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 ５ 社会教育 

 

（1） 社会教育の基本方針 

 

廿日市市ならではの個性を育み、誇り・愛着がもてるまちにするためには、廿日市

市の多様な歴史と文化を大切にしながら、市民の多様な活動を支え、自己実現のでき

る環境をつくる必要がある。 

また、新しい時代に対応し、多様な地域課題を解決していくためには、自立した個

人の育成や自立した地域社会の形成が必要であり、自らのニーズに基づき、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、その学習成果を生かすことので

きる地域社会の実現が求められている。 

そのため、社会教育においては、『学習した成果を生かす地域づくり』を基本方針

とし、「地域の教育力の向上」「いつでも、どこでも、だれでも学べる環境づくり」「連

携・ネットワークの構築」をめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 重点目標及び具体的な取組み 

 

① 生涯学習・社会教育の推進 

ア 多様な学習機会の提供 

市民センター（公民館）、文化ホール、図書館、スポーツ施設等の社会教育施

設において多様な学習機会の提供に努めるとともに、これらの市立施設のみなら

ず、大学等高等教育機関、ＮＰＯ、民間事業者等のさまざまな主体が提供する生

涯学習情報について、市内外を問わず収集し、その提供に努める。 

 

イ 再チャレンジが可能な環境の整備 

学習する意欲や習慣が身につくことを目的とした講座を開催するとともに、再

チャレンジをめざす若年者、女性、団塊世代、高齢者等の「学び直し」や新たな

学びなどを支援するため、スキルアップ・キャリアアップの学習に関する情報の

収集及び提供に努める。 

 

 

 

社会教育の基本方針 

◇ 学習した成果を生かす地域づくり 

・ 地域の教育力の向上 

・ いつでも、どこでも、だれでも、学べる環境づくり 

・ 連携・ネットワークの構築 



20 

ウ 学習成果を生かす機会の充実 

学習成果が地域における社会的活動として生かされるよう、様々な取り組みに

おいて地域の人材が活用される仕組みの整備に努める。 

 

エ 高等教育機関、民間団体との連携 

大学等の高等教育機関が地域における社会貢献として行う公開講座を開催す

るとともに、施策の展開に大学の持つ知識・技術の活用に努める。 

また、多様な学習機会の提供においては、ＮＰＯ、民間事業者等の民間団体の

果たす役割は大きいことから、民間団体を活用した施策の展開に努める。 

 

オ 廿日市市生涯学習推進本部の運営 

本市では、生涯学習事業を推進し、市民憲章にうたう市民文化の形成と市民の

学習を援助し、及び促進するため、産官学民による「廿日市市生涯学習推進本部」

を設置している。 

この生涯学習推進本部では、会議において生涯学習の振興に関する審議を行う

とともに、「廿日市市生涯学習フェスティバル」や大学公開講座その他の講座の

開催、学習情報の提供等を行う。 

 

カ 廿日市市生涯学習フェスティバルの開催 

毎年11月の「文化の日」の前後に、生涯学習活動を実践する場と機会を提供し、

生涯学習がより多くの市民へ広がることをめざして、「生涯学習フェスティバル」

を開催する。 

 

キ はつかいちさくら賞の実施 

市民の生涯学習活動の奨励の一環として、教育、文化、スポーツ等の分野にお

いて、生涯学習の普及、推進等に貢献のあったものを表彰する。 

 

② 市民センター（公民館）活動の推進 

ア 生涯学習事業の充実 

本市は、生涯学習の振興における基本的視点を市民憲章に置き、毎年度１項目

ずつ目標を定め、市民の生涯学習活動の推進による市民憲章の具現化を図ってい

る。 

今後とも、市民一人一人の生涯学習活動の支援に取り組み、具体的な実践項目

の指標化に努める。 

今年度は「責任を重んじ、力をあわせ住みよいまちをつくります」を具現化の目標とし、

現代的課題（福祉、家庭教育、健康、職業、情報化、人権、青少年育成など）に対応する

主催事業の実施を中心に、具現化を図っていく。 

各地域の市民センター（公民館）は、生涯学習の実践の場としてはもとより、

地域活動の拠点及び身近な公共施設として、地域との連携を深めながら運営して

いる。 
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公民館企画運営委員会を設置して、市民センター（公民館）運営への市民参画

を図るほか、多様な主体による地域活動を支える施設として、利用促進の取り組

みを行い、より多くの市民の学習活動を支援し、地域の実態と課題を反映した事

業を充実させる。 

 

イ 市民センター（公民館）と地域コミュニティとの連携促進 

これまでの生涯学習活動の成果を、地域課題解決に向けた地域活動へ展開させ、

社会教育施設としての公民館に地域協働の拠点機能を加えることを目的に、平成

２０年度から公民館業務を自治振興部において補助執行している。 

市民センター（公民館）は各支所と連携し、市民のコミュニティ活動の推進の

ため、地域課題の把握に努めるとともに、地域の自治活動を積極的に支援し、活

性化を図っていく。 

併せて、生涯学習事業において実施した成果を地域に還元する機会を積極的に提供し、

地域活性・世代間交流の促進や地域課題の解決を図っていく。 

また、公民館業務の地域コミュニティとの協働についても引き続き検討を行っていく。 

 

ウ 様々な主体との連携 

平和教育推進事業（平和の祭典）やクラブ代表者研修会等の公民館連合会事業

を各市民センター（公民館）が連携して実施することにより、全市を対象に生涯

学習事業を紹介する機会を設けていく。 

各市民センター（公民館）の事業実施にあたっては、学校、町内会、コミュニ

ティ、地域団体、ＮＰＯ等関係諸団体、市の関係各課との連携を図り、幅広い視

野からの事業展開を行っていく。 

 

エ 学習活動を支援する体制整備 

館の広報紙、ホームページによる学習情報の提供体制を充実させるとともに、

職員研修、窓口相談等により学習相談体制の充実を図る。 

 

③ 青少年の健全育成 

ア 体験活動の提供 

青少年の生活に体験活動を根付かせるため、多様な体験活動の情報を市内外を

問わず収集し、その提供に努める。 

 

イ 情報メディア環境の整備 

近年、情報メディアを悪用した事件に巻き込まれる青少年が増えていることか

ら、青少年の有害情報からの保護に努める。 

 

ウ 青少年育成団体の支援 

地域が青少年の育成に対し、積極的にかかわっていくという機運を醸成すると

ともに、地域が継続して青少年の育成に取り組むことができるよう、青少年育成

団体の支援に努める。 
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エ 成人式の開催 

新成人を祝い、励ますことを目的として、毎年１月の「成人の日」に、成人式

を開催する。 

この実施に当たっては、市民による実行委員会の設置やボランティアスタッフ

の参加など、市民参画による式典の開催を図る。 

 

オ 青少年の健全育成のための立入調査 

青少年を取り巻く社会環境を整備し、青少年にとって有害と思われる環境から

守るため、広島県青少年健全育成条例（昭和５４年広島県条例第２号）に基づき、

図書取扱店、がん具刃物類等取扱店、ビデオ取扱店等の立入調査を行う。 

 

カ 学校、家庭及び地域の連携の推進 

平成１８年度に市民と協働で整備したはつかいち青少年多目的広場（スケート

ボード場）を市民自らが継続的に運営できるよう支援し、ＰＴＡを軸とした家庭、

地域の連携の活性化が期待される事業の推進を図る。 

さらに地域の教育力を背景に発足した安心・安全な子どもの居場所づくりとし

て「放課後はつかいち寺子屋塾」の定着と他校区での新設を支援する。 

また、地域による学校支援ボランティア活動を推進するための体制づくり（学

校支援地域本部事業）に取り組む。 

 

キ 地域協働の推進 

小規模校の子どもたちの人間性と社会性を育成支援するために、学校、家庭及

び地域が連携して、「チャレンジ学校づくり支援事業」を実施し、地域の教育力

の向上と魅力ある学校づくりを推進する。 

 

④ 芸術文化の振興と普及 

ア 市内芸術文化団体の発表、活動の推進 

廿日市市美術展（市美展）、移動文化教室、けんみん文化祭などを開催し、ま

た廿日市市文化協会の支援を行い、市民文化の振興を図る。 

        

イ  芸術文化に触れる機会の提供  

市民憲章に掲げる「文化の香り高いまち」の実現のため、文化ホール（さくら

ぴあ・さいきホール）、美術ギャラリーなど市内文化施設を生かした事業を行い、

財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業団の支援を行うことにより、市民が優れ

た芸術文化に触れる機会を増やし、多くの選択肢と多様性をもった環境の整備を

進めていく。 
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⑤ 文化遺産の継承と活用 

   ア 文化財の保存と活用 

     世界文化遺産「厳島神社」をはじめとする国宝、重要文化財を人類共通の財産

として保護・継承することは言うまでもなく、市内各地域の歴史と伝統に培われ

た文化財を将来に継承するとともに広く市民の活用に供し、地域の新たな文化創

造に向けて取り組む。 

 

 イ 埋蔵文化財の保護・活用と開発の調整 

     特別史跡及び特別名勝厳島の現状変更に伴う埋蔵文化財の確認及び市域内の開

発に伴う確認作業を迅速に行うとともに、埋蔵文化財保存保護意識の涵養に努め

る。 

  

ウ 歴史民俗資料館の管理運営 

   佐伯・吉和・宮島の資料館の管理運営を行い、各地域に伝承・保存された文書

等を将来に継承できるよう適切な措置を図る。 

 

 エ 民俗芸能伝承館の管理運営 

   民俗芸能伝承館を管理運営し、民俗芸能の伝承を図る。 

 

オ 伝統的建造物群保存地区制度の導入 

平成１７年度から２カ年実施した伝統的建造物群保存対策調査事業の成果を

踏まえ、厳島神社の門前町としての文化財的価値を保存するため、廿日市市宮島

町に伝統的建造物群保存地区制度の導入に向けて取り組む。 

 

⑥ スポーツの振興 

ア スポーツ振興計画の進行管理 

市民のだれもが、生涯を通じてスポーツ・レクリエーション活動に親しむこと

により、健康の増進や生きがいの創出につながるよう、計画的に活動機会の拡充

とスポーツ活動の促進を図るために策定した「廿日市市スポーツ振興計画」（平

成２１年度から３０年度までの１０カ年）の進行管理を行う。 

  

イ スポーツ推進体制の充実 

スポーツ関係団体及び関係部局との連携・協力を図る。 

廿日市市スポーツセンター、佐伯総合スポーツ公園、大野体育館及び社会体育

施設の管理運営や公立学校開放事業の支援を図る。 

 

ウ スポーツの生活化の推進 

スポーツイベントの開催及び支援、総合型地域スポーツクラブの活動支援、ス

ポーツ指導者の育成、広報活動の充実を図る。 

     また、子どものスポーツ振興事業を実施し、スポーツを通じて子どもの健全育

成を図る。 
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エ 競技スポーツの推進 

スポーツ団体の強化育成を図る。 

 

⑦ 図書館活動の推進 

ア 図書館利用の促進 

利用者数と貸出冊数の増加                        

(ｱ) 休館日の減少 

特別整理期間の業務効率化を推進し、休館日の減少に努める。 

(ｲ) 図書館資料の魅力ある展示を行い、利用者の来館を促進し､読書環境を充実

させる。 

                               

イ 子どもの読書環境の充実 

(ｱ) 絵本の増加 

絵本を充実し、魅力ある図書館資料により子どもたちが本に親しむ環境整

備を行う。 

(ｲ) 子ども対象事業の開催 

おはなし会、ストーリーテリングのおはなし会、図書館まつり、子どもと

本の講座、折紙講座など子ども対象事業を充実することにより、子どもの図

書館利用を促進する。 

(ｳ) 関係各課との連携 

健康推進課が実施しているブックスタート事業において、ブックスタート

ボランティアを育成し、乳児に対する読書サービスの充実を図る。 

また、子育て支援センターに絵本を団体貸出し、あいプラザプレイルーム

利用者が利用することにより、乳幼児の読書推進及び図書館の利用促進を図

る。 

併せてボランティアによる「あいプラザプレイルームでの読み聞かせ（対

面）」（年６回）にも活用する。 
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≪施策体系図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aiue オ 

 

 

 

 

 

 

 

  家庭     地域     学校 

学習した成果を生かす地域づくり 

生涯学習・社会教育の推進 

・多様な学習機会の提供 

・再チャレンジが可能な環境の整備 

・学習成果を生かす機会の充実 

など 

市民センター（公民館）活

動の推進 

・生涯学習事業の充実 

・市民センター（公民館）と地域コ

ミュニティとの連携促進 

・様々な主体との連携 など 

青少年の健全育成 
・体験活動の提供 

・青少年育成団体の支援  

・地域協働の推進 

  チャレンジ学校づくり支援事

業の実施、学校支援地域本部の

設置 

など 

芸術文化の振興と普及 

・市内芸術文化団体の発表、活動の

推進 

・芸術文化に触れる機会の提供 

文化遺産の継承と活用 

・文化財の保存と活用 

・埋蔵文化財の保護・活用と開発

の調整 

・伝統的建造物群保存地区制度の

導入 など 

スポーツの振興 

・スポーツ振興計画の進行管理 

・スポーツ推進体制の充実 

・スポーツの生活化の推進 など 

 

図書館活動の推進 

・図書館利用の促進 

・子どもの読書環境の充実 など 

信 頼 協 働 

地域課題の解決 

 

 

地域の 
教育力の向上 

 
 
 
いつでも、 
 どこでも、 
  だれでも、 

学べる 
環境づくり 

連携・ネットワークの構築 


