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楽しく学び 持ち味を認め合い 心豊かに生きるために 

～大阪狭山市生涯学習推進計画の策定にあたって～ 

 

昭和22年に制定された教育基本法が全面改正され、平成18年12月22日

に公布・施行され、その第３条には「生涯学習の理念」が新たに定めら

れました。時あたかも大阪狭山市生涯学習基本計画がその計画期間の満

了を平成１８年度末に迎えることになり、この基本計画の理念を受け継

ぎ、大阪狭山市第三次総合計画を踏まえ、より具体的で実効性のある計

画として『大阪狭山市生涯学習推進計画』を策定いたしました。 

21世紀は、地方主権の時代であり、地域のことは地域で責任をもって

決めていくことが求められています。この時代にふさわしいまちづくり

のあり方や、「住み続けたい」と思うことのできる「まち」について、

市民の皆さまといっしょに考えてまいりたいと思っています。 

そのためにも、この計画に基づき、市民が生涯にわたって楽しみなが

ら学び続けることできる環境を整え、学んだ成果を地域社会で生かすこ

とに喜びを感じていただけるよう取り組んでまいります。 

最後に、この計画の策定にあたり、熱心に検討いただいた大阪狭山市

生涯学習推進計画検討委員会の委員をはじめ、貴重なご意見をいただき

ました市民の皆さまに心から感謝申し上げますとともに、一層のご理解

とご協力をお願い申し上げます。 

 

平成19年３月 

 

大阪狭山市長  田 友 好 
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大阪狭山市生涯学習推進計画 
～楽しく学び 持ち味を認め合い 心豊かに生きるために～ 

 

Ⅰ 計画策定の趣旨 

複雑多様化する現代社会に暮らす私たちは、豊かで充実した人生を送るために、絶え

ず新たな学習に取り組むことが必要になっています。また、社会のなかで自立していき

いきと生きることは、私たちの願いです。その願いを実現するために、生涯にわたって

自らの生きる力と輝く自分を発見しようとする取り組みそのものが生涯学習であり、そ

れに取り組むことはすべての人の生きる営みとも言えます。 

生涯学習は、学校や社会で意図的・組織的な形で取り組まれるものばかりではありま

せん。一人ひとりの取り組む自発的な、文化・スポーツ・趣味・レクリエーション・ボ

ランティアなどの活動を含むもので、さらに、きっかけはともあれ結果としてその人の

気づきにつながる偶発的な学習をも含むものです。 

ひとつひとつの生涯学習活動は、自発的な意志に基づく個人的な営みです。しかし、

個人が社会で暮らす以上、その学習の成果は地域社会に還元され共同の財産となるもの

と言えます。中でも、ボランティア活動や地域活動は社会活動そのものであり、社会を

構成する個人が学習することでより成熟することは、豊かで活力に満ちた地域社会の実

現につながるものです。この意味で、生涯学習を推進することは自治体の重要な役割で

あり、その計画的な推進を図るため、本計画を策定します。 

 
Ⅱ 基本的な考え方 

１．計画の概要 

（１）計画の位置づけ 

この計画は、大阪狭山市の生涯学習を進めるうえの基本的な視点や方針を明らか

にし、地方分権（※１）や規制緩和（※２）を始めとする社会の変革に対応できるよう、

生涯学習推進に関する施策の計画的な実施を図るためのものです。本市生涯学習基

大阪狭山市のこれまでの取り組み 

平成９年３月に策定した大阪狭山市生涯学習基本計画は、「21世紀の第１四半期をみすえなが

ら、平成９年度から18年度まで」を計画期間に設定し、第二次大阪狭山市総合計画に沿って、

情報･機会･場の提供の整備に努めることとしました。 

平成13年３月に策定した大阪狭山市生涯学習推進(人づくり)計画は、地域コミュニティの再

構築を基本目標にすえ、それを具体的に推進するために、地域コミュニティの活性化を図ると

ともに、各事業の展開を行政主導型から市民主導型への移行を進めようとしたものです。これ

は、大阪狭山市の生涯学習を具体的に推進するため、「10年後を見通した３年間」を計画期間に

設定しました。 

また、同時期に策定した第三次大阪狭山市総合計画は、市民がそれぞれのライフステージに

応じて自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が生かされる生涯学習社会の実現

をめざし、コミュニティ活動の活性化を図りながら施策の総合的･体系的な展開を図ることとし

ています。ここでは、生涯学習社会（※３）を実現するための施策の筆頭に、推進体制の整備を

掲げ、「生涯学習を行政全体の共通課題として捉え、市民と行政のパートナーシップにより生涯

学習推進体制の整備を進める」としています。 
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本計画（平成９年３月策定)の計画期間が平成18年度で満了することから、その考え

を受け継ぎ、さらに第三次大阪狭山市総合計画(平成13年３月策定)の内容を踏まえ

たものとします。また、総合的・体系的な生涯学習施策を展開するための指針とな

るものです。 

 

（２）計画の期間 

この計画は、平成19年度から平成23年度までの５か年を計画の期間とし、途中で

あっても必要に応じて見直します。 

 

（３）計画の進行管理 

計画の進捗状況を検証しその結果をその後の取り組みに反映していくために、「計

画、実施、点検・評価、改善」の進行管理サイクルを取り入れます。 

 

２．計画の基本目標 

生涯にわたり「だれでも、なんでも、いつでも、どこでも」自由に機会を選択して

学ぶことができ、その成果が個人のキャリアやボランティア活動、地域社会の発展な

どに生かされる生涯学習社会を実現し、市全域を「学びのキャンパス」となるようめ

ざします。 

そのため次の４つの基本目標を設定します。 

 

（１）多様化、高度化するニーズへの対応 

多様化、高度化する学習者のニーズに対応できるよう、学習環境の整備を進める

とともに、各種の教育機関や民間の事業者を含めた生涯学習の取り組みと連携し、

学習機会の拡充に努めるとともに情報提供の充実を図ります。 

 

（２）世代間、地域間の交流促進 

世代間の交流が進むきっかけともなる、各中学校区にある総合型地域スポーツク

ラブへの参加を促すとともに、文化的な活動を含めた多様なものへの展開を図りま

す。さらに、地域協議会（※４）などの組織横断的な場などに働きかけ、団体間の連携

を図る全市的な調整会議の設立をめざします。 

 

（３）学ぶ喜びと学んだ成果が生きる喜びの実感 

文化・スポーツなどさまざまな活動の場の充実とともに、その成果を発表する機

会の充実を図ります。また、ボランティア活動や地域活動、コミュニティビジネス（※

５）の活性化を図ることで、学びの成果を地域社会で生かす機会を拡充します。 

 

（４）学びによる郷土愛の醸成 

地域の連帯意識は、市民がまちづくりへ参加する基礎となるものです。学びの成

果を生かすにしても、自分の住んでいる地域を大切にしたいと思う気持ちがあって

こそそれを生かす喜びが伴います。そのような「ふるさと」感の醸成を図るよう各



 3 

施策を連携して進めます。 

 

３．計画を進めるうえの基本的視点 

施策を推進していくうえで、市は次の３つの視点から取り組みます。 

 

（１）学習者の視点に立って取り組みます 

学習者の自発的な取り組みと自己決定を大切にし、意欲を持って学習に取り組め

る環境を整備し、学習者の主体的な活動を支援します。 

 

（２）多様な課題に即応できるよう取り組みます。 

社会や地域の変化から生じる多様な課題に対応するため、市民、市民活動団体、

教育機関ばかりでなく事業者などとも連携できるよう施策の展開を図ります。 

 

（３）教育行政と連携して取り組みます。 

生涯学習社会の実現に中核的な役割を担うものと位置づけられている社会教育行

政はもちろん学校教育を含む教育行政との連携を欠かすことはできません。双方の

利点を高めるよう取り組みます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【家庭の役割】 
家庭は、人間形成の基礎を培う最初の学習の場でもあり、学校、地域社会と並ぶ生涯にわた

る学習の場として重要な役割を担っています。また、家庭は、子どもの学習の場であるばかり

でなく、育児を通しての学習、子どもが育つ素地としての家庭づくりの学習など、親の学習の

場でもあります。 
 

【学校の役割】 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校など意図的、組織的に教育活動を行う学校は、教育機関

としての役割だけでなく、学校の持つ機能や施設を地域に開放するなど、地域との連携、協力

のもとで生涯学習推進の一翼を担っています。また、大学など高等教育機関（※６）は、社会の

著しい変化の中で、職業生活や社会生活に通じる専門分野の知識や技術などを習得する場であ

るとともに、社会人に対するリカレント教育（※７）など、生涯学習を推進するうえで重要な役

割を担っており、保有する教育機能を地域に広げる公開講座の充実など広く高度な内容の学習

機会の提供や学生の地域参加が期待されています。 

 

【地域社会の役割】 

子どもが家庭において身に付けた資質、能力をさまざまな生活体験や社会体験の機会を通して、

豊かな人間関係を築く力や社会における習慣やルール、ふるさとの良さなど身に付けていくう

えで、地域社会は大きな役割を担っています。 
 

学習者の基礎づくりを担う 
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Ⅲ 推進計画の体系 

４つの基本目標と３つの基本的視点から、次の体系により取り組みます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

①学習メニューの充実 

②出前講座の充実 

(2)身近な学習拠点の確立と連携 

①既存施設の有効活用 

②施設活用のルールづくり 

楽
し
く
学
び
、
持
ち
味
を
認
め
合
い
、
心
豊
か
に
生
き
る
た
め
に 

①学習情報の収集と提供 

②学習相談体制の整備 

①学習者支援の充実 

②ネットワーク化の支援 

３．学びの成果を生かせる協働（※８）のまちづくり 

①地域で活動できる環境の整備 

②評価制度の導入 

③費用負担のあり方 

(2)市民と協働のまちづくり 

①市民活動への支援 

②協働する機会の拡充 

③行政の生涯学習化 

(1)ネットワークの推進 

(1)学習機会の拡充 

(2)学習支援のあり方 

(1)持ち味を生かすシステムづくり 

２．学びを支える仕組みづくり 

１．学びの環境づくり 
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Ⅳ 施策の展開 

 

１．学びの環境づくり 

＜現状と課題＞ 

市民一人ひとりが生涯にわたり「だれでも、なんでも、いつでも、どこでも」自由

に学習機会を選択して主体的に学ぶことができる機会を拡充していくためには、その

学習活動を支援するための基盤整備を進める必要があります。 

しかし、多様化、高度化する市民の学習ニーズに対し、これまでのような行政主導

による事業展開の手法では、そのニーズに応えることは困難となってきています。近

年、提供される講座や学級等に参加するばかりでは満足せず、学びたい課題を自ら見

つけ出し、同じ問題意識を持つ者同志で自ら講座等を実施する団体も現れています。

こうした状況のもと、市には人、モノ、情報、資金の提供などの側面的な支援が求め

られています。また、市民グループ・団体の育成とその交流機会の提供、生涯学習に

関する講師や指導者の育成と人材登録制度（※９）の充実、人材の発掘・育成・活用も市

の果たすべき役割と考えられます。 

本市には、文化会館、公民館、図書館、郷土資料館、社会教育センター、総合体育

館、池尻体育館、青少年運動広場、野球場、ふれあいスポーツ広場、コミュニティセ

ンター、福祉センター、保健センター、市民ふれあいの里、狭山池公園等の施設が整

備され、生涯学習活動の拠点として、市民がそれぞれの学習課題に応じて活用してい

ます。市民は、これらの身近な施設で、地域・スポーツ・文化活動、趣味、レクリエ

ーション、ボランティア活動などの多様な活動に一層手軽に取り組めることを望んで

います。しかし、今後、新たな施設を設置することは困難と考えられ、既存の施設の

より有効な活用が求められます。 

 

（１）学習機会の拡充 

＜施策の推進方向＞ 

増大する市民の学習ニーズに対応するため多様で魅力的な学習メニューを拡充しま

す。また、市民、団体からの意見や提案、発想が反映される学習メニューを構築でき

る仕組みづくりに取り組み、学習支援ボランティアや市民活動団体、事業者等との役

割分担に配慮し、適正な受益者負担（※10）の導入を進めます。 
また、生涯学習出前講座を継続して実施します。そのメニューや内容を充実させ活

用の拡大を図ります。この講座の実施により、行政と市民との信頼関係を築き、市民

が市政に関心を持ち、積極的にまちづくりに参加、参画するきっかけをつくり、さら

に職員の意識改革や資質の向上を図ります。 
出前講座のメニューは、資料編Ⅱの 48ページ～51ページに掲載しています。 
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①学習メニューの充実 

具体的な施策 内      容 

市民の多様な学習ニーズに

対応できる学習環境の拡充 

市民活動団体、市内や近隣にある高等教育機関等と連携を

図り、より楽しく、わかりやすく、参加しやすい学習の機

会を拡充します。 

市民や市民活動団体からの

提案が反映できる仕組みづ

くり 

市民や市民活動団体によるイベント等への持ち込み企画、

さまざまな協働事業、市民公益活動に関する提案などが反

映できる仕組みを整備します。 

人権や男女共同参画、子育

て、識字などの課題に対応

したメニューの拡充 

人権啓発や人権教育、少子化対策などの取り組みと連携し

学習メニューを充実させます。また、識字学習や市内に居

住する外国人の日本語学習の充実に努めます。 
高齢社会へ対応した学習機

会の拡充 

高齢化対策の取り組みと連動し、高齢社会がもたらすさま

ざまな課題を解決するための学習機会を充実します。 
適正な受益者負担による学

習機会の提供 

より多様な学習メニューを充実させるため、適正な受益者

負担の導入を図ります。 

 
②出前講座の充実 

具体的な施策 内      容 

出前講座メニューの充実 メニューをさらに充実させることで、市政に関する情報を

市民に提供し、地域課題の解決に役立つ学習メニューを提

供します。 

市政に関する体系的な講座

の実施 

市政に関心の高い市民に対し、より深い市政内容を知らせ

るために市政に関する体系的な講座を実施します。 

 

（２）身近な学習拠点の確立と連携 

＜施策の推進方向＞ 

身近な施設の利用を通じて、より多くの市民が学習のきっかけをつかみ、自分に合っ

たものを見つけることができるようにします。そのためには、市内の全ての施設が持つ

学習の支援機能を社会情勢や市民ニーズの変化を踏まえて見直すとともに、市民と行政

が協働して知恵を出し合うことで施設の有効活用を進めます。また、多様化・高度化す

る学習ニーズに応えるため、指定管理者（※11）の管理する生涯学習関連施設のスタッフ

も含め、相互に連携、協力し、それぞれの施設の役割を補完できるよう、各施設の機能

を生かした運営を図ります。 
特に市民にとって身近な施設である学校や幼稚園、保育所（園）については、生涯学

習活動の拠点として活用できるよう、余裕教室などの施設を積極的に地域へ開放できる

よう施設管理の方法を検討します。また、ＩＣＴ（※12）技術を活用した施設案内や予約

システムの利便性向上を進めます。 
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①既存施設の有効活用   

具体的な施策 内      容 

施設間のネットワーク

の強化と利用者サービ

スの向上 

施設の特性を学習ニーズにつなげ、より利用しやすい施設とな

るよう、施設相互の連携と情報交換の機会を設けることで、利

用者サービスの向上に努めます。 

地域の学校（園）施設な

ど公共施設の利用促進 

学習拠点としての活用が進むよう、その開放を進めます。 

利用しやすい施設設備

のあり方の検討 

既存施設についての利用者負担やより利用しやすい施設にな

るよう設備整備のあり方について検討します。 

地域の集会施設の活用

と整備支援 

生涯学習活動、住民自治活動、地域福祉活動等の活動拠点とな

っている地域の集会施設の建設や整備に対して、地区集会所建

設補助金制度（※13）により支援します。 
事業者等と協働による

施設情報の提供 

空き住宅、空き店舗や空き事務所などの情報を収集し、市民活

動支援センターと連携して、市民活動団体に提供します。 

 

②施設活用のルールづくり 

具体的な施策 内      容 

公共施設の利用促進 公共施設の利用時間の拡大や、施設のより有効な活用を進めま

す。また、市民からの公共施設の利用に関する提案を含めた統

一ルールづくりについて検討します。 

施設の利用者負担や利

用手続きのあり方など

の検討 

負担の公平性やサービスに対するコスト意識を醸成する観点

から、既存施設の管理運営に必要な一定の経費に対する利用者

負担のあり方について検討します。また、利用手続きの簡素化

を進めます。 

利用者によるサービス

評価に関する情報収

集・蓄積と公開 

既存施設において利用者アンケートの実施などサービスに対

する評価情報の収集、蓄積及びその公開を行い、利用者サービ

スの向上を図るための仕組みを整備します。 

施設案内の整備や総合

的な予約システムの構

築 

既存施設の案内整備や総合的な予約システムを構築し、利便性

の向上に努めます。 

 
 

２．学びを支える仕組みづくり 

＜現状と課題＞ 
施策や事業を総合的に推進し、市民、市民活動団体、高等教育機関、事業者などと

連携した体系的な施策の展開が望まれます。また、市内にある施設、機関、人材など

の多様な学習資源をより有効に活用し、学習者のライフステージ（※14）に応じたニーズ

に応えることが必要です。これらに応えるために、施設や情報のネットワーク化を進

め、学習情報の提供と学習相談機能の充実を図るとともに、現代的課題の解決につな

がる学習支援策を講じ、教育行政と連携し総合的な施策の展開を図ります。 
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（１）ネットワークの推進 

＜施策の推進方向＞ 

学習メニューや事業の提供者には、市、事業者、大学などの高等教育機関、市民活

動団体などがあります。市は、これまでさまざまなグループごとに生涯学習に関連す

る事業を提供してきましたが、多様化、高度化するニーズには行政中心の事業展開だ

けでは対応できない状況となっています。これに対応するため、市は、市民活動団体

や事業者、大学などと連携し情報のネットワーク化を進めています。講座などの学習

情報を取りまとめ、生涯学習情報誌「ライフタイム」（※15）を発行し、市のインターネ

ットホームページを活用し情報を提供しています。 
また、学習の場に関する情報の一元化、特に市民が利用できる公共施設に関する情

報の総合的な提供を進めます。 
さらに、学習に伴うさまざまな交流の場を市民活動支援センターが提供することで、

市民と市民、市民と団体、団体同士の連携を進めます。このような交流の場は、思い

がけない出会いや新たなつながりの場となり、多様な市民活動を生み出すきっかけに

なります。 
 

①学習情報の収集と提供 

具体的な施策 内      容 

学習情報の総合的な提供と

ＩＣＴ活用による情報サー

ビスの構築 

生涯学習情報誌「ライフタイム」を定期的に発行するとと

もに、インターネットを活用した生涯学習情報の提供を進

めます。また、市広報誌を活用し情報の収集、発信を行い

ます。 

施設ごとの学習情報のネッ

トワークの推進 

施設ごとの個別情報の提供ばかりでなく、それらをまとめ、

どの施設からも総合的な情報として提供できるようにしま

す。 

 
②ネットワーク化の支援   

具体的な施策 内      容 

市民、団体等のネットワー

クづくりの支援 

市民活動支援センターが中心となって、地域で活動する市

民や団体が連携協力し、生涯学習活動を推進できるよう、

情報交換や連絡調整の場を設けるなど、ネットワークづく

りを支援します。 

 

（２）学習支援のあり方 

＜施策の推進方向＞ 

学習者一人ひとりの目的や状況に応じた学習を支援していきます。そのために、学

習者のライフステージに応じたニーズに応えられるよう多様な学習機会を充実しま

す。また、「近くに学習の場がない」、仕事や子育て、介護などで「忙しくて暇がない」

など学習の妨げとなる地理的・時間的な制約を超えた学習機会を提供するため、イン

ターネット等のＩＣＴを積極的に導入・活用することで、学習の意欲や興味・関心を

高め、生涯学習の新たな可能性を拓いていきます。 
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また、多様な学習の成果が評価されるシステムの構築と学習相談体制の整備を推進

します。 
 

①学習者支援の充実 

ア．ライフステージに応じた学習支援 

具体的な施策 内      容 

地域で子どもが育つための学

習機会の提供 

乳幼児期や少年期の子どもが地域で健全に育つよう、身近

な地域における学習機会を拡大・充実します。 

若者が社会参加するための学

習機会の提供 

若者が主体的に地域活動に参加するきっかけとなるよう

な学習機会を提供します。この機会の提供にあたっては、

ニート（※16）に対する学習支援が可能となるよう配慮して

取り組みます。 

勤労者、団塊の世代などが地

域活動などに円滑に参加する

ための支援 

社会で働く人、団塊の世代が地域活動に参加し、生きがい

づくりのきっかけとなるような学習機会を提供します。 
また、子育てや介護などのために家庭にいる人が学習に取

り組めるための支援について検討します。 

高齢者が健康でいきいきと暮

らせる学習機会の提供 

高齢者が気軽に参加でき、そこで、生きがいを感じたり、

健康・仲間づくりにつながったりするような多様な学習機

会を提供します。 
 

イ．個人に対する学習支援 

◎時間等で制約されている学習者への支援 

具体的な施策 内      容 

インターネット等ＩＣＴの導

入と活用 

地理的・時間的制約を超えた学習の機会を提供するため、

インターネット等のＩＣＴを積極的に導入し、活用を図り

ます。また、情報化を推進するための講座を実施し、人材

の育成や情報リテラシー（※17）の普及を図ります。 

参加が妨げられない条件整備

の推進 

 

さまざまな個人の状況が学習への参加の妨げとならない

よう、休日や夜間における講座を開設したり保育付講座を

拡大したりするなど、より学習に参加しやすい学習環境を

整備します。 

◎学習成果の評価システムの構築 

具体的な施策 内      容 

学習の成果に対する評価シス

テムの構築 

学習の成果に一定の評価がなされることは学習者の意欲

を高めるものです。そのためには、学習者への励みになる

よう、学習の成果が適切に評価されるシステムについて検

討します。島イン 

は 
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ウ．女性に対する学習支援 

具体的な施策 内      容 

女性に対する学習機会の提供 女性が地域や社会の活動により積極的に参加できるよう

学習情報の提供とともに機会の拡充を図ります。 

イーネット学習とスクーリングを組ア活動、健康･スポーツ、育児、伝統･文化などあらゆる領域の特に地域財 

エ．障害者の自立と社会参加への学習支援 

具体的な施策 内      容 

障害者計画に基づく学習支援 保健、福祉、教育、労働、住宅、まちづくりなど幅広い分

野において、総合的、計画的に障害者施策を推進していま

す。障害者の就業に役立つ取り組みやスポーツ、レクリエ

ーション、芸術、文化活動などへの参加機会の拡充を通じ、

障害者の自立と社会参加を促進します。 
また、障害者に対する理解を深めるための学習機会を充実

します。 

 

オ．市内に居住する外国人に対する学習支援 

具体的な施策 内      容 

日常生活向上のための学習機

会の提供 

市内に居住する外国人に対して日本語の習得や大阪狭山

市をより深く理解するための学習機会を、民間団体と協働

で提供します。 

 

市内には、高等教育機関として帝塚山学院大学、近畿大学医学部などがあり、それぞれ専

門分野についての高度な教育・研究が行われています。また、これらは、高度で体系的かつ

継続的な学習機会の提供者でもあり、本市の生涯学習の推進に重要な役割を果たすことが期

待できます。中でも、帝塚山学院大学（狭山キャンパス、泉ヶ丘キャンパス）とは、生涯学

習推進に関する協定（※18）を平成 18 年２月７日に締結し、現在、官学協働による学習機会の

拡充を進めています。 
市は学生のために開かれたまちづくりをめざしており、学生にボランティア活動などの場

を提供しています。大学は、地域に開かれた大学づくりをめざし、生涯学習センターが中心

となり、公開講座やコミュニティカレッジ講座、公開授業など多様な生涯学習関連事業を実

施しています。 
 今後は、市が実施する講座と大学が実施する講座の総合的な体系化が可能となるよう、ま

た、大学の図書館等施設の開放についても働きかけていきます。 
 

官学協働による学習機会の拡充 
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カ．高等教育機関との協働による学習機会の拡充 

具体的な施策 内      容 

生涯学習推進に関する協定締

結による学習機会の提供 

帝塚山学院大学（狭山キャンパス、泉ヶ丘キャンパス）と

の生涯学習推進に関する協定締結による学習機会の拡充

を図ります。特に学生に開かれたまちづくりと地域に開か

れた大学づくりを官学協働で推進します。 

 

キ．民間活動に対する支援 

具体的な施策 内      容 

学習機会を提供する民間団体

への支援 

学習機会を提供する市民活動団体、事業者等と行政との協

働による生涯学習推進の機運が高まっています。これら民

間団体の活動をより促進するため、市民活動支援センター

と連携して、民間団体が求める研修等の機会や補助金、委

託等資金調達につながる情報など提供します。 

 

②学習相談体制の整備 

具体的な施策 内      容 

学習相談窓口の充実 学習に関する相談は、学びたい内容や場所であったり、学

習や活動する仲間、グループを探したりするためのものが

多く、学んだ成果を指導者として生かしたいといった相談

もあります。現在、市民活動支援センターがその中心的な

役割を担っていますが、同センターばかりではなく、すべ

ての生涯学習関連窓口においてそれぞれ職員が対応しま

す。また、経済的な要因が学習の障害にならないよう、支

援策に連動できるよう相談体制を整備します。 

 

 

３．学びの成果を生かせる協働のまちづくり～地域の課題解決のために～ 

＜現状と課題＞ 

地方分権や規制緩和の流れを受け、行政のスリム化が進んでいます。こうした状況

のもと、本市では、市民と行政とが互いの役割を担い、協働の関係を構築し、より質

の高い公共サービスを提供するための「新たな公共」の形成に取り組んでいます。生

涯学習の推進は、新たな公共の形成を進める大きな力となります。 
協働関係を構築するきっかけづくりのために、平成 15 年 10 月から市政に関する学

習の機会として、市職員による生涯学習出前講座を実施しています。この講座は、さ

まざまな地域課題に対して、市民と市の担当者が共通の場で学び、「このまちでできる

ことは何か」を考える場となっています。 
協働によるまちづくりを推進するためには、市民や団体の学習や活動の成果が地域

社会の発展のために生かされることがポイントとなります。そのためには、学習や活

動の成果を生かすことのできる機会を多く提供する必要があり、市民が講師となって

行う市民による市民のための出前講座を実施することやボランティア、市民活動団体
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などの活動を支援する市民活動支援センター機能の充実強化が求められています。 
 
（１）持ち味を生かすシステムづくり 

＜施策の推進方向＞ 

本市が設けている各種の人材登録制度の周知と、人材登録制度を持つ各機関が連携

し、より有効に活用します。そのため、さまざまな分野、幅広い年齢層からの人材確

保を進め、いつでも講師や指導者としての登録が可能な仕組みをつくります。また、

その活用・育成を推進すると同時に、発掘にも努めます。 
学習や活動の成果を地域に効果的に生かすため、人材登録者や各種ボランティア、

地域や市民活動団体のリーダーなどに対し、資質を高めるための研修会等を実施しま

す。 
ボランティアや市民活動団体が持つ先駆性、専門性、迅速性などを生かし、市民サ

ービスの向上に結びつけるため、前例にとらわれることなく、協働の視点から事業の

見直しを積極的に進めます。また、協働事業の評価制度を導入し、事業目的が充分達

成されているかを検証できるようにします。 
また、市民や市民活動団体の交流の場や学習や活動の成果の発表の場を設けます。

そこでさまざまな評価を得ることで、協働のまちづくりの推進につながることも期待

できます。また、人との交流や評価されることは、学習する人の意欲を高めることに

もつながります。 
学習にともなう費用負担については、受益者負担を原則に、民間におけるサービス

の提供が継続・充実できることを基本に進めます。特に、学習プログラムの提供を市

民協働事業として取り組む場合には、市民公益活動における労働の対価が正当に評価

されるよう留意して進めます。この際、民間が公益活動の一部を担うことによって、

市がそれを実施せずにすむことを公共の受益ととらえることなど、市の受益者負担に

ついて新たな視点が必要となります。 
 

①地域で活動できる環境の整備 
具体的な施策 内      容 

指導者、ボランティアの養成

と研修機会の充実 

 

学習の成果を地域で効果的に生かすため、各種ボランティ

ア指導者や団体、地域活動のリーダーなど、指導者の養成

につながる学習の機会と資質向上のための研修等の機会

を提供します。 
指導者の活用と発掘 「街のすぐれもの」など指導者の人材登録制度を充実し、

その活用を進めるとともに、これらの情報を広く市民に公

開します。人材の発掘にあたっては、若者から高齢者まで

の幅広い世代を対象としますが、特に中高年や女性がまち

づくりのリーダーとして積極的に参画できる環境をつく

ります。 
市民による市民のための講座

の検討 

市民自らが企画し、市民自らが講師となって取り組むこと

ができる「市民講座」を検討します。 
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②評価制度の導入 

具体的な施策 内      容 

学習への意欲・成果を一層高

めるための評価システムの検

討 

学習に取り組む意欲を引き出す評価システム、学習の成果

がわかりやすい評価システムの構築について検討します。 

協働事業の評価と活用 「市民・市民公益活動団体との協働によるまちづくりの進

め方に関するガイドライン」（※19）に基づき、協働事業の

評価とその活用を行っていますが、市民や団体、行政職員

が互いにわかりやすく、活用しやすいチェックシートなど

の手法を用いた評価の構築をめざします。 

交流や学習、活動の成果発表

の場の充実 
文化会館や総合体育館などさまざまな文化・スポーツ施

設、狭山池公園やさやか公園、市民ふれあいの里などの施

設を活用し、市民や団体の交流、成果発表の場を充実しま

す。 

出前講座、市民による市民の

ための講座などの事例紹介及

び受講者アンケート結果など

の公表 

市民からの要請に応じて市職員を講師として派遣する出

前講座や市民による市民のための講座などの事例紹介、受

講者のアンケート結果などをホームページ等で公表しま

す。 

 

③費用負担のあり方 
具体的な施策 内      容 

適正な受益者負担のあり方の

検討 
施設使用や各種講座、教室等の受講料の適正な受益者負担

のあり方を検討します。 

事業者等との連携による費用

負担のあり方の検討 
事業者や高等教育機関との連携に際しての費用負担のあ

り方を検討します。 

負担軽減に関する手法の検討 
 

学習や活動の評価に連動できる負担軽減に関する手法を

検討します。 

協働における費用負担の相互

理解の推進 

 

社会的に必要であるが採算が取れない公的責任領域にお

いては、基本的に行政が負担し、行政、市民活動団体の双

方が担う領域は、費用負担も双方で行うべきです。その際、

市民活動団体がボランティア活動として担う領域も労働

の対価として一定の費用の負担について正当に評価され

るべきであり、そのあり方については、互いに十分協議を

行う必要があります。 
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【市民の役割】 

地域をつくる主体は、市民自身です。地域が抱えている課題を地域の中で解決していくため

には、そこに暮らす市民自らが課題の解決に向け主体的に学び、学んだ成果を生かして地域活

動に積極的に参画し、行動していくことが求められています。 
 

【市民活動団体の役割】 

  スポーツ団体や文化団体などの社会教育関係団体をはじめ、福祉団体、ボランティアグルー

プ、自治会、新たに生まれてきたＮＰＯ（※20）など市民活動団体は、長年にわたり取り組んで

いる社会教育や福祉、コミュニティづくりなどに関する活動を充実、発展させることはもちろ

んのこと、社会経済情勢の変化による新たな地域課題の解決のために、市民活動団体の特性で

ある先駆性や専門性、迅速性などを発揮した取り組みが求められています。 
 

【事業者の役割】 

市内の事業所には、市民の学習ニーズに対応可能な施設や人材を有しているところがありま

す。また、その事業そのものが生涯学習サービスの提供である事業所もあります。こうしたこ

とから、事業者による場の提供、指導者の派遣、交流など生涯学習の推進に関する役割が期待

されています。 
また、勤労者の生涯学習を推進するためには、事業者の理解と協力が不可欠です。勤労者が

リカレント教育を受けるための休暇や援助制度、ボランティア休暇の導入など積極的な支援に

より、勤労者が生涯学習に取り組みやすくなるような条件整備が求められています。 
 

【市の役割】 

  市は、市民一人ひとりが生涯学習に取り組んでいくための学習環境の整備を担っています。

多様化、高度化する市民ニーズに応える学習の機会を拡充するとともに、学習の場の整備、学

習のための各種情報提供、相談体制の充実などが求められています。 
  少子・高齢化、国際化、環境など多様な現代的課題の解決に向けた学習機会を市民に提供す

ること、また、それらの学習機会の提供に際しては総合的・体系的な視点から進める必要があ

り、社会教育行政の果たす役割に期待されます。 

さらに、地域における生涯学習社会の実現に向けて、すべての部署が生涯学習の視点から事

業を展開し、全庁あげて生涯学習を推進する必要があります。 

学びの成果を生かすための役割（１） 
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【公民館の役割】 

  公民館は、生涯学習の中核的施設として、世代を超えた学習を支援する役割を担っており、

多様な学習機会の提供、自主的な学習活動の支援、学習の成果を活用するための支援、学習情

報の提供、学習相談などが含まれ、ＩＣＴ関連等の活用が求められています。また、地域づく

りやまちづくりに関わる活動の支援や地域における連帯意識の向上などに寄与することも重

要な役割となっています。協働の視点からは、新たな公共の形成に参画するきっかけづくりを

担っています。 
 

【図書館の役割】 

  現在のような高度情報化社会においては、図書館の使命である情報の体系化や情報の整理と

いう役割は、市民の学習活動にとってますます重要となっています。また、まちづくりに役立

つ図書館としては、地域内の資料、情報、人、組織など多種多様な情報資源を有機的に活用す

ることによって、地域が抱える課題の解決やそのための市民活動団体等の取り組みへの支援を

行うことなども重要な役割となっています。 
 

【市民活動支援センターの役割】 

  市民活動支援センターは、市民活動のための場所や機材の提供、各種相談、学習会等の開催、

市民や市民活動団体間の交流など中間支援組織としての活動を担っています。 
  ボランティア活動やスポーツ文化活動をはじめコミュニティ活動、まちづくり、地域づくり

など市民や市民活動団体が取り組む活動は生涯学習活動そのものです。それらの活動の支援を

通じて、学習の成果を生かす場を充実・提供することは支援センターの重要な役割です。 
 
【社会教育主事の役割】 

  社会教育主事の役割は、社会教育法第９条の３第 1 項で「社会教育を行う者に専門的技術的

な助言、指導を与える。」と規定されています。また、社会教育法第９条の２第１項で「市町

村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。」と規定され、身分は、教育公務員であり、

教育委員会から任命されることになります。これからの社会教育主事は、地域における人々の

自由で自主的な学習活動を側面から支援する行政サービスの提供者としての役割に加え、社会

教育事業と他分野の関連事業等との適切な連携協力を図り、地域の生涯学習を推進するコーデ

ィネーターとしての役割を担うことが一層期待されています。 
  また、少子・高齢化、国際化、環境など多様な現代的課題に関する学習内容の企画・立案や

これらに関係のある市民活動団体等と学校をつなぐ役割を担えるよう、新たな公共づくりを推

進する中核となる人材としての専門性を高める方策など社会教育主事の資質・能力を見直す必

要があります。 

 

学びの成果を生かすための役割（２） 
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（２）市民と協働のまちづくり 

＜施策の推進方向＞ 

ボランティアや市民活動団体などの自主的な活動を支援する市民活動支援センタ

ーの機能充実を図り、学習の成果が地域社会で生か巣ことのできる機会を提供します

ます。 
また、「市民・市民公益活動団体との協働によるまちづくりの進め方に関するガイ

ドライン」に基づき多様な協働事業を展開し、学習の成果が生きるよう進めます。 
協働のまちづくりの推進には、生涯学習の推進が欠かせません。市民と行政が協働

するには、行政活動全般を生涯学習の視点から見直し、行政の生涯学習化を進めるこ

とが有効です。そのため、すべての部署が学習メニューを整備し、市民に提供してい

きます。これは、行政全体における本格的な生涯学習活動の展開につながります。 
 
①市民活動への支援 

具体的な施策 内      容 

自主的な市民活動を支援する

市民活動支援センター事業の

拡充 

 

ボランティアや市民活動団体に関する総合窓口としての

機能を拡充するため、市民活動支援センターがその一元的

な情報の収集・提供、支援のための調査研究、各種講座や

相談活動などの事業を実施します。 
 
②協働する機会の拡充 

具体的な施策 内      容 

市政運営における協働事業

の創出と拡充 

「市民・市民公益活動団体との協働によるまちづくりの進

め方に関するガイドライン」に基づき、各種審議会や委員

会等において、市民委員をでき得る限り公募し、市民や市

民団体が参画できる機会を拡充します。また、これまで市

が直接実施していた事業や、事業者などに委託していた業

務等既存の事業を再点検し、行政でなければできない事業

以外は、すべて協働事業として取り組めるよう検討すると

ともに、新たな協働事業を創出するため、市民や行政内か

ら提案、アイデア募集を行い、協働事業を拡充します。 
市民と協働による生涯学習

推進計画の進行管理と評価

及びその活用 

生涯学習に関する施策や事業の実施に対し、広く市民の意

見を反映するため、公募市民で構成された（仮称）「生涯学

習市民委員会」を設け、生涯学習推進計画の進捗状況や成

果を市と委員会と互いに点検、評価し、その結果を次の取

り組みに活用します。 

 
③行政の生涯学習化 

具体的な施策 内      容 

行政内部における生涯学習

推進体制の確立 

市長を長とする庁内の生涯学習推進組織を設置し、市にお

ける生涯学習に関する総合調整や調査研究を行うとともに

計画の推進に取り組みます。 
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具体的な施策 内      容 

行政全体における生涯学習

の推進 

行政の各事業の実施目的を再検討し、生涯学習の視点から

職員の意識改革と見直しを行い、全庁的に生涯学習を推進

します。 
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１．用語説明（五十音順） 

      ≪ア行≫                             

◆ＩＣＴ（※12）・６ページ 

  Information and Communication Technology の略で、情報・通信に関連する技術

一般の総称です。総務省がそれまでの「ＩＴ政策大綱」を、2004 年度から「ＩＣＴ

政策大綱」に変更しています。ＩＴが Information Technology（情報技術）で、こ

れに「Communication（コミュニケーション）」を加えたＩＣＴが、国際的には定着し

ています。 

 

◆ＮＰＯ（※20）・14 ページ 

   Non-Profit Organization の略称で、一般には民間非営利組織と訳されています。 

  私たちが必要とするサービスの提供者には、民間と非民間（政府、行政）の２つが

あり、内容は営利と非営利に分けられます。非民間で非営利サービスを提供するのが

行政、民間で非営利サービスを提供する組織をＮＰＯと呼びます。 

 

      ≪カ行≫                             

◆規制緩和（※２）・１ページ 

日本の制度には多くのの規制が存在しますが、社会経済が成熟した今日では、これ

らの規制が逆に企業や行政の活力を弱める結果になっています。こうした背景から、

規制を緩和したり撤廃したりしようとする動きが生まれました。 

 

◆協働（※８）・４ページ 

まちづくりには、市、市民、事業者及び市民公益活動団体が協力して取り組むこと

が欠かせません。関係者が地域の課題を共有し、共通の公共的な目標に向かってそれ

ぞれに果たすべき役割を自覚し、相互に補完し、協力して取り組むこと。 
 

◆高等教育機関（※６）・３ページ 

  大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）のこと。 

 

◆コミュニティビジネス（※５）・２ページ 

市民一人ひとりが地域社会の担い手として参画するライフスタイルの一つを意味

し、地域社会の課題を解決することを目的とする事業に取り組み、労働の対価を得な

がら事業を継続させるためのビジネス感覚を併せもち、生きがいある新しい働く場づ

くりをめざす活動のこと。 

 

      ≪サ行≫                             

◆指定管理者（※11）・６ページ 

  地方自治法が改正され、公の施設の管理は、地方公共団体の出資法人や公共団体に

限られていたものが、民間事業者や各種法人等もできるようになりました。管理者を

議会の議決を経て指定することから、指定管理者制度と言い、その指定されたものを
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指定管理者といいます。民間の能力を活用して、市民サービスの向上と経費の縮減等

を図ることを目的にしています。 

 

◆市民・市民公益活動団体との協働によるまちづくりの進め方に関するガイドライン 

 （※19）・13 ページ 

   市民・市民公益活動団体との協働によるまちづくりの進め方の重要性、市民・市民

公益活動団体の市政への参加・参画、市民サービスの向上、効率的な行財政システム

の確立の観点から、協働事業を推進するための基本的な考え方や具体的な進め方を示

したもの。 

 

◆受益者負担（※10）・５ページ 
   特定の利用者に限ってサービスの提供を受けるような場合には、利用者と利用しな

い人との負担の公平の観点から、その利用者に費用負担を求めるという考え方。 
 

◆生涯学習社会（※３）・１ページ 

人々が、生涯のいつでも、自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が

適切に評価されるような社会のこと。 
 

◆生涯学習情報誌「ライフタイム」（※15）・８ページ 

  大阪狭山市が発行している生涯学習情報誌。市民の「学びたい」、「学んだことを役

立てたい」といった思いをサポートするため、年４回（４月・７月・10月・１月）発

行しています。 

 

◆生涯学習推進に関する協定締結（※18）・10ページ 

市民一人ひとりの学習活動を通した自主的、自発的な取り組みを、行政と高等教育

機関が協働して支援することにより、市民が心の豊かさや生きがいを実感できる生涯

学習社会の実現のため、大阪狭山市は帝塚山学院大学と生涯学習推進に関する協定を

締結しました。 

 

◆情報リテラシー（※17）・９ページ 

 リテラシー（literacy）は読み書き能力や識字能力のこと。情報操作に関する能力

について言うもので、コンピュータなどの情報機器を操作する上で必要となる知識や

能力のこと。 
 

◆人材登録制度（※９）・５ページ 

  ・市民ボランティア登録制度 

    自発的な意思により営利を目的としない社会貢献活動を行う人を登録し、市民ボ

ランティア活動を必要とする市民や団体からの依頼に基づき、その活動の機会等を

提供する制度。 

  ・街のすぐれもの 
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伝統的な技能や技術、生活の向上などに役立つ知識などを持つ市民に登録してい

ただき、市立公民館が主催する事業や地域の学習会などの講師として活動していた

だく制度。 

  ・学校園支援人材・教材バンク 

    市民が持つ技能、技術、知識などを学校教育の中で生かしていただくための制度。 

 

      ≪タ行≫                             

◆地域協議会（※４）・２ページ 

  地域の子どもは地域が育てるという観点から、地域に根ざした学校園づくりを推進

するため、中学校区を単位に子どもにかかわるさまざまな団体が参加して設けている

組織。 

 

◆地区集会所建設補助金制度（※13）・７ページ 

  住民自治活動、生涯学習活動、地域福祉活動等の活動拠点となる集会所を建設又は

整備しようとする場合に、予算の範囲内で補助金を交付し、地域の負担を軽減するこ

とで活発なコミュニティ活動を推進するために支援をする大阪狭山市の制度。 

 

◆地方分権（※１）・１ページ 

国に集中している権限や財源を県や市町村に移し、市民と自治体が連携、協力して、

地域のことは地域で決められるようにすること。 

 

      ≪ナ行≫                             

◆ニート（※16）・９ページ 

   NEET、Not in Education Employment or Training の略称で、教育機関に属せず、

雇用されておらず、職業訓練に参加していない者のこと。 

 

      ≪ラ行≫                             

◆ライフステージ（※14）・７ページ 

  人間の発達を考えるとき、節目ごとに区切りが付けられ、乳幼児期、青少年期、成

人期、高齢期、それぞれの時期をライフステージと呼びます。 

 

◆リカレント教育（※７）・３ページ 

社会人が、職業上の新たな知識・技術を習得するために、また、日常生活において

人間性を高めるために必要とする高度で専門的な教育のこと。 
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２．学習者の活動パターン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・教養を身につけたいな 
・健康のためにスポーツしようかな 
・地域でボランティア活動しようかな 

何かしたいと思う学習者 
情報がほしい

なあ 

紹介します！ 
●講座、催し物に関する情報 
●サークル、団体に関する情報 
●人材（指導者、講師等）に関する情報 
●大学に関する情報 
●公共施設に関する情報 
●ボランティアに関する情報 など 

相談しよう

かな 

継続して実践・活動する学習者 

仲間を作り

たいな 
誰かに教えたい

なあ 

・活動場所がほしいなあ 
・作品展や発表会をしたいなあ 
・イベントや講座を企画したいなあ 
・地域で持ち味を発揮したいなあ 

学習の機会・人材登録 交流の場・活動の機会 

市と協働する学習者 
地域課題を解決

するぞ 
政策形成にかか

わるぞ 

学
習
相
談
・
参
加 

情
報
提
供
・
参
加 

≪情報ツール≫ 

相談窓口 

ホームページ 

広報誌 

生涯学習情報誌 

ほか 

学習の成果 活動の成果 
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３．生涯学習と学校教育・社会教育 

 

 個人の生活の中で、学習者の自発的な意思によって取り組む活動で、その活動の過程

を通じ、またその結果として、その人自身の気づきや能力の向上、自己の充実などに役

立つものを広くとらえたものが、「生涯学習」と言えます。学校や社会で意図的・組織的

に取り組まれるものはもちろん、スポーツ活動、文化活動、趣味、レクリエーション活

動、ボランテイア活動などのなかで取り組まれるものを含むものです。もちろん、個人

の活動ばかりでなくグループや集団で取り組まれる活動も含みます。 
 社会教育活動は、一定の社会的要請を実現するために意図的・組織的に行われる活動

で、行政によって行われるものばかりでなく民間団体が行う活動を含むものです。この

両方の活動に対して働きかけ、生涯学習社会の実現にむけて中核的な役割を果たすこと

を社会教育行政は期待されています。 
 また、生涯学習は文字どおり生涯にわたって取り組まれる活動ですから、学校におけ

る教育活動を含むものと言えます。したがって、生涯学習推進計画は、学校教育に関す

る計画を含むべきものです。しかし、学校教育に関する計画は、教育課程として国の施

策に即して取り組まれているものであり、本計画では詳しく触れないものとします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■「教育」と「学習」 
 教育は、意図的、体系的に指導者のもとに実施される活動や、その活動の枠組みを指す

ものです。一方、学習は、その人自身の気づきや能力の向上、自己の充実などにつながる

ような活動を、学習者の側からとらえたものと考えられます。この意味からは、教育の活

生涯学習活動 

学校教育活動 

生活 

 

          生涯学習推進計画 社会教育行政 

社会教育活動 

（地域・ＮＰＯ・事業者 

が取り組む範囲） 

（行政が取り組む範囲） 

〔図〕 社会教育行政と生涯学習推進計画の位置づけ 
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動には学習活動が必ず含まれることになりますが、学習の活動は教育の活動以外の分野で

生じる場合もあることになります。この点を明らかにするために、図では、社会教育活動

と学校教育活動を生涯学習活動の中に含めて表示しました。 
 別の視点から見ると、「教育」は教える側と学ぶ側の二者の間で作用する関係に着目し

たもので、「学習」は必ずしも前述の二者の存在を前提にせず、単に活動主体（学習者）

に現れる変化に着目したものと言えます。この後者の観点から個人の活動を表わしたもの

が、図の「生活」の範囲です。 
 この生活で展開される市民の活動に対して働きかけるものとしての社会教育と本計画

の位置づけを図のように表示しました。 
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４．生涯学習に関するこれまでの動き 

 
◆1965 年(昭和 40年) 

ユネスコの成人教育部門の責任者ポール・ラングランが、生涯教育の考え方を初めて発

表。「さまざまな人生の段階及び生活領域において啓発をもたらし、高めることを目的と

し、定型的・非定型的・無定型的学習のすべてを包括する統一的な理念である」と定義し

た。 

 

◆1971 年(昭和 46年) 

ユネスコが、報告書「未来の学習」を発表、「学習社会」という考え方が提起され、「社

会全体が学校化社会から学習社会へ変身すべきであり、社会を構成するすべての部門が学

習資源を提供し、教育活動に参加するようにならなければ、生涯教育の理念は達成されな

い。学習社会は、生涯学習にとって、前提条件であり、同時に到達目標である」と述べら

れた。 

日本では、社会教育審議会答申において、社会教育を進めるにあたって「生涯教育」の

考え方を採用。多様な要求を持つ一人ひとりへの学習援助を含めて、家庭教育・学校教育・

社会教育の体系化を進めることが必要であるとされた。 

 

◆1981 年(昭和 56年) 

中央教育審議会答申において、「生涯教育」を単に社会教育を進めるうえでの基本的な

考え方ということから進めて、「国民一人ひとりが生涯にわたって行う学習を援助するた

めに打ち立てられるべき教育制度全体の基本理念である。」とした。 

 

◆1984 年(昭和 59年) 

臨時教育審議会が設置され、その答申において「生涯教育」を市民の自主的で主体的な

学習が基本にあり、民間を含めて全行政にまたがる柔軟で幅広い活動であるとの考えから

「生涯学習」という言葉を使用した。 

 

◆1985 年(昭和 60年) 

「ユネスコの学習権宣言」が発表され、その中で「学習なくして、人間的発達はなく、

あらゆる教育活動の中心にある学習は、自分自身をなすがままにされる客体から歴史を創

造する主体に変えていくものである。」と、生涯学習の重要性を述べた。 

 

◆1987 年(昭和 62年) 

教育改革推進大綱が閣議決定。 

 

◆1988 年(昭和 63年) 

文部省（現「文部科学省」）が、社会教育局を生涯学習局に改組し、省内筆頭局として

設置。 
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◆1990 年(平成２年) 

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照らし合わせ、中

央教育審議会答申を受けて、「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（生涯学習振興法）」を施行。生涯学習の振興に資するための都道府県教育委員会の

実施する事業に関してその推進体制の整備その他の必要事項を定めた。 

 

◆1997 年(平成 9年) 

大阪狭山市生涯学習基本計画策定し、第二次大阪狭山市総合計画の指針に沿って「情報

の提供」、｢機会の提供｣、｢場の提供｣の整備に努めることとした。 

 

◆1998 年(平成 10年)９月 

文部省（現「文部科学省」）の生涯学習審議会が、「社会の変化に対応した今後の社会

教育行政の在り方について」答申した。生涯学習社会の構築に向けて、社会教育法等の改

正や今後の社会教育行政のあり方を提言。具体的には、①住民参加の促進、②ネットワー

ク型行政の推進、③学習支援サービスの多様化などをあげている。 

また、この答申では「生涯学習活動は、広範な領域において行われており、社会教育活

動の中で行われるものに限定されるものではないが、社会教育活動は、幼児期から高齢期

までの生涯にわたり行われる体育、レクリエーションまでをも含む幅広い活動であり、社

会教育活動の中で行われる学習活動が生涯学習活動の中心的な位置を占めると言える。こ

のような観点から、社会教育行政は、生涯学習社会の構築を目指して、その中核的な役割

を果たしていかなければならない」とし、社会教育活動と生涯学習活動の関係を述べると

ともに、社会教育行政の位置づけを明らかにした。 

 

◆1999 年（平成 11年）６月 

生涯学習審議会が「学習の成果を幅広く生かす―生涯学習の成果を生かすための方策に

ついて―」の答申を行った。特に「生涯学習の成果を生かす」という視点にたって、①個

人のキャリア開発に生かす、②ボランティア活動に生かす、③地域社会の発展に生かすな

どを提起した。 

 

◆2001 年（平成 13年） 

大阪狭山市生涯学習（人づくり）推進計画を策定。ライフステージに応じ、誰もが自発

的な学習や文化スポーツ活動を通じ、人が交流し、それが地域活動に生かされる仕組みづ

くりを進めることとした。 

第三次大阪狭山市総合計画を策定。生涯にわたり「誰でも、何でも、いつでも、どこで

も」自由に学ぶことができ、その成果が地域社会に生かされる生涯学習の実現をめざし、

総合的･体系的な施策を推進することとした。 

社会教育法が改正され、家庭教育支援や奉仕活動・体験活動推進のための行政体制の整

備が定められた。 
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◆2005 年（平成 17年）7月 

中央教育審議会の生涯学習分科会（第 34回）で、「国民の学習活動の促進に関する特別

委員会」と「家庭・地域の教育力の向上に関する特別委員会」の二つの特別委員会の設置

が決定された。両特別委員会には、「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について」

「青少年の意欲を高め，心と体の相伴った成長を促す方策について」について、文部大臣

が諮問している。 

 

◆2006 年（平成 18年）８月 

 大阪狭山市生涯学習推進計画検討委員会を設置し、推進計画の検討を開始。 

 

◆2006 年（平成 18年）１２月 

教育基本法改正法が平成 18 年 12 月 15 日に成立し、新たな教育基本法が 12 月 22 日か

ら公布施行された。特に生涯学習は、科学技術の進歩や社会構造の変化、高齢化の進展や

自由時間の増大などに伴って重要となり、その理念として第3条で次のように規定された。

「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。」 



 29 

５．生涯学習推進計画の策定経過の概要 

◆平成 18年 8月 8日〔生涯学習推進連絡会議（行政委員 10人による会議）〕 

・生涯学習推進計画検討委員会について 

・推進計画の柱立てについて 

・生涯学習関連事業メニューの調査について 

 

◆平成 18年 8月 23 日〔第１回生涯学習推進計画検討委員会〕 

・推進計画の位置づけについて 

・推進計画の柱立てについて 

 

◆平成 18年 10 月 2日〔生涯学習推進連絡会議〕 

  ・生涯学習関連事業メニューについて 

・推進計画の概案について 

 

◆平成 18年 10 月 26 日〔第２回生涯学習推進計画検討委員会〕 

・計画策定の趣旨について 

・計画の基本的な考え方について 

・推進計画の体系について 

・パブリックコメントの実施について 

 

◆平成 18年 11 月 14 日〔庁議〕 

  ・推進計画の概案報告 

 

◆平成 18年 11 月 27 日〔パブリックコメント〕 

  ・12 月 26 日まで概案についてパブリックコメントの実施 

 

◆平成 18年 1月 15 日〔生涯学習推進連絡会議〕 

  ・パブリックコメントの結果及び市の考え方について 

 

◆平成 19年 1月 19 日〔第３回生涯学習推進計画検討委員会〕 

  ・パブリックコメントの結果及び市の考え方について 

・推進計画について 

 

◆平成 19年 1月 31 日〔社会教育委員会議〕 

 ・推進計画概案の説明 

 

◆平成 19年 2月 22 日〔第４回生涯学習推進計画検討委員会〕  

  ・推進計画案及びその報告について 

 

◆平成 19年 2月 22 日〔推進計画案の報告〕 
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６．生涯学習推進計画検討委員会設置要綱 

【平成 18年大阪狭山市要綱第 31号】 

（設置） 
第１条 大阪狭山市の生涯学習の推進の方策を明らかにする大阪狭山市生涯学習推進計

画（以下「推進計画」という。）を円滑に策定するため、大阪狭山市生涯学習推進計画

検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 
(1) 推進計画の案の作成に関すること。 
(2) 推進計画の案の作成に必要な調査及び研究に関すること。 

２ 委員会は、前項各号に掲げる事項について市長に報告するものとし、必要に応じて意

見を述べることができる。 
（組織） 

第３条 委員会は、委員１６人以内をもって組織する。 
２ 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 
(1) 市民 
(2) 別表に掲げる職にある者 

３ 委員は、委員会の所掌事務が終了したときは、解嘱し、又は解任されるものとする。 
 （会長の職務） 
第４条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。 
２ 会長は委員会を代表し、会務を総理する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 
（会議） 

第５条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 
２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 
 （意見聴取等） 
第６条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見

を聴き、又は資料の提供を求めることができる。 
（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、政策調整室において処理する。 
（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
 

附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、公布の日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この要綱の施行後、最初に行われる委員会の会議の招集は、第５条第１項の規定にか

かわらず、市長が行う。 
 （この要綱の失効） 
３ この要綱は、第３条第３項の規定による解嘱又は解任と同時に、その効力を失う。 
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別表（第３条関係） 

政策調整室市民協働･生涯学習推進グループ課長 

総務部人権広報グループ課長 

保健福祉部福祉グループ課長 

保健福祉部高齢介護グループ課長 

保健福祉部こども育成グループ課長 

保健福祉部健康推進グループ課長 

都市整備部公園緑地グループ課長 

市民部生活環境グループ課長 

教育部学校教育グループ課長 

教育部社会教育･スポーツ振興グループ課長 

教育部こども育成グループ課長 
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７．生涯学習推進計画検討委員会委員 
 

○会 長：高林正啓（政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ課長）  

○副会長：寺井靖博（教育部 社会教育･スポーツ振興グループ課長） 

 

【市民委員３人：第３条第２項第１号関係】 

名   前 所    属 

村 元 彣 子 ガールスカウト日本連盟大阪府第 23団・大阪狭山市茶華道協会 

釼 木 大 治 大阪狭山混声合唱団・大阪狭山第九を歌う会・グローバルスクール 

寺 田 美津江 
邦楽グループ「輪」・邦楽ひびき・邦楽アコール・大阪狭山市文化

協会・狭山三曲協会 

 

【行政委員１０人：第３条第２項第２号関係】 

名   前 役        職 

高 林 正 啓 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ課長 

橋 上 猛 雄 総務部 人権広報グループ課長 
中 尾 佳 史 保健福祉部 福祉グループ課長 
宮 下 治 晃 保健福祉部 高齢介護グループ課長 

松 本 和 博 
保健福祉部 
教育部 

こども育成グループ課長 

天 見 文 昭 保健福祉部 健康推進グループ課長 
西 村 孝 行 都市整備部 公園緑地グループ課長 
上 田 利 一 市民部 生活環境グループ課長 
柳     充 教育部 学校教育グループ課長 
寺 井 靖 博 教育部 社会教育･スポーツ振興グループ課長 
※委嘱･任命日：平成 18年（2006 年）8月 23 日 



             資　　料　　編　　Ⅱ

１．生涯学習関連事業メニュー

２．生涯学習出前講座メニュー
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１．生涯学習関連事業メニュー

番号 年度 事　業　名 事業の内容・目的
年度
区分

実施場所 実施形態
ライフ
ステージ

     1 19年度 地域安全大会
住民の防犯意識の高揚を図る啓発活動とし
て実施する。

継続 未定
イベント
型･市民
主導

複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

     2 19年度
青色パトロール従事者講
習会

青色回転灯装備車によるパトロールを実施
するため必要な講習会を開催する。

継続 未定 複合型 複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

     3 19年度
防犯委員会総会時の講演
会

防犯情報や防犯活動に関する講演を総会に
あわせて実施する。

継続
SAYAKA
ホール
（予定）

イベント
型･市民
主導

成人期 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

     4 19年度
防犯啓発キャンペーンの
実施

防犯意識の高揚のため啓発ちらしや啓発・
防犯グッズを街頭などで配布する

継続 市内各所
イベント
型･市民
主導

複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

     5 19年度 地区長会研修会
コミュニティ活動の推進に関連する研修を
実施する。

継続 未定
イベント
型･市民
主導

成人期 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

     6 19年度
市民公益活動促進補助金
公開審査会

市民公益活動促進補助金の申請事業につい
て、公開プレゼンテーションを行い、第三
者機関が審査する。

継続
市民活動
支援セン
ター

イベント
型･行政
主導

複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

     7 19年度
市民活動に関する講演会
やイベントの実施

市民活動の活性化を促進し、市民公益活動
や市民協働の推進を図るための情報提供を
行う。

継続
市民活動
支援セン
ター

複合型 複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

     8 19年度
市民公益活動促進補助金
実績報告会

市民公益活動促進補助金の交付団体がその
成果を広く発表する。

継続
市民活動
支援セン
ター

イベント
型･行政
主導

複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

     9 19年度 市民公益活動促進委員会
審議会委員に公募市民が加わり、多様な意
見や情報に触れる機会とする。

継続 複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    10 19年度
生涯学習広域講座「ふみ
んネット」南河内ブロッ
ク

南河内地域の大学と市町村の連携、協力で
さまざまな分野の学習機会を提供する。

継続
南河内地
区内

セミナー
型･単発

複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    11 19年度 生涯学習出前講座
市政に関して理解を深める学習の機会を提
供する。

継続 市内
セミナー
型･単発

複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    12 19年度 まちづくり大学
市政に関する体系的な学習機会を提供し、
市職員と市民がいっしょにまちづくりを考
え、まちづくりを担う人材の育成を図る。

新規
市民活動
支援セン
ター

セミナー
型･継続

複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

所管
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    13 19年度 黒山地域安全大会
黒山防犯協議会と連携し、地域の防犯意識
の高揚のために開催する。

継続 未定
セミナー
型･単発

複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    14 19年度 狭山池まつり
市民のふるさと意識の醸成、地域の活性化
を図ると共に、市民の交流・活動の場とす
る。

継続 狭山池堤
イベント
型･市民
主導

複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    15 19年度
生涯学習情報誌「ライフ
タイム」の発行

市民に生涯学習情報を提供し、自発的な学
習への取り組みのきっかけとする。

継続 市内 情報提供 複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    16 19年度 地区集会所建設補助事業
地区集会所の整備を促し、市民の活動の場
を充実させる。

継続 市内 環境整備 複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    17 19年度
地域力活性化支援補助事
業

安全なまちづくりを推進するため、地域住
民の交流を資金面から支援し、市民の学習
機会の充実を図る。

継続 市内 環境整備 複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    18 19年度
市民ボランティア登録事
業

市民や団体からの依頼により、登録者にボ
ランティア活動の機会を提供する。

継続 市内 情報提供 複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    19 19年度
金剛駅西口地域防犯ス
テーションの運営

金剛駅前の防犯環境の充実を図り、防犯に
関する情報の提供を行うとともに、市民に
ボランテイア活動と交流の場を提供する。

継続

金剛駅西
口地域防
犯ステー
ション

複合型 複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    20 19年度 姉妹都市学生派遣事業
青少年が異なる文化に触れ、姉妹都市の市
民と交流することで多様な文化について学
習する機会を提供する

継続 姉妹都市
イベント
型･市民
主導

青年期 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    21 19年度
友好都市との市民交流事
業

異なる地域の文化にふれ、交流する機会を
提供する。

継続 市内 複合型 複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    22 19年度 市民企画事業
市民に事業企画を募集し、応募のあったも
のの中から年間に3〜4本を選び、協働で事
業を実施する。

継続
SAYAKA
ホール

複合型 複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    23 19年度
ベートーヴェン第九交響
曲コンサート

出演者を公募し、市民参加によるコンサー
トを実施する。

継続
SAYAKA
ホール

複合型 成人期 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    24 19年度 国際理解公開講座
帝塚山学院大学国際理解研究所と協働し
て、外国の文化、生活様式等を学習する講
座を実施する。

継続
SAYAKA
ホール

セミナー
型･継続

複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    25 20年度
南河内文化会館連絡協議
会イベント

南河内6市（大阪狭山市・河内長野市・富
田林市・松原市・藤井寺市・羽曳野市）に
よる共同事業。出演者を公募し、コンサー
ト形式でワークショップを行う。

継続 未定
ワーク
ショップ
型･継続

成人期 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ
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    26 19年度 さやま芸術祭
市民主導による作品展示や舞台発表等を実
施する。

新規
SAYAKA
ホール

複合型 複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    27 19年度
市民オーケストラ育成事
業（未定）

市民によるオーケストラを育成するための
コンサートを実施する。

継続
SAYAKA
ホール

複合型 複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    28 19年度
SAYAKAミニ落語会大喜利
（未定）

SAYAKAミニ落語会の出演者から数人選び、
公募市民とのジョイントで落語会を開催す
る。

新規
SAYAKA
ホール

複合型 複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    29 20年度
ふるさとキャラバン（未
定）

市民との触れ合いや巻き込み、一体感を大
切にする。

新規
SAYAKA
ホール

イベント
型･市民
主導

複合型 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    30 20年度 バレエ公演（未定）
バレエ団と提携し、公募市民による参加型
公演を実施する。。

新規
SAYAKA
ホール

複合型 少年期 政策調整室
市民協働・生
涯学習推進Ｇ

    31 19年度 総合防災訓練
防災意識の向上のため、総合的な防災訓練
を市民とともに実施する。

継続 未定
イベント
型･行政
主導

複合型 政策調整室 危機管理Ｇ

    32 19年度 防災研修会
防災意識の向上を図るため研修会を実施す
る。

継続 未定
セミナー
型･単発

複合型 政策調整室 危機管理Ｇ

    33 19年度
フェスタにんげんばんざ
い

市民やさまざまな機関が連携し、市民自ら
企画し、人権尊重や平和の尊さを訴える。

継続
市立公民
館

イベント
型･市民
主導

複合型 総務部 人権広報Ｇ

    34 19年度 戦争体験談冊子発行
戦争体験を募集・冊子として発行・配布す
し、戦争の悲惨さと平和の尊さを伝える。

継続
イベント
型･市民
主導

複合型 総務部 人権広報Ｇ

    35 19年度
平和を考える市民のつど
い

戦争の悲惨さと平和の尊さを訴える集会を
開催する。

継続
市立公民
館

イベント
型･市民
主導

複合型 総務部 人権広報Ｇ

    36 19年度 人権啓発冊子発行 啓発冊子を作成し、人権の尊重を訴える。 継続
イベント
型･市民
主導

複合型 総務部 人権広報Ｇ

    37 19年度
人権を考える市民のつど
い

人権の尊重を訴えるイベントを開催し、人
権啓発を行う。

継続
市立公民
館等

イベント
型･市民
主導

複合型 総務部 人権広報Ｇ

    38 19年度
男女共同参画啓発冊子発
行

男女共同参画社会の実現するため啓発冊子
を作成・配布する。

継続 情報提供 複合型 総務部 人権広報Ｇ

36



番号 年度 事　業　名 事業の内容・目的
年度
区分

実施場所 実施形態
ライフ
ステージ

所管

    39 19年度 日本語学習教室
在留外国人が日本語会話能力を習得するた
め日本語学習教室を実施する。

継続
市立公民
館

セミナー
型･継続

複合型 総務部 人権広報Ｇ

    40 19年度 人権学習講座 人権の尊重を啓発する講座を実施する。 継続
市立公民
館

セミナー
型･継続

複合型 総務部 人権広報Ｇ

    41 19年度 人権啓発標語募集・選考
人権の尊重を訴える標語を募集し、人権啓
発に関する意識の周知を図る。

継続
市立公民
館

イベント
型･行政
主導

少年期 総務部 人権広報Ｇ

    42 19年度 広報誌の発行
市政に関する判断のもととなる行政情報な
どを市民に提供し、市民意識の高揚を図る
とともに、各種の情報提供を行う。

継続 情報提供 複合型 総務部 人権広報Ｇ

    43 19年度 市ホームページの運営

市政に関する判断のもととなる行政情報な
どを即時的に市民に提供し、市民意識の高
揚を図るとともに、各種の情報提供を行
う。

継続 情報提供 複合型 総務部 人権広報Ｇ

    44 19年度
社会を明るくする運動市
民集会

青少年の非行を含め犯罪の防止と罪を犯し
た人の更生についての理解を深め、犯罪や
非行のない社会を築く。

継続 文化会館
セミナー
型･単発

複合型 保健福祉部 福祉Ｇ

    45 19年度 精神障害者理解促進事業
精神障害や精神障害者に対する正しい理
解・認識を広げる。

継続 文化会館
セミナー
型･継続

複合型 保健福祉部 福祉Ｇ

    46 19年度 障害者スポーツ教室
障害者スポーツ振興により障害者の社会参
加を図る

継続
市立体育
館など

セミナー
型･単発

複合型 保健福祉部 福祉Ｇ

    47 19年度
要約筆記ボランティア養
成講座

要約筆記ボランティアの養成し、聴覚障害
者等のコミュニケーション支援を行う

新規
市立公民
館

セミナー
型･継続

複合型 保健福祉部 福祉Ｇ

    48 19年度
手話通訳ボランティア養
成講座

手話通訳ボランティアの養成により聴覚障
害者等のコミュニケーション支援を行う

継続
市立公民
館

セミナー
型･継続

複合型 保健福祉部 福祉Ｇ

    49 19年度
朗読ボランティア養成講
座

視覚障害者等のコミュニケーション支援を
行う朗読ボランティアの養成を図る。

継続
市立公民
館

セミナー
型･継続

複合型 保健福祉部 福祉Ｇ

    50 19年度
高齢者筋力トレーニング
事業

特定高齢者を対象に介護予防を目的とし
て、高齢者用に開発されたトレーニングマ
シンの使用を中心にして行う事業で、体力
の機能向上と精神的な活性化をめざす。

継続 庁舎南館
セミナー
型･継続

高齢期 保健福祉部 高齢介護Ｇ

    51 19年度 老人教養講座
高齢者の教養向上・健康増進等のレク
リェーション事業。健康講座、歴史講座、
ぬの絵細工等

継続 さやま荘
セミナー
型･継続

高齢期 保健福祉部 高齢介護Ｇ
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    52 19年度 金婚祝賀式
結婚50年を迎える夫婦を金婚祝賀式に招待
する。一部式典で市長が記念品を贈呈し、
二部は昼食をしながら演芸を鑑賞する。

継続
SAYAKA
ホール

イベント
型･行政
主導

高齢期 保健福祉部 高齢介護Ｇ

    53 19年度 福祉農園事業

60歳以上の高齢者に、土に親しみ、自然と
のふれあいのなかで、健康と生きがいを高
め、自分の手による野菜の収穫、花の栽培
などを楽しんでもらえるように、無料で農
園の貸出しをする。

継続
市内９農
園

高齢期 保健福祉部 高齢介護Ｇ

    54 19年度 熟年いきいき事業

おおむね60歳以上の高齢者の生きがいと健
康づくり推進を目的とする。熟年大学、い
きいき農園、いきいきウォーキング、ＩＴ
講座等多くの事業を実施する。

継続
庁舎南館
等

複合型 高齢期 保健福祉部 高齢介護Ｇ

    55 19年度 ボランティア講座
子育て支援センターにおけるボランティア
を養成する。

継続
子育て支
援セン
ター

ワーク
ショップ
型･単発

成人期 保健福祉部 こども育成Ｇ

    56 19年度 子育て講座
子育てに対する不安の軽減やスキルを学ぶ
など子育てを支援する講座を実施する。

継続
子育て支
援セン
ター

複合型 複合型 保健福祉部 こども育成Ｇ

    57 19年度 親支援プログラム
０歳から５歳までの子を持つ親のためのプ
ログラム

継続
子育て支
援セン
ター

ワーク
ショップ
型･継続

成人期 保健福祉部 こども育成Ｇ

    58 19年度 年齢別交流会
０歳から３歳までの子の年齢別の親子の交
流会を開催する。

継続
子育て支
援セン
ター

ワーク
ショップ
型･継続

複合型 保健福祉部 こども育成Ｇ

    59 19年度 身体測定
地域の０～５歳児の身長・体重を測定し、
相談に応じる。

継続

こども園
（第２保
育所・南
第三幼稚
園）

複合型
保健福祉部
教育部

こども育成Ｇ

    60 19年度 栄養講座
地域の０～５歳児の保護者に食事の大切さ
を知る講座を開く。

継続
こども園
（南第三
幼稚園）

セミナー
型･単発

成人期
保健福祉部
教育部

こども育成Ｇ

    61 19年度 子育て講座
幼稚園や子育て支援センターを活用し、こ
ども園の栄養士・看護師が子育て講座を実
施する。

継続

各幼稚園
・子育て
支援セン
ター

セミナー
型･単発

成人期
保健福祉部
教育部

こども育成Ｇ
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    62 19年度 健康講座
地域の０～５歳児の保護者や園の保護者を
対象にした健康に関する講座を実施する。

継続
こども園
（南第三
幼稚園）

セミナー
型･単発

成人期
保健福祉部
教育部

こども育成Ｇ

    63 19年度 いっしょにあそぼう

地域の０～３歳児と保護者が交流したり、
こども園の０～３歳児と交流したりすると
ともに、育児相談やセミナーを開き、親の
育児不安の軽減やサークル活動を支援す
る。

継続
こども園
（第２保
育所）

ワーク
ショップ
型･継続

複合型
保健福祉部
教育部

こども育成Ｇ

    64 19年度 子育て教室 親子あそび、親同士の仲間づくりなど 継続
市内保育
所・保育
園

セミナー
型･継続

複合型 保健福祉部 健康推進Ｇ

    65 19年度 ヘルスアップセミナー
医師・管理栄養士・健康運動指導士・歯科
衛生士・保健師による講演、体操実習、調
理実習

継続
保健セン
ター等

セミナー
型･継続

複合型
保健福祉部
市民部

健康推進Ｇ
保険年金Ｇ

    66 19年度 骨粗しょう症教室
医師・管理栄養士・保健師による講演、運
動指導士による運動実習

継続
保健セン
ター

セミナー
型･継続

複合型 保健福祉部 健康推進Ｇ

    67 19年度 ママパパ教室
医師・助産師・栄養士等の話や沐浴実習、
パパの妊婦体験、歯科健診、先輩ママとの
交流会など

継続
保健セン
ター

セミナー
型･継続

成人期 保健福祉部 健康推進Ｇ

    68 19年度 デンタル教室
歯科健診・歯科医師・歯科衛生士の講演、
ブラッシング実習

継続
保健セン
ター

セミナー
型･継続

複合型 保健福祉部 健康推進Ｇ

    69 19年度 糖尿病教室
医師・栄養士・健康運動指導士・歯科衛生
士・保健師による講演、体操実習、調理実
習

継続
保健セン
ター

セミナー
型･継続

複合型 保健福祉部 健康推進Ｇ

    70 19年度 歯の個別相談 歯科衛生士による歯科相談 継続
保健セン
ター

相談 複合型 保健福祉部 健康推進Ｇ

    71 19年度 保健師・栄養士健康相談 保健師・栄養士による健康相談 継続
保健セン
ター

相談 複合型 保健福祉部 健康推進Ｇ

    72 19年度 お口の健康アップ教室
歯科健診、歯科医師・歯科衛生士・栄養士
等の講演、ブラッシング実習、お口のト
レーニング、体操実習

継続
保健セン
ター

セミナー
型･継続

複合型 保健福祉部 健康推進Ｇ

    73 20年度 離乳食講習会
管理栄養士による離乳食の基本と進め方、
歯科衛生士による歯の話

継続
保健セン
ター

セミナー
型･単発

成人期 保健福祉部 健康推進Ｇ
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    74 21年度 食と健康教室
食生活改善に関心のある人を対象に医師・
栄養士・歯科衛生士・保健師等による講
演、調理実習

継続
保健セン
ター

セミナー
型･継続

複合型 保健福祉部 健康推進Ｇ

    75 19年度 交通安全教室
幼稚園・小学校などで園児・児童に交通安
全知識の普及を図る。

継続
学校・幼
稚園・保
育園など

ワーク
ショップ
型･単発

少年期 都市整備部 土木Ｇ

    76 19年度 安全運転講習会
自動車運転免許保有者に対し、春・秋に安
全運転の啓発講習会を実施する。

継続 未定
セミナー
型･単発

複合型 都市整備部 土木Ｇ

    77 19年度
フラワースポットづくり
事業

ボランティア団体対し、花の植付や散水・
草取りなどの公共の場にある花壇などの場
を提供。年２回花苗を支給

継続
公共施設
や公園な
ど

複合型 複合型 都市整備部 公園緑地Ｇ

    78 19年度 公園美化協力事業
街区公園の清掃や簡易な維持を地域ボラン
ティアに委ね、自発的な地域管理を促す。
市から、清掃用具・報償費支給

継続
市内公園
（街区）

複合型 複合型 都市整備部 公園緑地Ｇ

    79 19年度
国保ヘルスアップ事業
「ヘルスアップ教室」

運動や栄養指導を行い、生活習慣予防のた
めの支援を行う。

継続

コミュニ
ティセン
ター、保
健セン
ター等

セミナー
型･継続

複合型 市民部 保険年金Ｇ

    80 19年度
親と子のふれあい自然学
習会

豊かな感性や自然・生き物を慈しむ心を育
むことにより、人間と環境とのかかわりに
ついて理解と認識を深める。

継続
河内長野
市滝畑

セミナー
型･継続

複合型 市民部 生活環境Ｇ

    81 19年度 環境・ﾘｻｲｸﾙﾌｪｱ
地球環境の保全、ごみの減量化、資源の有
効利用に向け市民とともに考え、行動を起
こすきっかけの場とする。

継続
市立野球
場

複合型 複合型 市民部 生活環境Ｇ

    82 19年度
仮）大阪狭山市産業まつ
り

市内の農業・商工業を紹介するとともに、
地産地消の推進と市内産業の発展のため実
施する。

新規
市立野球
場

イベント
型･市民
主導

複合型 市民部 農政商工G

    83 19年度 南河内歴史ウォーク 観光客の誘致 継続
南河内地
域

イベント
型･行政
主導

複合型 市民部 農政商工G

    84 19年度
愉快・爽快・空海ウォー
ク

観光客の誘致 継続
南海及び
泉北高速
沿線

イベント
型･行政
主導

複合型 市民部 農政商工G

    85 19年度 議会だよりの発行 議会の内容を紙媒体により提供する 継続 全市 情報提供 複合型 議会事務局
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    86 19年度
市議会本会議のインター
ネット録画中継

市議会本会議の内容をインターネット上で
公表する。

継続 情報提供 複合型 議会事務局

    87 19年度
市議会会議録検索システ
ムの提供

議会の審議内容を市民に提供する。 継続 情報提供 複合型 議会事務局

    88 19年度
明るい選挙啓発ﾎﾟｽﾀー募
集

選挙啓発 継続
府中部ブ
ロック

ﾎﾟｽﾀー募
集

小～高校
生

総合行政委員会

    89 19年度
学校園地域連携推進事業
（人材バンク）

市民等の様々な専門的技能や知識を、学校
教育の場において活用を図る

継続
市立小中
学校

複合型 複合型 教育部 学校教育Ｇ

    90 19年度
小中学校読書活動推進事
業

学校図書館市民ボランティアを活用し、学
校の読書環境を整備することによって、小
中学校の読書推進を図る。

継続
市立小中
学校

複合型 複合型 教育部 学校教育Ｇ

    91 19年度 授業参観
実際に学校における授業を見ることによ
り、教育内容や方法等の一端を知り、義務
教育についての理解を促進する。

継続
市立小中
学校

イベント
型･行政
主導

複合型 教育部 学校教育Ｇ

    92 19年度
子育て支援
「のびのび広場」

３歳児を対象に、集団生活の楽しさを経験
したり、在園児と交流したりするととも
に、親同士の交流の場とする。

継続 東幼稚園
ワーク
ショップ
型･継続

複合型 教育部 こども育成Ｇ

    93 19年度 家庭教育学習講座 家庭教育に関する学習の場を提供する。 継続 東幼稚園
セミナー
型･単発

複合型 教育部 こども育成Ｇ

    94 19年度 人権啓発学集会 人権を守ることの大切さを考える 継続 東幼稚園
セミナー
型･単発

複合型 教育部 こども育成Ｇ

    95 19年度 家庭教育学習講座 家庭教育に関する学習の場を提供する。 継続 西幼稚園
ワーク
ショップ
型・単発

乳幼児期 教育部 こども育成Ｇ

    96 19年度 ちびっこクラブ 子育て支援と遊び場提供 継続 西幼稚園
ワーク
ショップ
型･継続

乳幼児期 教育部 こども育成Ｇ

    97 19年度 子育て支援事業
地域の０～３歳の親子の居場所づくりと遊
び場の提供

継続
南第二幼
稚園

セミナー
型・継続

複合型 教育部 こども育成Ｇ

    98 19年度 家庭教育学習講座
子育てやしつけなど家庭教育のあり方を考
える学習会

継続
南第二幼
稚園

セミナー
型･単発

複合型 教育部 こども育成Ｇ

    99 19年度 敬老の日の集い
園児の祖父母との交流の機会を持ち、敬愛
の気持ちをもたせる。

継続
南第二幼
稚園

イベント
型･行政
主導

高齢期 教育部 こども育成Ｇ
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   100 19年度

親子いきいき講座
　キッズダンス・レクリ
エーション・なつまつ
り・つくって遊ぼう

 開かれた幼稚園として、地域の幼児教育セ

ンターとしての機能を果たす講座を実施す
る。
親子の触れ合いを深めながら楽しさを共有
し、また、在園児と未就園児の交流を持
つ。

継続
半田幼稚
園

セミナー
型・継続

複合型 教育部 こども育成Ｇ

   101 19年度

親子いきいき講座
　ハッピーコンサート・
腹話術・演奏会・マリオ
ネット

子どもたちが、普段味わうことができない
ものを間近で体験し、感性を刺激したり生
活体験の幅を広げる場とする。また、幼稚
園に集まることで、地域と保護者、在園児
と未就園児の交流を深める。

継続
半田幼稚
園

セミナー
型・継続

複合型 教育部 こども育成Ｇ

   102 19年度

家庭教育学習講座
・子どもの発達や健康、
食育に関する講演会
・子どもの発達に関する
講演会

子育てに役立つ講座を実施することで子育
てを支援する

継続
半田幼稚
園

セミナー
型･単発

複合型 教育部 こども育成Ｇ

   103 19年度 サークル活動支援
保護者の自主活動により、在園児の保護者
や地域の方たちとの交流を図るとともに、
趣味を広げる場とする。

継続
半田幼稚
園

セミナー 複合型 教育部 こども育成Ｇ

   104 19年度
家庭教育支援総合推進事
業

家庭教育に関する学習機会を提供する。 継続
山本幼稚
園

セミナー
型･単発

成人期 教育部 こども育成Ｇ

   105 19年度 子育て講座 食に関する学習機会を提供する。 継続
山本幼稚
園

セミナー
型･単発

成人期 教育部 こども育成Ｇ

   106 19年度
子育て支援
・親子サッカー教室

サッカーを通じて、在園児の子どもや保護
者の交流の場とする

継続
山本幼稚
園

セミナー
型・継続

複合型 教育部 こども育成Ｇ

   107 19年度
子育て支援
「なかよし」

未就園児が在園児といっしょに遊び、いろ
いろな活動を通して触れ合う中で幼稚園に
対する期待を持たせる。

継続
東野幼稚
園

ワーク
ショップ
型･継続

幼児期 教育部 こども育成Ｇ

   108 19年度
子育て支援
「たんぽぽさん」

２歳児親子が集まり、自由な形で遊ぶ中で
親も子も交流を楽しむ。

継続
東野幼稚
園

ワーク
ショップ
型･継続

幼児期 教育部 こども育成Ｇ

   109 19年度
子育て支援
「にこにこクラブ」

来年度入園児が毎月３回登園し、ボラン
ティアといろいろな遊びを通して園生活を
知る

継続
東野幼稚
園

ワーク
ショップ
型･継続

幼児期 教育部 こども育成Ｇ
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   110 19年度
子育て支援
「敬老の集い」

在園児の祖父母を幼稚園に招待し、交流す
ることで園の生活を知らせるとともに、子
どもたちにお年寄りに対して敬愛の気持ち
を持たせる。

継続
東野幼稚
園

ワーク
ショップ
型･単発

幼児期 教育部 こども育成Ｇ

   111 19年度 運動会
保護者や地域の人に幼稚園行事を知らせ、
理解を深める。

継続 各幼稚園 イベント 複合型 教育部 こども育成Ｇ

   112 19年度 園庭開放
未就園児や在園児に地域の遊び場を提供す
る。

継続 各幼稚園 複合型 教育部 こども育成Ｇ

   113 19年度 保育参観 保護者に保育を公開する。 継続 各幼稚園 複合型 教育部 こども育成Ｇ

   114 19年度 プール開放 未就園児に水遊びの場を提供をする。 継続 各幼稚園 複合型 教育部 こども育成Ｇ

   115 19年度 学校給食試食会
学校給食の試食を通じて、給食の現状を知
らせる。

継続
市立学校
給食セン
ター

その他 複合型 教育部 学校給食Ｇ

   116 19年度 社会教育振興事業
社会教育の振興を図るため、社会教育関係
団体が実施する社会教育事業に対し補助金
を交付し、資金的な支援を行う。

継続 市内全域 複合型 複合型 教育部 社教スポ振Ｇ

   117 19年度 成人式事業
成人（20歳）になった若者の門出を祝福
し、将来社会の形成者としてよき社会人と
なることを祈念し、式典を行う。

継続
文化会館
（SAYAKA
ホール）

イベント
型･行政
主導

成人期 教育部 社教スポ振Ｇ

   118 19年度 家庭教育学習講座
幼児の保護者に、子育てやしつけなどの家
庭教育のあり方を見つめ直す機会を提供す
る。

継続 公民館等
セミナー
型･単発

成人期 教育部 社教スポ振Ｇ

   119 19年度
子ども放課後・週末活動
等支援事業

学校週５日制の実施以降、子どもの体験活
動の機会を充実するため、子どもが参加で
きる様々な事業を実施する

継続 公民館等 少年期 教育部 社教スポ振Ｇ

   120 19年度 まもろう子ども事業
通学する子どもの見守り活動を支援・促進
することで、地域の子育て環境や防犯環境
の向上を進める。

継続 市内全域 複合型 複合型 教育部 社教スポ振Ｇ

   121 19年度
小学校区青少年健全育成
事業

各小学校区の関係団体で組織する小学校区
青少年健全育成連絡会が実施する青少年の
健全育成事業に対して補助金を交付する。

継続
各小学校
区

イベント
型･市民
主導

複合型 教育部 社教スポ振Ｇ

   122 19年度 青少年指導員事業
青少年指導員を委嘱して、地域における青
少年の健全育成を推進する。

継続 市内全域 複合型 複合型 教育部 社教スポ振Ｇ

   123 19年度 こども広場
子どもが安全に安心して遊べる場を提供す
る。

継続 未定 複合型 少年期 教育部 社教スポ振Ｇ
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   124 19年度 総合的教育力活性化事業
各中学校区地域協議会が取り組む子どもた
ちの健全育成に適した環境づくりに対して
補助金を交付し資金的支援を行う。

継続
各中学校
区

イベント
型･市民
主導

複合型 教育部 社教スポ振Ｇ

   125 19年度
おやこのふれあいサーク
ル「わ」

親子のふれあいを大切にするとともに、他
の友達(親同士含む)、指導者とのコミュニ
ケーションを深める。

継続
総合体育
館他

セミナー
型･単発

複合型 教育部 社教スポ振Ｇ

   126 19年度 サタデースポーツ
子どものスポーツ活動の普及。体育協会の
活性化。

継続
総合体育
館他

セミナー
型･継続

複合型 教育部 社教スポ振Ｇ

   127 19年度 市民マラソン大会
市民の健康と、体力の向上をはかり、市民
相互の親睦を深め、スポーツの普及振興を
図る。

継続
狭山池公
園周遊路

イベント
型･市民
主導

複合型 教育部 社教スポ振Ｇ

   128 19年度 体育指導委員事業
幼少時の体力の向上とおやこのふれあい深
める。

継続 未定
セミナー
型･単発

複合型 教育部 社教スポ振Ｇ

   129 19年度 成人大学講座
帝塚山学院大学との共催で、大学教授によ
る歴史・文学を中心とした専門性の高い講
座を市民に提供する。

継続 公民館
セミナー
型･継続

複合型 教育部 公民館

   130 19年度 初心者パソコン講座

はじめてパソコンに触れる60歳以上・以下
の市民を対象に、基本操作、文章作成、イ
ンターネットなどの練習を行いＩＴ技術を
日常生活に活用するための技術の習得を図
る。

継続 公民館
セミナー
型･継続

複合型 教育部 公民館

   131 19年度 親まなび講座

親学習プログラムをはじめとした体験型の
講座で、参加者が思いや考えを出し合うこ
とで、家庭の中での親と子のあり方につい
て学ぶ。

継続 公民館
ワーク
ショップ
型･継続

複合型 教育部 公民館

   132 19年度 青少年セミナー

青少年が体験学習などを通じて仲間作りや
自然とふれあっての実体験をかさねること
で、社会変化に主体的に対応できる資質と
心身ともに健康でたくましく生きる力を培
う。

継続 公民館
ワーク
ショップ
型･継続

青年期 教育部 公民館

   133 19年度 初心者陶芸体験講座
陶芸経験のない市民を対象に、陶芸の工程
や技術を学び、参加者間の交流や新しい趣
味としての陶芸を体験する。

継続 公民館
セミナー
型･継続

複合型 教育部 公民館

   134 19年度 街のすぐれもの大学

市民が習得した技術・学術・文化を生涯学
習発展に生かすため「街のすぐれもの」と
して登録し、学習講座などの講座の講師と
して活用し、能力発揮の機会とする。

継続 公民館
セミナー
型･継続

複合型 教育部 公民館
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   135 19年度 プラネタリウム
プラネタリウムの投影を行うことで、星の
世界や天文学に関心を持つきっかけを提供
する。

継続 公民館
セミナー
型･継続

複合型 教育部 公民館

   136 19年度 天体観望会
屋外での天体観測の経験をとおし、宇宙の
神秘とロマンを感じる。

継続 公民館
セミナー
型･継続

複合型 教育部 公民館

   137 19年度 はばたきフェスタ

福祉・文化ゾーン内の各施設を利用する
サークル・団体等の日頃の成果を発表する
機会にするとともに、市民と交流するイベ
ントを市民参加、参画を得て実施する。

継続 公民館
イベント
型･市民
主導

複合型 教育部 公民館

   138 19年度 新春こどもまつり

公民館の全館を使って子ども向けの新春イ
ベントを開催する。社会福祉協議会のボラ
ンティアグループ連絡会の協力を得て、公
民館の利用グループが日頃の活動成果や、
経験を活かし大人も共に交流し楽しむこと
ができるイベントとして実施する。

継続 公民館
イベント
型･行政
主導

複合型 教育部 公民館

   139 19年度 おはなし会
読み聞かせ、紙芝居、ストーリーテリング
等を行い、参加者に読書に対する興味をも
たせる。

継続

図書館、
小学校、
狭山池博
物館等

複合型
乳･幼児
期

教育部 図書館

   140 19年度
ストーリーテリング入門
講座

語る楽しみ、聞く楽しみ、おはなしの世界
の楽しさを、子どもたちに届けるストー
リーテラーを養成する。

継続
市立公民
館

セミナー
型･継続

成人期 教育部 図書館

   141 19年度 ブックスタート

４か月検診時の親子に絵本等を配布し、乳
幼児期から本に親しみ「ことば」の大切さ
を絵本を介して教え、良い読書習慣を培う
よう啓発する。

継続
市立保健
センター

イベント
型･行政
主導

乳･幼児
期

教育部 図書館

   142 19年度 親子見学会
親子で地域の歴史を学ぶ社会見学の機会を
提供し、子育てを支援する。

継続
市内およ
び近隣市
町村

セミナー
型･単発

複合型 教育部 郷土資料館

   143 19年度 歴史ハイキング
街道や城跡などの史跡を郷土資料館学芸員
の案内・解説でめぐり、地域の歴史を学ぶ
機会を提供する。

継続
市内およ
び近隣市
町村

セミナー
型･単発

複合型 教育部 郷土資料館
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   144 19年度 市史講演会

市史編さんの成果に基づく最新で正確な市
の歴史情報を、市史編さん委員の講演に
よっていち早く市民に公開・還元し、地域
の歴史を学ぶ機会を提供する。

継続
市立公民
館

セミナー
型･単発

複合型 教育部 郷土資料館

   145 19年度 狭山池博物館特別展
治水灌漑の土木技術を広く普及するため実
施する。

継続
府立狭山
池博物館

複合型 複合型 教育部 社教スポ振Ｇ

   146 19年度 郷土資料館特別展
特定テーマに沿って掘り下げた展示会を開
催し、最新で正確な市の歴史情報を提供
し、地域の歴史を学ぶ場とする。

継続
郷土資料
館

複合型 複合型 教育部 郷土資料館

   147 19年度
郷土資料館企画展「くら
しの道具」

小学校で｢むかしのくらし｣を学ぶ時期に合
わせ､身近な生活用具の展示会を開催し、
学級単位や家族連れで地域の歴史を学ぶ機
会を提供する。

継続
郷土資料
館

複合型 複合型 教育部 郷土資料館

   148 19年度 消防出初式
消防団員･職員の日ごろの訓練成果を披露
し、防火意識の向上を図る。

継続
さやか公
園

イベント
型･行政
主導

複合型 消防本部 総務Ｇ

   149 19年度
火災予防運動街頭キャン
ペーン

火災予防の普及啓発活動を実施し、防火意
識の高揚を図る。

継続
ダイエー
等大型小
売店舗

複合型 複合型 消防本部 予防Ｇ

   150 19年度 防火図画展示
防火図画のコンクールを実施することで、
小中学校の子どもたちへの火災予防の普及
啓発を図る。

継続
市内各小
学校

少年期 消防本部 予防Ｇ

   151 19年度 救急講習会 応急手当の方法に関する講習を行う。 継続 市内全域 複合型 複合型 消防本部 救急Ｇ

   152 19年度 普通救命講習
応急手当普及啓発活動として３時間心肺蘇
生法やその他基礎救急手当の知識習得を提
供する。

継続 市内全域 複合型 複合型 消防本部 救急Ｇ

   153 19年度 上級救命講習会
自主防災組織を対象に８時間心肺蘇生法や
その他基礎救急手当の知識習得を提供す
る。

継続 市内全域
セミナー
型･継続

複合型 消防本部 救急Ｇ

   154 19年度 水難救助講習会
水難事故防止として救助法の知識習得を提
供する。

継続
市内小中
学校

セミナー
型･継続

青年期 消防本部 救急Ｇ

   155 19年度 消防庁舎見学
幼児・児童の庁舎見学を受け入れ、低年齢
からの防火意識の定着を図る。

継続
消防署・
出張所

ワーク
ショップ
型･継続

少年期 消防本部 警防第１Ｇ

   156 19年度 体験学習
中学生を消防職場に一定期間受け入れるこ
とで火災予防の普及啓発を図る。

継続 出張所
セミナー
型･継続

少年期 消防本部 警防第１Ｇ
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   157 19年度 防火の集い
市民を対象に、防火映画･防火講演を実施
する。

継続 市内全域
セミナー
型･単発

複合型 消防本部 警防第１Ｇ

   158 19年度 浄水場見学
飲み水ができるまでの過程を浄水場の見学
にて理解を深める。

新規
太満池浄
水場

ワーク
ショップ
型･継続

複合型 水道局 施設Ｇ

   159 19年度 利き水会

狭山池まつりにあわせ、ミネラルウォー
ターと水道水を飲み比べて頂き、アンケー
トの実施と啓発物品の配布並びにパネル展
示などで水道に対する知識、理解を深めて
頂くための啓発活動

新規 狭山池堤
イベント
型･行政
主導

複合型 水道局 総務Ｇ
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２．生涯学習出前講座メニュー 

番号 区 分 講   座   名 担当グループ 

1 安全、防災 
防災対策は万全ですか？ 

～安全な市民生活のために～ 
危機管理グループ 

2 安全、防災 
自主防災組織をつくろう！ 

～自分たちの地域は、自分たちで守ろう～ 
危機管理グループ 

3 安全、防災 消防団の活動 
消防本部総務グルー

プ 

4 安全、防災 
あなたの家は安全ですか？ 

～防火機器のあれこれを紹介します～ 

消防本部予防グルー

プ 

5 安全、防災 一般救命講習会 
消防本部救急グルー

プ 

6 安全、防災 
普通救命講習会（Ⅰ） 

～AED（自動対外式除細動器）～ 

消防本部救急グルー

プ 

7 安全、防災 
普通救命講習会（Ⅱ） 

～心肺停止高級手当て～ 

消防本部救急グルー

プ 

8 安全、防災 
上級救命講習会 

～自主防災組織、一般市民対象～ 

消防本部救急グルー

プ 

9 安全、防災 
水難講習会 

～プール施設での講習会～ 

消防本部救急グルー

プ 

10 安全、防災 
火災・地震について勉強しませんか 

～日常の備え、発生時の対処法について～ 

消防本部警防グルー

プ 

11 防犯 
住み良い、安心の生活 

～防犯は身近なところから～ 

市民協働・生涯学習

推進グループ 

12 環境 
地球が危ない！私たちができること 

～どうなる地球、どうする環境～ 
秘書企画グループ 

13 環境 
ごみの分別と出し方 

～資源リサイクルとごみ減量～ 
生活環境グループ 

14 環境 
カン・ビン・ペットボトルの処理施設見学 

～資源化物のリサイクルを考える～ ※現地集合 
生活環境グループ 

15 環境 

清掃工場の見学 

～ごみ処理の仕組みと環境について～ 

                       ※現地集合 

生活環境グループ 

16 環境 
屋外広告物の基準について 

～屋外広告物設置のルール～ 
生活環境グループ 

17 教育 
市の教育委員会制度について 

～行政の中の役割～ 
教育総務グループ 

18 教育 
総合的な学習ってなに？ 

～新しい教育内容について説明します～ 
学校教育グループ 

19 教育 
人材バンクと学校教育 

～学校支援人材バンクについて～ 
学校教育グループ 

20 教育 学校における英語活動 学校教育グループ 

21 教育 二学期制について 学校教育グループ 

22 教育 
今の学校給食ってどんなん？ 

～いっぺん食べてみよう 給食試食会～ 
学校給食グループ 
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番号 区 分 講   座   名 担当グループ 

23 教育 
こどもたちの放課後や週末の過ごし方 

 ～体験活動やこども広場の紹介～ 

社会教育・スポーツ振

興グループ 

24 教育 社会教育施設利用の手引き 
社会教育・スポーツ振

興グループ 

25 教育 
地域の子どもをまもる運動の推進 

 ～青少年の健全育成～ 

社会教育・スポーツ振

興グループ 

26 教育 
一生できるスポーツをお持ちですか？ 

 ～生涯スポーツって何？～ 

社会教育・スポーツ振

興グループ 

27 教育 

図書館・公民館を活用した市民による生涯学習に

ついて 

 ～両館を活用した地域での生涯学習活動とは～ 

公民館、図書館 

28 教育 
知ってはりまっか？郷土資料館 

 ～市民の生涯学習拠点としての資料保存施設～ 
郷土資料館 

29 健康 
生活習慣病予防と食生活 

 ～健康はバランスの良い食事から～ 
健康推進グループ 

30 健康 
健康は健口から 

 ～やってみよう！お口のエクササイズ～ 
健康推進グループ 

31 子育て 
みんなで一緒に考えよう、今「子育てに求められる

もの」 
こども育成グループ 

32 子育て 子育て支援センターについて こども育成グループ 

33 市政 
地方公務員制度について 

 ～公務員とは～ 
人事グループ 

34 市政 秘書の仕事について 秘書企画グループ 

35 市政 
どうする市町村合併 

 ～考えよう、地域の未来を～ 
秘書企画グループ 

36 市政 
市の行革どうなってんの！ 

 ～わかりやすい集中改革プラン～ 
秘書企画グループ 

37 市政 

総合計画って何ですか？ 

 ～まちづくりの基本となる第三次総合計画につい

て～ 

秘書企画グループ 

38 市政 
自治基本条例って、どういうの？ 

 ～市の憲法である自治基本条例を制定します～ 
秘書企画グループ 

39 市政 指定管理者制度について 秘書企画グループ 

40 市政 
大阪狭山市の財政 

 ～市のおサイフの中身とこれから～ 
財政グループ 

41 市政 
知っておきたい市の財産 

 ～市が持っている公有財産の実態は～ 
財政グループ 

42 市政 
電子政府・電子自治体ってなんやろ～ｅ(ええ）－

自治体の構築をめざして～ 
情報統計グループ 

43 市政 統計調査とは 情報統計グループ 

44 市政 出納室の事務について 出納室 
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番号 区 分 講   座   名 担当グループ 

45 市政 
My 選挙 

 ～まかせずに 自分で選ぼう まかす人～ 
総合行政委員会 

46 市政 
市議会について 

 ～「市議会」ってどういうところ？～ 
議会事務局 

47 生活 
人権について学ぶ 

 ～一人ひとりを大切に、人権って何？～ 
人権広報グループ 

48 生活 
機関紙作り入門講座 

 ～読みやすくわかりやすい機関紙づくり～ 
人権広報グループ 

49 生活 

男女共同参画社会って、どんな社会？ 

 ～大阪狭山市男女共同参画推進条例について

学ぶと共に、男女共同参画社会について考えます

～ 

人権広報グループ 

50 生活 
市内循環バスについて 

 ～便利で豊かな市民生活のために～ 
土木グループ 

51 生活 

大阪狭山市「交通事故をなくす運動」について 

 ～交通事故ゼロを目標に大阪狭山市が取り組む

各種行事～ 

土木グループ 

52 生活 住民票・戸籍・印鑑の証明について 市民窓口グループ 

53 生活 
住民基本台帳カードについて 

 ～住民基本台帳カードって何？～ 
市民窓口グループ 

54 生活 
国民健康保険について 

 ～しあわせは健康から～ 
保険年金グループ 

55 生活 
国民年金について 

 ～すべての人にとって大事な国民年金～ 
保険年金グループ 

56 生活 
下水道のしくみとはたらきについて 

 ～汚れた水がきれいになるまで～ 
下水道グループ 

57 生活 市民税について 税務グループ 

58 生活 固定資産税について 税務グループ 

59 生活 
かしこい消費者になるために 

 ～消費者啓発講座～ 
農政商工グループ 

60 生活 大阪狭山市の水道 水道総務グループ 

61 生活 
太満池浄水場及び配水池見学 

 ～蛇口の水はどこからくるのでしょうか～ 
水道施設グループ 

62 福祉 福祉のしおりについて 福祉グループ 

63 福祉 
手話講座 

 ～手話をみんなで覚えよう～ 
福祉グループ 

64 福祉 生活保護制度について 生活援護グループ 

65 福祉 
ご存知ですか、高齢者福祉サービス 

 ～介護保険以外のサービスについて～ 
高齢介護グループ 

66 福祉 介護保険とはこんな制度です 高齢介護グループ 
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番号 区 分 講   座   名 担当グループ 

67 福祉 認知症サポーター講座 高齢介護グループ 

68 福祉 

福祉医療制度について 

 ～ご存知ですか？ 医療機関で支払う自己負担

分の一部が助成されます～ 

保険年金グループ 

69 文化 
姉妹都市、友好都市の歴史と交流 

 ～国際・国内交流の現状について～ 

市民協働・生涯学習

推進グループ 

70 文化 
文化会館（SAYAKA ホール）の利用案内 

 ～ホールの紹介と施設見学～ 

市民協働・生涯学習

推進グループ 

71 まちづくり 
市民公益活動の魅力を探る 

 ～市民公益活動って一体何のことやねん～ 

市民協働・生涯学習

推進グループ 

72 まちづくり 
生涯学習を始めてみませんか 

 ～学習を始めてゆとりと潤いのある生活を！～ 

市民協働・生涯学習

推進グループ 

73 まちづくり 
市民協働とは 

 ～市民と協働のまちづくりの現状について～ 

市民協働・生涯学習

推進グループ 

74 まちづくり 
情報公開制度について 

 ～透明な行政運営推進のために～ 
庶務グループ 

75 まちづくり 市の都市計画について 都市計画グループ 

76 まちづくり 市の開発指導基準について 都市計画グループ 

77 まちづくり 公園管理について 公園緑地グループ 

78 まちづくり 「木になる夢銀行」について 公園緑地グループ 

79 歴史 
古代の狭山と狭山池 

 ～須恵器の生産と大規模土木工事～ 

社会教育・スポーツ振

興グループ 

80 歴史 
古文書に地域住民の歴史を読む 

 ～初心者のための入門講座～ 

社会教育・スポーツ振

興グループ 

81 歴史 
大阪狭山市史をつくる 

 ～住民活動を記録保存していく理由～ 

社会教育・スポーツ振

興グループ 

82 歴史 
狭山藩の歴史 

 ～藩主北条氏と狭山藩陣屋～ 

社会教育・スポーツ振

興グループ 

83 歴史 
歴史街道をたどる 

 ～高野街道・天野街道・伊勢道を歩いてみよう～ 

社会教育・スポーツ振

興グループ 

84 歴史 
石造物が明らかにする歴史 

 ～市史編さん調査の成果を中心に～ 

社会教育・スポーツ振

興グループ 

85  

【リクエスト講座】 

メニュー表に希望する講座がないときは、市民協

働・生涯学習推進グループにご相談ください。 

担当グループと協議して、実施可能な場合は出前

講座として実施します。 

庁内全グループ 
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