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日光市生涯学習推進前期基本計画 

 

Ⅰ 生涯学習推進前期基本計画 

  生涯学習推進前期基本計画は、日光市生涯学習推進構想の実現を目指し、構想の

中の主要な事業について具体的に説明したものです。 

 

Ⅱ 前期基本計画の期間 

  平成２０年度から平成２３年度までの４年間を対象にします。 

 

Ⅲ 推進体制 

  行政サイドの生涯学習推進組織「生涯学習本部会議」「幹事会」「専門部会」及

び市民サイドの生涯学習推進組織「生涯学習推進協議会」を設置し、市民と行政が

協働で推進します。 

 

Ⅳ 施策の柱 

  １ 日光学の構築 

    ２ 生涯学習の中核をなす社会教育の充実 

  ３ 市民自治を育む生涯学習活動の推進 

  ４ 地域づくりのリーダーの育成 

  ５ 地域づくりの拠点としての公民館の充実 

  ６ 地域の教育力の充実 

  ７ 生涯学習推進体制の整備 

 

Ⅴ 評価 

  施策の柱の主なものに成果指標を設けて評価します。 
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１ 日光学の構築 
  日光市には、世界遺産をはじめとする史跡、国立公園に代表される豊かな自然環

境、そしてそこに生活する先人たちが築き上げてきた文化・生活があります。この

恵まれた環境を生かし、学習の視点を住んでいる地域に向け、日光の自然や、史跡、

文化、生活等を探求し、体系的にそれらのよさを位置づける「日光学」の確立を目

指します。 
  地域を知る活動の中で得た新たな発見・確認を通じて、地域が好きで地域を大切

にする市民、地域を考える市民、地域をよりよく変えていく市民の育成を目指しま

す。 

（１）日光の文化・自然・史跡等を生かした日光学の創成にむけた学習活動を展開し

ます。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇地域探求学「日光学セミナー」の開催 
 市内の史跡、自然環境、文化、観光、生活等について、総合的

に地域を探求する。 

・生涯学習課 
 （関係各課） 

◇地域の伝統文化の掘り起こし、調査の実施      〃 

◇「日光学」研究紀要の発行      〃 

◇わたしの日光学発表会の実施 
 地域のよさ、資源を生かした地域づくりの発表、交流の場の 
設置 

     〃 

◇地域づくり活動への支援 
  地域の資源を生かした取組への支援をします。 

     〃 

◇学校での地域学習 
  総合的な学習の時間を中心とした、地域に目を向けた学習の 
推進 

     〃 

【成果指標】 

指  標  名 現状値（H19） 目標値（H23） 参考目標値(H27) 

日光学講座・発表会 
延べ参加者数 

－ ５００ 人 ９００ 人 
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２ 生涯学習の中核をなす社会教育の充実 
  公民館や文化会館、図書館、歴史民俗資料館、美術館などの社会教育施設を中心

に、多様な学習活動が行われています。今後も、発達段階に応じた学習機会や情報

の提供・人材育成などを通して、市民の自主的な学習活動を支援していきます。 

（１）ライフステージに応じた多様な学習機会を提供します。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

【幼児期の主な学習施策】 
◇公民館、図書館、保健福祉センター等の社会教育施設での学習

機会の充実 
  ・読み聞かせ、紙芝居、人形劇等の時間の拡充 
 ・幼児向け出前講座の促進 
 ・ブックスタート事業の促進 
◇幼稚園・保育園との連携 

 
・生涯学習課 
・子育て支援課 
・公民館 
・図書館 

【青少年期の主な学習施策】 
◇青少年リーダー活動の充実 
 ・ジュニアリーダーの養成 
 ・青少年の社会参加促進 
  ・ボランティア活動への意識付け 
 
◇青少年育成関係団体への支援 
 ・子ども会活動への支援 
 
◇体験学習事業の実施 
 ・自然体験事業（日光子ども探検隊等）の実施 
 
◇文化・芸術に親しむ活動の促進 
 ・芸術教室の実施 
  ・伝承文化教室の実施 
 ・美術館移動教室の実施 
◇国際理解・国際交流教育の推進 
 ・中高生海外派遣 
 
◇「家庭の日」の推進 
 ・啓発活動 

 
・生涯学習課 
・公民館 
・図書館 
・美術館 
・生活安全課 
・市民活動支援 
 センター 
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主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇地域における子どもの居場所事業 
 
 
◇読書活動推進計画の推進 

・生涯学習課 
・公民館 
・図書館 

【成人期の主な学習施策】 
◇公民館を拠点とした学習機会の充実 
 ・生活課題解決のための学習 
 ・趣味・教養を高める教室 
 
◇日光について学習する「日光学」の機会提供 
 ・日光の生活・文化・環境についての学習機会の提供 

 
・生涯学習課 
・公民館 

【高齢期の主な学習施策】 
◇学習機会の充実 
 ・高齢者対象の講座・教室の開催 
  ・ニュースポーツ講座の開催 
 
◇地域における高齢者の居場所づくり 
 ・子どもの居場所づくりや高齢者福祉との連携 

 
・生涯学習課 
・公民館 
・スポーツ振興課 
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（２）現代的課題に対応できる学習活動を展開します。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇家庭教育支援の充実 
 ・家庭教育学級の実施 

 ・家庭教育講演会の実施 

・生涯学習課 
・公民館 

◇高齢者福祉に向けた高齢者向け生涯学習の充実・連携 ・生涯学習課 
・公民館 

・厚生福祉課 

・健康課 

◇家庭教育・学校教育・社会教育が連携した子どもの育成 ・生涯学習課 
・学校教育課 

・生活安全課 

◇人権教育の推進 
 ・人権教育指導者研修会の実施 

 ・人権標語、ポスター等、啓発活動の推進 

・生涯学習課 
・学校教育課 

・人権福祉課 

・公民館 

◇環境教育の推進 ・生涯学習課 
・学校教育課 

・生活安全課 

・公民館 

・環境課 

 

【成果指標】 

指 標 名 現状値(H19) 目標値(H23) 参考目標値(H27) 

ジュニアリーダー数     ４１ 人       ６０ 人        ８０ 人 

市民１人あたり 

   図書貸し出し数 

       （年 間） 

 

   ３．２８ 冊 
 

   ４．００ 冊 
 

   ４．６０ 冊 
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３ 市民自治を育む生涯学習活動の推進 
  地方分権や合併による行政改革等により、市民と行政の関係も変化してきていま

す。市民と協働で、個性豊かな地域社会づくりに取り組みます。 

（１）市民と行政が協働、あるいは市民が主体となる学習活動やイベント等を実施し

ます。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇生涯学習まちづくり実践事業の実施 
  ・市民と行政が協働で、生涯学習事業を企画・実践します。 

・生涯学習課 

◇市民団体等への支援 ・生涯学習課 
・生活安全課 

◇市民活動の情報提供・相談活動の充実 ・市民活動支援 
センター 
・生涯学習課 

（２）学習成果を生かした地域づくり活動ができる環境を整備します。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇市民講師による出前講座の拡充 ・公民館 

◇学校支援ボランティアの養成 ・生涯学習課 
・学校教育課 

◇地域課題の解決に向けた学習活動の支援 ・生涯学習課 
・公民館 

 
【成果指標】  

指 標 名 現状値(H19) 目標値(H23) 参考目標値(H27) 

市民学習団体数     ５３ 団体      ６０ 団体      ７０ 団体 
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４ 地域づくりのリーダーの育成 
  豊かな経験や、知識・技能をもつ市民の方々が、地域においての学習の中心にな

り活躍できる環境を整えます。 
  また、生涯学習市民団体間の情報交換や、指導者の交流を深めるなど、地域づく

りのネットワークの構築に努めます。 

（１）生涯学習を核とした地域づくりのリーダーを養成します。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇地域に関心を持ち、地域を考える人の養成 
  ・日光学セミナー 

・生涯学習課 
・公民館 

◇地域課題に対応するための学習機会の提供 ・生涯学習課 
・公民館 

◇地域づくりリーダーの交流支援 ・生涯学習課 
・公民館 

（２）地域の各種団体の活動を支援します。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇地域の各種団体への支援 ・公民館 
・生涯学習課 

◇生涯学習関係市民団体の交流促進 ・生涯学習課 
・公民館 

 
【成果指標】                                                                     

指 標 名 現状値(H19) 目標値(H23) 参考目標値(H27) 

指導者養成研修・講座 
（日光学セミナー等） 
      修了者数 

     
   １０７  人 

       
     １７０   人 

       
   ２３０  人 
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５ 地域づくりの拠点としての公民館の充実 
  身近な学習施設である公民館の機能充実に努め、人づくり・地域づくりの拠点と

しての公民館づくりに取り組みます。また、専門の公民館主事を配置し相談機能等

を充実させ、市民が集い学習しやすい公民館づくりをします。 

（１）地域の生涯学習活動を支援します。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇公民館での学習機会の拡充 
 ・市民学級、スポーツ講座の充実 

・公民館 
・生涯学習課 
・スポーツ振興課 

◇学習情報提供の充実 ・公民館 
・生涯学習課 

（２）地域のづくりに向けた学習活動を支援します。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇地域づくりのセンター機能整備 
 ・地域に根ざした学習、文化の発掘 
 ・地域課題解決のための講座開催 

・公民館 
・生涯学習課 

◇公民館専門職員による相談事業の実施 ・公民館 

（３）地域の伝統文化の継承を支援します。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇地域の伝統文化継承の支援 ・公民館 
・生涯学習課 

 
【成果指標】  

指 標 名 現状値(H19) 目標値(H23) 参考目標値(H27) 

公民館利用者数    147,000 人     170,000  人      190,000 人 
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６ 地域の教育力の充実 
  子どもの健全な成長のためには、家庭・学校・地域社会が、教育におけるそれぞ

れの役割と責任を自覚しながら、連携協力していくことが重要です。保護者・教職

員・地域の大人が力を合わせ、地域の子どもの健全育成や安全・安心の確保に関わ

り、地域ぐるみで子どもを育てる体制をつくります。 

（１）学校・家庭・地域が連携した活動を支援し、地域の教育力の向上を目指します。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇放課後子ども教室の実施 ・生涯学習課 

◇地域の子どもの居場所づくりの推進 ・生涯学習課 

◇地域安全安心ボランティアへの支援 ・学校教育課 
・生涯学習課 

◇学校支援ボランティアの養成 ・生涯学習課 

◇ＰＴＡ活動との連携 ・生涯学習課 
・学校教育課 

◇学社連携・融合推進事業の実施 ・生涯学習課 
・学校教育課 

◇読書活動推進計画の推進 ・図書館 
・生涯学習課 

（２）子どもを健全に育成するために関係地域団体等の活動を支援します。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇子ども会活動への支援 ・公民館 
・生涯学習課 

 
【成果指標】                                                                     

指 標 名 現状値(H19) 目標値(H23) 参考目標値(H27) 

安全・安心ボランティア

数 
 １，８２１ 人   １，８５０  人   １，９００ 人 
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７ 生涯学習推進体制の整備 
  市民の生涯学習活動が効果的に行われるよう、関係する行政部署が連携し、一体

となり取り組む支援体制をつくります。 

（１）行政関係部署との連携、市民との協働など、各関係機関とのネットワークを構

築した推進体制を整備します。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇生涯学習推進本部会議の設置 ・生涯学習課 

◇生涯学習推進構想・基本計画の推進 
 ・「健康にっこう２１計画」「スポーツ振興基本計画」等との

連携 

・生涯学習課 
 （関係各課） 

◇生涯学習関連施設との連携強化 ・生涯学習課 

◇生涯学習情報誌、ホームページ等を活用した情報提供活動の 

充実 
・生涯学習課 
・公民館 

◇国・県・他市町村との連携 ・生涯学習課 

◇生涯学習推進協議会の充実 ・生涯学習課 

◇生涯学習関連市民団体との連携・協働 ・生涯学習課 

（２）生涯学習の拠点としての社会教育施設の充実を図ります。 

主な施策・事業等の内容 関係部署 

◇公民館、図書館、文化会館、歴史民俗資料館、美術館等社会教

育施設における学習機会提供の充実 
・生涯学習課 
・公民館 
・図書館 
・文化会館 
・歴史民俗資料館 
・美術館 

 


