にわたるスポーツ活動の推進

・ 年間を通じて各種のスポーツ行事の開催に努めます。

・ 市民のだれもが身近な地域で日常的にスポーツに親しめるよう、総合型地域スポーツク

ラブの活動を支援し、スポーツへの参加の機会を拡充します。

・ 市民体育館に設置するトレーニングルームの活用を図り、体力測定などを行い、市民一

人ひとりに合った健康づくりの支援に努めます。

・ 幼児から高齢者、障がいを持つ方など、だれもが参加できるニュースポーツなどの普及

を図り、幅広い人々の参加機会の拡大を図ります。

・ 地域交流促進の一環として、世代や地域の枠を越えて市民が一体となって参加できるス

ポーツ事業を開催します。

・ 体育協会やスポーツ少年団への活動援助を通して、スポーツを楽しむ環境の整備に努め、

スポーツ活動を支援します。

・ 学校体育の充実に努めます。

○ 情報提供・相談機能の整備充実

・ スポーツに関する情報提供事業の充実を図るとともに、市民からの問合せに対応できる

よう、スポーツ情報の提供・相談機能の整備について検討します。

○ 指導者の養成と活用

・ 既存の指導者研修会やニュースポーツの指導者養成の研修会を実施します。

・ 生涯スポーツにかかわる指導者の組織化を図るとともに、スポーツ施設への指導者の配

置について検討します。

・ 地域スポーツ振興のため、指導者のレベルアップに向けて支援するとともに、地域指導

者バンクの創設をめざします。

・ スポーツ教室などの参加者が、その後も継続的に活動できるよう、参加者のグループ化

や指導者の育成などについて積極的に支援し、スポーツ人口の底辺拡大を推進します。

○ 活動の場の整備充実

・ みどり市民体育館と周辺の体育施設については、市民ニーズへの対応と、施設運営の効

率化を踏まえ、市民体育館の活用と合わせた計画的な整備を行います。

・ 自然とふれあい、自然を大切にしたスポーツ・レクリエーション活動の場の整備を促進

します。

・ 利用者の多様なニーズに対応するため、社会体育関係施設の利用方法の改善や設備の整

備充実などを進め、より利用しやすい施設の管理運営に努めます。
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（２） 学習の場を拡げ、さまざまな学習活動を促進する

１） 日常生活の中から学びの場をつくる

① 「食育」への取り組み

生涯学習とのかかわり

私たちが生きていくためには、「食」が欠かせません。「食」は命の源であり、「食」がなけれ

ば命は成り立ちません。

例えば、子どもたちが健全な食生活を実践することは、健康で豊かな人間性を育んでいく基

礎となることはもちろん、子どもへの食育を通じて大人自身も食生活を見直すことに通じます。

また、高齢者が生き生きと生活していくうえでも、健康に過ごせる期間を長くすることが重要

であり、運動習慣の徹底などとともに健全な食生活を心がける必要があります。さらに、地域

や社会を挙げて「食育」に取組むことは、「健康」や「食料」に関することのみならず、「環境」

や「自然」などへの活動のひろがりを期待できます。

「食育」への取り組みは、そのものが基本的な学習活動の一つであり、生涯学習の柱の一つ

といっていいものだと考えます。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

離乳食講習会

（実習）

1-(1)-① 再掲 （p42参照） 生後6～11ヶ月

児の親子

健康管理課・笠

懸・大間々保健

センター

託児も実施

離乳食講習会

（試食）

生後5ヶ月児と

その親

健康管理課・保

健センター

骨粗しょう症予防

教室

１-(1)-⑤ 再掲 （p59参照） 要指導者 健康管理課

地区別健康学習

会

１-(1)-⑤ 再掲 （p59参照） 市民 健康管理課 食生活改善推進

員

健康づくり講座 １-(1)-⑤ 再掲 （p59参照） 市民 健康管理課 桐生大学

健康福祉まつり １-(1)-⑤ 再掲 （p59参照） 市民 健康管理課 民生部各課、社

会福祉協議会

介護予防教室・介

護講座

１-(1)-⑤ 再掲 （p59参照） 市民 介護高齢課 桐生大学、健康

管理課、社会福

祉協議会

ひとり暮らし高齢

者などへの配食

サービスの実施

在宅の高齢者のみ世帯で、調理が十分でき

ない人へバランスのとれた食事を定期的に届

ける。

高齢者・障がい

者

介護高齢課 社会福祉協議会

介護予防事業 高齢者食生活改善のための集団的な栄養教

育の事業。

高齢者 介護高齢課 食生活改善推進

協議会

老人クラブ連合会

健康づくり事業

１-(1)-⑤ 再掲 （p59参照） 高齢者 介護高齢課 社会福祉協議会

岩宿ムラまつり 石器づくり、まが玉づくり、火おこし、弓矢・槍

投げ体験などとともに、古代料理の体験をす

る。昔の道具を使った脱穀、古代米でのもち

つき、石臼で粉をひくなどの体験を通し、

「食」に対する関心と意識も高める。

一般 岩宿博物館 岩宿博物館友の

会、古代米を栽

培する会
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

岩宿の里 米っこ

クラブ

1-(1)-② 再掲 （ｐ48参照） 小学生～一般 岩宿博物館 古代米を栽培す

る会、岩宿博物

館友の会

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

社会経済構造の急激な変化や、ライフスタイルや価値観の多様化などにともない、食の大切

さに対する意識が希薄になり、健全な食生活が失われつつあります。加えて、食に関する情報

が氾濫し、その受け手である市民が正しい情報を適切に選別し活用することが困難な状況も見

受けられます。今や食をめぐる現状は、危機的な状況を迎えているといえます。例えば、脂質

の過剰摂取や野菜の摂取不足、朝食の欠食に代表されるような栄養の偏りや食習慣の乱れが子

どもも含めて見受けられます。これらに起因して、肥満や生活習慣病の増加、低年齢化が見ら

れ、過度の痩身などの問題も指摘されるようになってきています。

食生活に関する市内の状況は調べていませんが、群馬県が実施した「食育に関するアンケー

ト」（平成17年3月。幼稚園児、保育園児とその親が対象）と「群馬県児童生徒の食生活等実態

調査」（平成16年3月。小学5年生・中学2年生・高校2年生対象）からは、学年があがるに従い朝

食を摂らない児童生徒が増えている状況があり、その要因に“夜更かし”や“夜食の摂り過ぎ”

などが挙げられています。市内の傾向もこれらの調査と大差ないと考えられ、規則正しい生活、

栄養バランスのとれた食事の大切さなど、対象の児童生徒だけでなく、その保護者へのアプロ

ーチが重要です。

基本的な生活を営むうえで「食育」は、食事、健康、農業、環境など、さまざまな問題を身

近なものとして捉え、考え、学び、行動していけるような取り組みをするきっかけとしては、

老若男女を問わず取組める事柄であり、積極的に取組む必要があると考えます。

振興の施策

○ 全体的な「食育」への取組み

・ 「食」を健康・心・社会性の面から広く捉え、「食育」への共通理解を図る取り組みを実

施します。

・ 市民の「食」に対する関心と意識を高め、「食育」に関する理解を深める取り組みを実施

します。

○ 年齢に応じた「食育」への取組み

・ 生活習慣の基礎をつくる乳幼児期が、その後の生活に及ぼす影響が大きいことから、乳

幼児やその親を対象に栄養指導を行います。

・ 適切な食生活や運動習慣を身につけることは、生活習慣病につながるおそれのある肥満
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防止につながることから、各年代の状況を踏まえ、栄養と運動の両面からの肥満防止対

策を推進します。

・ 高齢者が健康に過ごせる期間をできるだけ長くするために、運動習慣の徹底と健全な食

生活に関する学習の機会を提供します。

○ 家庭・学校・地域社会における「食育」への取組み

・ 朝食をとることや早寝早起きを実践することなど、基本的な生活習慣を育成し、生活リ

ズムを向上させるため、普及啓発活動を行うとともに、地域ぐるみで生活リズムの向上

に取り組む活動を推進します。

・ 家族が「食」を楽しみながら望ましい食習慣や知識、食事のマナーを身につけられるよ

うな取り組みを実施します。

・ 保育園や学校などの給食を活用し、望ましい食習慣の形成や「食」に関する理解の促進

のための取り組みを実施します。

・ 「食育月間」、「食育の日」 解説39 、「給食記念日」、「全国学校給食週間」 解説40 、「学校

給食ぐんまの日」 解説41 などを活用し、「食育」への理解・関心を高める取り組みを実施

します。

解説39 「食育月間」、「食育の日」 ： 『食育推進基本計画』（平成18（2006）年3月）により毎年6月を「食育月間」、毎月19日を「食
育の日」と定めた。

解説40 「給食記念日」、「全国学校給食週間」 ： 食糧難の戦後、アメリカの宗教団体や慈善団体から救援物資が届けられ、東京、
千葉、神奈川で試験給食が実施されたのが昭和21（1946）年１２月２４日。そのひと月遅れの1月24日を多くの人たちの「善
意」を忘れてはならない日として、「給食記念日」を設け、この日より1週間を「全国学校給食週間」と定めた。

解説41 「学校給食ぐんまの日」 ： 群馬県は、平成13（2001）年に10月24日を「学校給食ぐんまの日」として定めている。
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② 豊かな長寿社会に向けた活動の推進

生涯学習とのかかわり

近年の高齢化の急速な進展に伴い、高齢社会 解説42 の問題は単に高齢者だけでなく、他の年

齢層を含むあらゆる人々に共通する課題であり地域全体で取り組む必要があります。

高齢社会に対応する上で生涯学習が果たす役割は、高齢者が生きがいを持って生活すること

ができるよう、多様な学習機会を整備するとともに、その成果を生かした社会参加を推進する

ことです。また、あらゆる年齢層の人々を対象に、高齢化の問題に関する学習の機会を整備す

ることも大切な課題です。

もとより、豊かな長寿社会をつくるためには、健康づくりや働く場の提供など、総合的な生

きがい対策を講じることが必要です。こうした取り組みと一体的に、学習機会の充実などに努

めていく必要があります。

また、高齢者福祉や障がい者福祉を中心とした福祉社会を築いていくためには、それぞれの

制度の理解とともに、市民自らが生活の中で地域の福祉を支える意識を持つことも求められて

います。地域でこれらの人を支えていくことは、豊かな地域づくりにもつながっていきます。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

各種検（健）診 1-(1)-⑤ 再掲 （p59参照） 市民 健康管理課

健康相談 1-(1)-⑤ 再掲 （p59参照） 成人 健康管理課

地区別健康学習

会

1-(1)-⑤、1-(2)-① 再掲 （p59参照） 市民 健康管理課 食生活改善推進

員

健康づくり講座 1-(1)-⑤、1-(2)-① 再掲 （p59参照） 市民 健康管理課 桐生大学

健康福祉まつり 1-(1)-⑤、1-(2)-① 再掲 （p59参照） 市民 健康管理課 民生部各課、社

会福祉協議会

地域住民グルー

プ支援事業

高齢者の介護予防や生きがい活動をボラン

ティアで支えようとする地域住民の自主グル

ープを育成支援する。

5名以上のボラ

ンティアで組織

された自主グル

ープ

介護高齢課 社会福祉協議会

認知症サポータ

ー養成講座

認知症の基礎知識・ボランティア活動につい

て 等。

市民 介護高齢課

介護予防サポー

ター養成講座

初級は介護予防の基礎知識について。

中級は初級修了者を対象に介護予防の全般

的な知識・ボランティア活動について。

上級は介護予防教室での実習・介護予防体

操等。

市民 介護高齢課 希望の家

介護予防教室・介

護講座

1-(1)-⑤ 再掲 （p59参照） 市民 介護高齢課 桐生大学、健康

管理課、社会福

祉協議会

解説42 高齢社会 ： 高齢化社会という用語は、1956（昭和31）年の国際連合の報告書において、当時の欧米先進国の水準を基
に、7％以上を「高齢化した（aged）」人口と呼んでいたことに由来するのではないかとされているが、必ずしも定かではない。
一般的には、高齢化率（65歳以上の人口が総人口に占める割合）によって分類される。
・ 高齢化社会 高齢化率7％～14％
・ 高齢社会 同14％～21％
・ 超高齢社会 同21％～ （他に20％以上、25％以上という記述も見られる。）
日本は昭和45（1970）年に高齢化社会、平成6（1994）年に高齢社会、平成19（2007）年には超高齢社会となった。
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

生きがいと健康づ

くり事業

1-(1)-⑤ 再掲 （p59参照） 高齢者 介護高齢課 社会福祉協議会

老人クラブ連合会

健康づくり事業

1-(1)-⑤ 再掲 （p59参照） 高齢者 介護高齢課 社会福祉協議会

福祉スポ ー ツ大

会

1-(1)-⑥ 再掲 （p62参照） 市民 社会福祉協議会 民生部各課

地域福祉活動推

進事業

行政区 社会福祉協議会

介護予防教室（サ

ロン）

一般高齢者に介護予防の知識の普及啓発及

び介護予防を図る。

市民 社会福祉協議会 介護高齢課

はつらつ教室・は

つらつ訪問

介護保険法の規定する要介護状態及び要支

援状態となることの予防と要介護状態等の軽

減と悪化の防止を目的とする。

65歳以上の生

活機能評価を

受けた特定高

齢者

介護高齢課 健康管理課

高齢者総合相談 高齢者の在宅サービス及び高齢者の権利擁

護等適切な制度やサービスにつなげる。

市民 介護高齢課 社会福祉協議会

心配ごと相談事業 1-(1)-② 再掲 （p46参照） 市民 社会福祉協議会 民生委員・児童

委員

人権相談事業 市民 社会福祉協議会 人権擁護委員

行政相談事業 市民 社会福祉協議会 行政相談員

ひとり暮らし高齢

者などへの配食

サービスの実施

2-(1)-1)-① 再掲 （p64参照） 高齢者・障がい

者

介護高齢課 社会福祉協議会

高齢者などへの

在宅福祉事業

紙おむつ支給・タクシー券配布・訪問理容サ

ービス・緊急通報装置の設置・介護慰労金の

支給など。

高齢者・障がい

者

介護高齢課、社

会福祉課

社会福祉協議会

シルバー人材セ

ンターの活用

就業を通じて高齢者の能力活用を図り、高齢

者の希望と健康、生きがいの高揚とともに活

力ある地域社会をめざす。

60歳以上の市

民

社会福祉協議会

生きがい対策事

業

老人クラブ活動助成、老人クラブ連合会活動

助成。

60歳以上の市

民

介護高齢課 社会福祉協議会

消費者相談 訪問販売や契約トラブル、架空請求はがきな

ど消費者に関わる相談を受け、解決のための

手伝いをする。

市民 消費生活センタ

ー

高齢者大学 1-(1)-④ 再掲 （p54参照） 60歳以上の市

民

各公民館

学校体育施設の

開放

1-(1)-②、⑤、⑥ 再掲 （p47参照） 市民 スポーツ振興課 各小中学校

郷土史講座 1-(1)-④ 再掲 （ｐ56参照） 一般 岩宿博物館 郷土史会

大人の体験講座 1-(1)-③、④ 再掲 （ｐ52参照） 中学生以上 岩宿博物館、岩

宿博物館友の会

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

高齢化の急速な進展に対応して、現在本市（平成21年4月30日現在、高齢化率は21.34％）で

も高齢者を対象としたさまざまな学習や教育に関する事業が実施されています。またその内容

も、健康づくりや介護予防、スポーツ、職業能力開発、文化・教養、生きがいづくりなど、さ

まざまな分野にわたっています。



みどり市生涯学習振興計画

第４章 振興計画の施策

69

今後、高齢化が一段と進展する中で、豊かな長寿社会をつくっていくためには、高齢者が長

年にわたって培ってきた知識や技術、経験をいかして、主体的に社会参加をしていくための学

習や教育の機会を整備することが必要です。また、高齢者以外のあらゆる年齢層の人々に対し

ても、高齢化の問題に関する学習や教育の機会を提供していくことも重要な課題です。

また、介護保険制度 解説43 や後期高齢者医療制度 解説44 をはじめとする各種制度の説明会な

どは、必要に応じ行われていますが、更なる理解を深めるために、説明会の開催や学習機会な

どの提供は重要です。

「市民アンケート」からは、身近な施設で「健康・体力づくり」や「人間関係を豊かに」、「生

きがい」を持てる活動を希望する高齢者の声が多く寄せられました。

振興の施策

○ 高齢者に対する学習機会の充実と社会参加の促進

・ 健康づくりやスポーツ、職業能力開発、文化・教養、交通安全、消費生活など、高齢者

に対する多様な学習機会の充実に努めるとともに、高齢者が身近な場所でこれらの活動

を行うことができるよう、学習の機会と場の拡充を促進します。

・ 高齢者の学習ニーズの多様化に対応するとともに、豊かな知識・経験を生かした社会参

加を促進するため、「高齢者教室」の内容の見直しを行うとともに、高齢者教室に類する

学習事業との連携のあり方を検討します。

・ 老人クラブをはじめとする自主的団体が行う学習活動を引き続き支援・奨励するととも

に、高齢者の自主的組織活動が自立的に展開できるよう支援します。

・ 高齢者が社会参加できる場の設定を促進するため、ボランティア養成をはじめとする各

種の養成講座の充実や、人材情報の提供など、さまざまな支援策を講じます。

・ 学習の成果やこれまでの人生経験を生かした社会参加を促進するため、ボランティア活

動を含めた幅広い活動分野や活動の場の開拓を行います。

・ 学校の教育活動の中で、地域の高齢者を必要に応じてボランティアとして活用する新た

なシステムの構築について検討します。

○ 高齢化の問題に関する学習機会の充実

・ 青少年から高齢者までの幅広い年齢層の人々が、高齢化の問題についてさまざまな角度

から学ぶことができ、かつ、世代間の交流が図られるような学習機会の充実に努めます。

・ 高齢者への理解を促進するため、地域での世代間交流事業の充実を図ります。

解説43 介護保険制度 ： 社会の高齢化に対応し、平成12（2000）年4月1日から施行された日本の社会保険制度。要介護状態又
は要支援状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用（給付費）を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・
都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。

解説44 後期高齢者医療制度 ： 75歳以上の高齢者等を対象とする、他の健康保険とは独立した日本の医療保険制度。通称は
長寿医療制度。
国の医療制度改革の一環として、第3次小泉改造内閣が提出し成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」（平成18
（2006）年6月21日公布）により、法律名を従来の「老人保健法」から「高齢者の医療の確保に関する法律」に変更。その内
容を全面改正すると共に制度名を「老人保健制度」から「後期高齢者医療制度」に改めた。制度施行は平成20（2008）年４
月１日。
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・ 学校教育で、高齢者への思いやりの心や奉仕の精神を育成するため、社会福祉協議会な

どとの連携を図りながら、福祉教育やボランティア教育などの充実を図ります。

・ 高齢者が調和のとれた良い生活習慣を身につけて生活習慣病などを予防し、いつまでも

健康でいきいきと生活できるよう、健康教育や健康相談などを積極的に促進します。

○ 高齢者福祉に関するさまざまな制度への理解を深める

・ 介護保険制度をはじめとする各種制度の説明会などを実施します。

・ 各種制度の相談窓口をつくり、相談業務にあたります。

・ 各種制度について出前講座の内容を充実させ、情報提供に努めます。
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③ バリアフリー社会の実現に向けた活動の推進

生涯学習とのかかわり

今日、すべての人々が協力しながら生きる社会の実現が求められていますが、社会の仕組み

や人々の心の中には、依然として障がいのある人（障がい者）に対するバリア（障壁）が残さ

れています。こうしたバリアをなくし、「あたたかな社会」を実現することは、これからの社会

に生きるすべての人々の責務です。

バリアフリー 解説45 社会の実現のために生涯学習が果たす役割は、人々が障がい者に対して

正しい理解と認識を持つことができるよう、多様な学習や教育の機会を整備することです。ま

た、障がい者に対しては、自らの可能性を引き出し、活かすための学習や教育の機会を整備す

るとともに、自発的に学習活動に取り組むことや地域で働くなど社会参加ができるよう、さま

ざまな条件整備を通じて、障がい者にやさしい環境づくりを進めることが大切です。

また、障がい者福祉や高齢者福祉を中心とした福祉社会を築いていくためには、それぞれの

制度の理解とともに、市民自らが生活の中で地域の福祉を支える意識を持つことも求められて

います。地域で障がい者や高齢者を支えていくことは、豊かな地域づくりにもつながっていき

ます。

さらに、高齢者も若者も、障がいのある人もない人も、同じように普通の生活を送ることが

できる社会こそ普通の社会であるという、ノーマライゼーションという考え方を普及していく

ことが必要です。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

健康福祉まつり 1-(1)-⑤、1-(2)-1）-①、② 再掲 （p59参

照）

市民 健康管理課 民生部各課、社

会福祉協議会

はつらつ教室・は

つらつ訪問

1-(2)-1）-② 再掲 （p68参照） 特定高齢者 介護高齢課 健康管理課

高齢者総合相談 1-(2)-1）-② 再掲 （p68参照） 市民 介護高齢課 社会福祉協議会

認知症サポータ

ー養成講座

1-(2)-1）-② 再掲 （p67参照） 市民 介護高齢課

介護予防サポー

ター養成講座

1-(2)-1）-② 再掲 （p67参照） 市民 介護高齢課 希望の家

福祉スポ ー ツ大

会

1-(1)-⑥、1-(2)-1）-② 再掲 （p62参照） 市民 社会福祉協議会 民生部各課

地域福祉活動推

進事業

1-(2)-1）-② 再掲 （p68参照） 行政区 社会福祉協議会

介護予防教室（サ

ロン）

1-(2)-1）-② 再掲 （p68参照） 市民 社会福祉協議会 介護高齢課

朗読奉仕員養成

講座

5回程度の初心者向けの養成講座。 市民 社会福祉協議会 朗読ボランティア

グループ

解説45 バリアフリー ： 障がいのある人が社会生活をしていくうえでバリア（障壁）となるものを除去するという意味。もともと住宅建
築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうが、より広く障がい者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、
心理的なすべての障壁の除去という意味で用いられることが多い。
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

手話講習会 20回程度の初心者向けの講座。 市民 社会福祉協議会 みどり市ろう者協

会、手話サーク

ルさくら草の会

心配ごと相談事業 1-(1)-②、1-(2)-1）-② 再掲 （p46参照） 市民 社会福祉協議会 民生委員・児童

委員

人権相談事業 1-(2)-1）-② 再掲 （p68参照） 市民 社会福祉協議会 人権擁護委員

行政相談事業 1-(2)-1）-② 再掲 （p68参照） 市民 社会福祉協議会 行政相談員

福祉作業所の運

営

障がい者 社会福祉協議会

笠懸公民館喫茶

コーナー“ぺちゃ

くちゃ”の運営

健常者も障がい者もともに学べる広場をめざ

し、平成11年から障がい者による喫茶店を運

営している。

社会福祉協議会 笠懸公民館、地

域活動支援セン

ター、身体障害

者連盟

障がい者配本サ

ービス

1-(1)-④ 再掲 （p55参照） 対象者 各図書館、公民

館図書室

社会福祉課

国際交流・理解事

業

市内在住外国人を講師に、国際交流・理解

事業として料理教室を開催。

市内在住、在

勤、 在学 の 18

歳以上の人

企画課

星野富弘氏のビ

デオ無料貸し出し

1-(1)-② 再掲 （ｐ48参照） 教育機関等 富弘美術館

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

現在、障がい者に対する理解を深める学習や教育として、講演会や交流会、講座などを実施

しているほか、朗読奉仕員の養成など人材育成に関する事業を行っています。

今後ノーマライゼーションの視点から、すべての人々が協力しながら生きる「あたたかな社

会」をつくるためには、こうした事業を一層拡大し、地域や家庭、学校などあらゆる場所で、

多くの人々を対象とした学習や教育の機会の充実を図っていく必要があります。

また、障がい者に対しても、各種の訓練や研修、講座などの機会を引き続き整備するととも

に、生活をさまざまな形でサポートする人材育成を進めるなど、支援体制の充実を図っていく

ことも大切です。

現在本市では、『みどり市障害者計画2007』 解説46 に基づいた事業を実施中ですが、それらの

諸事業を効果的に進めていくためには、調整と協力が不可欠になります。

さらに、今後、企業や医療・福祉などの分野で外国籍の人々の雇用が増えることも予想され

ます。行政がさまざまに発信する情報なども各母国語を併記したり、それぞれの母国語で作成

したりする必要が増すと思われます。

振興の施策

○ 障がい者に対する理解を深める学習機会の充実

・ 障がい者に対する理解と認識を深めてもらうため、幅広い人々を対象とする学習機会の

解説46 『みどり市障害者計画2007』 ： 平成19（2007）年3月策定。
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充実を図り、ノーマライゼーションの普及に努めます。

・ 障がい児と障がいのない児童・生徒との交流・ふれあいにより、相互の正しい理解と認

識を深めることができるよう、学校における福祉教育や交流教育を推進します。

・ 地域の社会教育活動を通じて、障がい者に対する理解を深めるための啓発を行うととも

に、障がいのある人もない人も地域のさまざまな活動にともに参加できるよう、活動内

容の改善・工夫を図ります。

・ 福祉パレードや「知的障害者福祉月間」 解説47 、「障害者の日」、「障害者週間」 解説48 な

どをきっかけに、障がいのある人への理解を深めるための啓発・事業を実施します。

○ 障がい者に対する支援体制の充実

・ 障がいをもつ子どもに関する相談事業も充実を図ります。

・ 障がい者が自立した日常生活を送ることができるよう、機能訓練などの各種の訓練や研

修、講座などの学習や教育の機会の充実に努めます。

・ 朗読奉仕員など障がい者をサポートするボランティア養成を引続き進めるとともに、主

体的な活動を支援する人材の育成に努めます。

・ 障がい者スポーツ活動の充実を促すとともに、文化・レクリエーション活動などさまざ

まな分野で、活動の機会が十分提供されるよう、支援体制の整備に努めます。

○ 障がい者福祉に関するさまざまな制度への理解を深める

・ 各種制度の説明会などを実施します。

・ 各種制度の相談窓口をつくり、相談業務にあたります。

○ 高齢者に対する理解を深める学習機会の充実、支援体制の充実、制度への理解 など

（ １－（２）－１）－② （p67）参照 ）

○ 外国籍の人々への対応

・ 各母国語に応じた情報発信に努めます。

解説47 「知的障害福祉月間」 ： 毎年9月期。
解説48 「障害者の日」、「障害者週間」 ： 政府は、昭和56（1981）年の国際障害者年に12月9日を「障害者の日」と宣言し、記念の

集いを中心に啓発広報に努めてきた。その後、平成5（1993）年12月3日に公布された『障害者基本法』（資料編p115～p117
参照）に12月9日を「障害者の日」とすることが明記された。また、平成7（1995）年度から12月3日から9日までの1週間を「障
害者週間」とすることが定められた。
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④ 人権の尊重と人権教育の推進

生涯学習とのかかわり

すべての人々の人権が尊重され、私たち一人ひとりが自分自身や他者を尊重し、差別や偏見

のない平等な社会をつくることは、私たちの切実な願いであり責務でもあります。人権の尊重

は私たちが生活する上で根本的な問題であり、生涯を通じて学び考えていかなくてはならない

基本的なことです。

生涯を通じた学習は、「知ることを学ぶ」「為すことを学ぶ」「共に生きることを学ぶ」「人間

として生きることを学ぶ」の４つの柱を基として行われるものだといわれています 解説49 。こ

れらの柱を基に、生涯を通じて行われるさまざまな教育活動や学習・文化活動が、自己を知る

とともに、さまざまな違いを大切にし、相互理解と平和の精神に基づいて他者を理解し、人々

が互いの人権を尊重し共に生きる社会の実現へとつながります。

人権問題は、正しく理解することも大切ですが、単に知識として学ぶだけではなく、日常生

活において態度や行動に表れるような人権感覚を養うことが重要です。

人権尊重の精神や態度は生涯にわたる学びを通して培われる基本的なものであり、生涯学習

は人権尊重の社会づくりに大きな役割を果たしています。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

国際交流・理解事

業

1-(2)-1）-③ 再掲 （p72参照） 市内在住、在

勤、 在学 の 18

歳以上の人

企画課

高齢者虐待対応・

認知症高齢者支

援ネットワーク

高齢者虐待の防止や虐待及び認知症高齢

者の早期発見のために、見守りや支援などの

ネットワークを充実する。

市民 介護高齢課 社会福祉協議会

など

人権相談事業 1-(2)-1）-②、③ 再掲 （p68参照） 市民 社会福祉協議会 人権擁護委員

中学生人権作文

コンテスト

全国中学生人権作文コンテスト東毛地区大

会への作品応募。

中学生 中学校、市民課 前 橋 地 方 法 務

局、人権擁護委

員協議会

人権集中学習の

取り組み

人権週間を中心とした取り組み。 小中学生 小中学校、幼稚

園、養護学校

社会教育係

人権展 市内幼稚園、小中学校、養護学校などの人

権に関する取り組みや児童生徒の作文、標

語、ポスターなどの作品の展示。

市民 社会教育係 人権教育推進協

議会

人権講座 市民や教職員を対象にした、生活に密着した

身近な問題を通してさまざまな角度から人権

について考える講座。

市民、職員、小

中学校教職員

社会教育係

人権教育資料の

収集、配布

人権教育に関する図書資料やビデオなどを

収集し人権教育に役立てる。人権展出品作

品の紹介を含め、人権についての基本的知

識や情報を載せたパンフレットを作成し、全

戸に配布。

市民 社会教育係、学

校教育課

小中学校、幼稚

園、養護学校、

各社会教育機関

解説49 「知ることを学ぶ」「為すことを学ぶ」「共に生きることを学ぶ」「人間として生きることを学ぶ」の４つの柱 ： ユネスコ21世紀
教育国際委員会報告書『学習：秘められた宝』1997年から。
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

星野富弘氏のビ

デオ無料貸し出し

1-(1)-②、1-(2)-1)-③ 再掲 （ｐ48参照） 教育機関等 富弘美術館

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

「世界人権宣言」 解説50 の採択から60年が過ぎ、21世紀は「人権の世紀」といわれています。

近年では「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画や「人権教育・啓発の推進に関

する群馬県基本計画」が策定され、さまざまな取り組みが行われてきました。みどり市でも市

民憲章に「人権の尊重」が謳われ、人権が尊重される社会の実現がますます重要な課題となっ

ています。生涯学習実態調査では、回答者の過半数が人権問題に対して関心を示しており、特

に身近な問題について関心が高まっています。

人権問題はすべての市民に共通する基本的なものであり、極めて重要な課題です。また、社

会の変化に応じて新たな人権問題も発生しています。しかし、人権問題そのものに関する学習

や教育の場は、十分とはいえない状況です。

市民が互いの人権を尊重し、豊かな生活を送るためには、家庭や地域、学校など社会のあら

ゆる場において、市民の学びの場や人権に関する学習の機会を拡充するとともに、全ての人の

権利が守られるように互いの見守りなどを通じた人権教育の推進に努めていくことが不可欠で

す。

振興の施策

○ 学校教育における人権教育の充実

・ 学校での教育活動全体を通じて、差別や偏見のない真に平等な社会の実現をめざした人

権尊重の教育を推進します。

・ 学校での日常の教育実践の中で、幼児・児童・生徒と互いに人権意識を磨き合うととも

に、校内研修などの充実に努めることで、教職員自らの人権意識の高揚と指導力の向上

を図ります。

○ 地域における人権教育の充実

・ 人権問題について、幅広い人々の理解と関心を高めるため、講座や講演会を開催するな

ど、人権問題に関する学習機会の充実に努めます。

・ 家庭や地域で、日常生活の中で人権意識の高揚が図られるよう、社会教育のさまざまな

機会を通じて、人権を尊重するための活動の推進に努めます。

解説50 世界人権宣言 ： 1948（昭和23）年12月10日の第3回国際連合総会で採択された、すべての人民とすべての国民が達成
すべき基本的人権についての宣言である。正式名称は、人権に関する世界宣言。これを記念して、1950（昭和25）年の第
5回総会で、毎年12月10日を「世界人権デー」とし、世界中で記念行事を行うことが決議された。日本は、この日に先立つ
1週間を人権週間としている。
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また、地域において、高齢者等の人権が守られるよう、隣近所などにおける互いの見守

り活動ができるネットワークの充実を図ります。

・ 市民が人権教育を正しく理解できるよう、公民館主催の学級・講座などの中に人権問題

に関する学習を適切に位置づけ、実施するよう努めます。

・ 公民館や各教育機関で行われる集団学習や団体・グループ活動などを通して、他者との

関わりの中で自他の人権尊重の意識や態度を育てられるような支援に努めます。

・ 人権問題がより多くの人々に正しく理解されるよう、人権問題に関する深い認識と理解、

実践力を身につけた熱意ある市民の育成に努めます。

・ 人権に関する資料の作成・活用を通じて人権意識の向上に努めます。

・ 人権教育推進協議会が、地域ぐるみの推進体制として機能するよう、その活性化を図り

ます。
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⑤ 環境学習の推進と取り組み

生涯学習とのかかわり

環境問題は、身近な生活環境や自然環境から地球規模の問題まで極めて広範な分野にわたっ

ています。この問題は、私たちの生活や価値観、産業経済の動向などと深く関わっているもの

で、私たち人類が直面している最も大きな問題の一つです。

産業活動の大規模化や人々の生活水準の向上は、資源やエネルギーを大量に消費するように

なり、深刻な環境問題を引き起こしています。この問題の解決には、一人ひとりの省資源、省

エネルギー、３Ｒ（リデュース：減量、リユース：再使用、リサイクル：再生）など環境に配

慮した行動が必要であり、環境保全に努めるというライフスタイルを確立することが大切です。

環境問題解決のためには、こうしたライフスタイルを確立する上で必要となる学習や教育の

機会を提供することです。家庭、学校、地域、事業所などあらゆる場面で、学習や教育の機会

を提供することは、人々の理解を深め、一人ひとりが環境に配慮した行動を始めたり、自発的

な活動や運動へ広がりを持ったりなど、大きな意義があります。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

環境保全ポスター

展

環境保全に関する作品を募集し、地球環境

について関心を持ってもらう。優秀作品は、

桐生市シルクホールで展示。

小中学生 生活環境課 小中学校、桐生

市生活環境課

緑の カー テン事

業

つる性植物を栽培し、夏季に建物の遮光を行

うとともに、ＣＯ２吸収源としても活用する。

市民 生活環境課

植林体験 水源涵養林・ＣＯ２吸収源対策としての森林の

役割を体験。

市民 農林課

緑の少年団 1-(1)-② 再掲 （p46参照） 小学生 農林課 小中学校

水に関する絵のコ

ンクール

水道週間に合わせ、水に関する作品を募集。

優秀作品は、市内施設で展示。

小学4年生 水道局 小中学校

岩宿ムラまつり 1-(2)-1)-① 再掲 （ｐ64参照） 一般 岩宿博物館 岩宿博物館友の

会、古代米を栽

培する会

岩宿の里 米っこ

クラブ

1-(1)-②、1-(2)-1)-① 再掲 （p48参照） 一般 岩宿博物館 古代米を栽培す

る会、岩宿博物

館友の会

体験企画 現地での「探鳥会（バードウオッチング）」や館

内での「昆虫飼育教室」など、大間々博物館

の展示とも関連した体験学習の機会を提供

する。

一般 大間々博物館

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

環境問題に対する人々の関心は、日常的なゴミ処理の問題や３Ｒ運動を通じて高まってきて

いますが、具体的な学習や教育の機会の提供は十分とはいえません。今後、環境保全に責任の
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ある行動が取れる人づくりや、エコロジー 解説51 など環境への負担の少ない循環型社会システ

ムへの転換を図るなど、人々のライフスタイルを変えていく必要があります。

それには、家庭、地域、学校、事業所などさまざまな場面で、省資源、省エネルギー、リサ

イクルなど環境問題に対する人々の関心を高め、日常生活における実践活動に結びつけるとと

もに、地域の自然保護などに関する学習や教育の機会を充実させていくことが必要です。

振興の施策

○ 環境問題に関する学習機会の提供

・ 家庭や学校、地域などにおいて、幅広い人々を対象としたさまざまな環境問題に関する

学習機会の提供に努めます。

・ 児童生徒の環境問題に対する関心を高め、主体的に取り組むことができる態度を養うた

め、各教科の指導内容と連携を図り、「身近な環境」に目を向けた具体的な指導を推進し

ます。

○ 身近な環境に関する資料や情報の収集・提供体制の整備・充実

・ 環境についての資料や情報を収集し、提供できる体制の整備に努めます。

・ 市民や事業者の主体的な環境学習に対する支援を充実します。

・ 環境教育の講師・指導者となれる、地域に根ざした人材の育成や活用に努めます。

○ 地域の自然保護とその活用

・ 地域の自然を活用したイベントの開催などを通じ、環境や地域を考えるきっかけになる

ような事業や学習機会の提供に努めます。

・ 自然環境を活かした緑地保全や公園づくりに努めます。

・ 市民や来訪者が市の優れた歴史や文化に親しめる環境の整備に努めます。

・ 不法投棄防止の啓発に努めます。

○ 環境保護活動の推進

・ エコロジーに基づく「地球に優しい」企業活動や市民活動を支援します。

・ エコロジーを奨励することにより、省資源・省エネルギー・３Ｒなどの取り組みを推進

し、地球温暖化の抑制に努めます。

・ 市民団体などによる環境美化や緑化活動を支援するとともに、自然保護や景観保全など

さまざまなテーマについて自主的な活動が展開できるよう支援します。

解説51 エコロジー・エコ ： ecology。本来の意味は、「生態学」。ところが、環境破壊や公害問題が表面化するにつれ、それを解
決する学問分野であるとして生態学が注目を受けるようになった。そこから、生態学的判断によって、それらの問題に対し
て必要と考えられる対抗策や、それまでの方法論への変更、見直し等を行なう運動が起こり、それらをまとめて表す言葉と
してエコロジー運動（エコロジズム、エコロジスト）といった言葉が使われるようになった。そこから、次第にそれらの方向にお
ける運動や活動にエコロジーという言葉が使われるうちに、次第に生態学そのものとは必ずしもかかわらない言葉として一
人歩きするようになり、現在に至る。
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⑥ 特色ある地域文化の振興と発信

生涯学習とのかかわり

近年、人々は生活の中に、物質的な豊かさだけではなく、ゆとりや潤いといった心の豊かさ

を求めるようになり、文化に対する関心や期待が高まってきています。

人々の文化活動は、それ自体に学習としての意義があるだけでなく、地域への愛着を生んだ

り、人生を豊かにしたり、生きがい感の充足につながったりするとともに、人と人との新しい

交流を生み出し、地域の活性化にもつながるなど、生涯学習社会をつくる上で大きな役割を果

たすものです。

文化の振興のために生涯学習が果たす役割は、文化にふれる機会や活動に参加する機会を整

備するなど、人々の活動を支援するための条件整備を進めることです。新しい文化の創造や伝

統文化の保存継承は、基本的に一人ひとりの自発的な取り組みにかかっていますが、行政もこ

うした活動が積極的に行われるよう、その支援に努めていく必要があります。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

子ど も 音楽活動

発表会

日頃の音楽活動の発表の機会とするととも

に、事業を通した交流の機会として事業を実

施する。

市内園児、小

中学生 など

社会教育係 保 育 園 、 幼 稚

園、小中学校

地域文化祭 1-(1)-④ 再掲 （ｐ55参照） 当該地域市民 各公民館 実行委員会を組

織

子ど も 八木節教

室

1-(1)-② 再掲 （ｐ47参照） 小学生 笠懸公民館 各行政区子ども

会育成会

講演会 1-(1)-④ 再掲 （ｐ55参照） 市民 笠懸図書館

文芸講演会 1-(1)-④ 再掲 （ｐ55参照） 市民 大間々図書館

文芸講座 1-(1)-④ 再掲 （ｐ55参照） 市民 大間々図書館

みどり市合唱祭 市民が参加交流し、ふれあい、文化活動を支

援するもの。

市民 笠懸野文化ホー

ル

みどり・桐生地区

中高生合同音楽

祭

1-(1)-② 再掲 （ｐ48参照） みどり・桐生地

区中学生・高校

生

笠懸野文化ホー

ル

催物開催事業

（鑑賞型）

多くの市民が楽しむことができ、かつ質の高

い公演を実施する。管弦楽、吹奏楽、演劇、

映画、講演会など。

市民 笠懸野文化ホー

ル

催物開催事業

（教育型）

群馬交響楽団員が講師になり、楽器セミナー

を実施する。

中学生吹奏楽

部

笠懸野文化ホー

ル

アズマの春芸能

発表会

音楽・芸能文化関係団体を中心に発表の機

会を提供するとともに、市民の芸能文化の振

興と交流を図ることを目的に開催する。

市民 童謡ふるさと館 東地域文化協会

岩宿文化賞 岩宿文化賞及び岩宿文化研究奨励賞を選考

委員会を設置して選考を行う。

研究奨励賞は一般部門と学生部門とにわけ

て行い、学生部門はみどり市周辺地域の小・

中・高校生を対象とする。

一般 文化財課

横町太々神楽の

保存

市指定重要無形民俗文化財の保存及び保

存会の運営に対する指導・助言。

保存会員 文化財課 横町太々神楽保

存会
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

小中獅子舞の保

存

市指定重要無形民俗文化財の保存及び保

存会の運営に対する指導・助言。

保存会員 文化財課 小中獅子舞保存

会

小夜戸小正月飾

りの保存

小夜戸小正月飾

り保存会

大間々祇園まつり

お囃子の保存

大間々祇園祭お

はやし保存会

発掘現場説明会 発掘調査現場の現場説明会を行い、埋蔵文

化財保護の理解を深める。

一般 文化財課

遺跡見学会 1-(1)-④ 再掲 （p56参照） 一般 文化財課 岩宿博物館友の

会

企画展示 年５回の企画を開催する。また子どもを対象と

した収蔵資料展示などを開催し、岩宿時代、

地域文化の教育普及・啓発を図る。特に春期

に行っている「みどり市の歴史と文化財」は、

郷土の歴史の全体像でわかる展示となって

いる。

一般 岩宿博物館

岩宿ムラまつり 1-(2)-1)-①、⑤ 再掲 （ｐ64参照） 一般 岩宿博物館 岩宿博物館友の

会、古代米を栽

培する会

郷土史講座 1-(1)-④ 再掲 （p56参照） 一般 岩宿博物館 郷土史会

大人の体験講座 1-(1)-③、④、1-(2)-1)-② 再掲（p52参照） 中学生以上 岩宿博物館友の

会、岩宿博物館

学校等の体験学

習

1-(1)-② 再掲 （ｐ48参照） 幼児～中学生 岩宿博物館 保 育 園 、 幼 稚

園、小中学校

岩宿の里 米っこ

クラブ

1-(1)-②、1-(2)-1)-①、⑤ 再掲 （ｐ48参照） 小学生～一般 岩宿博物館 古代米を栽培す

る会、岩宿博物

館友の会

夏休み体験学習

教室

1-(1)-②、③ 再掲 （ｐ48参照） 小学生以上 岩宿博物館 岩宿博物館友の

会

岩宿探検隊 1-(1)-② 再掲 （ｐ48参照） 小学4年生以上 岩宿博物館 小中学校、岩宿

博物館友の会

サロンコンサート 施設の多目的な利用をはかるため、また、考

古学にあまり関心のない人にも展示に触れる

機会を持ってもらうための企画。年に3～4

回、2階の常設展示室で100人程度の規模

で、お茶とお話つきのコンサート。

一般 サロンコンサート

友の会、岩宿博

物館

岩宿大学 1-(1)-④ 再掲 （p56参照） 一般 岩宿博物館

岩宿フォーラム 1-(1)-④ 再掲 （p56参照） 一般 岩宿博物館 岩宿フォーラム

実行委員会

企画展示 市民の多様化・高度化する知的情報サービ

スへの要求に応えるため、総合博物館ならで

はの幅広い分野にわたる多彩でタイムリーな

テーマの企画や、地域を越えた質の高い資

料を展示することにより、文化的情報を提供

する。

一般 大間々博物館

特別展示（ミニ企

画）

主にみどり市周辺地域に関するテーマで、常

設展示では展示していない資料や、新たに

市内から発見された資料などを紹介する。

一般 大間々博物館

体験企画 1-(2)-1)-⑤ 再掲 （ｐ77参照） 一般 大間々博物館

美術館・イベント 1-(1)-④ 再掲 （p56参照） 一般 富弘美術館

朗読会 1-(1)-④ 再掲 （p56参照） 一般 富弘美術館

花の講座 1-(1)-④ 再掲 （p56参照） 一般 富弘美術館

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市
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現状・課題

人々の文化活動に対する関心は年々高まりをみせています。市内には拠点となる文化ホール

やながめ余興場、博物館（岩宿博物館・コノドント館・富弘美術館）などが設置されていると

ともに、特色のあるさまざまな活動が行われています。また、“みどり市”を県内外に発信する

ための拠点としても、これら施設の事業内容は期待されています。

今後も、市民一人ひとりが暮らしの中で文化に親しみ、文化を楽しみ、また伝統文化の継承

や新たな文化を創造していくために、さまざまな文化にふれる機会や活動に参加する機会の充

実が求められています。

さらに、史跡岩宿遺跡をはじめとする多くの文化財に関しては、その意義や内容をわかりや

すく示し、市民にとって“みどり市の財産”として誇れるものにしていく必要があります。ま

た、「市民アンケート」からは、体験型学習の実施を望む声が多くありました。

加えて、各種芸術文化団体などの育成や活動のための場の整備、伝統文化の継承や指導者の

育成など、文化振興のための条件整備も進めていく必要もあります。

振興の施策

○ 文化にふれる機会や活動に参加する機会の充実

・ 文化ホールや博物館の事業の充実を図り、多くの人々が優れた芸術を鑑賞したり、市の

歴史などにふれたりすることができる機会を提供します。

・ より多くの追体験型学習（疑似体験学習） 解説52 を取り入れ、市民はもとより多くの方々

が歴史や文化を体感できるような事業の展開に努めます。

・ 各公民館で開催している地域文化祭に多くの市民が参加、参観できるよう運営の工夫や

ＰＲに努めます。

・ 市民が、公民館や地区集会所など身近な場所で文化活動に参加し、その成果を発表でき

るよう、活動機会の充実と活動成果の発表の場の拡大を図ります。

○ 文化活動を支える団体や人材の育成

・ 地域の伝統文化を振興するため、民俗芸能や伝統行事の保存や継承、後継者の育成活動

の支援を行います。

・ ３地域に伝わる民俗芸能や伝統行事をみどり市内全域に拡げるための条件整備や活動支

援などを行います。

・ 公民館などを中心に地域で活動しているグループ・サークル活動に対してさまざまな支

援を行います。

○ 先人の英知を引き継ぐ

・ 史跡岩宿遺跡を“みどり市の財産”として誇れるものにできるよう、最大限の活用を図

解説52 追体験型学習 ： 書物などで学んだものを、体験（疑似体験）を通して再確認をしたり理解を深めたりする学習を指す。
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ります。

・ 市内にある文化財を保護・活用し、日常生活の中で価値あるものとして認識できるよう、

実際に文化財にふれ、体験することができる機会の充実に努めます。

・ 郷土資料を収集し、さまざまな視点からみどり市を見つめ直すための資料提供を行いま

す。
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２）社会生活を営む上で必要な学びの場をつくる

① 産業振興に寄与する活動の推進

生涯学習とのかかわり

近年の厳しい経済情勢や高度な技術革新などの急激な変化により、事業所数や従業員、製造

品出荷数が減少傾向にある中小事業所、情報化や市場の国際化などに加え、住宅の郊外化や消

費者ニーズの多様化などから厳しさを増している既存商店街、高齢化・後継者不足が深刻な農・

林業と、みどり市の産業・経済は大きな問題を抱えています。

産業振興のために生涯学習の果たす役割は、さまざまな学習や教育の機会を整備するととも

に、産業界を支える人々の生涯学習活動を支援・奨励することです。技術開発や生産基盤の強

化並びに企画力や販売力の向上に対する支援策と一体的に、人材の育成などに努めていく必要

があります。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

シルバー人材セ

ンターの活用

1-(2)-1)-② 再掲 （ｐ68参照） 60歳以上の市

民

社会福祉協議会

福祉作業所の運

営

1-(2)-1)-③ 再掲 （ｐ72参照） 障がい者 社会福祉協議会

公民館喫茶コー

ナー“ぺちゃくち

ゃ”の運営

1-(2)-1)-③ 再掲 （ｐ72参照） 社会福祉協議会 笠懸公民館、地

域活動支援セン

ター、身体障害

者連盟

まちづくり大学・大

間々ゼミ

大間々中心市街地の活性化をテーマとして

参加者自らが実践的なまちづくり活動に取り

組み、その手法や知識の習得を図る。

市民 都市計画課

植林体験 1-(2)-1)-⑤ 再掲 （ｐ77参照） 市民 農林課

産業祭 農産物共進会の開催や野菜などの即売、

各種イベントなどを開催。

市民 農林課 ＪＡぐんまみどり

観光写真コンテス

ト

観光ＰＲを兼ねたコンテスト。 一般 観光政策課

岩宿ムラまつり 1-(2)-1)-①、⑤、⑥ 再掲 （p64参照） 一般 岩宿博物館 岩宿博物館友の

会、古代米を栽

培する会

岩宿の里 米っこ

クラブ

1-(1)-②、1-(2)-1)-①、⑤、⑥ 再掲 （p48

参照）

一般 岩宿博物館 古代米を栽培す

る会、岩宿博物

館友の会

よりどりみどり

みどり市ブランド

みどり市が認証した市内で製造された優れた

商品や工芸品などのことで、市が自信をもっ

てお勧めする自慢の商品。

企画課

国際交流・理解事

業

1-(2)-1)-③、④ 再掲 (p72参照) 市内在住、在

勤、 在学 の 18

歳以上の人

企画課

キャリアドリーム事

業

1-(1)-② 再掲 （ｐ4７参照） 中学2年生 教育研究所 中学校

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市
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現状・課題

農・林業の従事者の減少と高齢化・後継者不足、商業の個人店舗の売り上げの減少、工業の

事業所数・従業員数・製造品出荷数の減少など、それぞれの産業がさまざまな問題を抱えてい

る一方で、みどり市ブランドに代表されるように、今まで培われてきた技術や地域の特性を活

かした商品開発も進んでいます。

これら優れている産業や技術を生かし、活力ある地域をつくるためには、市民自身がそのこ

とを学び、理解する機会と、特性を活用した地域づくりを行う必要があります。

従事者の高齢化・後継者不足は今後、外国籍の人々の雇用増加にも繋がると考えられます。

仕事を覚えてもらうことが最も重要なことですが、彼らの地域での生活を支えることは、働き

続けるために必要不可欠な問題です。

また、労働者の権利を学ぶことも必要なことではないでしょうか。

振興の施策

○ 情報のネットワーク化の推進と地域づくりへの活用

・ 経済・産業団体の育成とネットワーク化を図り、人・物・情報の交流を図ります。

・ 地域産業を理解し、その特性を活用した地域づくりに努めます。

○ 労働に関する学習機会の充実

・ 勤労者の能力向上や雇用の安定を図るため、職業訓練施設の活用による職業訓練や技能

取得、新産業創出の支援を行います。

・ 外国籍の人々の生活を支えるための学習機会の提供や互いの理解を深めるような事業の

開催に努めます。

・ さまざまな労働者の権利について、学ぶ機会の提供を行います。

・ 学校でのキャリアドリーム事業により、働くことの尊さを学び、活力を培う機会をつく

ります。
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② 生活の安全を確保するための活動の推進

生涯学習とのかかわり

安全で住みよい生活環境は、一人ひとりが豊かな生活を営む基盤となるものであり、すべて

の人々の願いです。

近年は経済社会や地域社会の変化に伴い犯罪が多発、また、異常気象や地震などによる災害

の多発など、安全に対する関心は一段と高まっています。

犯罪や災害は突発的に起こるものですが、地域の人々のつながりや一人ひとりの日ごろの注

意や備えにより、被害を小さくすることは可能です。

生活の安全を確保するために生涯学習が果たす役割は、人々が安全に対して常に高い関心を

持ち続けることができるよう、学習や教育の機会を提供することです。地域の人々の連帯意識

を高めるとともに、防犯システムの導入や災害を想定した訓練など、安全を確保するためのあ

らゆる取り組みを一体的に展開することが必要です。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

社会を明るくする

運動

1-(1)-②、③ 再掲 （ｐ47参照） 市民 社会福祉課 社会福祉協議会

心配ごと相談事業 1-(1)-②、1-(2)-1)-②、③ 再掲 （ｐ46参照） 市民 社会福祉協議会 民生委員・児童

委員

避難訓練の実施 園児、 小中学

生、一般

小中学校、その

他施設

消防署 など

防犯パトロールの

実施

1-(1)-②、③ 再掲 （ｐ47参照） 小中学生、一

般

小中学校ＰＴＡ

交通安全運動の

推進・

広報・啓発活動、街頭監視活動の実施など。 市民 総務課

交通安全イベント

の開催

広報・啓発、参加・体験・実践型の交通安全

教育の実施。

市民 総務課

青少年健全育成

大会

1-(1)-③ 再掲 （ｐ51参照） 市民 社会教育係 青少推

青少年巡回指導 1-(1)-②、③ 再掲 （ｐ47参照） 市民 青少年センター 青少年センター

補導員、青少推

青少年健全育成

のための環境浄

化運動

1-(1)-②、③ 再掲 （ｐ47参照） 市民 青少年センター 青少推、警察協

助員

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

防災や防犯に対する人々の関心の高まりに対応して、地域や学校などでの講演会や研修会、

体験的活動などが増えてきましたが、十分な状況とはいえません。市民に防災や防犯に対する

関心を持ち続けてもらうためには、これらの課題に関する学習機会を継続的に提供していくこ

とが必要であり、地域における自主的な活動を担う団体や人材の育成、自主防災組織の組織化
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などが今後の重要な課題です。

また、交通安全に関しては、幼児・児童・生徒・高齢者などを対象に、学校や地域などで学

習機会を提供する事業を実施しています。その内容は講習や講座のほか、体験的活動など参加

型の学習も取り入れるなど工夫されています。交通事故の防止のためには、こうした学習機会

を人々の年齢やライフスタイルに応じて継続的に提供していくことが必要であり、今後ともこ

れらの一層の充実に努めていく必要があります。

今後は、防災・防犯・交通などに関するさまざまな組織の横の連携を強化し、地域の安全を

確保する活動が求められています。

振興の施策

○ 防災や防犯に関する学習機会の提供

・ あらゆる災害から人命や財産を守るための防災に対する意識の高揚を目指した啓発活動

の充実を図ります。また、災害発生時の避難場所の周知徹底を図ります。

・ 災害の未然防止や災害時の安全管理などの学習の機会を提供するとともに、防災訓練や

救急・救護講習などの実施に努めます。

・ 防犯に対する意識を高揚するための啓発活動や学習機会の提供に努めます。

○ 防災・防犯活動を支える団体や人材の育成

・ 行政区並びに消防団などを核とした自主防災組織の育成及び指導に努めます。

・ 防犯委員や青少年育成推進員、青少年センター補導員などを中心に、学校や行政区と連

携して防犯活動を支える団体や人材の育成に努めます。

○ 交通安全に関する学習機会の充実

・ 学校・家庭・地域などあらゆる場面で、交通安全に関する多様な学習や教育の機会の充

実に努めます。

・ 学校・家庭・地域の連携により、児童生徒に対する交通事故防止のための安全教育を推

進します。

○ 情報伝達体制の整備・充実

・ 緊急情報を伝達する手段として、電子メール配信などの体制整備・充実を図ります。

○ 青少年に関する施策 （ １－（１）－③ （p51）参照 ）
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③ 健全な消費者活動の実現に向けた活動の推進

生涯学習とのかかわり

健全な消費者活動は豊かな生活の基礎となるものですが、近年の規制緩和や経済社会の急激

な変化により取引の形態が多様化し、悪質商法など消費者がトラブルに巻き込まれたり、被害

に遭ったりするケースが増加しています。また、消費者金融やクレジットカードの不適切な利

用による多重債務の問題も増えてきています。

このように消費者を取り巻く社会環境が大きく変化している中で、私たちはこれまで以上に

自己責任の考えに立ち、広く情報を集めるなど、主体的、合理的に判断し行動することが求め

られています。

健全な消費者活動を実現するために生涯学習が果たす役割は、一人ひとりが自立した賢い消

費者として行動できるよう、学習機会の充実を図ることです。消費者活動は、基本的には一人

ひとりの自発的な活動ですが、行政としても市民の豊かな暮らしを守るため、その支援に努め

ていく必要があります。

また、納税についてもその仕組みや必要性に関し、理解を深める必要があります。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

心配ごと相談事業 1-(1)-②、1-(2)-1)-②、③、1-(2)-2)-② 再

掲 （p47参照）

市民 社会福祉協議会 民生委員・児童

委員

行政相談事業 1-(2)-1)-②、③ 再掲 （p68参照） 市民 社会福祉協議会 行政相談員

消費者相談 1-(2)-1)-② 再掲 （p68参照） 市民 消費生活センタ

ー

高齢者大学 1-(1)-④、1-(2)-1)-② 再掲 （p54参照） 60歳以上の市

民

各公民館

諸税教室の実施 身近な税に関する講話。 小中学生 小中学校、税務

課

税務署

税に関する標語

などの募集

小中学生 小中学校、税務

課

税務署

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

現在、消費者問題については、地域や学校などでさまざまな教室や講座のプログラムの一つ

として取り組まれていますが、経済社会の変化に伴い、“オレオレ詐欺”や電話勧誘による商品

販売、通信販売やネットオークションなどでの商品購入に関し、多くのトラブルが発生してい

ます。このため、今後も経済社会の状況変化に応じて、消費者問題に関する適切な学習機会の

提供に努めるとともに、関係機関や団体とネットワークを組むなど、消費者活動を支援するた

めの環境整備に努める必要があります。

また、経済や社会を学ぶきっかけとして、すべての年代の市民に対して、消費税をはじめと

する税に関する知識やその仕組みを学ぶ機会を提供することも必要となります。
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振興の施策

○ 消費者問題についての情報の提供及び相談事業の充実

・ みどり市消費生活センターと連携・協力し、多様化する消費者問題についての情報を提

供するとともに、相談員による相談事業の充実に努めます。

○ 消費者問題に関する学習機会の充実

・ 消費者として知りたいと思う情報を得られるような講習会の実施など、市民のニーズに

応じた学習機会を提供するとともに、公民館などで行う各種講座に消費者問題を取り入

れるよう努めます。

・ 各種消費者情報の提供をはじめ、図書館などで関係資料の充実を図ります。

・ 税務担当部署や地域の税務署との連携・協力のもと、納税の仕組みやその必要性につい

ての情報や学習機会の提供、事業の実施に努めます。
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３） 豊かな社会づくりにつながる学びの場をつくる

① 学習成果の発表機会などの充実

生涯学習とのかかわり

市民が個人や団体で、日頃から行っているさまざまな学習や活動に関し、その発表の機会や

場所が多様な形態で確保されていること、さらに、市民自らが確保可能な状況であることは、

学習で得た知識・情報を活動、行動することで自らのものにできる作用があり、それぞれの活

動にあわせた「発表の機会」を選択し、目標設定することで学習や活動をより豊かにするとと

もに、やりがいを生み、活動を活性化させることができます。また、身近に存在する自他の「発

表の機会」を通した数多くの交流の場が、お互いの活動に刺激を与え、新たな活動を生むこと

になります。これらの結果が地域全体の活性化にも繋がる可能性を秘めています。

また、学習成果を実践する際にボランティア活動として実践する市民もいます。この活動は、

個々の動機や目的も重要ですが、活動自体に行動と学習の相互作用があり、参加者どうしが交

流することに意味があり、さらには個人の生きがいにもつながります。また学習の成果を社会

参加活動につなげるものであり、活動を通して人々の新しい関係づくりや地域づくり、新たな

学習活動などにつながるなど、生涯学習社会をつくる上で大きな役割を担っています。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

環境保全ポスター

展

1-(2)-1)-⑤ 再掲 （p77参照） 小中学生 生活環境課 小中学校、桐生

市生活環境課

水に関する絵のコ

ンクール

1-(2)-1)-⑤ 再掲 （p77参照） 小学4年生 水道局 小中学校

税に関する標語

などの募集

1-(2)-2)-③ 再掲 （p87参照） 小中学生 小中学校、税務

課

税務署

明るい選挙ポスタ

ーコンクール

小中学生 選挙管理委員会

産業祭 1-(2)-2)-① 再掲 （p83参照） 市民 農林課 ＪＡぐんまみどり

観光写真コンテス

ト

1-(2)-2)-① 再掲 （p83参照） 一般 観光政策課

夏祭りに関するポ

スター展

大間々祇園祭、笠懸まつり、草木湖まつりの

ＰＲ用ポスターの募集及び優秀作品の展示。

市民 観光政策課 各まつり実行委

員会

朗読奉仕員養成

講座

1-(2)-1)-③ 再掲 （p71参照） 市民 社会福祉協議会 朗読ボランティア

グループ

手話講習会 1-(2)-1)-③ 再掲 （p72参照） 市民 社会福祉協議会 ろう者協会、手話

サークルさくら草

の会

地域活動への補

助

社会教育・生涯学習活動に対する補助金の

支出。

行政区 など 社会教育係

生涯学習大会 生涯学習を実践・推進している関係者が一堂

に会し、日頃の活動と成果を発表し合うこと

で、生涯学習の重要性を認識するとともに、

各団体相互の理解を深めることを目的とす

る。教育委員会表彰併催。

市民 社会教育係 教育総務課
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

非行防止標語コ

ンクール

1-(1)-③ 再掲 （p51参照） 小学生4～6年

生、中学生

社会教育係 小中学校

少年の主張大会 1-(1)-③ 再掲 （p51参照） 中学生 社会教育係 中学校

青少年健全育成

大会

1-(1)-③、1-(2)-1)-② 再掲 （p51参照） 市民 社会教育係 青少推

人権展 1-(2)-1)-④ 再掲 （p74参照） 市民 社会教育係 人権教育推進協

議会

子ど も 音楽活動

発表会

1-(2)-1)-⑥ 再掲 （p79参照） 市内園児、小

中学生 など

社会教育係 保 育 園 、 幼 稚

園、小中学校

地域文化祭 1-(1)-④、1-(2)-1)-⑥ 再掲 （p55参照） 当該地区市民 各公民館

ミニ・イベント 1-(1)-④ 再掲 （p54参照） 市民 笠懸公民館 利用者の会

みどり市合唱祭 1-(2)-1)-⑥ 再掲 （p79参照） 市民 笠懸野文化ホー

ル

みどり・桐生地区

中高生合同音楽

祭

1-(1)-②、1-(2)-1)-⑥ 再掲 （p48参照） みどり・桐生地

区中学生・高校

生

笠懸野文化ホー

ル

実行委員会

アズマの春芸能

発表会

1-(2)-1)-⑥ 再掲 （p79参照） 市民 童謡ふるさと館 東地域文化協会

岩宿文化賞 1-(2)-1)-⑥ 再掲 （p79参照） 一般 文化財課

子どもの作品等発

表展示「岩宿人に

なろう」

1-(1)-② 再掲 （p48参照） 子ども～一般 岩宿博物館 市内小学校、幼

稚園、保育園

朗読会 1-(1)-④ 再掲 （P56参照） 一般 富弘美術館

富弘美術館サポ

ーター活動

知識や経験を生かしながら、富弘美術館のサ

ポーターとして、活動する。

一般 富弘美術館

富弘美術館を囲

む会

ボランティアとして富弘美術館の運営やPR等

を外部から支える。

一般 富弘美術館

各種スポ ー ツ大

会

1-(1)-⑤、⑥ 再掲 （p59参照） 一般 スポーツ振興係 体育協会競技団

体、体育指導委

員

草木湖一周マラソ

ン全国大会

1-(1)-⑤、⑥ 再掲 （p60参照） 一般 スポーツ振興係 実行委員会

現状・課題

個人の学習活動やグループ・サークル活動に関する「発表の機会」に関しては、各公民館で

秋に実施している『地域文化祭』、文化ホールが主催する『合唱祭』や『合同音楽祭』などが代

表的なものです。このほか、グループ・サークルが独自に、または合同で開催するグループ展

などが、公共施設の展示スペースや市内外の展示スペースを利用して行われています。また、

行政が中心となり各種ポスターや標語などを募集し、その際に優秀作品を公共施設で展示して

います。

これまで、唯一の「発表の機会」が『地域文化祭』というグループ・サークルなども少なく

なく、選択の余地がない状況ともいえます。

今後は、『地域文化祭』など既存事業の充実を図るとともに、新たな「発表の機会」を創造し

ていくことが必要となります。この場合、市民との協働（事業実施に関しては実行委員会や運
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営委員会などを組織）で行えるよう配慮する必要があります。さらに、グループ展などの開催

を受け入れられる施設（場所）のＰＲとともに、運営・開催に関する支援内容を検討する必要

もあります。

また、ボランティア活動についても、活動しやすい環境整備が必要となります。

振興の施策

○ 学習成果の発表

・ 地域文化祭の開催のほか、地域の枠を超えた全市的な発表の機会を検討し、その開催に

努めます。

・ 学習者が日常的に成果発表を行える場の提供に努めます。また、その企画・運営に対し

ても支援に努めます。

○ 地域の活動を支える人材の育成

・ 長年にわたって培ってきた知識や技術、経験を有する人々が、地域づくりの指導者や協

力者として活躍できるよう、地域の潜在的な指導者人材を発掘するとともに、その活用

に努めます。

○ 学習成果の実践

・ ボランティア活動のしやすい環境の整備に努めます。

・ ボランティア活動の支援、調整などを行なう窓口の整備を図ります。

・ 特色ある活動や指導者の紹介を行うことにより、主体的な学習活動の支援に努めます。
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② 男女共同参画社会の実現に向けた活動の推進

生涯学習とのかかわり

男女平等の理念は、日本国憲法や男女共同参画社会基本法 解説53 など法的に保障され、制度

的にも整備が進められてきましたが、それまでの社会的通念や価値観を変える概念であること

から、男女共同参画社会 解説54 の理念の普及は十分とはいえず、人々の意識や生活の中には、

依然として「男性は仕事、女性は家庭」といったこれまでの固定的な役割分担意識や慣習が残

されています。

一人ひとりの生き方や考え方が尊重され、人々が協力しながら生きる豊かな社会を築くため

には、男女共同参画社会の実現が不可欠な課題であり、このような社会をつくるためには、一

人ひとりが意識を変えていくことが大切です。

男女共同参画社会の実現のために生涯学習が果たす役割は、人々が慣習や社会的役割分担に

とらわれず、自ら考え、判断する力をつけることをめざして、さまざまな情報提供を行うこと

や学習の機会を整備することです。男女共同参画社会をつくるためには、女性の社会参加をす

すめ、働き方の見直しなど社会構造や社会全体の意識を変えることや、ドメスティック・バイ

オレンス 解説55 やセクシャル・ハラスメント 解説56 など人権侵害の問題解決など、さまざまな

取り組みと一体的に施策を推進することが必要です。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

母親学級・両親学

級

1-(1)-① 再掲 （p42参照） 妊婦とその夫 健康管理課・笠

懸・大間々保健

センター

桐生市

家庭児童相談室 1-(1)-① 再掲 （p43参照） 市民 こども課

心配ごと相談事業 1-(1)-②、1-(2)-1)-②、③、1-(2)-2)-②、③

再掲 （p46参照）

市民 社会福祉協議会 民生委員・児童

委員

人権相談事業 1-(2)—1）-②、③、④ 再掲 （p68参照） 市民 社会福祉協議会 人権擁護委員

行政相談事業 1-(2)-1)-②、③、1-(2)-2)-② 再掲 （p68参

照）

市民 社会福祉協議会 行政相談員

人権集中学習の

取り組み

1-(2)-1)-④ 再掲 （p74参照） 小中学生 小中学校、幼稚

園、養護学校

社会教育係

人権展 1-(2)-1)-④、1-(2)-3)-① 再掲 （p74参照） 市民 社会教育係 人権教育推進協

議会

解説53 男女共同参画基本法（基本法） ： 基本法（平成11（1999）年6月制定）とは、行政の重要分野について、制度、施策に関
する基本方針などを明らかにした法律で、その対象とする分野の施策を方向づけるもの。基本法は、男女が「男は仕事、女
は家庭」といったような性別による固定的な役割分担にとらわれずに、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性
と能力を発揮できるような社会をつくるために、5つの柱（基本理念）をたて、国・県・国民がそれぞれ果たさなくてはならな
い役割（責務、基本的施策）を定めている。

解説54 男女共同参画社会 ： 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参加
する機会が保障され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責
任を担うべき社会のこと（男女共同参画審議会答申(平成8年7月)から）。

解説55 ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence・DV） ： 夫やパートナーが妻や恋人に対して振るう暴力。家庭内で起こる
暴力のため、なかなか表面化しない。しかし、社会的、経済的、肉体的に優位に立つ男性が、弱い立場にある女性を精神
的・肉体的な暴力で支配しようとする行為は、女性の人権を侵害する犯罪である。

解説56 セクシュアル・ハラスメント ： 「性的いやがらせ」のことで、性的なうわさを流す、身体への不必要な接触や性的関係の強
要など、相手の気持ちに反した、性的な性質の言葉や行いが含まれる。
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事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

人権講座 1-(2)-1)-④ 再掲 （p74参照） 市民、職員、小

中学校教職員

社会教育係

人権教育資料の

収集、配布

1-(2)-1)-④ 再掲 （p74参照） 市民 社会教育係、学

校教育課

小中学校、幼稚

園、養護学校、

社会教育機関

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

男女共同参画社会基本法の制定から10年が経過し、さまざまな学習の機会の提供や情報発信

が行われてきましたが、体系的な整備は十分とはいえず、男女がともに解決に向けて取り組む

課題であるという意識は高いとはいえません。

市では男女共同参画社会実現のため総合的・計画的に進めていく指針として、みどり市男女

共同参画プラン 解説57 を平成21年度に策定しました。このプランにもとづき、学習や教育の機

会を計画的に整備するとともに、自らの問題ととらえ活動する団体や人材の育成を進めていく

ことが必要です。

振興の施策

○ 男女共同参画社会の実現を促進する学習機会の充実

・ 男女平等をテーマとする事業の開催などを通じ、幅広い年齢層を対象に、性による固定

的な役割分担意識や偏見・差別の解消などに向けた学習機会の充実を図ります。

・ 子どもたちが、幼少時から男女平等について正しい理解を身につけられるよう、家庭で

の取り組みの充実を図ります。また、子育てについての父親の認識を深め、家庭教育へ

の参加を促進するため、父親を対象とした学級や講座などの拡充を図ります。

・ 教科や特別活動など、学校の教育活動全体を通じて、男女平等に関する指導や取り組み

の改善充実を図ります。また、研修の充実などを通して教職員の男女平等に関する理解

を促進します。

・ 地域でのさまざまな機会を通して、男女平等に関する理解を深めるための社会教育活動

を推進します。

・ 広報やリーフレットの作成などを通じて、男女共同参画社会に関する理解を深めるため

の情報提供を行います。

○ 自らの問題ととらえ活動する団体や人材の育成

・ 女性リーダー養成講座や女性に対する学習機会の提供や学習支援などを重点的に行うこ

とで、女性による自主的な活動を推進する人材の育成に努めます。また、自主的な活動

解説57 みどり市男女共同参画プラン ： 『基本法』第14条第3項に基づくみどり市の「基本計画」。平成22（2010）年3月策定。
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に取り組む各種女性団体の活動を奨励･支援します。

・ 男女がともに自らの課題ととらえ、主体的に学習し活動するための人材育成や団体の活

動を奨励・支援します。
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２ 学びを支える

（１） 生涯学習を推進する体制を整える

① 生涯学習への理解を深める

生涯学習とのかかわり

人々の学習ニーズの高まりや学習基盤の整備などに伴い、「生涯学習」という言葉は市民の生

活にかなり定着してきました。今後、みどり市がめざす「いつでも、どこでも、だれでも、自

由に学べる生涯学習社会の実現」のために、これまでに示してきたさまざまな施策を継続的に

展開していく必要があります。

しかし、こうした取り組みを効果的に進める上で何よりも重要なのは、より多くの人々が生

涯学習の意味や必要性について理解し、自発的な学習活動に取組む意欲を持つための活動を推

進することです。特に、いわゆる現代的課題については、人々の学習活動を盛んにするための

活動を積極的に展開していく必要があります。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

施設めぐり みどり市及び桐生市の施設を巡り、行政への

認識や理解を深める。
市民、小学生 広域調整室 桐生市

国際交流・理解事

業

1-（2）-1)-③、④ 再掲 （p72参照） 市 内 在 住 ・ 在

勤・在学の18歳

以上の人

企画課

地域活動への補

助

1-（2）-3)-① 再掲 （p89参照） 行政区 など 社会教育係

生涯学習大会 1-（2）-3)-① 再掲 （p89参照） 市民 社会教育係 教育総務課

自主申請学級 1-（1）-④ 再掲 （p54参照） 市民 笠懸公民館

地区公民館申請

学級

1-（1）-④ 再掲 （p54参照） 当該地区市民 笠懸公民館 大間々公民館で

も同様制度あり

市民講座 1-（1）-④ 再掲 （p54参照） 市民 笠懸公民館

公民館大会 1-（1）-④ 再掲 （p55参照） 市民 笠懸公民館 実行委員会を組

織

大人の体験講座 1-(1)-③、④、1-(2)-1)-② 再掲 （p52参照） 中学生以上 岩宿博物館友の

会（主催）、岩宿

博物館

岩宿ムラまつり 1-(2)-1)- ① 、 ⑤ 、 ⑥ 、 1-(2)-2)- ① 再 掲

（p64参照）

一般 岩宿博物館友の

会（主催）、岩宿

博物館

岩宿の里に古代

米を栽培する会

子どもの作品等発

表展示「岩宿人に

なろう」

1-(1)-②、1-(2)-3)-① 再掲 （p48参照） 子ども～一般 岩宿博物館 市内小学校、幼

稚園、保育園

どこでも出前講座 市民、 桐生市

民

社会教育係 関係各課、桐生

市

現状・課題

現在、「生涯学習」という言葉は、市民の生活にかなり定着してきていますが、まだまだ十分

とはいえません。また、「生涯学習」の意味やそれが求められている背景については、依然とし
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て「社会教育」との混同や高齢者の「趣味の活動」といった誤解があるようです。

今後、本市がめざす「いつでも、どこでも、だれでも、自由に学べる生涯学習社会の実現」

のためには、さまざまな学習機会や情報の提供などの施策を講じる必要がありますが、同時に

生涯学習そのものについての理解を深める活動を、継続的に行っていく必要があります。

振興の施策

○ 行政職員や教職員の理解を深めるための活動の推進

・ 県などが主催する生涯学習に関する講座やセミナーに積極的に参加し、生涯学習の意義

や必要性の理解に努めます。

・ 職員の生涯学習に対する関心を高めるとともに、生涯学習の実践者としての活動の場を

拡げるため、行政職員を出前講座など各種講座の講師に積極的に登用します。

・ 生涯学習社会での学校の役割について教職員の正しい理解を深めるため、教職員の研修

で、生涯学習と学校のかかわりについての研修内容の充実を図ります。

・ 「（仮称）生涯学習推進本部」のもとに設ける実務担当者の会議を積極的に活用し、日頃

から関係部局間の意思疎通を図り、職員の意識の醸成に努めます。また、この一環とし

て、公民館図書資料室や図書館で行う予定の現代的課題に関する図書資料の収集にあた

り、関係部局の意向を把握し、それを反映した図書の収集に努めます。

○ 市民の理解を深めるための活動の推進

・ 市内の各施設における発表会や展示会などの開催を盛んにすることなどにより、市民の

生涯学習への理解を深め、学習や活動を始めるきっかけづくりに努めます。

・ 各施設での広報活動や利用者に対する情報提供の充実に努めます。特に広報活動につい

ては、各種情報紙の発行やリーフレットの作成、新聞などのメディアの活用を引き続き

進めるとともに、インターネットなどの新しいメディアを活用した広報活動も検討しま

す。

・ 市内の各施設の特徴を生かし、学習活動の成果の発表や学習情報の提供、学習相談の実

施などを内容とする事業を開催します。

・ 公民館を中心に、現代的課題に関する講座や事業を行うことにより、これらの問題に対

する人々の学習意欲の喚起に努めます。

・ 生涯学習の一層の普及を図るため、既存の生涯学習関連行事の改善・充実と市民の自発

的な参加を得られるような、生涯学習大会などを開催します。
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② 推進体制の整備

生涯学習とのかかわり

現在、国・県・市町村では、それぞれの行政目的に沿って、教育・文化・スポーツ・産業振

興などさまざまな学習機会の充実に努めています。また、生涯学習の浸透に伴い、行政機関だ

けでなく、民間団体や企業などによる学習事業も行われるようになってきました。

今後、生涯学習社会をつくるためには、個々の学習機会の充実を図ることはもちろんですが、

学習者に対して、さまざまな学習の機会や場が効果的に提供されるようにすることが大切です。

そのためには、行政内での生涯学習推進体制や市民代表からなる組織などを設置し、生涯学習

を総合的に推進する体制を整備することが必要です。

現在実施している事業

事 業 名 事 業 内 容 主な対象者 主な担当 連携協力など

地域活動への補

助

1-（2）-3)-①、2-(1)-3)-①、 再掲 （p89参

照）

行政区 など 社会教育係

生涯学習大会 1-（2）-3)-①、2-(1)-3)-① 再掲 （p89参照） 市民 社会教育係 教育総務課

現状・課題

市民の学習意欲を喚起し、生涯にわたる主体的な学習活動を促進して、“生涯学習のまち”を

めざすには、生涯学習推進のための総合的な企画･調整、連携・協力などの体制づくりが必要で

す。

このため、行政と機関とが連携を確立させ、行政内部の連絡・調整や幅広い市民参加のもと

に生涯学習が効果的に推進されるよう、必要な組織機構の整備、充実を図る必要があります。

振興の施策

○ 生涯学習推進体制の確立

・ 生涯学習の総合的かつ計画的な推進を図るために、市長部局・教育委員会などの関係者

を委員とする「（仮称）みどり市生涯学習推進本部」を設置し、関連事業の総合的な企画・

調整や行政各部局、教育委員会などの役割分担と連携を組織しながら、積極的な情報提

供や啓発・奨励などを進め、市民の学習活動を支援します。

・ 「（仮称）みどり市生涯学習推進本部」のもとに、関係部局の職員で構成する「幹事会」

を設置し、生涯学習に関する調査、研究、企画立案など行い、円滑な執行を図ります。

また必要に応じ、幹事会に市民の声を直接反映できるようなシステムを検討します。

・ 市民代表者を含めた「（仮称）みどり市生涯学習推進協議会」を設置し、生涯学習諸施策

に市民の声を反映させます。
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③ 学習施設の整備とネットワーク

生涯学習とのかかわり

公民館や図書館、博物館などの社会教育施設では、地域社会における生涯学習の中心的な場

として活発な活動が展開されています。これらの施設は、文化・スポーツ施設とあわせ、市民

の多様な学習ニーズに応え多種多様な学習機会や学習の場を提供しており、このことを通じて

市民の幅広い学習活動を支える基盤的な役割を担っています。これらの施設は、これからも生

涯学習振興の上で重要な役割を担うものであり、一層の機能の充実と活性化が求められていま

す。

現状・課題

本市では、公民館や図書館などの社会教育施設を整備し、地域における学習の場や機会を提

供しています。また、市内には文化ホールや岩宿博物館を中心とした岩宿遺跡周辺体験学習施

設、大間々博物館、富弘美術館など特色ある学習・文化施設が整備されています。加えて、市

民体育館周辺のスポーツ施設についても整備を進めています。これらの施設は、人々の主体的

な学習・文化活動の拠点となるものであり、今後も整備を進めていくことが必要です。

新しい施設を整備するだけでなく、既存の施設や学校施設についても多様化・高度化する市

民の学習ニーズに応えるため、それぞれの特色を生かした運営の改善や充実を図り、施設の機

能を拡充させていくことが必要です。

公民館や図書館は、市民の自主的・主体的な学習・文化活動の地域における拠点として中核

的な役割を果たす社会教育機関ですが、大間々公民館は教育庁舎内に置かれており、庁舎以外

の場所への施設配置や専任の職員配置が求められています。また、東公民館図書室は、図書館

の機能を担いながらも、図書館の分室に位置づけられていないため、市民が受けられるサービ

スに制限が生じており、図書館ネットワークの観点からの見直しが必要です。加えて、他の公

民館図書室や博物館にある資料の活用方法と合わせ課題となっています。これらの施設は、市

民にとって身近な学習の場であり、早急な課題解決や施設・職員配置計画が必要です。

社会教育施設については、市民に安全な学習の場を提供するため、計画的に施設や設備の改

修を行う必要があります。

社会教育施設や学習・文化、スポーツ施設のネットワーク化や学校施設の開放、他の福祉施

設などとの連携も大切な課題です。

振興の施策

○ 各部署、市有施設間の機能・運営の充実と連携

・ 生涯学習推進の基幹となる社会教育施設、文化・スポーツ施設及び福祉施設などの一層

の整備に努め、身近な学習環境づくりを図るとともに、市民が積極的に活用できるよう

施設利用についての情報発信や利用条件の改善に努めます。
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・ 市民の多様なニーズに応え、自主的・主体的な学習活動を支援するため、運営審議会や

協議会など各附属機関の意見や施設利用者の要望などを積極的に取り入れるとともに市

民との協同企画を進めるなど、利用しやすい施設運営や魅力ある事業展開に努めます。

・ 社会教育施設、文化・スポーツ施設及び福祉施設などの相互連携に基づく事業や企画を

推進し、多様な学習機会や情報の提供など学習環境の整備に努めます。

・ 各施設が特色ある施設運営や事業展開を行い、市民の自主的・主体的な学習・文化活動

を支援できるよう計画的な職員配置や職員養成に努めます。

・ 学校の施設や設備、教育機能を社会教育活動などに活用した事業・企画を推進し、学校

と地域の連携を深めるとともに、学校が地域の教育資源を積極的に取り入れるなど相互

活用を図ります。

・ 公民館や図書館、博物館などの社会教育機関については、それぞれの施設間のネットワ

ーク化を進め、情報交換や連絡調整を行うとともに、施設運営や事業実施などのあるべ

き姿について研究を行い、その充実に努めます。

・ 社会教育施設、学習・文化施設のネットワーク化を進め、学習プログラムの共同開発や

合同イベント・事業の企画、その他の連携事業について協議が行えるような体制を検討

し、整備を図ります。

・ 市有施設や関連施設など、部局を越えた施設間のネットワーク化に努め、情報交換や連

絡調整、連携事業の推進などについて協議できるような体制を検討し、その整備を図り

ます。

・ 県有施設や他市町村の社会教育施設とのネットワーク化を検討し、情報・資料の交換が

できるよう努めます。

○ 社会教育施設の配置・位置づけの見直し

・ 市民の「自由なたまり場」や「集団活動の拠点」としての役割を推進し、市民の学び合

いの場である公民館の機能を充実するため、既存施設を利用した大間々公民館の配置を

進めます。

・ 『みどり市社会教育計画』を策定し、施設や職員配置、改修などを計画的に行い総合的

に市民の学習支援を行うよう努めます。

・ 図書館の機能を充実し、市民へのサービス向上を図るため、東公民館図書室の位置づけ

やあるべき姿、資料検索システムのあり方について検討します。

○ 民間施設との連携

・ 民間の生涯学習関連施設や企業の教育事業などとの具体的な連携の方法を調査・研究し、

全体的な生涯学習の推進に努めます。
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④ さまざまな学習活動への援助

生涯学習とのかかわり

生涯学習は人々の自主的な学習活動を前提としたものであり、その活動を支援することは行

政の基本的な役割です。

人々の学習活動は、個人で行われるものやグループで行われるもの、企業や団体などの組織

の中で行われるものなど、その形態は極めて多様です。本市ではこれまで、施設整備や各種団

体の育成、学習機会の提供などを通じてこれらの活動を支援してきました。

今後もこうした取り組みを継続していく必要がありますが、同時に、人々の学習ニーズの多

様化などに対応するため、より幅広い分野にわたって支援策を講じるとともに、個人やグルー

プの自発性を尊重した支援策を工夫することも必要です。

現状・課題

現在本市では、市民の自発的な学習活動を支援するため、学習機会の提供や情報提供などさ

まざまな支援策を講じています。

今後、市民の学習活動や学習形態はますます多様化・高度化することが予想されます。こう

した状況に適切に対応するためには、これまでの取り組みに加えて、地域の潜在的な指導者の

発掘・養成と活動の場の拡充やさまざまな学習形態に対応できる支援など、より幅広い支援策

を講じていく必要があります。

また、市民の中には、これまでの経験や学習の成果を地域にいかしたいと望んでいる人々も

少なくないようです。

振興の施策

○ 学習グループ・サークルへの支援

・ 学級・講座などの受講生のグループ化を援助し、地域での自主学習グループ・サークル

への成長を図るとともに、関係諸団体やグループ・サークル相互の交流の機会・場の提

供に努めます。

・ 自主的な学習グループ・サークルの活動を支援するため、公民館をはじめとする市内の

学習・文化・スポーツ施設で、学習支援者に関する情報提供、学習場所の確保、教材や

学習方法に関する助言などを積極的に行います。

・ 公民館などの公共施設で、学習グループ・サークルが自主性、自発性を発揮して活動す

ることができるよう、市民参加型の施設運営などを促進します。

・ 各社会教育機関において、館報などを発行しさまざまな情報提供に努めます。

○ 学習支援者の発掘・養成と活動の場の拡充

・ 指導者バンクの作成し、学習支援者として指導・協力が得られるように努めます。

・ 生涯学習の推進にあたり、多種多様な指導者を登録・確保し、活用を図るため人材バン
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クを設置するとともに、人材活用にかかる情報の整備充実に努めます。

・ 学習支援者の発掘・養成のため、各種指導者養成講座を開催し、その養成に努めます。

・ 学習支援者の活動の場を広げるために積極的な情報提供に努めるとともに、関係機関や

事業での人材活用の方法を検討し、その推進を図ります。

○ 個人学習者への支援

・ 公民館や図書館、体育館など市内の学習・文化・スポーツ施設で、学習情報の提供や学

習相談などに応じ、個人学習者への支援を行います。

・ 個人学習者からの求めに応じ、集会学習や集団学習の情報を提供し、また、学習グルー

プづくりなどへの支援を行います。

○ 団体の支援

・ 社会教育関係団体や各行政分野関係団体などの活性化を図るため、情報提供、相談など

適切な指導・助言に努めます。また、各団体の指導者に対して、定期的に研修会などを

実施し、自主的な運営や活動が行えるよう援助します。
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（２） 学習情報の提供や学習相談の体制を整える

① 学習情報提供システムの整備

生涯学習とのかかわり

市民の多様な学習活動を支援するためには、学習の機会や場所、内容、指導者などに関する

情報を幅広く収集し、求めに応じて、身近な場所で、手軽な方法で提供する体制づくりを進め

ることが必要です。

特に、人々の学習ニーズが高度化・多様化している今日、いわゆる現代的課題に関する情報

を、積極的に収集・提供することが求められています。また、個々の機関がすべての人々の学

習ニーズに対応することは困難なことから、関係機関のネットワーク化を図り、市民がいつで

も、どこでも必要な学習情報を入手できるようなシステムをつくることも大切な課題です。

現状・課題

現在の学習情報の提供方法は、広報『みどり』によるものやそれぞれの教育機関が行う広報

活動、窓口での対応などが主なものですが、最近はホームページによる情報提供も始まってき

ました。

人々の学習活動を支援するためには、常に新しい情報を最も効果的な方法で提供することが

必要です。また、必要とする情報を手軽に入手できるシステムを創り出す必要があります。

振興の施策

○ 学習情報提供システムのネットワーク化の推進

・ 生涯学習に必要な情報の範囲を明らかにし、その収集体制や連携方法を検討・整備しま

す。

・ 指導者の情報を把握し、指導者バンクづくりを進め、情報の提供に努めます。

・ 市民が必要とする情報を身近なところで気軽に入手できるような情報提供のネットワー

クを検討し、その整備に努めます。また、団体やグループ・サークルの情報についても

その提供方法を検討します。

・ 『公民館だより』や『広報みどり』などを活用し、学習機会の提供の充実に努めます。

・ 生涯学習に必要な学習資料の整備充実に努めます。

・ 『みどり市どこでも出前講座』の周知を図るとともに、市民のニーズに応えるために講

座メニューの増加に努めます。
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② 学習相談体制の整備

生涯学習とのかかわり

学習相談は、学習を始めたくても、何を、どこで、どのような方法で学べばよいのかわから

ない人や、学習活動の過程で悩んでいる人、学習を続けていく上で問題を抱えている人などに

対して、情報提供や適切なアドバイスなどを行う支援活動です。

一人ひとりがその生涯にわたり、あらゆる機会あらゆる場所において自主的・主体的に学習

することができる社会の実現には、学習機会の提供や情報提供体制の整備のみならず、学習相

談体制の整備が重要です。

現状・課題

市民が継続して自主的・主体的に学習活動に取り組むためには、学習相談の場や体制を整備

することが必要です。しかし、現在の学習相談に関する体制は、学習情報を提供する体制とと

もに必ずしも十分とはいえません。「市民アンケート」では、市民が学習活動を始められない理

由の一つにも挙げられ、学習情報提供とともに、学習相談体制の充実が求められています。加

えて、市民の学習ニーズは多様化・高度化しており、それぞれの教育機関や施設の特徴や専門

分野を生かした相談体制の構築が必要です。

学習相談活動には、学習機会や学習のしかたなどについての適切な学習情報の提供や、学習

者のさまざまな悩みや問題を聴き、その解決に向けたアドバイスを行うなどの機能があります。

相談の方法はさまざまですが、多くは窓口による相談です。相談窓口は、学習者にとって身近

で気軽に相談できる場所がよく、公民館や図書館などの各教育機関や施設などでの相談体制を

整備充実していくことが重要です。

学習相談には、コミュニケーション能力やコーディネート能力、学習プログラム編成やサー

クル運営の方法に関する知識など、多岐にわたる能力や知識が求められ、これらの能力は、各

教育機関や施設の専門的分野の知識と並び不可欠なものとして、学習相談にあたる職員の資質

向上に努めることが必要です。加えて、学習者の悩みや問題解決に向けて適切な情報提供やア

ドバイスを行うためには、各教育機関や施設において日ごろから学習者のニーズや活動の実態

を把握するなど、情報収集を行うことが必要不可欠です。

学習相談機能を充実し、多角的な情報提供やアドバイスを行うため、相談機関の連携やネッ

トワーク化を進め、連携や情報の共有化を行い相談体制の向上を図ることも重要な課題です。

振興の施策

○ 職員養成による相談機能の充実

・ 各教育機関・学習・文化施設で学習相談にあたる職員に必要な能力や資質の向上に努め、

学習相談機能の充実を図ります。

○ 各教育機関等による情報収集とネットワーク化の充実



みどり市生涯学習振興

第４章 振興計画の施策

104

・ 学習相談にあたる機関として中心となる各教育機関において、学習情報の収集や市民の

学習活動の実態やニーズの把握に努めるとともに、機関・施設間のネットワーク化を進

め、情報を集約・共有化し、学習相談体制の充実を図ります。


