
第３期周南市生涯学習推進プラン実施計画

〔最終年次報告〕

資料３



実績値
（平成28年度）

実績値
（平成29年度）

実績値
（平成30年度）

実績値
（令和元年度）

評価 目標値
（令和元年度）

指標の説明等

20,000 年間延べ人数

（33,000） （下段：（　）内は当初設定目標値）

10,000 年間延べ人数

（13,000） （下段：（　）内は当初設定目標値）

400 （延べ利用者数は13,435人）

（400） （下段：（　）内は当初設定目標値）

実績値
（平成28年度）

実績値
（平成29年度）

実績値
（平成30年度）

実績値
（令和元年度）

評価 目標値
（令和元年度）

指標の説明等

⑷
「この１年間で、生涯学習に何らか取り組んだ」と回答した
人の割合

－ 70.0% （市民アンケート調査結果）

5,000

（5,000） （下段：（　）内は当初設定目標値）

2,000 年間延べ人数

（2,000） （下段：（　）内は当初設定目標値）

619,565 622,408 627,796 620,000 市立図書館５館の蔵書数

（681,616） （690,952） （699,717） （701,000） （駅前図書館を含んだ６館の蔵書数）

201,372 157,621 163,028 215,000 市立図書館５館の年間延べ人数

（228,798） （318,890） （293,381） （300,000） （駅前図書館を含んだ６館の人数）
※中央図書館が６か月間改修工事のため休館したことによる影響

実績値
（平成28年度）

実績値
（平成29年度）

実績値
（平成30年度）

実績値
（令和元年度）

評価 目標値
（令和元年度）

指標の説明等

⑼
「学習成果を地域づくりやまちづくり活動に生かしたい」と
回答した人の割合

－ 30.0% （市民アンケート調査結果）

14 全14中学校。地域学校協働活動推進員。

（10） （下段：（　）内は当初設定目標値）

実績値
（平成28年度）

実績値
（平成29年度）

実績値
（平成30年度）

実績値
（令和元年度）

評価 目標値
（令和元年度）

指標の説明等

400

（500） （下段：（　）内は当初設定目標値）

－ 年間延べ人数

（472,000）
（下段：（　）内は当初設定目標値）

　※稼働率調査の貸出区分集計に変更したため不整合

（注３）国・県の要領改正により「教育活動サポーター」を改称。

（注４）「社会教育施設」とは公民館及び公民館類似施設をさす。平成３０年度に公民館等を市長部局へ移管したが、引き続き社会教育行政に取り組んでいることから指標名及び対象とする施設は変更しない。

Ⅲ　無限の市民力を発揮する人づくり

18,320 15,985 △

⑽
「地域教育ネットワーク」（注２）における統括コーディネー
ターの配置数（人）

1412 14

⑺

「放課後子供教室」推進事業参加者数（人）

⑵

⑶

市イベント等への中学・高校生ボランティア参加者数（人）

18,553⑴

7,480

指標

Ⅳ　学びを通じた共創による地域づくり

指標

◎

第３期周南市生涯学習推進プラン　進捗管理

Ⅰ　多様な学びにふれる環境づくり

指標

Ⅱ　学びを支える体制づくり

指標

389 411

7,414

392

（注１）「第２次まちづくり総合計画　前期基本計画」では、「生涯学習センター主催講座」と記載。

⑻

市立図書館の図書資料数（冊）

市立図書館の利用者数（人）

614,104

⑹

205,710

△

○

⑸ メールマガジンの登録者数（件） 4,365 4,388 4,675 ○

しゅうなん出前トーク実施件数（回）

9,461

「放課後子供教室」推進事業の協働活動サポーター（注３）数
（人）

⑿ 社会教育施設（注４）利用者総数（人）

359 389

△1,4111,5101,089周南市学び・交流プラザ主催講座（注１）受講者数（人）

◎

△

389

893,324 867,353 768,624

○

◎

（注２）「地域教育ネットワーク」とは、学校・家庭・地域が連携して社会総がかりで子供達を見守る制度。周南市では「地域教育ネットワーク」として独自に実施してきたが、２７年度から、県が取り組む「やまぐち型地域連携教育」（コミュニティ・スクー
ルを中核とする）に移行した。なお、令和元年度から「統括コーディネーター」を社会教育法に定める「地域学校協働活動推進員」として委嘱して立場を明確化した。

⑾ 380

851,593

19,195

7,043

423

4,477

1,286

14

◎：達 成（１００％超） ○：一部達成（８０～９９％）
△：要検討（６０～７９％） ×：（６０％未満）

※
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Ⅰ　多様な学びにふれる環境づくり

Ⅰ-1　ライフステージに応じた学習機会の提供

①「子育て出前講座」の充実
「家庭教育支援チーム」が実施する「子
育て講座」の学習プログラムの充実を支
援する。

各家庭教育支援チームが、チームの実情にあわせ活動内容を見直しつ
つ、市内各地で家庭教育講座を開催する。
※講座開催数（16回）

市内の４つの家庭教育支援チームが、各活動拠点を中心に家庭教育講
座を開催した。
小学校の就学時健診時にグループワークを開催した。
※講座開催数（12回）
※グループワーク開催数（7回）

②家族に対する学習機会の提供
親だけでなく家族も対象として、子供を
取り巻く環境への理解を深め、子供との
関わりを考える学習機会を提供する。

各園及び各学校が、学校行事を活用した家庭教育講座を開催する。
※講座開催数（48回）

各園及び各学校が、学校行事を活用した家庭教育講座を開催した。
※講座開催数（30回）
※開催数にはグループワークの実施数も含む

③子育てをしながら学ぶことができる環境づ
くり

家庭教育に関する講座に参加しやすく
するために、開催時期・場所を検討し、
必要であればサロン型講座や託児サー
ビスも提供する。

各園及び各学校が、学校行事の機会を活用して講座を開催する。
家庭教育支援チームが、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対
する学習機会と情報提供を行う。
※講座等での託児サービス回数（16回）

各園及び各学校が参観日等の学校行事の機会（土曜日含む）を活用して
講座を開催した。
家庭教育支援チームが、主催講座を土曜日にも開催した。
※講座等での託児サービス回数（8回）

①「放課後子供教室」を通じた子供の体験活
動の推進

「放課後子供教室」の参加児童や開催
日数の増加を支援する。

引き続き、協働活動サポーターを対象とした情報交換会や研修会を開催
することにより、各教室におけるプログラム充実を図る。
※放課後子供教室数（33教室、20,000人）

協働活動サポーターを対象とした情報交換会や研修会を開催し、各教室
のプログラム充実を図った。
※放課後子供教室数（32教室、15,985人）

②「放課後子供教室アドバイザー」を活用し
た学習プログラムの充実

「放課後子供教室」における「アドバイ
ザー」を活用し、地域人材を発掘、育成
し、また様々なプログラムの開発も行う。

放課後子供教室コーディネーターを、活動実態にあわせて放課後子供教
室アドバイザーと改称し、各教室の活動支援を行う。
協働活動サポーターを対象としたスキルアップ研修会等を開催して人材
育成を図る。
各市民センターが、市民センター報を通じた呼びかけなど、放課後子供
教室のプログラムを支える新たな地域人材の発掘を行う。
※協働活動サポーター数（400人）
※放課後子供教室アドバイザー数（5人）

放課後子供教室アドバイザーが、各教室を訪問して協働活動サポーター
からの相談対応や他教室の取組紹介などの支援を行った。

※協働活動サポーター数（389人）
※放課後子供教室アドバイザー数（5人）

③大田原自然の家の方向性の検討
今後の方向性を、「周南市公共施設再
配置計画」に基づき検討する。

施設分類別計画に基づき、利用者の安心・安全を確保するため、令和元
年度末までに、移転先の検討、調整等を行う。
※年間利用者数（9,500人）

「大田原自然の家施設分類別計画」に基づき、移転先の検討を深めた。
計画の改定を行い、計画期間は令和２年度から令和６年度までとし、令
和3年度末を目途に方針決定することとした。
※年間利用者数（8,045人）

(1)家庭教育に関
する学習の充実

施策の名称 具体的な施策・事業 実施内容 令和元年度　具体的に行った業務令和元年度の目標、方針等

(2)子供の体験活
動の充実
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Ⅰ　多様な学びにふれる環境づくり

Ⅰ-1　ライフステージに応じた学習機会の提供

①ボランティア活動や体験活動の情報提供
と参加の促進

「周南市ボランティア活動ニュース」を発
行し、ボランティア活動や体験活動の情
報を提供する。

ボランティア活動への関心が高まるよう「ボランティア活動ニュース」の紙
面の充実に努める。

・中学校や高校等の生徒が取り組んだボランティア活動を紹介する「周南
市ボランティア活動ニュース」を作成し、中学校等へ配布した。
※年1回発行（4月）、発行部数（10,000部）
※掲載校数（中学校3校、高校2校）
・新たにボランティア活動証明書を発行することとした。

②地域でボランティア活動をする機会の充実
子供たちに参加可能なボランティア活動
の情報発信及び収集を行い、参加を促
進する。

既存の取組に加え、市民活動支援センターや市社会福祉協議会との情
報共有により、収集したボランティア活動情報の提供を進める。
※中学生のボランティア活動者延人数（7,500人）
※高校生のボランティア活動者延人数（2,500人）

学校運営協議会や市民センターを通じて、ボランティア活動の情報収集
及び発信を行い、地域行事等における活動機会を提供した。
※中学生のボランティア活動者延人数（5,747人）
※高校生のボランティア活動者延人数（1,667人）

③「少年の主張コンクール」の継続実施 「少年の主張コンクール」を実施する。

事業趣旨の周知により、作品の応募点数増を図る。
受賞作品を広くPRし、青少年健全育成への関心を高める。
※応募校数（小学校14校、中学校11校）
※応募総数（2,500作品）

各小中学校から、青少年健全育成をテーマとした作文・標語・文字デザイ
ン・4コマコミック作品を募り、作文の発表や表彰式を開催した。
大会終了後、新たに本庁、学び交流プラザ、熊毛・鹿野総合支所で展覧
会を開催した。
※応募校数（小学校9校、中学校7校）
※応募総数（1,689作品）

①成人の多様な学習ニーズに対応した学習
情報の提供

市内外の高等教育機関や市民活動団
体等の学習情報を提供する。

関係機関の学習情報を収集し、発信する。
※メールマガジンの登録者数（5,000人）
※情報紙発行回数（12回）

関係機関から学習情報を収集し、ウェブページや情報紙、メールマガジン
等を通じて発信した。
※メールマガジンの登録者数（4,675人）　月２回程度発信
※情報紙「ふぁいんど」発行回数（11回）

②ライフスタイルに合わせた学習環境づくり
多様化したライフスタイルに応じた学習
環境を提供するために、講座の開催日
時や場所について検討する。

現代社会における家庭のライフスタイルの多様化を踏まえ、講座内容及
び開催日程を設定する。

学び・交流プラザにおいて、子育て世代の家族での参加や、平日仕事を
持つ市民の参加を図るため、主催講座の一部を土曜日に開催した。

①社会の変化に対応するための学習支援

ライフステージに応じた現代的課題につ
いての学習機会を設定するとともに、
「しゅうなん出前トーク」の活用をＰＲす
る。

各市民センター等で開催する主催講座において、現代的課題に対応した
学習機会の提供を行う。

市民センターにおいて終活や防災など現代的課題に対応した講座を開催
したほか、消費者問題に関するテーマなどで「しゅうなん出前トーク」を活
用した。
※「しゅうなん出前トーク」メニュー（健康づくり、介護予防など）

②高齢者の生きがいづくりにつながる学習
機会の提供

高齢者に様々な学習機会を提供すると
ともに、地域参画、社会貢献の場など生
きがいづくりを支援する。

市民センターにおいて、高齢者を対象とする講座を開催するとともに、放
課後子供教室や学校運営協議会などで豊かな経験を持つ高齢者が参画
できる場を提供する。

市民センターにおいて、高齢者講座や学級を主催するほか、自主学習グ
ループによる学習活動を行った。
放課後子供教室に高齢者が参画した。

③地域づくり活動への参加を促す学習機会
の提供

地域づくり活動への参加を促す学習機
会を提供する。

地域づくり担当課等と連携を図り、高齢者による地域づくり活動につなが
る取組を進める。

各市民センターで、夢プランの策定や他地区の視察など、地域づくりへの
関心を高める取組を行った。

(5)高齢期におけ
る学習機会の提
供

令和元年度の目標、方針等施策の名称 具体的な施策・事業 実施内容

(4)成人期におけ
る多様な学習機
会の提供

(3)青少年の社会
参加の促進と健
全育成の意識啓
発

令和元年度　具体的に行った業務
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Ⅰ　多様な学びにふれる環境づくり

Ⅰ-2　周南市のことを学ぶ機会の充実

(1)地域文化にふ
れる機会の充実

①郷土の伝統文化にふれる機会の充実

身近にある祭りなどの伝統的行事、食
文化等、地域の伝統文化を継承する機
会を提供するとともに、地域の歴史や文
化について学び合い、教え合う活動を促
進する。

行政・学校・地域の各種団体が連携し、伝統文化の保存伝承に関わり、
地域住民が伝承活動に接する機会を提供する。

八代（ナベヅル）、須々万（盆踊り）、三丘（糸あやつり人形芝居）など、行
政・学校・地域が連携して郷土の伝統文化にふれる機会を作ることができ
た。市民センターが地域のまつり行事等の運営に関わり、地域の伝統行
事の支援を行った。

①周南市について幅広く学ぶ学習プログラ
ムの開発

周南市の自然、産業、観光資源など、郷
土の魅力について幅広く学ぶことができ
る学習プログラムを検討する。

周南市の歴史や文化、産業など、郷土の魅力について幅広く学ぶことが
できる機会を提供する。

「周南市歴史博士検定」を実施した。
※受検者数（70人。うち子ども29人）

②学習プログラムの成果を受講者が発信す
る機会の提供

学習プログラムの成果を受講者が発揮
し、周南市の魅力を発信できる体制づく
りを進める。

歴史博士検定合格者に対して、観光ボランティアガイドの会への参加な
ど、身につけたスキルを社会に還元する働きかけを継続する。

学びサポーター主催による講座を開催した。

Ⅰ-3　現代的課題に対応した学習機会の提供

(1)市政に対する
理解を深める機会
の充実

①「しゅうなん出前トーク」の活用促進
「しゅうなん出前トーク」の周知と学習プ
ログラムの充実を図り、利用促進を図
る。

メニューの追加を図るとともに、メニューを記載した一覧表の窓口への設
置、市ホームページや広報への掲載など、制度の周知を図る。
※開催件数（400件）
※全72講座

市政情報から、子育て支援、防災対策、健康づくり、介護予防、食育など
72講座を提供した。
※開催件数　392件（52講座）
※延利用者数　12,580人

①現代的課題解決講座の充実
現代的課題について、学習した成果が
まちづくりや地域づくりにつながるような
学習機会を提供する。

地域づくり担当課や地域団体と連携・協働し、学習内容を実践活動に繋
げる取組に努める。

市民センターにおいて、子どもを対象とした地域のイベントにつながる教
室を開催し、地域のイベントを身近に感じることができる機会を設けるな
ど、地域づくりへの関心を高める取組を行なった。

②ワークショップなど参加型の学習機会の提
供

地域住民をはじめ、地域の各種団体が
連携することの重要性を学び、地域課題
を主体的に解決できる力を身に付ける
ため、地域の実情やニーズに対応した
参加型の学習を取り入れる。

学校運営協議会等でグループワーク（熟議）を実施し、地域の課題解決
に努める。

地域協育ネット研修会等において、学校と地域の連携についてのグルー
プワーク（熟議）を実施した。

実施内容 令和元年度の目標、方針等

(2)現代的課題に
対応した学習機会
の充実

施策の名称 具体的な施策・事業 実施内容

(2)周南市のことを
学ぶ機会の充実

施策の名称 具体的な施策・事業

令和元年度の目標、方針等

令和元年度　具体的に行った業務

令和元年度　具体的に行った業務
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Ⅱ　学びを支える体制づくり

Ⅱ-1　生涯学習センター機能の充実

①生涯学習活動の啓発
生涯学習活動の成果の発表等を行うこ
とで生涯学習にふれる機会を創出する。

学び・交流プラザや市民センター等で、学習成果の発表及び展示の場を
設け、生涯学習に触れる機会を創出する。

市民センター等において、市民が自主企画自主運営での発表会を開催し
た。
学び・交流プラザや市民センターにおいて、定期利用団体の作品をショー
ケースでの展示や成果物の掲示を行った。

②施設利用者を対象としたアンケート等の実
施

公民館等利用者にアンケート調査を実
施し、学習ニーズの把握に取り組む。

生涯学習活動に参加している人、参加していない人、双方のニーズを把
握できるようアンケート調査を実施する。

主催事業などでアンケート調査を実施し、参加者のニーズや講座に参加
したきっかけなどの情報を収集した。

③学習ニーズに対応した学習機会の提供
アンケート調査をもとに、学習ニーズを
掘り起こして、市民が求める学習機会を
提供する。

講座の開催にあたり、実施した講座受講者へのアンケート調査結果の反
映に努める。
※学び・交流プラザ主催講座受講者数（2,000人）

アンケート調査で収集した情報をもとに、講座の開催日時の設定にあたっ
て考慮した。
※学び・交流プラザ主催講座受講者数（1,411人）

①学習情報収集、発信システムの充実
情報紙やウエブページ、メールマガジン
を活用した情報発信の仕組みをより充
実させる。

さらなる関係機関からの学習情報の収集と情報発信に努めるとともに、
ウェブページの改良に努めるなど、学び・交流プラザの生涯学習センター
としての機能強化を図る。

関係機関から学習情報を収集し、ウェブページ、情報紙、メールマガジン
での情報発信を行った。

②各世代に対応した情報発信方法の検討
高齢者向けなど、各世代に対応した情
報発信の取組みを検討する。

生涯学習情報を効果的に発信するため、各世代に対する効果的な周知
に努める。
新たな情報伝達手段の活用を検討する。
※メールマガジンの登録者数（5,000人）
※情報紙発行回数（12回）
※設置場所数（78ケ所）

メールマガジンは、一般用・子ども用と対象者を分けて配信。
情報紙は、世代ごとにページを割振るほか、高齢者向けの健康づくり講
座や親子向けの体験講座など、各世代に対応した情報の発信を行った。
※メールマガジンの登録者数（4,675人）
※情報紙発行回数（11回　月1,500部）
※設置場所数（78ケ所）

③「生涯学習メニューブック（仮称）」の発行
市内外の学習情報を集積し体系化した
「生涯学習メニューブック（仮称）」を発行
する。

メニューブックの内容充実を図る。

学び・交流プラザ情報コーナーに、市内外の生涯学習情報をファイリング
した「生涯学習メニューブック」を設置した。
市内の情報を中心に抽出した冊子版「生涯学習メニューブック」を作成
し、市民センター・図書館・子育て支援センターなどの公共施設に配布す
るとともに、ウェブ上で公開した。
※閲覧用設置場所（56箇所）

(3)学習相談体制
の充実

①学習相談体制の充実
適切な情報提供ができるよう、学び・交
流プラザを中心に学習相談体制の充実
を図る。

市民の多様なニーズに対応できるよう、幅広く情報を収集し、相談体制の
充実に努める。

学び・交流プラザが、市民センター等での新たな自主学習グループの立
ち上げや、既存のグループへの参加希望、ボランティア登録の希望等の
相談を受け、対応した。
※相談件数（49件）

(1)学びの意欲、
意識の醸成

(2)生涯学習情報
の収集、発信の充
実

令和元年度の目標、方針等施策の名称 具体的な施策・事業 実施内容 令和元年度　具体的に行った業務
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Ⅱ　学びを支える体制づくり

Ⅱ-2　学びのネットワークづくりの推進

民間団体等との連携
①学びのネットワークを活用した事業の実施

「新しい公共」の視点を踏まえ、高等教
育機関やNPO等との連携を強化し、生
涯学習活動の活性化を図る。

市内学校や各種団体との連携に努める。
徳山高専（周南ロボコン）や、新南陽高校・徳山商工高校（夏休み子供教
室）など、地元の高校と協働したイベントや講座を実施した。

民間団体等との連携
②高等教育機関や社会教育専門機関との
連携強化

高等教育機関や社会教育専門機関との
連携強化する。

山口県立大学に加え、放送大学山口学習センターとの連携に努める。 山口県立大学との連携による講座を開催した。

庁内関係部局との連携強化
①周南市生涯学習推進本部による全庁的な
生涯学習の推進

生涯学習推進本部を積極的に活用す
る。

生涯学習推進プランの進捗状況等について報告を行い、庁内の情報共
有と意見集約を図る。
併せて次期教育大綱の策定と合わせ、生涯学習推進プランとしての要素
を組み込む検討に着手する。

個別計画「生涯学習推進プラン」を包含した総合計画「周南市教育振興
基本計画（教育大綱）」を策定した。（実施期間：令和２年度～令和６年
度）

庁内関係部局との連携強化
②庁内関係部局との連携による学習機会の
提供

施策の情報を一元的に収集し、連携、協
働して地域課題解決の学習機会を提供
する。

他課との連携を図り、幅広い学習機会の提供を図る。

健康づくり推進課（受託：食生活改善推進員協議会）と共催により、「料理
教室」を開催した。
地域づくり推進課（市民センター主事会）の開催した地域づくり講座「地域
の絆でつくる笑顔あふれる安心の故郷づくり」「地域資源を生かした広報
戦術を学び」に協力した。

①社会教育主事の計画的な育成 社会教育主事を育成する。
社会教育主事講習に職員を派遣し、社会教育の充実を図る。
※派遣数（1人）

社会教育主事講習に職員を派遣して、職員のスキルアップとともに、国立
教育政策研究所及び他市社会教育関係部署とのネットワークを構築し
た。
※派遣数（1人）

②社会教育に携わる職員に対する研修の充
実

人と人をつなげるために必要なコーディ
ネート能力の養成のため、研修を受けて
実践する機会を充実する。

社会教育に携わる職員が、県主催講座や庁内で実施される研修に継続
的に参加してスキルアップを図るほか、市民センターでの活動において研
修成果の実践を図る。

社会教育主事や生涯学習課職員が、県主催の専門講座に参加した。
市民センター主事が、県公民館連合会主催の研修や、市主催の学校・家
庭・地域の連携に関する研修に参加した。

Ⅱ-3　社会教育施設の整備・充実

(1)公民館等の整
備

①公民館等の計画的な整備、改修の実施

「周南市公共施設再配置計画」に基づ
き、「周南市公民館等施設整備計画」を
策定し、長寿命化を含め計画的な再配
置を進める。

長穂及び遠石市民センターの施設整備に着手するとともに、既存施設の
改修に取り組む。

新たな長穂及び遠石市民センターの施設整備に着手するとともに、既存
施設の修繕に取り組んだ。

①図書館の整備・充実

歴史・文化等の地域資料や多岐にわた
る資料の収集保存・情報提供の充実に
努め、ICTを活用した図書館サービスの
向上を図る。

資料の収集・保存、情報提供の充実に努めるとともに、展示や各種講座・
行事の開催、学校との連携などにより読書の普及啓発活動を推進する。

※５図書館の蔵書数　620,000冊
※５図書館の利用者数　215,000人

郷土資料をはじめ多岐にわたる図書資料の収集・保存並びに情報提供
の充実に努めるとともに、展示や各種講座の開催など、読書の普及啓発
活動を推進した。
子供の読書環境の整備を推進する、第三次周南市子供読書活動推進計
画を策定した。（計画期間　令和元年度～５年度）

②民間活力導入図書館の整備
（仮称）新徳山駅ビルに民間活力導入図
書館を整備する。

（完了） （完了）

(1)学びのネット
ワークづくりの推
進

実施内容

実施内容

(2)学びのネット
ワークを支援する
体制の整備

(2)図書館の整備・
充実

令和元年度の目標、方針等

令和元年度の目標、方針等

施策の名称 具体的な施策・事業

施策の名称 具体的な施策・事業

令和元年度　具体的に行った業務

令和元年度　具体的に行った業務
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Ⅲ　無限の市民力を発揮する人づくり

Ⅲ-1　学びの成果を発揮する人々への支援

①学びの成果を発表する機会の充実 学習成果の発表の場を一層充実する。 学習成果を発表する機会の提供をはじめとする支援の充実を図る。
センターまつりや地区の文化祭、放課後子供教室などにおいて、地域住
民が学習成果を発表することができた。

②発表する場の自主運営の支援
学習者が自主的に発表の場を企画、運
営する体制の構築を支援する。

学習成果を発表する機会の運営や創出について、学習者が参画できる
環境づくりを行うよう働きかける。

学び・交流プラザにおいて、利用団体による自主的な作品展示の運営を
実施した。
市民センターにおいて、文化祭等の行事の企画運営に、施設利用者がよ
り積極的に参画できるよう働きかけた。

①ボランティア情報の収集、提供体制の整
備

市民活動支援センターや周南市社会福
祉協議会のボランティアセンターと連携
し、情報収集、提供、相談体制を充実す
る。

引き続き、市民活動支援センターや周南市社会福祉協議会のボランティ
アセンターと情報共有を行い、ボランティア活動に関する相談を受ける体
制の充実に努める。

市民活動支援センターや周南市社会福祉協議会のボランティアセンター
と連携し、地域イベント等におけるボランティア活動の情報収集及び提供
を行った。

②生涯学習ボランティア養成講座の実施
③「学びサポーター」制度の整備

学び・交流プラザで、ボランティア養成講
座を実施し、館内展示や広報誌の発行
など、ボランティアとして活躍してもらう
「学びサポーター」制度を整備する。

「学びサポーター」の養成を進める。
※「学び・サポーター」数　60名

市民が生涯学習ボランティアとして活動することを想定した養成講座を開
催し、指導者として活動できる人材の育成を行った。
※「学びサポーター」数　68名

①「地域教育ネットワーク」による学習成果の
活用の推進

地域教育ネットワークを活用し、放課後
子供教室など学習の成果を発揮する場
づくりに取り組む。

市民センター職員が、地域コーディネーターや地域学校協働活動推進員
との連携を深め、地域学校協働活動の支援を行う。

市民センター職員が、地域コーディネーターや地域学校協働活動推進員
（統括コーディネーター）と連携し、市民センターで行う講座や把握する人
材の情報を共有する機会を提供し、地域学校協働活動を支援した。

②地域ボランティア人材バンク制度の推進
地域でボランティアに関心のある人材情
報を集めた地域ボランティア人材バンク
を構築する。

地域学校協働活動推進員（統括コーディネーター）と地域人材との交流の
場を設けるなど、地域における人材の開拓と組織化に努める。

地域学校協働活動推進員（統括コーディネーター）に対する研修を行うと
ともに、コーディネーターと学校、市民センター、さまざまな取組を行って
いる地域人材とのネットワークづくりに努めた。

施策の名称 具体的な施策・事業

(2)学習成果を活
用したボランティ
アの育成

(3)地域で学習成
果を発揮する人々
の支援

(1)学習成果を発
表する機会の充
実

実施内容 令和元年度の目標、方針等 令和元年度　具体的に行った業務
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Ⅲ　無限の市民力を発揮する人づくり

Ⅲ-2　まちを共につくる人の育成

①まちづくりに関わる人材の育成
まちづくりに参加、参画する人材を育成
する。

地域づくり担当課と連携し、まちづくりへのきっかけとなる講座の開催や、
市民活動支援センターと連携した人材の発掘・育成を進める。
やまぐち型地域連携教育を進めるため、統括コーディネーターを法に基
づく地域学校協働活動推進員として委嘱して位置づけ、活動しやすい環
境を整える。

地域づくり担当課と連携し、まちづくりへのきっかけとなる講座の開催や、
市民活動支援センターと連携した人材の発掘・育成に努めた。
やまぐち型地域連携教育を推進するため、統括コーディネーターを社会
教育法の規定に基づく地域学校協働活動推進員として委嘱を行い、活動
しやすい環境を整えた。

②まちづくりの新たな担い手の発掘、育成 若者によるまちづくり活動を支援する。

成人式実行委員会など、若者が主体的に企画運営する事業を実施する。
成人式については、若者の自主性を活かした行事内容を検討する。
※成人式実行委員数（20人）
※成人式の高校生ボランティア数（60人）
※大田原自然の家大学生ボランティア数（120人）

成人式の開催にあたり、若者から公募した実行委員が企画運営し、高校
生ボランティアが参画することによって実施した。
放課後子供教室の学習支援などに、高校生がボランティアとして参画し
た。
大田原自然の家において、各種プログラムの企画運営に、大学生ボラン
ティアが参画した。
※成人式実行委員数（12人）
※成人式の高校生ボランティア数（108人）
※大田原自然の家大学生ボランティア数（107人）

③学習活動を通じた地域人材の交流の促進
地域の多様な人材が共に学ぶ機会、交
流の場を充実する。

各種団体に対し、地域住民が共に学ぶ機会や交流の場を設定することを
働きかける。

地域協育ネット協議会、学校運営協議会、地域イベントにおける実行委
員会に加え、地域学校協働活動を推進するため、地域人材の交流する
機会を設けた。

①地域の学びを支援するコーディネーターの
発掘、育成

地域教育ネットワークを活用し、コーディ
ネーターを発掘・育成する。

地域学校協働活動推進員（統括コーディネーター）をはじめ、学校支援ボ
ランティアなどに対し、県主催講座等への参加を促してスキルアップを図
るとともに、県主催講座の周知による研修修了者を増やす。
※地域学校協働活動推進員（14人）

地域学校協働活動推進員（統括コーディネーター）をはじめ、学校支援ボ
ランティアなどに対し、県主催講座等への参加を促してスキルアップを
図った。
※Ｒ１県主催講座受講者（51人）

②コーディネーター同士の連携、協力体制の
構築

コーディネーターの研修会や情報交換
の場を提供する。

各コーディネーターを対象とする研修会や情報交換の場を提供する。
※地域学校協働活動推進員会議（研修等３回）

地域協育ネット合同研修会（推進員会議）を実施した。
放課後子供教室アドバイザーと協働活動サポーターとの研修会を実施し
た。
※地域協育ネット合同研修会（4/18、9/24、2/28）※2/28は新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため中止
※放課後子供教室アドバイザー及び協働活動サポーター研修（全体１
回、ブロック別2回）

Ⅲ-3　市民の自発的な活動の支援

①学習グループ・サークルの組織化及び運
営の支援

講座終了生などによる学習グループの
組織化を支援する。

講座修了生に対する働きかけを継続する。
学び・交流プラザや市民センターが、講座修了生に対し自主学習グルー
プとしての組織化を働きかけた。

②学びの継続を前提とした学習プログラム
の研究、開発

講座終了後に自主学習グループの組織
化を支援するプログラムを実施する。

新規の自主学習グループの組織化に向け、プログラムを提供する。
学びサポーターと企画した子育て応援講座「ママトーク」を実施した。
※実施回数（2回）。

(2)社会教育関係
団体の主体的活
動の支援

①社会教育関係団体に対する公益性評価と
主体的活動の支援

社会教育関係団体が主体的に活動する
ための事業運営等を支援する。

社会教育委員会議により団体の活動の公益性を評価するとともに、団体
に対して必要な支援を行う。

社会教育関係団体の主体性を尊重しつつ、補助金の交付と団体活動へ
の支援を行った。
（徳山ユネスコ協会、周南市連合婦人会、徳山花いっぱいの会、周南市Ｐ
ＴＡ連合会、周南市子ども会育成連絡協議会、孝女阿米顕彰会、徳山地
区ボーイスカウト育成会、徳山地区ガールスカウト団、周南市青少年育
成市民会議）

(1)自主学習グ
ループ・サークル
への支援

(1)まちづくりを担
う人材の育成

(2)地域の学びを
支援する人材の
育成

施策の名称 具体的な施策・事業

施策の名称 具体的な施策・事業 実施内容

実施内容

令和元年度の目標、方針等

令和元年度の目標、方針等

令和元年度　具体的に行った業務

令和元年度　具体的に行った業務
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Ⅳ　学びを通じた共創による地域づくり

Ⅳ-1　学校・家庭・地域の連携による教育コミュニティづくり

①「コミュニティ・スクール」への支援
②「地域教育ネットワーク」の拡充

コミュニティ・スクールと「地域教育ネット
ワーク」に対する支援を行う。

学校運営協議会に参画し、学校と地域の連携を図る。
地域教育ネット協議会に、市民センター職員や社会教育主事が参画する
機会を増やし、幼・小・中と地域の連携・協働を図る。

学校運営協議会や地域協育ネット協議会に、市民センター職員が委員と
して参画した。

③学校を地域ボランティアが支援する取組
みの推進

学校・家庭・地域の協議を通じ、地域人
材が学校を支援する取組みや、学校を
地域に開く取組みを進める。

引き続き「やまぐち型地域連携教育」として、様々な地域人材の学校運営
への参画や、学校のニーズを地域に伝える取組の充実に取組む。

「やまぐち型地域連携教育」の取組を進め、様々な地域人材と学校が情
報共有に努め、人材の活用を図った。

④学校施設の活用の推進
余裕教室等を「放課後児童クラブ」や「放
課後子供教室」で活用するなど、学校施
設を開放する取組みを推進する。

引き続き、学校と連携し学校内で「放課後子供教室」を実施する。
地域住民によるコミュニティルームに加え、地域学校協働活動推進員や
家庭教育支援チームの拠点としての活用について、学校との意見交換を
進める。

余裕教室を「児童クラブ」や「放課後子供教室」として活用した。
一部の学校が、地域住民が自由に利用できるコミュニティルームの設置
に取り組んでいる。

①地域における子育て支援者の発掘、育成
子育ての悩みを聞いたり家庭教育に関
するアドバイスを行う子育て支援者を発
掘、育成する。

家庭教育支援チーム員を対象とする研修会や、スキルアップ研修会を開
催する。
県主催の家庭教育アドバイザー講座等の受講促進を図り、講座修了者を
家庭教育支援チーム員に勧誘し、学習の成果を基に地域で活躍する人
材育成に努める。

家庭教育支援チーム員を対象とした研修会を開催した。
県主催の家庭教育アドバイザー講座やステップアップ講座の情報を提供
し、参加を促した。
※研修会参加者数（19人）

②「家庭教育支援チーム」の充実と自主運営
のサポート

「家庭教育支援チーム」の結成促進と、
地域の特性を生かした自主的な運営を
支援する。

市民に対する支援チームの知名度を高め、チーム員への勧誘やスキル
アップを図る研修など、活動が活発となるよう支援する。

現行５チームの運営を支援し、活動の幅を拡げていくことの助言支援を
行った。
※周陽中学校区家庭教育支援チーム（令和元年度新規設置）
※菊川中学校区は設置検討中（継続）

①放課後の子供たちの居場所づくりの推進
「放課後子供教室」を通じ、地域人材を
活用した地域の特色を活かした学習プ
ログラムの展開を図る。

協働活動サポーターによる放課後子供教室のプログラム充実に取組む。
放課後子供教室アドバイザーによる各教室への学習プログラムに対する
指導助言を行う。

※協働活動サポーター数（400人）

放課後子供教室のプログラム実施などを、協働活動サポーターが実施し
た。
放課後子供教室アドバイザーが、学習プログラム等について各教室に対
する指導助言を行った。
協働活動サポーターと児童クラブ職員の合同研修会を実施し、一体的な
取組みや連携について協議した。
※協働活動サポーター数（389人）
※研修参加者数（全体会１回、ブロック別2回、計132人）

②地域でのボランティア活動やキャリア教育
の推進

「地域教育ネットワーク」を活用し、地域
の中でボランティア活動や職場体験など
ができる環境を整備する。

地域の子供たちが、地域でのボランティア活動や職場体験に参加・参画
できる機会について、情報を収集・提供しするとともに、企画段階から子
供たちが主体的に関わるよう関係者へ働きかける。

地域の子供たちが、地域でのボランティア活動に参加できる機会につい
て情報を収集・提供した。
また、企画段階から子供たちが主体的に関わることができるよう、関係者
へ働きかけた。

③「地域教育ネットワーク」の推進を通じた地
域内の交流の促進

学校・家庭・地域の連携、協働を進め
て、住民同士の交流の場を提供する。

コミュニティ・スクールを核とした「やまぐち型地域連携教育」を推進し、学
校・家庭・地域の連携・協働を深める。

コミュニティ・スクールを核として、学校・家庭・地域の連携・協働を進める
ため、各種研修や交流の場を持つように努めた。

施策の名称 具体的な施策・事業 実施内容 令和元年度の目標、方針等

(1)家庭や地域の
力で学校を支える
仕組みの充実

(2)地域ぐるみの
家庭教育支援の
推進

(3)学校や子供を
核とした地域づく
り

令和元年度　具体的に行った業務
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Ⅳ　学びを通じた共創による地域づくり

Ⅳ-2　地域拠点としての公民館等の運営の推進

①自主的な学習活動の支援
地域の生涯学習の拠点施設として、自
主的な学習活動を支援する。

各市民センター等において、自主的な学習活動を支援するためのプログ
ラム作りを行うほか、学習グループの組織化の支援を行う。
※社会教育施設利用者総数（880,000人）

各市民センター等において、さまざまなグループが活動登録し、自主的な
学習活動に取り組んだ。
※Ｒ１年度末の自主学習グループ数（９７２グループ）
※社会教育施設利用者総数（768,624人）

②地域の学習情報収集、発信機能及び学習
相談の充実

公民館主事等のスキルアップに努め、
公民館報、公民館ウェブページ、学習相
談を充実する。

市民センター主事会での情報共有を図るとともに、生涯学習課及び学び・
交流プラザがスキルアップに繋がる情報の提供に努める。

市民センター主事会において、各施設の情報交換や研修受講者の報告
共有により、主事のスキルアップに努めた。
※主事会（4/12、5/20、7/25、10/10、12/13、3/5）

③他機関、団体等との連携
公民館職員のコーディネート能力を高
め、地域団体との連携による事業を実
施する。

県や他課や県が主催する研修を活用し、市民センター職員のコーディ
ネート能力の向上を図る。

県や他課が主催する研修を活用し、市民センター職員のコーディネート能
力の向上を図った。

④花いっぱい運動の推進 地域の花いっぱい運動を推進する。

地域の連帯感醸成や、明るく住みよい地域づくり活動につなげるよう花
いっぱい運動を継続する。
花いっぱい運動を支える育苗グループの活動を支援する。
※花壇コンクール応募数（24件）
※花づくり講習会数（7回）
※育苗グループへのヒアリング回数（9回）

各市民センター等の協力のもとで花いっぱい運動を継続し、花壇コンクー
ルを開催した。
育苗グループに対し、今後の活動にむけたヒアリングを行った。
※花壇コンクール応募数（26件）
※花づくり講習会数（6回）
※育苗グループへのヒアリング回数（9回）

①地域課題を解決するための学習機会の充
実

地域の課題解決に向けて、市民の課題
に対する関心や理解を深めるための学
習機会を提供する。

地域の課題解決に向け、市民の関心や理解を深めるための学習機会の
提供に努める。
※社会教育施設利用者総数（880,000人）

学び・交流プラザや各市民センターにおいて、地域の課題について関心
を高める講座を開催した。
地域づくり推進課（市民センター主事会）が、地域づくり講座を開催した。
※地域づくり講座回数（2/1新南陽、2/16櫛浜、2/29須々万　計109人）
※社会教育施設利用者総数（768,624人）

②地域課題の解決につなげる取組みの支援

様々な人や団体が効果的に連携できる
ようにコーディネートするなど、学びの成
果を共創の地域づくりに生かす取組みを
進める。

生涯学習活動と地域づくり活動を両輪として、地域の拠点としての運営に
取り組む。

市が進める各コミュニティでの夢プラン策定の機運醸成や計画の策定、
実践にあたり、市民センターが拠点として活動を行った。

具体的な施策・事業 実施内容

(1)生涯学習の拠
点としての公民館
等

(2)地域づくりの拠
点としての公民館
等

施策の名称 令和元年度の目標、方針等 令和元年度　具体的に行った業務
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