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 計画の策定について  

安中市社会教育推進計画（平成２４～３０年次）は、「生涯を通じて生きがいを持って暮らせ

るまちづくり」を基本目標の１つに掲げた安中市総合計画（平成２０～２９年次）における安中

市の将来像「豊かな自然と歴史に包まれて ひとが輝く やすらぎのまち」の実現に向けて策定

されました。この社会教育推進計画の策定から６年が経過しましたが、この間にも少子化や高齢

化の進行による人口の減少をはじめとして、社会や経済の状況は刻々と変化しています。特に、

人口減少時代における社会教育の推進は、今まで以上に事業予算や人員体制の削減の中で行われ

ることが予想されることから、事業の重点化、既存事業の見直し及びスクラップアンドビルドが

必要となります。一方、生涯学習社会を構築するためには、学習で得られた経験を地域に還元す

ることや、地域人材の育成や学びによって地域に活力を生む具体的な仕組みづくりを目指すこと

が必要です。 

 そのような中、「たくましく生きる力をはぐくむ～自ら学び、自ら考える力を～」を基本目標

に掲げて第２期群馬県教育振興基本計画（平成２６～３０年度）が策定され、平成３０年６月に

は、「自立」、「協働」、「創造」の３つの方向性を実現するための生涯学習社会の構築を目指すと

いう理念を引き継いだ、国の第３期教育振興基本計画（２０１８～２０２２年度）が策定（閣議

決定）されました。さらに安中市においても、平成２９年度に「生涯を通じて学び、人を育むま

ち」を基本目標の１つとし、「みんな元気で いきいき暮らせる 市民総働のまち あんなか」

を将来像に掲げた第２次安中市総合計画（２０１８～２０２６年度）が策定され、また現在の安

中市社会教育推進計画も平成３０年度で満了することから、第２次安中市総合計画における将来

像の実現に向けて、国や群馬県の教育振興基本計画に示された方向性や方針を踏まえながら新た

な計画を策定します。この計画に沿って、時代の変化に対応した社会教育推進のための環境の醸

成や生涯学習社会の構築を目指し、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めます。 

 なお、社会教育（推進）計画とは、教育基本法第１７条の教育振興基本計画と考えられます。 

 

 計画の期間  

 ２０１９～２０２３年度の５か年計画とします。 

 

 社会教育に関する本市の現状・評価・課題  

【生涯学習・社会教育】 

・本市には、２つの図書館、文化会館、文化センター、地区公民館、生涯学習センター、さ 

らに学習の森 ふるさと学習館など、さまざまな生涯学習・社会教育の拠点施設があり、多 

くの地域住民や市民活動団体などの学習・教育活動や交流の場として利用されています。 
 

・地区公民館は、社会教育法に基づき、地域における生涯学習・社会教育の拠点として、主

に旧安中市域に設置されています。生涯学習センターは、市民の自主的な活動及び交流の場

として、旧松井田町域に設置されています。 
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・市民ニーズや社会の状況を踏まえた魅力的な講座等の開催、交流・発表の機会充実が必要 

です。また、分かりやすい情報の発信・提供と、市民が利用しやすい円滑な施設の運営を進 

めるために、各施設間の連携強化と情報共有が必要です。 
 

・２つの図書館は、利用者数が減少傾向にありますが、その中で、インターネットによる予 

約やレファレンスサービス（調べものの相談）は年々増加しています。このような利用者の 

ニーズを捉えるとともに、時代の変化に対応した図書館の管理運営が必要です。 
 

・多くの施設では、建物や設備等の老朽化により維持管理費用が増え続けており、一部の施 

設では、安全性の確保が懸念されています。中長期的な視点に立った施設・設備の長寿命化 

計画の策定と、それに基づく計画的な維持管理が必要です。 
 

・社会教育関係団体の中には、活動自体が目的化しているものや、受動的な活動となってい

るものがあります。活動の必要性や重要性を再認識し、より自発的・主体的な活動となるよ

うな工夫が必要です。 
 

・人権尊重の知識と行動を身に付けることは、まちづくり全体の基礎となるたいへん重要な 

課題です。しかし、人権課題に対する市民の関心は高いとはいえません。また、人権講演会 

・映画会などの教育・啓発の機会への参加者は多いとはいえない状況となっています。多く

の市民に人権問題について関心を持っていただけるように、講演会、映画会の内容を工夫・

検討し、参加者の増加を図っていく必要があります。そして、人権問題を身近な問題として

捉えていただけるよう、さらなる人権教育の推進を図っていくことが重要です。 
 

・地域社会においては、依然として同和、障がい者、女性、高齢者などへの偏見や差別が存 

在しており、人権教育・啓発の効果的な方法や機会の検討・実施が必要です。 
 

・変化の激しい社会の中で、子どもたち等の間でのいじめやインターネット、また職場にお

ける人権侵害など、人権課題が複雑・多様化しています。誰もが人権侵害の被害者にも加害

者にもなりうることを踏まえ、継続的な人権教育・啓発の推進が必要です。 

 

【生涯スポーツ】 

・誰もが楽しめるスポーツとして、軽スポーツを中心に振興を図っていますが、大会等への 

参加者が少なく、魅力的な大会の開催や誘致を推進するとともに、大会等への参加促進と指 

導者の育成、スポーツを通じた健康増進や交流を図る意識の醸成が必要です。 
 

・市内の野球場、陸上競技場、テニスコートなどのスポーツ施設は老朽化が進行しており、 

使用への支障が生じることが懸念されています。使用状況を踏まえた長寿命化の検討と計画 

的な維持管理が必要です。 
 

・本市のスポーツ拠点である安中市スポーツセンターは、主に市内の学校や団体が利用して 

います。将来的な機能維持を図るためには、全国規模の各種大会、市外の学校やスポーツ団 

体の合宿等の誘致を推進するとともに、スポーツ交流の活性化とスポーツの振興、地域経済 

の活性化を見据えた施設内容の見直しが必要です。 
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・「安政遠足侍マラソン大会」は、全国的に認知され、平成２９（2017）年は県内外から 

1,660 人が参加しました。今後も継続的な大会運営を図るため、参加人数に応じた運営・人 

員体制の整備や市民、地域との連携の推進が必要です。 

 

【芸術・文化】 

・本市には、新島襄旧宅や旧安中藩武家長屋、五料の茶屋本陣などの文化財施設をはじめ、 

長い歴史の中で育まれ、大切に守られてきたさまざまな歴史的文化遺産があり、市民の誇り 

となっています。このような豊かな郷土の歴史や文化を学び、現代に活かし、次の世代に継 

承するとともに、より多くの人にまちの魅力として認知されるよう、安中市学習の森におけ 

る学習や企画・展示・公開の機会、情報発信等の活用を進めることが必要です。 
 

・文化財の保全と活用を進めるためには、文化財の状況に応じた適切な修繕・補修、火災や 

自然災害への十分な備えが必要ですが、それには膨大な経費が必要となることが多く、より 

計画的な事業の推進が必要となっています。 
 

・文化センターや文化会館では独自の事業を企画・実施し、市民が芸術や文化に接し、楽し 

み、学ぶ機会の充実に努めていますが、一部の施設では利用者数が減少していることから、 

より魅力的な催し物の企画・実施が必要です。 
 

・芸術・文化の活動や情報発信の拠点となる文化施設及び社会教育施設について、適正な維 

持管理により、長寿命化を図ることが必要です。 
 

・「あんなか市民フェスティバル」は、旧安中市で行われていた「市民展（芸能協会発表大 

会を含む）」と旧松井田町で行われていた「碓氷のつどい」を引き継いで実施するもので、 

毎年多くの市民が日頃の文化活動の成果を発表しています。今後は、来場者の増加に向けた

新たな方策を講じる必要があります。 
 

・市民による活動成果の発表や展示に利用できる施設として、文化センター、文化会館（小 

ホール、市民ギャラリー）、学習の森（市民ギャラリー）、旧碓氷郡役所があります。これ

らの施設の活用を促進するとともに、新たな施設等の整備について、市民ニーズの把握や芸

術・文化関係者等からの意見を幅広く聞くことに努めていく必要があります。また、旧安中

高等学校跡地をはじめとする既存の公共施設の利活用を含め、発表や展示スペースについて

考慮しながら方策を検討する必要があります。 
 

・市内の広い範囲でさまざまな埋蔵文化財が確認されています。近年では住宅地などの造成 

に伴う小規模な開発が増えており、状況に応じて適切な対応ができる埋蔵文化財調査の体制 

充実が必要となっています。また、小型の無人航空機（ドローン）を活用した写真測量など 

による現地調査の効率化の検討が必要です。 
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【社会教育関連施設における利用者人数の推移】 

課 施設区分 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

生

涯

学

習

課 

文化センター 72,137 73,401 68,101 73,819 60,772 62,356 63,546 

文化会館 松公 54,891 43,186 51,544 48,085 44,771 39,202 46,174 

公民館 8 111,735 97,906 103,551 99,189 103,165 91,134 88,007 

生涯学習ｾﾝﾀｰ 6 37,890 39,775 35,899 35,814 34,489 35,922 35,098 

安中図書館 40,133 39,635 23,938 35,163 36,645 36,029 33,776 

松井田図書館 31,787 29,444 29,267 23,756 22,485 22,764 21,033 

集会所  2,839 2,839 2,144 2,356 2,165 2,718 2,515 

文

化

財

保

護

課 

体験学習講座 2,476 2,301 1,601 1,246 1,454 1,167 1,027 

企画展 6,374 6,777 7,021 8,242 12,771 10,097 11,625 

生涯学習施設 13,924 17,981 19,499 21,737 22,925 19,870 20,809 

文化財施設 29,184 53,199 79,600 34,663 26,065 22,645 23,257 

体

育

課 

スポーツセンター 147,050 158,016 145,175 154,742 148,909 144,588 133,634 

グラウンド 166,954 196,102 192,291 176,842 171,275 186,850 198,246 

体育館  85,072 123,214 111,023 109,015 106,642 110,544 113,512 

総数 802,446 883,776 870,654 824,669 794,533 785,886 792,259 
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【事業別評価等】 

○社会教育振興事業 

社会教育委員からの主体的な発言により、市内に新たにできた九十九生涯学習センターの視 

察や、定期的な議題のほかに子ども食堂の紹介を取り入れるなど、会議の運営に工夫や変化が 

見られるとともに、それらの発言の中には事業に活かされたものも複数ありました。また、童 

謡フェスティバルは、10団体以上の出演と 200 名を超える入場者がありましたが、指導者の減 

少とともに出演団体の減少や固定化の傾向が見られました。 

計画通り社会教育委員会議が開催されて社会教育の推進が図られましたが、会議において多 

数の意見がありますとさらなる推進が得られますので、意見が述べやすい雰囲気づくりも大切 

です。 

社会教育関係団体の認定･支援及び情報提供が行われて社会教育活動が推進されました。 

市民に好まれる窓口対応のためのテクニック向上にも努める必要があります。 

 

○生涯学習推進事業 

乳幼児期から高齢期まで様々な学習活動・成果発表が行われました。市生涯学習推進協議会 

を核とした各地区委員会による公民館や生涯学習センターを拠点とした「地域文化祭」や「地 

区のつどい」等は多くの方の学習意欲の向上と交流の促進につながりました。現在、「地域文化 

祭」や「地区のつどい」等の情報については、市ホームページに掲載している各地区の「たよ 

り」で見ていただくことができます。今後もわかりやすい情報発信に努めます。青年期及び成 

人期勤労者の活動についてはあまり活発ではなかったため、曜日等を含め、開催時期や開催時 

間、また学習内容についても検討していく必要があります。 

 

○人権教育推進事業 

各地区での人権教育、PTA による人権教育、標語・ポスターなどの制作を通して、地域や学校 

での人権を尊重する社会を築こうとする意識が高められました。指導者の養成が課題となりま 

すが、市人権教育推進委員会を中心に人権問題に対する課題解決に向けて市全体が同じ意識の 

基、事業を進めていきます。 

 

○フェスティバル事業 

市民の間に浸透・定着してきているので、内容の充実を図りながら、市民交流・学習成果発 

表の場として継続していきます。 

スプリングフェスティバルについては、現在、市広報・ホームページ・ツイッターへの掲載、 

チラシ作成・配付などでお知らせしています。さらに多くの市民の方に周知し、来場していた 

だけるよう、新たにポスターの作成やチラシ配付先・配置箇所の検討、ホームページ内容や掲 

載箇所の検討等少しずつ改善・工夫をしていく必要があります。 

 

○青少年健全育成事業 

インターネットの適正利用に関する『おぜのかみさま』県民運動を推進するため、青少年育 

成推進員が市内各駅で行っていた啓発用ティッシュ配布の活動の範囲を広げて、各地区のお祭 
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り等でも行いました。また、青少年センターにおいては、補導員による下校指導や夜間パトロ 

ールを継続して、青少年の非行防止・安全確保を図るとともに、青少年相談については、電話 

や面接のほかにメールによる相談を始めたところ、年間数件のメール相談が寄せられました。 

成人式については、新成人スタッフによる運営を行い、５名程度の新成人がそれぞれの役割を 

主体的に行ったため、新鮮で円滑な成人式となりました。 

パトロールや街頭補導等の地道な活動は、青少年の安全安心のために効果をあげています。 

安中市青少年センターの指導員・補導員の活動及び関係団体との連携により健全育成が推進 

されました。 

体験活動を通じた社会貢献意識・意欲の育成により、青少年の健全な育成が図られました。 

 

○学習の森事業 

安中市のホームページ、ツイッター、インスタグラム、本庁舎正面玄関掲示板、広報などに 

よりＰＲ促進を図るとともに、時流に沿った企画展や歴史関連講座、主催講座（体験学習）を 

積極的に開催し、利用者の増加につなげることができました。また、参加者から高い評価を得 

ることができました。文化財については、パトロールなどによる監視と、修復などの管理を行 

い、その保護に努めてきました。また、国指定重要文化財の碓氷峠鉄道施設の追加指定や簗瀬 

二子塚古墳の国指定史跡に向け、意見具申を提出することができました。さらに、文化庁選定 

の歴史の道中山道碓氷峠越についても、国史跡を目指し、併せて堂峯番所、碓氷関所跡も国指 

定史跡を目指していきます。また、後継者不足が課題となっている伝統芸能の継承については、 

小学生の時期から大切にする心を養い、地域の行事を大切にし、後世につないでいこうとする 

心を育てていきます。 

 

○体育施設管理事業 

施設運営や施設・器具の点検を、利用者の協力を得て限られた予算内で課題を解決するよう 

努めてきました。今後も、点検・改修等を計画的に進めるとともに、地域の核となる総合型ス 

ポーツクラブの運営や安政遠足をはじめイベント、競技スポーツでの施設活用が円滑に行われ 

るよう、支援に取り組んでいきます。 

 

○スポーツ振興事業 

市内のスポーツ施設を幅広く提供し、多くの市民が利用しています。成人者対象の初心者教 

室や小学生対象のスポーツ大会・スポーツ教室を開催したり、スポーツ推進委員による軽スポ 

ーツの普及推進をはかることで、生涯にわたって運動に親しむ機会を提供し、大きな役割を果 

たしています。また、競技力向上では、中学生や高校生が関東・全国大会へ出場するなど優秀 

選手を輩出し、選手育成に成果を上げています。体育施設利用やスポーツ関連行事の情報提供 

は、広報誌やホームページ等を活用し、広く市民に周知していきます。 

 

○文化センター事業（文化会館・地区公民館・生涯学習センターを含む。） 

文化センターと文化会館、公民館と生涯学習センターが地域の枠を超えて、市民が利用した 

り学んだりしやすい環境づくりに努め、利用者の増加を目指してきました。自主グループが活 
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動継続されるように育成・支援を図りながら、住民の多様なニーズ、新しい企画内容に対応で 

きるよう取り組んでいきます。ホールのある施設での自主文化事業は、実施内容について幅広 

く情報を得て検討していくとともに、市民への周知広報について全年代層に対応した媒体方法 

を探っていきます。また、施設の老朽化対策が課題となっている中、長期保全計画に基づいた 

大規模改修を実施し、長寿命化を図り、より多くの市民が快適かつ安全に芸術文化に親しめる 

よう施設運営を目指します。 

 

○図書館事業 

市内 2つの図書館で協力・連携を図り、県内公立図書館との相互貸借・インターネットによ 

る資料情報など、多様なサービスを提供しています。併せて図書館内で、新刊本コーナー・季 

節やテーマ別の本コーナー等、様々な企画を展開する事により利用促進に努めています。図書 

館としての機能が十分に発揮できる図書の種類及び蔵書整備に努め、資料の充実を図ると共に、 

学習活動の援助、読み聞かせ団体との連携、ブックスタート事業の継続など、今後も、市民の 

図書館に対する理解と関心が高まるよう進めていきます。また、無料Ｗi-Fi が両館に導入され 

たことにより、１館が休館であっても他方の１館が開館していれば利用できるなど、利用者の 

利便性を向上させるよう努めてきました。今後は、利便性の向上とセキュリティの強化につい 

て、時世を踏まえながら検討していきます。 

 

○団体事業等 

旧安中市と旧松井田町の子ども会育成会が１つになり、新たな団体としてスタートしました。 

様々な課題を内包しながらも事業の統廃合や効果的な運営が進められています。ＰＴＡ連合会 

においては、ぐんまの家庭教育応援条例に基づく「親としての学び」活動を西部教育事務所と 

連携して実施するなど、家庭教育に力点をおいた活動が行われました。必要な人に活動に参加 

してもらうことが引き続いての課題です。婦人団体連絡協議会においては、会員数は減少した 

ものの、婚活支援事業が充実されました。 

安中市教育委員会事務局の関係各課において各種団体の事務局を担うことにより、活動が一 

層活発になっただけでなく、適切な事務管理と各団体の目的に沿った事業展開に助言・尽力し 

ています。 

 

○学校との連携 

  各公民館や生涯学習センターと学校との連携は進められてきています。校内のコーディネー 

ターと校外のコーディネートしてくれる方との連携がより一層深まれば、さらによい活動が期 

待できます。 

  各校の人材バンクは、学校のニーズに合致しないことが多く、現状では活用が図られていま 

せん。 

 

○その他 

社会教育･生涯学習のさらなる発展のための施策を望みます。一方で、文化センターと文化会 

館、安中市図書館と松井田図書館、スポーツセンターと西毛運動公園といった各２つの施設を 
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１人の係長が担当していますが、現状維持も大変な状況の中で各現場に目を配ることができる 

のか懸念しています。 

社会教育における評価は、学校教育における評価に比べて、社会教育そのものの内容が多岐 

にわたり、わかりにくいうえ、明確な評価基準もないので大変難しいです。 

現在の安中市の財政状況においては、当面の衣食住、福祉等の施策が優先されることはやむ 

を得ません。一方で、社会教育推進計画の内容も「明るい、心豊かな、健康なまちづくり」に 

欠かせないものと思います。その推進体制が弱体化されないよう望みます。 

 

 基本計画  

【 生涯学習・社会教育の充実 】 

  １ 方針 

    ☆ 市民と社会のニーズに即した各種講座の開催により、市民の自己啓発や自己実現、人 

と人とのつながりの深化を図ります。 
 

    ☆ 生涯学習・社会教育に関する情報の収集と効果的な発信・提供を推進します。 
 

    ☆ 新たな管理システムの導入により、特色ある図書館づくりと２つの図書館の連携の拡 

大・強化を推進します。 
 

    ☆ 施設や設備等の長寿命化計画を策定し、計画的な維持管理を推進します。 
 

    ☆ 人権についての正しい認識を醸成し、さまざまな人権課題への理解を深め、解決する 

ための啓発を推進します。 
 

    ☆ あらゆる機会を通して、子どもから大人まですべての市民への人権教育・啓発を推進 

します。 

  

  ２ 方向性 

    ☆ 市民と社会のニーズに即した魅力的な学びの提供に努めます。 

     ◆学習内容・発表機会の充実 

市民と社会の学習ニーズを踏まえた講座や、新たな視点・観点による講座の開催 

等により、学習内容の充実と参加者の拡大を図り、一人ひとりが学びを広げること 

のできる体制を整備します。また、市民の学習意欲の向上と交流の促進を目指し、 

学習成果の発表・活用機会のさらなる充実を図ります。 

◆青少年教育の充実 

青少年の健全育成に向け、警察署や関係機関等と連携し、時代に即した啓発・研

修と市民ボランティアによるパトロール活動の充実を図ります。青少年相談は、専

門的な他の相談機関等と連携することで機能を補完し、また青少年によるボランテ

ィア活動の促進を図ります。 

     ◆図書館機能の充実 

市民ニーズに即した、より魅力的な取組の推進と 2館の連携強化に努めるととも 
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に、窓口管理システムの更新による利用者の利便性向上と窓口業務の効率化を図り 

ます。 
    

    ☆ 学びの体制づくりを進めます。 

     ◆団体と人材の育成 

社会教育関係団体の主体性、継続性を促進し、それぞれの活動の中で指導者とな 

る人材の発掘・育成を支援するとともに、社会の求めにこたえる活動を行う団体の 

育成を推進します。また、団体間の交流や連携強化の推進による人のつながりの拡 

充を図ります。 

◆施設・設備の計画的な維持管理 

施設や設備を適正に維持管理するための長寿命化計画を策定し、計画的かつ効率 

的な施設の運営に努めます。 
 

    ☆ あらゆる機会を通して人権教育・啓発を推進します。 

◆人権教育の充実 

社会経済情勢の変化に伴って複雑・多様化する人権課題に対応する新たな「安中 

市人権教育・啓発に関する基本計画」に基づき、人権教育を計画的に推進します。 

◆人権啓発の推進 

行政、関係機関等が連携し、学校教育や社会教育をはじめ、あらゆる機会や場を 

通して子どもから大人まですべての市民への人権啓発を推進します。また、その効 

果的な方法を検討し、それに基づく実践を推進します。 

 

【 生涯スポーツの推進 】 

  １ 方針 

    ☆ 市民主体の地域に根ざしたスポーツ振興を推進します。 
 

    ☆ 軽スポーツ大会等を充実させるとともに指導者の育成を推進します。 
 

    ☆ 生涯スポーツの拠点となる施設の設備点検と計画的な維持管理・機能拡充を図りま 

す。 

 

  ２ 方向性 

    ☆ 生涯スポーツの振興を推進します。 

     ◆軽スポーツの普及・促進 

誰もが楽しめる軽スポーツについて、出前講座や体験教室などを通して多くの市 

民に紹介・周知し、指導者の育成と競技人口の拡大に努めます。 

     ◆スポーツ大会や合宿の誘致 

全国規模の各種大会、市外の学校やスポーツ団体の合宿等の誘致を推進し、スポ 

ーツの振興と、交流、地域経済の活性化を図ります。 

     ◆「安政遠足侍マラソン」大会の運営・活用 
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大会への多くの市民の参加と、市民との協働による運営を促進し、安定した運営 

体制の強化を図るとともに、地域活性化のための活用を推進します。 
 

    ☆ スポーツ施設の計画的な整備を推進します。 

     ◆西毛総合運動公園施設の改修・更新 

西毛総合運動公園の主要な施設について、利用者の安全性・利便性の確保・向上 

を図るための改修・更新等を計画的に推進します。 

     ◆スポーツ施設の計画的な維持管理 

運動施設の使用状況を踏まえた長寿命化の検討や維持管理を計画的に推進しま 

す。また、国体開催等の全国的な大会の開催について、県と連携・協力を図りなが 

らスポーツ施設の整備に努めます。 

 

【 芸術・文化の振興 】 

  １ 方針 

    ☆ 市民ニーズを踏まえた魅力的な催し物の企画・実施を推進します。 
 

    ☆ 文化的資源の適切な保全を推進するとともに、関係機関等との連携により、まちづく 

りへの活用を図ります。 
 

    ☆ 芸術・文化の拠点となる施設の適正かつ計画的な維持管理・機能拡充を図ります。 

 

  ２ 方向性 

    ☆ 芸術文化の振興を図ります。 

     ◆芸術文化事業の充実 

市民ニーズを踏まえた魅力的な催し物の企画に努め、芸術文化事業の充実を図り 

ます。 

     ◆施設・設備の計画的な維持管理 

施設や設備を適正に維持管理するための長寿命化計画を策定し、計画的かつ効率 

的な施設の運営に努めます。 
 

    ☆ 文化財の適切な保全と活用を進めます。 

     ◆文化財の活用推進 

文化財の適切な保全を図りつつ、有効活用するための検討を推進します。 

     ◆文化財に関する情報提供と啓発 

地域の財産である文化財について、市民への解説等による情報提供と、その価値 

や後世に伝承する大切さの啓発を推進します。 

     ◆埋蔵文化財調査体制の充実 

埋蔵文化財調査の専門職員の補充、現地調査の効率化、適切な外部委託の推進な 

ど、調査体制の充実を図ります。 
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 事業別計画  

【 生涯学習課 】 

  ア 社会教育振興事業 

   ① 社会教育委員 

      会議において意見が述べやすい雰囲気づくりや進行方法を工夫しながら、社会教 

育に関する諸計画の立案、事業に対する意見や助言を求めていきます。また、さら 

に広い視点や考え方を持ってもらうために、社会教育の推進に有用な研修会等への 

参加を促進していきます。 

○ 目標：研修会等への参加率 2017 年度 49％ 2021 年度 70％ 

② 社会教育関係団体 

      社会教育活動の推進や充実ために社会教育施設の使用に関して便宜を図ります。 

また、市民からの求めに応じて団体活動の情報を提供していく一方で、地域や行政 

が抱える課題への対応や解決に対する協力を求めていくよう努めます。 

   ③ 童謡フェスティバル 

      童謡を広めて次世代に承継していくことで文化振興や青少年教育推進する事業で 

あり、その普及・定着のために幅広い世代に対する周知を行い、出演団体や入場者 

の増加を図ります。 

○ 目標：童謡フェスティバルへの出演・入場者数 2017 年度 468 人  

2021 年度 550 人 

④ 各種団体事務及び委託事業 

       社会教育関係課が事務局を担う各種団体等につ 

いては、主体的な活動が活発となるよう支援しま 

す。また、カウンセリング研究会等への委託事業 

などについても、人との関わりやつながりが促進 

されるよう助言及び支援をします。 

   

イ 生涯学習事業              

① 生涯学習推進事業 

市生涯学習推進協議会が中心となり、生涯学習推進施策の基本方針に沿って事業計

画を進めます。推進協議会には、市内 14 地区の代表が委員となっており、各地区の委

員会を中心に生涯学習が推進されています。各地区公民館・生涯学習センターで行な

われている地域文化祭等は地域に定着しており、多くの住民が参加する行事となって

います。今後は、各地区で青年期や成人期対象の活動が活発になる取り組みや、子育

てや家庭教育に対する事業が推進されるよう支援します。併せて、各地区の地域住民

が人や地域とのつながりを持つことができるような取り組みを支援し、生涯学習を通

じて対話・交流・コミュニケーションをさらに充実させることにより、地域の活性化

が図られるよう努めていきます。 

 

 

読み聞かせボランティア派遣 
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② フェスティバル 

市民・児童生徒の作品展と、市民の舞台発表 

の場としての市民フェスティバル、公民館・生 

涯学習センター活動発表の場としてのスプリ 

ングフェスティバル、合唱団体発表の場とし 

ての童謡フェスティバル、文化協会活動発表 

の場としての早春フェスティバルは、多くの 

市民や市内における各芸術文化団体の文化活 

動発表の場として定着しています。今後も市 

民参加による学習成果発表機会の充実と継続開催に努めるとともに、文化を軸とした 

「まちづくり」へのつながりを目指していきます。各フェスティバルにおいて、さらに 

多くの方に来場していただけるよう、広報・ポスター・チラシ・ツイッターなどを活用 

し、情報発信に努めていきます。また、地域における夏祭りなどの諸行事についても、 

地域の状況に応じて活動の支援をします。 

   

  ウ 人権教育推進事業 

     市人権教育推進委員会では、生涯学習の基盤として人権教育を位置づけ、人権課題解 

決のために学校教育・社会教育、そして市長部局（市民生活課）がともに連携し、平成 

30 年度に策定された１０ヶ年の推進計画に則り、人権教育を展開していきます。事業計 

画に沿って総会、映画会、講演会等を実施し、地区の人権教育では、各地区委員会が中 

心となり、総会や研修会を開催します。引き続き、学校教育・社会教育・家庭教育のそ 

れぞれに応じた学習の機会を提供するとともに、市の推進委員会での研修や講演会で学 

んだことを各地区で普及啓発することにより、市全体の意識向上が図られるよう推進し 

ます。また、今後は今まで課題であった地域における指導者の養成にも取り組んでいけ 

るよう努めます。 

   

エ 青少年健全育成事業 

① 青少年団体事務事業 

青少年育成推進員は、研修会に参加して青少年の 

課題を理解し、啓発活動としてリーフレットやティ 

ッシュ配布を行い、イベント時のパトロールを実施 

する一方で、口コミにより「おぜのかみさま」県民 

運動を普及・推進していく中で、スマートフォン、 

タブレット端末及びゲーム機等の情報機器の進化 

による新たな課題への対応に努めます。 

青少年センター補導員は、研修会に参加して青少年の課題を理解し、児童下校時補導・ 

夜間パトロール・市内各駅での補導・啓発活動などを実施していきます。 

○ 目標：「おぜのかみさま」口コミ件数 2017 年度 310 人 2021 年度 1,000 人 

② 青少年体験活動 

自然体験ひろば 

市民フェスティバル（市民展） 
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青少年にとっての体験活動は、生きるために必要な「知」を培う重要かつ必要な活動

であり、関連事業を計画・実施・支援していくとともに、体験活動に関する様々な情報

の提供を行い、参加を促進していきます。 

③ 青少年に関する相談・支援 

青少年をもつ家庭での関わり方を見直してもらうよう講座を開設しています。また、 

青少年指導員が、青少年に関する相談について関係機関と連携しながら随時対応してい

きます。 

   ④ 成人式 

       成人年齢が１８歳に引き下げられることに伴い、成人式の実施方法について、対象者 

や関係者の意見を聞きながら検討していきます。 

   

オ 集会所管理運営事業 

現在、旧松井田地区に２つの集会所（下増田・八城）があり、各種教室や学級等を実 

施しています。今後も地域住民の教育文化向上のために、生涯学習や人権教育活動推進 

の拠点施設として管理・運営に努めます。 

   

カ 地区公民館管理運営事業 

ふれあい学級、主催事業、地域文化祭などの事業を展開しています。地域住民の多様 

化する学習ニーズ等に応えるため、各館の連携強化や情報共有を図り事業の充実に努め 

ます。また、多くの地域住民や市民活動団体などの学習・教育活動や交流の場として、 

利用しやすい環境を整え、適切な管理・運営に努めます。 

一人ひとりが生き甲斐を持って人生を送れるよう、市民や社会のニーズに即した企 

画、また新たな視点・観点による企画を取り入れながら、生涯を通じて学習を継続して 

いく場を提供します。特に、青年期や成人期の方、また男性の参加者の拡大を図り、生 

涯を見据えた心身の健康、仲間づくり、自主的・自発的な学習意欲の向上と、現代社会 

に対応できる知識の習得や豊かな人間性を養うために、学習内容の一層の充実を図りま 

す。 

さらに、将来的には地域コミュニティの拠点 

としての役割が担えるよう、利便性の向上と施 

設の体制整備に努めます。 

   

キ 生涯学習センター管理運営事業 

 ふるさと塾の開催・自主学習グループ活動・ 

学社連携活動・生涯学習のつどい・地区教養講座 

などの事業を展開しています。地域に密着した施 

設として、地域の活性化や生涯学習の活動拠点と

しての役割を果たしています。地域住民の価値観も物質的な豊かさから心の豊かさへと

変化し、学習ニーズ等も多様化する中で、市民や社会のニーズに即した講座、また新た

な視点・観点による講座の開催により、生涯を通じて学習を継続していく場を提供しま

生涯学習のつどい 
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す。そして、一人ひとりが生き甲斐を持って人生を送れるよう、また、学びを広げてい

くことができるよう、事業のなお一層の充実を図ります。今後は新たな施設利用者・講

座への参加者の掘り起こしに努め、事業のさらなる活性化と施設の機能充実を目指しま

す。 

さらに、将来的には地域コミュニティの拠点としての役割が担えるよう、利便性の向

上と施設の体制整備に努めます。 

旧安中地区公民館と旧松井田地区生涯学習センター・集会所の使用料等に差があるた

め平準化を目指します。 

   

ク 文化センター管理運営事業 

① 自主文化事業 

          この事業は、市民の皆様に、芸術、文化への関心を高め、文化の振興を図るため、優 

れた演奏や芸術作品等を身近な会場で上演しています。「ほんもの」を肌で感じていた 

だけると、大変好評をいただいております。今後もコンサートや演劇など若年層、中高 

年層に分けて、それぞれのニーズにあった事業を実施し、幅広い年代層の方々に参加い 

ただけるよう努めて参ります。 

② 主催教室事業  

      パソコン教室では市民ボランティアによるパソ 

コン講座や相談を実施しています。ボランティアが 

講師となり、教えることにより自身の技能を確認し 

ながら進め、学ぶ側にとっても教える側にとっても 

有効な教室となっています。パソコンの技術革新は 

速く、日々進化し続けており内容等変えていかなく 

ては対応できないので、同じ教室内でも学ぶ内容に 

段階を設けるなど、創意工夫して進めます。 

また、主に小学生を対象にした体験活動事業である「おもしろ科学教室」など、多く 

の子どもたちに、より多くの感動を与えられる事業を実施してまいります。気軽にお茶 

の世界に触れていただく場を提供する「市民の茶席」も市内の茶道会の協力を得て、年 

５回開催しております。子供から大人まで誰でも気軽に体験してほしいとのことから、 

服装もカジュアルなまま、無料で参加することができます。 

③ 管理運営事業 

施設の老朽化対策が課題となっている中、長期保 

全計画に基づいた大規模改修を実施し、長寿命化を 

図り、より多くの市民が快適かつ安全に芸術文化に 

親しめるよう施設運営を目指します。 

   ④ 広報活動 

    市民の事業への参加を促すために、ホームページ 

や広報誌、たよりなど幅広い媒体を用いて情報を発 

信し、わかりやすく効果的な事業の周知に努めます。 

おもしろ科学教室 

小ホール利用（いきいきサロン） 
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ケ 文化会館管理運営事業 

① 文化・芸術活動のための施設提供 

       市内には様々な文化・芸術などの団体が日常活動 

の拠点として積極的な活動を行っています。各団体 

が文化活動などの成果を発表する場として、小ホー 

ルやギャラリーの有効利用に努めていきます。 

   ② 集会のための会場の提供 

       市民や企業の研修、行政などが講演会などに利用 

するための場所を提供していきます。 

  ③ 自主事業 

       文化会館の自主事業の充実を図り、芸術文化の鑑 

賞事業等を実施し、新たな企画を展開するよう努め  

ていきます。今後も地域の活性化や施設の利用促進や、情報提供の充実を図ります。 

   ④ その他 

       文化センターと文化会館の運営方法等に差があるため、平準化を目指します。 

   

コ 図書館管理運営事業 

  ① 図書館利用の促進 

図書館は市民の情報の拠点であることは言うまでもなく、生涯学習活動を支援する場 

所としてもその役割は大変重要なものとなっております。蔵書数については毎年微増を 

続けています。今後は、単に蔵書を充実させるだけでなく、県立図書館及び県内公立図 

書館との相互貸借やインターネットによる資料情報の提供など多様なサービスにより利 

用促進に努めます。また、市内２つの図書館で協力･連携を密にし、幅広く利用者の増を 

図るとともに、市民が生涯を通じて利用し、親しむことのできる図書館を目指します。 

② 図書資料の充実  

図書館は、市民の多様な資料要求にこたえるため、新刊図書、逐次刊行物、視聴覚資 

料など、幅広く迅速に確保します。また、郷土に関する資料については新旧を問わず、 

安中市に関する資料を中心に群馬県に関する資料を積極的に収集します。さらに、市内 

２館の協力･連携、県内公立図書館との相互貸借によりその機能が十分に発揮できるよ 

う努めます。資料、情報の提供にあたっては、市民の余暇活動･学習活動を適切に支援 

するために、高度化･多様化する要求に配慮し、 

手に取りやすい配架等の検討に努めます。 

③ 読書活動の支援及び推進 

昨今、「読書離れ」という言葉がとびかってい 

る中で、図書館では、次のような読書活動をすす 

め、子どもたちに本の楽しさや魅力を伝えてい 

きたいと考えます。まず、市内には多数の読みき 

かせグループがあります。図書館では、これらの 

将棋教室 

図書貸出し事業 
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グループの実践活動の支援を行っていきます。 

また、保護者と子どもがたくさんの本と出会え 

るよう児童書を充実させ、８カ月健診時に絵本 

を手渡しでプレゼントする「ブックスタート事 

業」をさらに推進していきます。 

④ 広報活動   

      市民の図書館に対する理解と関心を高め、新 

たな利用者の拡大を図るために、独自の「図書 

館たより」を毎月発行していきます。また、市 

の広報誌やホームページ等を活用し、新刊図書 

の紹介や関連記事を定期的に掲載するよう努めます。 

⑤ その他  

図書館法で、その地域において、学校と公立図書館とがお互いに緊密に連絡し協力す 

る事を謳っており、具体的に第３条で、公立図書館が取り組むべき事として、学校教育

を援助し得るように留意し、学校と緊密に連絡し協力することを求めています。そこで、

図書館では、学校の教育課程に準じた本の蔵書を確保するとともに、学校関係者と連絡

をとりながら、児童の学習活動に必要な資料を提供できるよう、体勢を整えていきます。

また、総合的な学習、調べ学習、読書活動の支援を積極的に担うなかで、地域における

読書環境を充実させるよう整えていきます。 

     生涯学習の観点からも、図書館運営を行っていく上で、子どもから高齢者まで、 

地域に暮らす人々が豊かに暮らしていけるように、資料（図書･雑誌･視聴覚資料） 

及び情報（無料 Wi-Fi の導入等）と施設の提供を中心に運営していきます。特に小 

中学生にたいしては、夏休みイベントの実施･小学生施設見学案内･中学生職場体験 

の受入れを展開していく中で、図書館利用に対する正しい見解の素地を育成してい 

けるよう努めます。 

   

サ 学校との連携 

各公民館や生涯学習センターと学校との連携については、それぞれの地域の実情に即

した事業を支援します。地域コーディネーターへの研修情報提供や、新たなコーディネ

ーター発掘などで学校と地域の連携が深まるよう支援します。 

学校支援センター※１での活動を希望される方を登録し、その情報を学校に提供しま

す。各学校の人材バンク充実へ向けて、地域人材募集の方法を検討します。全小中学校

で活発に実施されている登下校時のパトロールに加え、青少年センターによるパトロー

ルを継続します。小学校では、保護者を中心としたボランティアによる読み聞かせ活動

が行なわれていますが、市内の読み聞かせ団体に依頼し、希望する園や学校へ派遣する

事業を継続し、読書に親しむことができ、本の好きな子どもが増えるよう取り組みま

す。図書館とも連携し、各校の図書館ボランティアの育成に努め、より利用しやすい学

校図書館となるよう支援するほか、第３次子ども読書活動推進計画に沿った活動に努め

ます。また、授業や諸活動において特別な技能を有する人材が必要となった場合、書道

ブックスタート事業 



－17－ 

 

協会・茶道協会・華道協会をはじめとする社会教育関係団体の情報を提供します。 

児童生徒が参加できる体験活動やイベント、青少年活動や育成会活動、少年少女合唱団 

などの必要な情報等を提供する一方で、市の事業を実施するにあたり高等学校の部活動や 

授業との連携を図っていきます。 

    ※１ 学校支援センターは、地域の教育力を活用して学校の教育活動を充実させる目的

で各学校の実情に応じて設置されています。各学校では、総合的な学習の時間での

米作り指導、生活科での昔遊び体験指導、家庭科や図工の実技補助など、地域ボラ

ンティアが学校支援に参加するための拠点となっています。 

   

【 文化財保護課 】 

ア 学習の森管理運営事業 

① 施設の充実と活用              

       ふるさと学習館は登録博物館（現状：博物館類似施設）を目指します。郷土の歴史や 

地域に根ざした文化を学ぶ身近な施設として、その機能がより活用されるように努めま 

す。学芸員の資質の向上を目指すと共に、より広い分野に対応出来るよう学芸員の充実 

を目指します。 

ふるさと学習館の展示については、常設展示の定期的な展示替え、時流に沿った魅力 

あるテーマに絞り込んだ企画展等の開催を行います。企画展の関連講座では、そのテー 

マを含め派生する様々な事項を扱い、多くの一般の方々に興味を持っていただき広く学 

ぶ機会を提供すると共に、専門研究者の方々にも対応できる資料提供に努めます。 

       生涯学習施設は利用者目線に立った運営に努めます。施設の立地と自然環境を生か 

した利用方法の提案を行います。また、つどいの間、バンガロー等の宿泊できる施設を 

中心に、各種の団体等が研修などで利用されるよう施設の充実と利用者サービスに努め 

ます。 

   ② 施設の利用促進                

       ふるさと学習館には、市内で発掘された土 

器・石器等の考古遺物や、貴重な古文書、文献 

等が多く展示され、市の歴史や文化を学ぶ重 

要な施設です。安中市の歴史を通史的に学ぶ 

ことができる施設として、市内の小中学校と 

連携し、児童、生徒の授業の一助となるよう 

な積極的な利用を働きかけます。 

市民に対しては、郷土をより理解するため 

の歴史関係講座の開催や、ふるさと学習館な 

らではの体験学習教室等を開設し、広範な目線での利用促進に努めます。 

       生涯学習施設については、立地と自然環境を生かした利用方法の提案、つどいの間・ 

バンガロー等、宿泊をとおしての利用もできる施設であることを広く広報し、広範な利 

用者の増加を図ります。 

       学習の森への来館は、現状では交通手段が限られてしまう状況にあります。今後の交 

学習の森常設展示 
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通網の整備により、状況は変化すると考えられますが、直近の重要課題とし対策を行う 

必要があると考えています。 

   ③ 教育普及 

       ふるさと学習館には大量の土器や石器等の考古資料、民俗や歴史等の貴重な資料が 

あります。一般の方々や専門研究者の方々に、安中市の郷土に関する歴史や地域文化を 

学んでいただける場と機会を、今まで以上に提供します。常設展示の定期的な見直し、 

年間数回開催する企画展はより魅力的な内容を目指し、これらに関連する講座を開催し 

てより広範で深い学びの場の提供に努めます。この他、生涯学習の一翼を担うべく、ふ 

るさと学習館ならではの広い視野に立った体験的学習教室を開設いたします。 

       また学校との連携を進め、実物を通して郷土の歴史や文化への理解が深められるよ 

う、受け入れ体制を充実させてまいります。 

   

イ 文化財保護管理事業 

   ① 文化財保護 

      市内には国指定、国登録有形文化財等を含めて 

原始古代から近代までの指定された文化遺産が 

109 件あります。今後につきましても文化財調査 

委員の協力を得ながら、文化財の指定、保護に努 

めます。 

地震、火災等の災害から文化財を守るために、 

職員による定期的な見回りを行います。屋外にある文化財は災害を受ける可能性が特に 

高いので、重点的に見回りを行い、保存、整備に努めます。 

文化財の保存、整備は当然のことながら、その活用も重要な課題です。文化財の歴史 

的価値を解説できるボランティアの育成にも努めます。 

   ② 文化財管理 

      市内には旧碓氷峠鉄道施設、碓氷関所跡、新島襄旧宅、郡奉行役宅、武家長屋、郡役 

所、五料茶屋本陣お西・お東等の重要な文化財施設が点在しています。また、簗瀬二子 

塚古墳、後閑三号墳等の史跡や安中原市のスギ並木などの天然記念物も数多く存在しま 

す。さらに古文書や行政文書等の貴重な資料も数多く存在します。古文書等の資料につ 

いては地震や火災等の災害が一旦発生すれば取り返しのつかないことになりかねませ 

ん。緊急な対策が必要と思慮されます。これら文化財を後世に引き継ぐために特に日頃 

の管理を徹底します。 

歴史資料等の保管につきましては、老朽化した安中市資料館に保管されていた古文 

書・行政文書等の資料を旧西中学校へ移動しましたが、スペースが足らず安中資料館に 

一部資料が残されております。残された資料を早急に耐震・耐火施設への移動を図り、 

将来的には耐震、耐火資料室の建設を目指します。 

   

  ウ 文化財発掘調査事業  

   ① 埋蔵文化財の保存活用 

新島襄旧宅 
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開発に対応した埋蔵文化財の緊急発掘調査を 

通年で行い、その記録保存に努めます。また、発 

掘された埋蔵文化財については、広く市民の方に 

知っていただくために、現地説明会等を開催しま 

す。併せて発掘された埋蔵文化財については後世 

に引き継ぐために発掘調査報告書を刊行します。 

埋蔵文化財を理解し、保護意識を高めるために、 

市内で発掘された土器や石器等の展示会を開催 

し、また、市内の学校等を巡回する移動博物館の 

ような催しを開催するよう努めます。 

   

エ 学校との連携 

学校は子どもたちの体験活動の一助となるよう、学習の森は資料の有効活用と来館者増 

につなげるため、学校教育現場との連携を進めてまいります。保存している大量の土器や 

石器等の考古資料、民俗や歴史等の貴重な資料を通して理解が深められる支援に取り組む 

とともに、フレキシブルな受け入れ体制を整えます。 

図書についても、郷土資料等専門書なので原則貸し出しておりませんが、学校のニーズ 

により貸し出すことも可能な対応をしていきます。 

 

【 体育課 】 

ア 生涯スポーツ推進事業 

① 生涯スポーツの推進 

市民が、健康や体力を保持、増進し、生涯に 

わたり楽しく豊かな生活を送れるように地域 

において気軽にスポーツに親しむことができ 

る環境づくりを進めます。 

子どもから高齢者までのあらゆる年齢の方 

を対象に体力、技術、目的に応じて、「いつでも、どこでも、だれでも」を基本として、

成人の週１回以上のスポーツ実施率で６５％程度、週３回以上のスポーツ実施率で３

０％程度となることを目標として生涯スポーツの推進に取り組みます。 

各種スポーツ大会、教室等を開催し、スポーツを通して市民の生きがいづくりや健康づ

くりを支援し、市民相互の交流をはかります。安政遠足をはじめとするイベントにおい

ては、市民協働による大会の運営を促進し、様々な交流を進め、地域の活性化をはかり

ます。 

地域のスポーツ団体に学校施設を開放し、生涯スポーツの普及振興をはかります。ま 

た、地域の総合型スポーツクラブの支援・育成に取り組み、女性、少年少女、地域、職 

域のスポーツクラブの育成をはかります。スポーツを通じた女性の社会参画・活躍を促 

進します。 

② 指導体制の充実 

発掘作業 

軽スポーツ実技指導（カローリング） 
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体育協会加盟団体やスポーツ少年団などは、地域に根ざした活発な活動を行っていま 

す。地域のスポーツ団体・クラブに様々な情報を提供し、利便性の向上に努めます。ま 

た、団体・クラブの運営に対して指導助言を行い、自立した活動をめざします。 

各種の団体が競技力の向上やスポーツの底辺拡大をはかることでより発展するため 

に、指導者の派遣や紹介、情報の提供を積極的に行います。  

スポーツ推進委員が中心となり軽スポーツの実技指導を実施し、市民のスポーツ活動 

の推進をはかります。 

スポーツを通じて他者を尊重し協同する精神を培うために、スポーツ指導者には各種 

の養成研修などの情報を提供するとともに、研修会等の参加を積極的に促し、人間性豊 

かな質の高いスポーツ指導者を育成します。 

   

イ 体育施設管理事業 

① 施設の整備充実 

市民が、スポーツセンターをはじめ市内の体 

育施設を安全で快適に利用できるように適切な 

管理運営を行います。 

市内のスポーツ施設や器具の点検等の安全対 

策を行い、施設の計画的な整備を実施します。平 

成 30年度中に板鼻スポーツ広場を整備し、31年 

度より一般貸出を開始します。 

施設の使用状況を踏まえた長寿命化の検討や維持管理を計画的に推進します。また、 

国民スポーツ大会等の全国的な大会の開催について、県と連携・協力をはかりながらス 

ポーツ施設の整備に努めます。 

② 施設の活用 

スポーツ大会や教室を実施する会場として、スポーツセンターや西毛総合運動公園を 

中心とした市内体育施設を有効に活用します。施設の貸出は、利用者調整会議を開催し、 

効率的な利用をはかります。総合体育館にスポーツトレーナーを配置し、利用者への指 

導や相談を行います。 

地域の人々が、市内の小・中学校の休校日や夜間に校庭や体育館を利用しスポーツ活 

動を行うことができるように、体育施設一般開放事業の推進に努めます。 

③ 情報の提供とその体制の確立 

スポーツ関連の様々な資料の収集や整理に 

努め、広報・おしらせ版・情報冊子等による施 

設利用情報や年間行事・サークルの紹介、各種 

スポーツ大会の開催案内や成績結果の掲載等 

を行います。また、報道機関に働きかけを行い、 

市ホームページやツイッターによる情報サー 

ビスの確立・充実をめざします。 

さらに、体育館をはじめ体育施設の利用申請 

スポーツセンター（屋内プール） 

小学生駅伝競走大会 
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については、情報機器を利用して簡素化をはかります。 

   

ウ 学校との連携 

児童生徒や地域住民の多様なニーズに応える上で、学校体育施設を開放しての利用は大 

きな役割を果たしています。スポーツ基本法第 13条に基づく開放事業は、市民の自主的 

なスポーツ活動の促進を図ることを目的として、学校教育に支障のない範囲で運動場、体 

育館及び格技場を開放していますが、地域のスポーツ団体の活動を支援し、学校と地域で 

様々なスポーツを楽しめる環境づくりに努めます。 

また、体育協会競技部から講師を招き、小中学生を対象にしたスポーツ教室を開催し、

参加者にスポーツの楽しさを体験できるように配慮します。 

中学校の部活動において、学校側の要請により指導者や審判員の派遣ができるように 

競技団体に依頼する体制づくりに努めます。 

 

 計画の進捗管理  

 安中市社会教育推進計画の推進にあたっては、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善

（Action）を一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）とする進捗管理を行い、効果的・効率的な運

用に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※１ 社会教育委員会議を年２回（主に６月と２月）開催し、年度毎に実績を報告す 

るとともに次年度の計画を説明し、各団体等から選出された委員からの指摘・意 

見・助言について検討し、事業に反映します。 

     ※２ 学識経験者を活用し、事業の点検・評価に関する意見を求め、その意見を踏ま 

えて事業を実施します。 

•社会教育委員会議※1

•事務の点検評価※2
•事業の見直し

•予算編成

•事業の実施

•計画の策定 Plan

(計画)

Do

(実行)

Check

(評価)

Action

(改善)
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 推進体制  

【 組織図 】  

           生涯学習課  

青少年係       青少年問題協議会 

青少年センター   青少年センター運営協議会 

青少年センター補導員会 

青少年育成推進員連絡協議会 

青少年健全育成会議 

社会教育係 

                          

生涯学習係         生涯学習推進協議会 

地区公民館         各地区生涯学習推進委員会 

地区生涯学習センター    各地区生涯学習運営委員会 

集会所          人権教育推進委員会 

               各地区人権教育推進委員会 

               文化施設係 

                 文化センター 

                 文化会館 

                 松井田公民館 

               図書館係         図書館協議会 

                 安中市図書館 

                 松井田図書館 

 

 文化財保護課  

学習の森管理係 

文化財活用係    文化財調査委員会 

埋蔵文化財係 

 

           体育課  

スポーツ振興係    スポーツ推進審議会 

                                       スポーツ推進委員協議会 

                         体育協会 

              スポーツ施設係 

 

          総務課 

 

          学校教育課 

 

小中学校 

教

育

委

員

会 

教 

 

育 

 

長 

教

育 

部

長 

社
会
教
育
委
員
会
議 

公
民
館
運
営
審
議
会 
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【 関連施設 】 

施設名 
建築(設

置)年度 
管理課・係 備考 

文化センター S57 生涯学習課・文化施設係  

文化会館・松井田公民館 H7 生涯学習課・文化施設係 生涯学習センター 

安中公民館 H4 生涯学習課・生涯学習係  

原市公民館 S60 生涯学習課・生涯学習係  

磯部公民館 S59 生涯学習課・生涯学習係  

東横野公民館 S61 生涯学習課・生涯学習係  

岩野谷公民館 S59 生涯学習課・生涯学習係  

板鼻公民館 S62 生涯学習課・生涯学習係  

秋間公民館 H元 生涯学習課・生涯学習係  

後閑公民館 S62 生涯学習課・生涯学習係  

坂本公民館 S62･H27 生涯学習課・生涯学習係 生涯学習センター 

下増田集会所 S49 生涯学習課・生涯学習係  

八城集会所 S48 生涯学習課・生涯学習係  

臼井農業研修センター S54 生涯学習課・生涯学習係 生涯学習センター 

西横野定住センター S61 生涯学習課・生涯学習係 生涯学習センター 

九十九地区生涯学習センター H27 生涯学習課・生涯学習係  

細野ふるさとセンター H7 生涯学習課・生涯学習係 生涯学習センター 

ふるさと学習館 H13 文化財保護課・学習の森管理係  

生涯学習施設 H14 文化財保護課・学習の森管理係  

結婚の森 H14 文化財保護課・学習の森管理係  

五料の茶屋本陣お西 S59 文化財保護課・文化財活用係  

五料の茶屋本陣お東 H7 文化財保護課・文化財活用係  

安中市埋蔵文化財調査事務所 H9 文化財保護課・埋蔵文化財係  

簗瀬二子塚古墳ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ棟 H26 文化財保護課・埋蔵文化財係  

旧安中藩郡奉行役宅 H6 文化財保護課・文化財活用係  

旧安中藩武家長屋 H3 文化財保護課・文化財活用係  

旧碓氷郡役所 H9 文化財保護課・文化財活用係  

新島襄旧宅 S39 文化財保護課・文化財活用係  
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施設名 建築(設

置)年度 

管理課・係 備考 

安中市スポーツセンター H７ 体育課・スポーツ施設係  

西毛総合運動公園 S46 体育課・スポーツ施設係  

米山体育館 S62 体育課・スポーツ施設係  

中央体育館 S37 体育課・スポーツ施設係  

原市体育館 S57 体育課・スポーツ施設係  

原市ﾃﾆｽｺｰﾄ S58 体育課・スポーツ施設係  

原市卓球場 S57 体育課・スポーツ施設係  

東横野体育館 S36 体育課・スポーツ施設係  

碓東緑地グラウンド S63 体育課・スポーツ施設係  

ひさよし緑地グラウンド S59 体育課・スポーツ施設係  

さとのはらグラウンド H20 体育課・スポーツ施設係  

郷原緑地グラウンド S60 体育課・スポーツ施設係  

東横野グラウンド S47 体育課・スポーツ施設係  

ふるや広場 H21 体育課・スポーツ施設係  

すみれヶ丘公園野球場 S63 体育課・スポーツ施設係  

松井田体育館 S58 体育課・スポーツ施設係  

原体育館 S51 体育課・スポーツ施設係  

五料運動場 S57 体育課・スポーツ施設係  

細野スポーツ広場 S55 体育課・スポーツ施設係  

西横野多目的広場 S60 体育課・スポーツ施設係  

小日向ｽﾎﾟｰﾂ広場 H1 体育課・スポーツ施設係  

坂本ｽﾎﾟｰﾂ広場 H5 体育課・スポーツ施設係  

人見広場 S63 体育課・スポーツ施設係  

安中体育館 H21 体育課・スポーツ施設係  

安中ﾃﾆｽｺｰﾄ H21 体育課・スポーツ施設係  

安中格技場 H21 体育課・スポーツ施設係  

安中卓球場 H21 体育課・スポーツ施設係  

琴平ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場 H16 体育課・スポーツ施設係  

小日向ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場 H23 体育課・スポーツ施設係  

秋間みのりが丘北側広場 H25 体育課・スポーツ施設係  

上後閑体育館 H17 体育課・スポーツ施設係  

坂本体育館 H25 体育課・スポーツ施設係  
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【 関係団体との連携 】 

  ・ＰＴＡ連合会  

ＰＴＡ連合会全体としての事業のほか、校外指導、広報、家庭教育の各委員会がそれぞ 

れの事業をとおして、児童生徒の健全育成及び会員、市民に対する社会教育の機会を充実 

し、生涯学習の推進を図っています。その中でも家庭教育や地域づくりという現代課題へ 

の取組について事業展開ができるよう支援するとともに市の事業に対する協力を求めてい 

きます。 
 

  ・子ども会育成連合会 

     お祭りやどんど焼きといった地域行事への参加により、異年齢の子ども同士の協力や地 

域住民である大人との交流が図られ、子どもたちの人との交わりが深められています。ま 

た、上毛かるた大会をとおして、郷土群馬についての知識や愛情が培われています。地域 

における体験活動やボランティアといった児童の健全育成や指導者の育成に資する活動を 

支援するとともに子どもミニ遠足、親と子の木工広場、ウォークラリー及びドッジボール 

といった事業への協力を求めていきます。 
 

  ・婦人団体連絡協議会 

     児童生徒から家族の労苦に感謝する作文を募集・発表する「家族の日大会」をとおし 

て、家族のすばらしさ、絆、思いやりといったことが再認識され、家族のあり方について 

の理解が深められています。また、会員が世話人となり、行政と連携しながら結婚支援事 

業が実施され、ふさわしい相手を探すお手伝いができています。安政遠足前夜祭、福祉ふ 

れあいまつりといった事業への参加・協力を求めていくとともに男女共同参画社会の実現 

に向けて、各審議会や委員会への参加を促進します。 
 

  ・ユネスコ協会  

     ユネスコの理念に基づく諸事業の推進と活動を通じて、青少年健全育成、地域住民の国 

際理解・国際協力を深めることができています。募金活動・座談会・英会話教室などの活 

動について広く市民に周知し、より多くの市民が視野を広げ、心身ともに健全な青少年育 

成と国際的な意識の高揚に尽力してくれる活動を支援します。 
 

  ・体育協会 

市民の体力向上と体育の振興を図ることを目的に、体育団体の連絡調整や体育及び競技 

に関する調査研究、講習会、講演会、体育大会、競技会等を開催しています。協会内の 30 

競技部による選手の競技力向上と 15 地域支部による市民の体力向上が図られるよう支援 

します。 
 

 ・文化協会 

     市民の文化の向上と振興を図るとともに、その活動を通じて、市の文化発展に寄与する 

ことを目的とし、会員相互の連絡提携、文化に関する事業の開催及び指導育成、その他必 

要な事業を実施しています。市民の文化活動の推進役としての活動を支援します。 
 

  ・区長会  
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     お祭りをはじめとする地域の諸行事における中心的存在です。社会教育に関わる各種委 

員に委嘱され、各地区を代表する立場から協力をいただいています。今後も地域住民を代 

表する立場から社会教育への指導助言、協力をいただきながら連携していきます。 
 

・老人クラブ 

    各地区のふれあい学級や自主教室などで情報を提供したり、教授したりして、生きがい 

づくりの先頭に立って活動しています。楽しみながら学習できる環境づくり、さまざまな 

ボランティア活動など、高齢者の活動を多角的にサポートする活動を連携して進めます。 

 

【 情報提供による学習相談 】 

  内容の充実をはじめ、見やすさや興味を持ってもらうような掲載となるよう工夫しながら、 

必要な情報を必要な時に入手できるよう、個別の学習相談に対応していくほか、主に以下の２ 

つの方法による情報提供を通して学習相談に努めていきます。市民の学習ニーズに対応するた 

めの教室や講座等を公民館の主催事業や生涯学習センターのふるさと塾で開講できるよう各館 

との連携を図っていくとともに、社会教育関係団体の活動情報の提供を行います。 

  

 ① ホームページ 

    トップページにある以下のボタンをクリックすると様々な情報を入手できます。さら 

に、ツイッターやインスタグラムを活用した情報提供に努めていきます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種イベント情報 

出前講座 

文化センター 

文化会館 

学習の森 

スポーツセンター 

図書館 

地区公民館 

生涯学習センター 

各種書類ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

＜トップページ＞ 
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② 配布物 

社会教育・生涯学習に関する情報を、定期的に発行される広報やおしらせ版に掲載すると 

ともに、イベントなどのちらしについては、社会教育施設や学校のほか、時には区長さんの 

ご協力いただき、回覧版等で配布を行い、提供していきます。 

 

＜ 広報に掲載されるページの例 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 地区公民館や生涯学習センターだよりの例 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


