
大漁雛豊之攀貯

六分市教育委員会

生涯学習課

平成 20年 4月

生きがいのある人生を創造 し、心豊かで活力の

ある地域づくりを推進する生涯学習



大分市総合計画

大分市のまちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、市政運営の基本指針 として定

める計画。総合計画は最上位計画である。 (基本構想と基本計画がある)

大分市がめざすまちの姿 (都市像) ともに築 く 希望あふれる 元気都市

大分市教育 ビジョン 平成 20年度～平成 28年度

大分市の総合計画の基本的な政策を実現するため、社会の変化を的確に見据えながら

実効性のある教育改革を計画的 。体系的に進め、新しい時代にふさわしい教育行政の方

向や施策を明らかにしたもの

生涯学習課における基本的な方向

○市民一人ひとりの生涯を通した学習活動の支援

○市民の学習成果を生かした生涯学習社会の実現

○地域全体で子どもたちをはぐくむ仕組みづくり

I.平成 20年度 生涯学習課 基本方針

市民一人ひとりが、充実した人生を創造することができるよう生涯学習の支援体制を

整備するとともに、地域コミュニティや地域活動の拠点となる社会教育施設などで、地

域に根ざした学習活動を通じて、心のふれあう家庭・地域づくりをめざします。

Ⅱ.平成 20年度の重点項目

① 生涯学習支援体制の充実

② 学習情報提供活動の充実

③ 学習機会や内容の充実

④ 地域活動の充実

⑤ 人権 。同和教育の推進

(1)生涯学習の振興 (生涯学習を支えるための基盤の整備 )

① 生涯学習の振興を図るため生涯学習支援体制の強化

ア.生涯学習推進組織の整備 (庁内や大学、NPOな どとの連携の推進)

イ.学社連携の推進 (推進担当者研修会や教職員対象の生涯学習基礎講座 )

ウ.校区公民館図書配送の拡充 (20年 4月 より)

工.地区公民館長公募制の導入 (20年 5月 より)

オ.「豊の都市ひとづくり委員会」の取組 (20年 8月 より)      別紙
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② 学習情報提供活動の充実

ア.生涯学習情報「まなびのガイド」の充実による市民への学習活動支援

イ。「動画配信システム」の整備充実による情報提供

(2)社会教育の推進

【少年教育】

① 子どもの居場所づくりの推進

ア.地域子ども活動支援事業の充実 (放課後子どもプランを視野に入れて)

イ.子ども会活動の支援「子ども会ジュニアリーダー育成事業」の充実 (2年 目)

ウ。「体験 :楽習・すこやか講座」の充実

②「大分市子どもの読書推進計画」に沿つた読書活動の推進 (3年 目)

【家庭教育】

① すべての保護者に対するきめ細やかな家庭教育支援

子どもの発達段階に応じた事業展開
。大分市家庭教育推進協議会との連携事業

② 親育ての新規事業

「子育て “夢"広場J

"子ども会への活動支援を通して親同士の交流

・体験活動の指導者及び子育てサポーターリーダーの活用

【人権・同和教育】

① 人権が尊重される心豊かな地域づくりをめざす人権・同和教育の推進

ア.「おおいた人権フェスティバル 2008」 の充実

イ.人権 。同和問題専門講座の拡充

(佐賀関 。坂ノ市 。大南 。大在公民館にて開催)

【地域づくり】

① 市民との協働を基調とした活力ある地域づくりの推進

ア.「地域力向上推進事業」(3年 目)の充実

イ.「豊の都市ホリデープラン推進事業」の充実

ウ.ふるさとづくり運動の充実 (国体に向けて)

工。「大分市生涯学習指導者登録制度」の充実  (指導者の人材活用)

② 社会教育での成果を地域づくリヘ

ア.「豊の都市まなび直し講座」の取組

(学び直しや新たな学びへの挑戦)
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事業名 :豊の都市ひとづ くり委員会

(ネ クスト大分構想 市民力で築く教育文化政策)

19年度検討委員会を設置 し、委員会のあ り方や考え方 を検討

大分の未 来 を担 う心豊かで健やかな児童・ 生徒 を中心 とした子 どもた ちを育

成す るために、地域 での支援・協力体制や教育活動等 について助言・ 提言する

委員会。

委員会の構成 :地域で子育て 。健全育成 な ど、実際に携わ って きた人や公募に

よる一般 市民 (2名 以内)を 中心 とした外部委員で構成 (15名 程度)

6月 15日 号市報掲載 6月 30日 締め切り 1名 の応募あり

実施期間 :平成 20年 度～ 25年 度

予  算 :234万 5千 円 (20年度 )

内訳 :委員会報償費 395,000 需要費 チ ラシ等 600,000 委託料 1,350,000

<20年 度計画 >
・ 20年 8月 よ り 12月 まで  3～ 4回 程度委員会の実施

。21年 1月 実施予定 第 1回  豊の都市ひ とづ くり推進大会

。幹事会 (庁内関係各課 10名 程度)の 開催 委員会 の前後に開催 予定

豊 の都市ひ とづ くり委.員 会で助言・提言いただ く内容 (案 )

1.推進大会 (21年 1月 実施予定)の 内容

(ひ とづ く り宣言 (市民向けのス ローガン)の 内容 な ど)

2.地 域 での市民協働 に よる 「ひ とづ くり」推進体制の整備

3.地 域 での各家庭、地域住 民等への 「ひ とづ くり」に関す る情報提供

4.地 域 で子 どもたちを見守 り育てる施策の展開

5.不 登校・ 引きこもり・ い じめに直面す る子 どもや保護者 を支 えるボ ラン

テ ィア養成事業の実施

◎ 21年 以降は、上記の助言・提言の内容 を事業化 してい く

<事業効果 >

家庭 、学校 、地域住民の連携協力 (地域 コ ミュニテ ィ)に よ り、次代 を担 う

子 どもたちを見守 り。育てるための活動 を広 げてい くことで、思いや りや 自律・

自制の心 を育み、地域 を誇 りにそ して、大切 に思 うおおいたつ子が育成 され る。

また、広 く市 民に呼びかけることで、親 自身のあ り方 について考 え直す機会

とした り、地域 コ ミュニテ ィの構築が図 られ る。
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事 業 名 :親育 ち応 援 事 業  「子 育 て “夢 "広 場 」

新規 生涯学習課事業  (家庭教育事業の一環 )

市内の子 ども会に、文化教室や軽スポーツ等の体験活動の指導者 と子育てサポ

ーター リーダーを派遣することで、子ども会活動の活性化 とそこに集 う子育て

中の親たちの悩みや相談、情報交換 を行 う事業。

実施期間 :平成 20年 6月 ～ 21年 3月 (実施団体の活動 日)

実施場所 :各子 ども会の活動場所

対  象 :市内の子 ども会 18団 体

予算 :100万
内訳 :①体験活動の指導者

l団体上限 50,000円              9o万
②子育てサポーター リーダー

1回  1,000円  (100回 )          lo万
<計画 >

4月 下旬 小学校 (市 内全子 ども会)に募集要項を配布

6月 17日  広報 (合 同新聞掲載 )

6月 27日  希望団体への説明会

7月 ～   説明会後 より随時募集 事業開始

<事業効果 >

子 ども会活動の活性化 と地域で孤立 しがちな保護者が、魅力ある子 ども会百

動に参加することで情報交換 し、 自らのあり方を見つめなお した りす ることが

期待できるとともに、よき理解者や相談者を得て、心の安定を図 ることができ

る。
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事業名 :豊の都市まなび直し講座

(ネ クス ト大分構想 市民力で築く教育文化政策 )

団塊の世代を中心とした高齢者から壮年者 (概ね 30歳以上)までを対象に、

大学や企業 。NPO等の専門性のある機関や団体と連携 して、今まで忙 しくて取

り組めなかった知識や技術を学び、知性を磨き、かお り高い教養を身につける

ことで、ボランティア活動や地域活動に生かせるような講座。

実施期間 :平成 20年 9月 ～21年 3月

実施場所 :コ ンパルホールを中心としたまちなか

講座内容 :

①学術 。芸術コース (イ ンターネットを介した情報発信講座 )

<定員各 30名 >  県立芸術文化短期大学

(大分学 。大分楽)

日本文理大学

②まちづくリコース (私たちにできる「地域づくり活動」講座 )

<定員各 30名 >  大分大学

(ふるさと大分のまち案内基礎講座)

NPO(総合学習研究所)*観光課

③社会参カロコース  (自 然に親 しみ環境を見つめるための子どもの指導者入門)

<定員 30名 >  岬 0(緑の工房ななぐらす)*環境対策課

(こ れからの人生を楽しく過ごすための有機農業講座 )

<定員 25名 >  NPO(こ ころの大地)*農政課

対象 :市民 (団塊の世代を中心とした成人)各講座概ね 30名

予算 :200万 円

<計画>
① 7月 6日  団塊の世代対象の講演会での広報

② 7月 中   自治会へのチラシ回覧

③ 8月 中   各講座の募集開始

④ 9月 ～   各校座随時開講

く事業効果>
団塊の世代を中心に、大学や企業 。NPO等 専門性のある機関や団体と連携

して今までや り残 してきた学習をさらに深めたり、再チャレンジした りするこ

とで知識や技術を学び、かお り高い教養を身につけ、地域活動等に生かせる講

座であるため、個人の生きがいづくりと地域社会への貢献が図られる。
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地区公民館の市長部局への移管について

1.目 的

地区公民館を補助執行により市長部局 (市民部)に移管し、地区公民館が持つ住民の

地域活動の支援機能と市民部の地域まちづくりの支援機能を有機的に結合・連携するこ

とにより、住民と行政がパー トナTと して、連携 r協力しながら、地域の様々な課題に

取組む市民協働のまちづくりを一層推進していく。

①公民館の持つ、ネットワークを活用することで、地域コミュニティの再生をより効
果的に取組める。

②地域づくりのための住民の社会参加活動をより促進できる。
③教育委員会と市長部局がそれぞれ、同じような事業を一本化することによって、よ

り効果的に実施できる。などのメリットがある。

2.地区公民館の事業に係る統括部署

市民都市民協働推進課

3.地区公民館の組織体制、事業

・基本的に、現行どおりの人員配置
・現行の公民館事業に市民協働のまちづくり事業が加わる。
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学校教育 と社 会教育 の連携に関す る方 針等 につ いて

学校教育と社会教育の連携の必要性、重要性については、大分市教育委員会

としても十分認識 しており、次のような事業を実施 している。

○平成 17年度に全学校に 1名の生涯学習推進担当者を設置。

○目的

学校で児童・生徒の健全育成を図るに当たり、「見守 リボランティア」「校外

学習の支援」等、家庭、地域との連携の必要性は年々高まっている。このよう

な家庭、地域との連絡調整を行う生涯学習推進担当者の配置を行う。

生涯学習推進担当者の役割としては、地域の老人施設訪間やキヤリア教育の

業者紹介、地域の方々と一緒の遊び集会、読み聞かせ等、学年行事、学校行事を

実施する場合、学校毎に作成している人材バンクから、必要な人材選び、連絡調

整を行う。

○主な業務内容

・地域の教育機関、施設との連絡

・地域の各種団体との連絡調整

・地域のニーズの把握

・地域の人材バンク作成

○生涯学習推進担当者研修会を年 3回実施。

○地区生涯学習推進担当者連絡会を実施  (キ ろ口澪≒Aヽ

地区公民館で、各校の生涯学習推進担当者と公民館職員 (コ ーディネーター)

が連携の具体的な方法を協議する会。

今後、地区の各種団体と一緒に連絡会を実施することを検討中。
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公民館 ,図書館等社会教育施設の事業展開

【公民館】
1.少年教育事業 (小中学校及び高校生)

○ 土 。日曜日事業 (親子対象も含む)

5領域 (①体育・スポーツ ②科学 ③ものつくり ④読喜活動 ⑤食育

特に、④の読書活動は必須  (大分市子どもの読書活動推進計画 3年 目)

○ 地域子ども活動支援事業

子どもたちの身近な場所で、地域指導者による子どもの体験活動

61小学校区において各校区 1箇所以上を目標に 本年度は50箇所をめざす

○ 夏休み子ども教室

地域性のある教室 奉仕活動や自然体験活動の重視

○ 子ども会ジュニアリーダー育成事業 (2年 目)ノ 1ヽ学校高学年 。中学生

2.女性対象事

○ 女性教室 社会奉仕活動やボランティア活動をはじめ、再チャレンジ支援講座など、

個性 と能力を十分発揮できるように個人・団体の質の向上を図る

3.高齢者対象事業 (おおむね 60歳以上)

○ 高齢者の知識や経験を生かせるような教室・講座の創出

〇 世代間交流など高齢者のいきがいにつながる活躍の場の拡大

○ プ レイ リーダー養成講座やボランティア養成講座など、子ども活動支援に関する事

業展開

○ 健康づくりに関する事業展開

4_成人対象

○ 現代的課題解決に関する教室・講座の創出や地域づくりに関する事業

・環境教育や環境保全 (ごみ減量 リサイクル講座)に関する事業
。ボランティア講座やプレリーダー養成講座事業など活用を考えた事業企画 '
・社会の要請のための事業展開 (防災・防犯・環境・健康・福祉など)

○ 団塊の世代の方を中心とした多様な講座

○ 子ども会育成指導者研修会 スキルアップにつなげる

○ 生涯学習指導者研修会

・地区公民館エリア内の生涯学習指導者の研修会や交流により情報の共有化を図る
。指導者の活用を図るため情報の提供に努める
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5。 人権 。同様教

○ 暮らしの中の人権講座 年間を通して計画的 0継続的に実施

○ 人権 。同和問題専門講座 平成 21年度までに13地区公民館にて開設

*同和問題を中心とした専門講座の展開 (3～ 5回シリーズで同じ市民へ)

平成 18年度まで 植田 。南大分 。明治明野

平成 19年度まで 鶴崎 DGCC

平成20年度   佐賀関・坂ノ市・大南 じ大在

平成 21年度   西部 。南部 。中央・野津原

*人権 。同和教育課との連携事業

○ 地区公民館の年間重点課題 (20年度)

｀
鶴崎 。明治明野 (高齢者)、 大在・坂ノ市・佐賀関 (子 ども)、 大南・野津原 (女性)、

植田 。南大分・南部 (障がい者)、 中央 。西部・CCC(外 国人)

*同和問題については、すべてあ館で共通課題として取組む

*フ ェステバル会場 (大分西部・佐賀関) 講演会 (植田)

6.家庭教育事

○ 乳幼児家庭教育学級 相互のふれあいと子育ての視点からの学習

○ 家庭教育力の向上をめざした事業展開

保護者に対する学習機会と情報提供などきめ細やかな家庭教育学習支援

食育に関する事業展開 (「 食育」の大切さを促す)

○ 子育ての集い 各地区年 1回以上 子育てネットワークの構築

○ 家庭教育学級 リーダー研修会 各家庭教育学級の情報交換・交流会

幼月ヽ中学校の家庭教育学級の開設にむけて

○ 地域セミナー 自治会や社会教育関係団体・サークルヘ出前講座

○ 地区の社会教育関係団研修会 活性化に向けその支援
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図書館 等社 会教育施設 の事業展 開

【市民図書館】

1.平成 19年度の状況

蔵書数は、約 32万冊

11地区公民館と行政センターの図書室の蔵書数は、約 11万冊

市民図書館と 11地区公民館等と図書館ネットワークで結んでいる

利用者数は、約 62万人

貸出冊数は、約 76万冊

2.本年度の取組

○ 図書館システムのパージョンアップ及び校区公民館への図書配送の実施

○ 読み間かせ指導者養成講座の充実

○ 障がい者のための点字図書、CDブ ックの充実

【情報学習センター】

O iの 手 (ITボ ランティア)の養成と継続的支援 (公民館事業との連携 )

○ 生涯学習情報「まなびのガイ ド」の管理運営 (動画コンテンツの制作)

【エスペランサ・ コレジオ】

○ 学校情報の発信

○ 時代の変化に対応 したコース設定 。ニーズ調査

【関崎海星館】

〇・ 学校や公民館との連携及び子ども会やNPOな どとの連携事業

○ 悪天候時や閑散期、昼間の利用者拡大に向けての取組

○ 親子ふれあいづくりや自然観察会など魅力ある事業の創出

○ 地域セミナー 自治会や社会教育関係団体・サークルヘ出前講座

○ 地区の社会教育関係団研修会 活性化に向けての支援
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