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■ 調査結果 【７１市町村中５３市町村が回答・回答率７４．６％】 

                                 【 件 数 ・ 割 合 】 

１．協議会に求めること、期待することは何ですか。 

 ①情報発信の強化（ホームページやメールマガジンで国の   ①【２８件・３８．４％】 

施策や会員の取組を発信するなど）                                  

 ②会員市町村と交流機会の提供               ②【 ５件・ ６．８％】 

 ③会員市町村と文部科学省との仲介（パイプ）機能の強化   ③【 4 件・ ５．５％】 

 ④会員市町村間、文部科学省との連携強化          ④【 6 件・ ８．２％】 

 ⑤生涯学習施策の最新情報の積極的提供     ⑤【３０件・４１．１%】 

 ⑥その他                         ⑥【  ０件・      ０％】  

 

 

２．今後、協議会で実施してほしいことは何ですか。  

①最新の国の施策・制度説明                ①【２０件・２５．６％】 

②ワークショップ（特定の地域課題をテーマとする）     ②【 ５件・ ６．４％】 

③地区ブロック毎の研修・交流・説明会等の開催       ③【２１件・２６．９％】  

  （会員の取組（好事例）の発表、文科省その他省庁からの 

有益な情報、制度等の紹介など）            

 ④大学や研究機関、社会教育関係団体との交流事業      ④【 ７件・ ９．０％】 

⑤自治体の最新の好事例の発表               ⑤【２４件・３０．８％】 

⑥講演会（聞きたい講演内容や講師など具体的に）      ⑥【 １件・ １．３％】  

⑦その他                         ⑦【  0 件・ ０．０％】 

 

 

３．現在の研修会等補助金の取り扱いについてどう思いますか。 

 ①このままで良い                     ①【３７件・７１．２％】  

②使用使途を増やしてほしい                ②【 ６件・１１．５％】  

 ③採択件数を減らし、交付金額上限を増額してほしい      ③【  １件・ １．９％】 

 ④交付金額上限を減額し、採択件数を増やしてほしい     ④【  ０件・ ０．０％】 

 ⑤補助金を縮小または廃止し、広く会員にとって有意義な    ⑤ 【  ８件・ １５．４％】 

事業に振り分けてほしい 

 

この調査は、本協議会に対する会員市町村のニーズを把握し、より効果的な事業展開を図

っていくことを目的として実施したものです。この調査の結果を踏まえて今後の協議会に関

する検討資料として活用する予定です。 



４．貴市町村の生涯学習関連施策等において、一番力を入れている事業がありましたらご紹介

ください。 

 

 

 

 

5．文部科学省と連携して実施してほしいことはありますか。 

①文科省の持つネットワークを有効活用した事業     ① 【２１件・３３．９％】 

（講演講師やアドバイザーの紹介・仲介等）            

②文科省との意見交換の場を設ける（ブロック毎あるいは市町村毎）。 ②【 ７件・１１．３％】 

③文科省の持つ各種媒体を利用して、会の取組を広く周知する。   ③【 ８件・１２．９％】 

（※現在、マナビィメールマガジンにて会員市町村の取組を紹       

介しています。）                                            

④他市町村の特色ある取り組みなどの情報について、              ④ 【２６件・４１．９％】 

きめ細かく提供していただきたい。               

➄その他                            ⑤【  ０件・ ０．０％】 

 

 

６．その他協議会事業についての要望、文部科学省から提供してほしい情報などありましたら

ご記入ください。  

 

 

 

 

【事業名・内容】 全国生涯学習市町村協議会ホームページに掲載 

http://www.gakushu.jp/ 

 

該当なし 



№ 都道府県名 市町村名 事　業　名 事　業　内　容

1 北海道 士別市

2 北海道 上士幌町

3 北海道 大空町 幼児から高齢者までの連携 高齢者大学と幼小中校との交流事業

4 北海道 本別町 いきいき　ほんべつ　ふれあい祭り https://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/web/life/details/post_36.html

5 北海道 浦河町
児童生徒芸術鑑賞事業 　町内の小学生を対象に、プロの演劇やミュージカル公演に触れることで、子どもたちの感性や感受性を

育むとともに、将来の夢や希望へ繋げるもの。

6 青森県 階上町
学びの王国！はしかみキャンパス 開催要項（別添）※全国生涯学習市町村協議会ＨＰに掲載

階上町HP:　http://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/7,0,50,165,html

7 岩手県 葛巻町

8 岩手県 軽米町
自主防災組織設立に向けた地区学習
会、自殺予防対策研修会

9 岩手県 野田村
放課後子ども教室「のだキッズセン
ター」

　放課後の子どもの居場所づくりと、ボランティア講師の生きがいづくりを目指し、体験型メニューで自
由に児童が参加できる内容を実施。（お茶、踊り、絵本、工作、体育館など）

10 宮城県 七ヶ浜町

11 福島県 昭和村 小中学生・高齢者・成人向け事業 www.vill.showa.fukushima.jp/kyouiku.stm#shogai

12 茨城県 取手市
地域づくり型生涯学習推進委員会 　生涯学習を通じて地域の課題解決を図ることを目的に、地域づくり型生涯学習推進委員会を組織し、委

員を公募し、委員による生涯学習の企画運営を進める。

13 栃木県 佐野市 佐野市生涯楽習フォーラム 例年、会員自治体に事務局より情報提供をお願いしております。

14 栃木県 大田原市 人材発掘と育成

15 栃木県 宇都宮市

市民の主体的な学習活動の促進・支援
事業

　第３次宇都宮市地域教育推進計画の理念に基づき，地域社会を構成する市民一人ひとりが自ら積極的
に，必要な知識や技術を学ぶことができるよう，市民へ多様な学習機会を提供する。また，「人材かがや
きセンター※１」及び「生涯学習センター」における，地域で活躍することができる人材の育成や，学ん
だ成果を活動につなげる仕組みの充実等により，市民の学習活動の更なる促進・支援に取り組むなど。

※１　市民やボランティアなど多くの方が，学び，集い，情報交換や仲間づくりができる人づくりの拠点
であり，関係者向けの研修や地域に貢献できる人材の育成事業や，市民一人ひとりの関心や活動レベルに
応じた講座，今日的課題に対応した先駆的な講座等を開催している。また，学習活動を推進する学習相
談，情報提供なども行っている。

全国生涯学習市町村協議会調査結果

４．貴市町村の生涯学習関連施策等において、一番力を入れている事業がありましたらご紹介ください。

https://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/web/life/details/post_36.html
http://www.vill.showa.fukushima.jp/kyouiku.stm#shogai�


№ 都道府県名 市町村名 事　業　名 事　業　内　容

16 栃木県 栃木市 とちぎ未来アシストネット事業 https://www.city.tochigi.lg.jp/site/culture/284.html
17 栃木県 さくら市

18 群馬県 高崎市

19 埼玉県 春日部市
生涯学習市民塾 　生涯学習人材情報登録者を講師として、講師自ら講座を企画・運営する生涯学習市民塾を開催し、市民

全体の生涯学習を推進している。

20 千葉県 四街道市 生涯学習推進事業 https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/index.html
21 千葉県 酒々井町

22 千葉県 松戸市
まつど生涯学習大学講座 市内在住60歳以上を対象に、年18回生活課題や社会課題を学習し、地域の主体的な行動者となることを

期して開催。（昭和49年より開催。学習内容の企画、運営等、受講者主体で行う。）

23 富山県 富山市

24 石川県 内灘町

25 長野県 茅野市
市民研究員養成事業（文化財課　博物
館）

26 長野県 東御市

27 長野県 蓑輪町

28 岐阜県 七宗町

29 岐阜県 白川町

30 静岡県 御殿場市 市民大学講座 平成30年度市民大学講座募集チラシ（PDFデータ）※全国生涯学習市町村協議会ＨＰに掲載

31 静岡県 掛川市 地区まちづくり協議会の活性化 www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life.shiminsanka/index.html
32 愛知県 知立市 公民館講座開講 　春からの前期、秋からの後期の年2回で幅広く講座を開講している。

33 京都府 亀岡市 「生涯学習賞」 平成30年度実施の要項とチラシを添付※全国生涯学習市町村協議会ＨＰに掲載

34 和歌山県 有田川町

35 岡山県 井原市
アクティブライフ井原　まなびめいと http:www.manabimate.jp

36 岡山県 新見市

37 岡山県 岡山市 公民館におけるESDの推進 添付資料「岡山ESDプロジェクト」※全国生涯学習市町村協議会ＨＰに掲載

38 広島県 東広島市

市内の学術研究機関と連携した事業 　市全域で大学等と連携した生涯学習事業を行っている。例えば、市民も受講可能な大学の正規科目とし
て、市内で活躍する人の講義や地域貢献活動を体験する科目（近畿大学工学部と連携した「東広島学」、
広島国際大学と連携した「ひと・まち発見講座」）を実施している。この他、広島大学元教員で構成され
る広島大学マスターズと協力し市民講座を実施している。
　また、市内全域に高度で専門的な学習機会を提供することを目的に、市内大学の教員等が公民館類似施
設である生涯学習センター等の地域に直接赴いて講義を行う「生涯学習サテライトキャンパス講座」を今
年度から実施する。

39 愛媛県 新居浜市 生涯学習大学の開催 http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/n-daigaku/
40 福岡県 柳川市

https://www.city.tochigi.lg.jp/site/culture/284.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/index.html
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life.shiminsanka/index.html
http://www.manabimate.jp/
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/n-daigaku/


№ 都道府県名 市町村名 事　業　名 事　業　内　容

41 福岡県 宇美町
ふみの里まなびの森フェスタ 　町内の生涯学習関連施設4か所で、生涯学習の活動成果の発表や体験活動、講演会など様々な生涯学習

の場の提供を行うことを目的に毎年11月の第3日曜日に開催している。

42 福岡県 岡垣町
国内短期留学事業（長野県上田市との
交流事業）

http://www.town.okagaki.lg.jp./s034/100/040/180/170/030/20180823114843.html

43 福岡県 芦屋町
青少年健全育成事業「あしやハンズ・
オン・キッズ」

　町内の小学生4～6年生を対象に年間を通じた体験活動を実施。

44 福岡県 須恵町 校区コミュニティ政策 　小学校区を核とした地域共同体の法人化。

45 佐賀県 多久市

46 長崎県 平戸市

◇生涯学習まちづくり出前講座
◇ひらど市民大学

◇生涯学習まちづくり出前講座
　https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/learn/lifelong/ll03.html
◇ひらど市民大学
　平戸市生涯学習まなぶ君Facebook
　https://www.facebook.com/hiradomanabu/

47 鹿児島県 奄美市 生涯学習講座 　人口4万人余りに対して102の講座を設けている。

48 鹿児島県 鹿児島市

鹿児島市学校支援ボランティア事業 　鹿児島市の公民館は、昭和48年から全小学校区を単位として、学校・町内会・各種社会教育関係団体等
の代表から組織されている「校区公民館運営審議会」が設置され、これまでに青少年の健全育成や校区民
の生涯学習のための事業を実施し、大きな成果をあげてきた。
　また、平成20年度に15本部15校でスタートした「学校支援ボランティア事業」は、上記組織に「地域
教育協議会」を設置することにより、「地域の教育力」を生かした本市独自の地域ぐるみによる活動を推
進してきており、平成26年度には36本部78小学校での全市的な取組に至っている。
　平成20・21年度：鹿児島市　「学校支援地域本部事業」　文部省委託事業費
　平成22年度：鹿児島市「学校支援ボランティア事業」文部省委託事業費・補助事業費・市財源
　平成23年度～：鹿児島市「学校支援ボランティア事業」文部省補助事業費・市財源
　現在は、登下校の安全見守りや学習支援、読み聞かせ活動等、学校のニーズや実態に応じた多岐にわた
る活動が展開されている。

49 鹿児島県 姶良市

生涯学習フェア 　毎年2月、講師を招いての講演会及び生涯学習講座生の舞台・展示発表等を実施し、生涯学習の一層の
振興を図るとともに、学んだことや活動したことを一人一人が地域づくりに生かしていこうとする意欲や
気風を高める。

50 鹿児島県 霧島市 公民館講座 2019年度公民館講座募集案内（PDF）※全国生涯学習市町村協議会ＨＰに掲載

51 鹿児島県 志布志市

52 鹿児島県 曽於市

53 沖縄県 那覇市

http://www.town.okagaki.lg.jp./s034/100/040/180/170/030/20180823114843.html
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