第2編

基本計画
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第 1 章 自分づくり ～あらゆる変化に適応できる自分を育てる自分づくりの支援～

1

現代的課題への学習機会の提供（1）

個人や地域が抱える課題が多様化・
複雑化する中で、自らの課題を自らで
解決できる自立した個人や、他者と協
働しながら主体的に地域社会の課題

１

現代的課題への学習機会の提供

２

心身の健幸づくり活動の充実

３

生涯学習推進体制の整備

解決を担うことができる地域住民の
育成が求められています。
このため、 環 境保 全、 国 際 理 解、
男女共同参画、消費者問題、地域防
災などの現代的・社会的な課題につい
て学習する機会を提供し、変化の激し
い現代社会を生き抜く力の養成と、自
ら行動を起こすきっかけづくりに取り
組みます。
【主要施策１】

現代的・社会的課題解決のための
学習機会の充実
変化の激しい現代社会を生き抜くためには、成人期

中央公民館 成人大学講座「脳の基礎研究最前線」
推進計画の指標（ものさし）と目標値

に現代的・社会的課題を学ぶ必要があることから、よ

指標

り多くの人が参加できるよう開催時間などを考慮して、

各 種 ICT 講 習 会 等
の参加者数

学習機会の提供を図ります。

現状値（H26）

440 人

【主な取組】
・現代的課題を学習する機会の提供（生涯学習課）
・社会人基礎力※１養成講座の開催（生涯学習課）
・各種ＩＣＴ講習会※２の開催（生涯学習課・情報管理課）

社会人基礎力 ※１ …組織や地域社会の中で多様な人々とともに仕事を行っていく上で必要な基礎的な能力
ICT ※ 2 …通信情報技術（Information and Communication Technology）の略
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目標値 (H34)

800 人

【主要施策 2】

安全・安心な環境づくり

自然災害から身を守るため、また、振り込め詐欺な
どの悪質な犯罪被害を未然に防ぐため、防災・防犯意
識を高める学習機会を提供し、安全・安心な地域づく
りを推進します。

【主な取組】
・災害に強いまちづくりワークショップの開催
（行政課）
・地域安全マップづくり講習会（環境課）
・消費者教育の推進（市民窓口課）

推進計画の指標（ものさし）と目標値
指標

災害に強いまちづくりワー
クショップの参加者数
地域安全マップづくりに
取り組む小学校の割合
消費者教育の講座等にお
ける参加者の満足度

現状値（H26） 目標値 (H34)

34 人

120 人

0%

100%

80％

80％以上

総合防災訓練 土のう積み

【主要施策 3】

環境啓発活動の充実

自然環境の保全や地球温暖化の防止といった、身近
な環境問題に対する意識の向上を図るため、様々な視
点から環境について学習する機会の充実を図ります。

【主な取組】
・
「コト」づくりを中心とした環境啓発の取組（環境課）
・かんきょう庵環境啓発講座の開催（環境課）
・環境保全型農業講演会の開催（農林課）

推進計画の指標（ものさし）と目標値
指標

かんきょう庵
夏休み工作はアルミ缶クラフトを作ろう！

現状値（H26） 目標値 (H34)

啓発イベントへの参加者
数

100 人

500 人

環境保全型農業講演会等
の参加者数

101 人

150 人
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1

現代的課題への学習機会の提供（2）

【主要施策 4】

国際理解教育の充実

国際交流事業の推進や姉妹友好都市との交流を通
じて、郷土愛に満ち、国際的視野を持った人づくりを
推進するため、国際理解に関する学習活動の充実を
図ります。

１

現代的課題への学習機会の提供

２

心身の健幸づくり活動の充実

３

生涯学習推進体制の整備

【主な取組】
・国際交流員による各種国際交流事業の開催
（地域経営課）

推進計画の指標（ものさし）と目標値
指標

国際交流講座等の開催回数

現状値（H26） 目標値 (H34)

120 回

外国人のための包丁づくり体験講座

120 回

昭和 10 年（本町４丁目付近）チンドン屋大集合

派手な衣装に身を包み、鐘や太鼓を鳴り響かせながら、大衆の面前を踊り歩く「チンドン屋」。
生きていくため、生き抜くために「決意」と「たくましさ」を宿していたと歴史書に書かれている。
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【主要施策 5】

男女共同参画学習の推進

性別による役割分担意識や社会的制度・慣行にとら
われない男女共同参画意識を浸透させ、男女がともに
活躍できるよう、男女共同参画意識を高める学習機会
の提供に努めます。

【主な取組】
・男女共同参画を推進するための講演会や講座等の
開催（市民窓口課）

推進計画の指標（ものさし）と目標値
指標

現状値（H26） 目標値 (H34)

第 2 次男女共同参画推進
プランに基づく講座等に
おける参加者の満足度

85％

85％以上

すまいるランド 親子絵本ライブ
グラフ 「生涯学習に関するアンケート」結果から作成
「あなたは日ごろ学習や活動をすることの必要性を感じていますか」との問いに対して、およそ８割の
方が学習や活動の必要性を感じていると答えています。

総

数

男

性

女

性

20.8
27.9
16.1

歳代

20.9
13.0

58.7
58.1
64.8

23.8

3.6

11.7 2.4

51.9

23.9

2.8

14.3

54.5

26.9

歳代

歳代

51.4

31.8

歳代

12.6

63.4

歳代

歳代

59.0

全体の８割

57.1

強く感じている
どちらかといえば
感じている

13.6

どちらかといえば
感じていない

0.0

全く感じていない

15.4

10.9 0.0
14.0
13.0

（平成 25 年７月調査）

わからない

2.3
5.6

不明

7.1 4.8
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2

心身の健幸づくり活動の充実

生活の中に趣味やスポーツ活動な
どの楽しみがあると、気持ちが前向
きになり、新たな人やものとの出会い
によって刺激を受けたりすることか
ら、生きがいをもって毎日を過ごす
ことができます。心身ともに健康な
暮らしに、文化・芸術、スポーツ活動
は欠かすことのできないものです。
「生
涯学習に関するアンケート」の結果
によると、約６割の人が音楽や美術、
書道などの趣味的な活動に興味があ
ると答えています。また、約半数の人
がスポーツ・レクリエーションに興味
があると答えています。
しかしながら、スポーツの面では、
情報不足や時間が合わないなどの理
由により、スポーツをしたいと思って
いても実施できていない人が約３割
いることから、スポーツ実施者を増
やすための適切な情報提供などの工
夫が必要です。

１

現代的課題への学習機会の提供

２

心身の健幸づくり活動の充実

３

生涯学習推進体制の整備

元旦マラソン大会
Miiike 参上！全国大会

【主要施策１】生涯スポーツの推進
市民一人一人がライフステージに応じて、いつでも、
どこでも、だれでもスポーツに親しむことができる
活動機会の充実とスポーツ環境の整備に努めます。

【主な取組】
・スポーツイベントの推進（健康づくり課）
・総合型地域スポーツクラブりんぐるの活性化
（健康づくり課）
・スポーツ教室の開催（健康づくり課）
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推進計画の指標（ものさし）と目標値
指標

総合型地域スポーツ
クラブ会員数

現状値（H26）

800 人

目標値 (H34)

1,000 人

健康運動教室

【主要施策 2】

健康づくりの充実

生涯を健やかに暮らすためには、運動や食生
活などに関する知識を身に付け、実践する必要
があることから、個人の適性や健康状態に応じ
た学習機会の提供に努めます。

【主な取組】
・各種健康教室等の開催（健康づくり課）
・健康運動教室の開催（健康づくり課）
・各地区での料理教室の開催（健康づくり課）

推進計画の指標（ものさし）と目標値
指標

現状値（H26） 目標値 (H34)

733 人

地区健康教室の参加者数

800 人

推進計画の指標（ものさし）と目標値
指標

若手芸術家支援事業「中村暢子書展」
【主要施策 3】

文化・芸術活動の推進

文化・芸術に触れる市民参加型の事業を通して、子ども
から大人まで文化・芸術に親しむ機会の充実を図ります。
また、質の高い文化・芸術を鑑賞する機会を設けること

文化・芸術振興事業の延
べ来場者数

現状値（H26） 目標値 (H34)

10,258 人

11,310 人

【主な取組】
・三条市美術展、三条市音楽祭の開催（生涯学習課）
・若手芸術家支援事業（生涯学習課）
・音楽公演（生涯学習課）

により、文化・芸術に対する理解を深め、文化意識の向上

・芸術鑑賞ツアー（生涯学習課）

を図ります。

・音楽交流イベント「三条楽音祭」
（生涯学習課）
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3

生涯学習推進体制の整備

生涯学習は個人の自発的な意思に
より行われるものですが、生涯学習
に対する意識や動機付けを行い、学
習意識を広めるためにも、青少年期

１

現代的課題への学習機会の提供

２

心身の健幸づくり活動の充実

３

生涯学習推進体制の整備

から生涯学習の基礎づくりを行う必
要があります。
また、市民が何か新しいことを学
びたいと思ったときに、いつ・どこで・
どのような講座が開設されているの
かという情報が必要となります。
「生涯学習に関するアンケート」に
よれば、学習や活動をするときに必
要な情報として「催し物・講座情報」
と答えた人が約６割に上りました。
自発的に学ぶ意欲のある人が、自
らが希望する学習ができるよう、様々
な媒体を通じて効果的に生涯学習情

中央公民館 ふれあい自然体験

報を提供していく必要があります。
また、学習活動に対する疑問や悩
みを相談し、安心して学習に取り組む
ことができる相談体制の充実に努め
ていく必要があります。

【主要施策１】青少年期における

学習機会の提供
青少年が個性豊かに生きる力を伸ばしていくこ
とができるよう、自然体験・生活体験や文化・伝
統に触れる機会など様々な学習の場の提供を推
進します。

推進計画の指標（ものさし）と目標値
指標

青少年事業の参加者数
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現状値（H26）

1,970 人

目標値 (H34)

2,100 人

【主な取組】
・自然体験・生活体験事業の推進（生涯学習課）
・青少年事業の推進（生涯学習課）

【主要施策 2】

情報提供・相談体制の充実

市民が生涯学習に関する情報を容易に得ることができるよう、学習
情報に関する発信力の強化を図るとともに、様々な媒体を活用して情
報提供の充実に努めます。
また、職員が学習や施設などの情報を幅広く収集することで、市民
からの学習に関する問合せや相談に的確に答えることができる相談
体制の整備・充実に努めます。
さらに、市民の要望を受け、市の施策や制度などに関する情報を
職員が直接説明することで、市民参加のまちづくりを推進します。

【主な取組】
・インターネットを通じた学習情報の提供（生涯学習課）
・生涯学習相談（生涯学習課）
・出張トーク（政策推進課）

推進計画の指標（ものさし）と目標値
指標

現状値（H26） 目標値 (H34)

生涯学習や活動をすることの必要性を
感じている人の割合
出張トーク参加者数

79.8%

85% 以上

1,277 人

1,500 人

生涯学習相談

グラフ 「生涯学習に関するアンケート」結果から作成
「学習や活動をするときに、どのような情報があればよいと思いますか」との問いに対して、
「催し物・
講座情報」
「
、学習や活動に利用できる施設情報」
「
、学習や活動にかかる費用の情報」
「
、団体・サークル情報」
などの回答が多く挙げられています。

（平成 25 年７月調査）

催し物・講座情報
学習や活動に利用できる施設情報
団体・サークル情報
学習や活動にかかる費用の情報
学習や活動に必要な資料・教材情報
資格や免許の取得方法
講師・指導者情報
その他
不明
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