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「寒川 学びプラン」第３期実施計画の概要について 

 

１．「寒川 学びプラン」の目的 

 今、社会情勢は、情報化・国際化・少子高齢化の進行など激しい変化にさらされています。このような時

代には、より充実した人生を送るために、だれもが生涯を通じて自ら学習し、社会の変化に主体的に適応で

きるよう自分自身を高めていくことが大切であると言われています。すべての町民が健康で、心豊かに暮ら

せること、さらに地域社会のなかで、それぞれの役割を担い、生きがいをもって社会参加していくことが、

地域の活性化につながります。こうした社会参加の動きは、まちづくり全般にみられ、全国的に行政主導型

から、住民参加による協働型のまちづくりへと移行しています。 

 町は生涯学習分野においては、これまで町民の自己実現のための支援に努めてきましたが、「寒川 学び

プラン」は、自分の経験や学んだことを、地域社会のなかでのびのびと発揮し活かしていけるよう、参加し

やすい環境づくりを整え、互いに支え合い協力し合う互恵の精神に基づきながら、協働のまちづくりを目指

し、町民とともに推進することを目的としています。 

 

２．「寒川 学びプラン」策定の経過 

 平成６年に策定した寒川町生涯学習のまちづくり推進計画「さむかわいきいき学習ライフ２１プラン」が

平成１７年度に計画終了となり、新たな計画として、「寒川 学びプラン」を平成１８年３月に策定し、平

成１８年度から平成３２年度までの１５年計画としています。  

 計画の特徴としては、生涯学習の幅は広く、すべての分野に関わるものですが、「人づくり」にテーマを

絞り、主にソフト面を重視し、「ともに学び・ともに支えあう 自己実現と協働のまち・さむかわ」を将来

目標に掲げます。 

 

 

３．実施計画の位置づけ 

 「寒川 学びプラン」は、基本構想、基本計画及び実施計画をもって構成します。 

 基本構想、基本計画は平成１８年度から平成３２年度までの１５年計画とし、実施計画は３期５年間とし

ています。実施計画は、１５年の基本計画を具体化させる目的を持つとともに、毎年策定する「実行計画」

の土台としての役割を担うものです。毎年の実行計画については「前年度実施状況報告」と「次年度の実行

計画の策定」を行い、進捗状況を確認します。 

 

●実施計画の位置づけイメージ 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

基本計画の具体化 毎年策定する実行計画の土台となる計画 

実行計画 

【毎年計画】 

実施計画 

【5年計画】 

基本計画 

【15年計画】 
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４．実施計画の期間 

 

 「寒川 学びプラン」 第３期実施計画は平成２８年度から３２年度までの５年間としますが、「さむか

わ２０２０プラン 寒川町総合計画後期基本計画」の第２次実施計画（平成２７年度～２９年度）、第３次

実施計画（平成３０年度～３２年度）の期間に合わせ、実施計画の土台となる毎年の実施事業（実行計画）

の整合性を図るため、平成２８年度から２９年度までの２年間を前期、平成３０年度から３２年度までの３

年間を後期として、実施計画の中間見直しを行います。 

 

事業年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

町総合計画 前期基本計画（H14～23年度） 後期基本計画（H24～32年度） 

第１ 第２次実施計画 第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画 

 

学びプラン 
基本計画（H18～32年度） 

第１期実施計画 第２期実施計画 第３期実施計画 

前期 後期 

 
 

●町の上位計画、関連計画のイメージ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

５．推進体制 

 

 生涯学習を総合的に推進していくため、庁内各課、関係機関等との連携を強化していく必要があります。

庁内組織として設置した「生涯学習調整会議」（町長、副町長、教育長、部長級）、「生涯学習調整会議幹

事会」（関係課長）と町民有識者による「生涯学習推進会議」において、計画の進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

寒川町総合計画「さむかわ２０２０プラン」後期基本計画(H24～32) 
第１次実施計画(H24～26)・第２次実施計画(H27～29)・第３次実施計画(H30～32) 

寒川 学びプラン 
基本計画：15年（H18～32年度） 
実施計画：3期5年間 
     第1期（H18～22） 
     第2期（H23～27） 
     第3期（前期H28～29） 
               （後期H30～32） 
実行計画（実施事業）：毎年 

寒川町教育振興基本計画 

寒川町地域福祉計画 
寒川町子ども・子育て支援事業計画 
寒川町高齢者保健福祉計画 

寒川町障がい者福祉計画 
さむかわ元気プラン 
寒川町スポーツ推進計画 

寒川町環境基本計画 
さむかわ男女共同参画プラン など 

               

整合性 

連携 

関連部門別計画 
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寒川 学びプラン第２期実施計画からの見直しについて 

 

１．第２期実施計画の進捗状況について 

 

 平成２３年度から平成２７年度までの５年間を計画期間とした第２期実施計画では、基本構想及び基本計

画の施策の内容１１５項目の下位に実施事業（実行計画）を２３５事業設定し、実施に努めてきました。 

 第２期実施計画は、５年間にどのような学習機会を住民に提供していきたいかという観点で毎年の実施事

業（実行計画）に取り組む事業数を重視した「計画(P)→実行(D)」の構造でした。プランの進捗状況を確認

するため、毎年度の実施状況報告を取りまとめておりましたが、数多くの実施事業（実行計画）がある中で

重点事業がないことと、事業内容の報告に留まり、マネジメントサイクルにおける「計画(P)→実行(D)→評

価(C)→改善(A)」が回らない構造は進行管理を行う上で課題となりました。 

 また、寒川町教育委員会が所管する「教育振興基本計画」が平成２４年度から平成３２年度までの９年間

を計画期間として策定され、「寒川 学びプラン」と計画内容が重複する部分もあることから、「寒川 学

びプラン」の計画期間を変更し、第２期実施計画期間の平成２７年度に中期実施計画が始まる「教育振興基

本計画」への一本化を想定しておりましたが、平成２５年度に町の組織の見直しを受け、生涯学習に関する

担当業務が教育委員会から町長部局へ移管されたことと、平成２７年度に教育委員会制度改革が行われたこ

とから、一本化せずに各計画の連携と整合性を図り、それぞれの実施計画を策定することとしました。 

 

 

２．見直しの概要 

 

 第２期実施計画の反省点として①実施事業数が多い、②取り組み方針における重点事業が不明確、③達成

度評価を測る目標指標がない、④総合計画との整合性の４点を見直し、プランとしてPDCAサイクルが行え

る構造とします。 

 

①第２期実施計画では当初２３５事業を設定しておりましたが、ライフステージと分野ごとの学習について 

 は、庁内の関連部門別計画と重複する内容が多いことから、対象事業の見直しを行い、重点事業５事業を 

 含む８４事業とします。 

 

  ◆第２期実施計画から継続して実施する事業…２８事業  

  ◆一部変更して実施する事業…３７事業 

  ◆統合して実施する事業…１１事業 

  ◆新規事業…８事業 

 

②第３期実施計画の取り組み方針にあわせ、重点事業を設定します。 

 

③毎年度の実施事業（実行計画）に目標指標を設定し、実施状況報告において達成度評価を行います。 

 

④総合計画との整合性を図るため、学びプランの第3期実施計画を前期2年、後期3年として、中間見直 

 しを行いながら進行管理を行います。 
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寒川 学びプランの基本構想 

 

１．将来目標 
 

 本計画の実現に向けて、『ともに学び・ともに支え合う  自己実現と協働のまち・さむかわ』を計画

の将来目標として掲げます。 

 すべての住民が、健康で、心豊かに暮らせること、さらに、地域社会のなかで、それぞれの役割を担い、

生きがいをもって社会参加していくことなどが、地域の活性化につながります。こうした社会参加の動きは、

まちづくり全般にみられ、全国的に行政主導型から、住民参加による協働型のまちづくりへと移行しつつあ

ります。 

 生涯学習分野においては、これまで一人ひとりが自己実現のため、いきいきと学ぶことの楽しさを享受し、

自己を高めていくための支援に町は努めてきました。 

 今後、自分の経験や学んだことを、職場や地域社会のなかでのびのびと発揮し活かしていけるよう、互い

に支え合い協力し合う互恵の精神に基づく、住民、事業所、町などの協働によるまちづくりを目指し、生涯

学習振興を推進します。 

 

 

２．３つのステップと参加を支える環境づくり 

 

 将来目標を実現するために、基本的な枠組みとして「知る・学ぶ・活かす」の３つのステップと、生涯学

習に参加をしやすくるすための環境づくりを定めます。 

 

【ステップ1】「知る」機会の充実 

学ぶためには、まず様々な情報を知ることが必要です。そのため、学びの入口となる「知る」ことを第一の

ステップとして情報提供の充実を図ります。 

 

【ステップ２】「学ぶ」環境の整備 

住民の多様な学習ニーズに対応できるよう「学ぶ」環境の整備に努めます。 

 

【ステップ３】「活かす」しくみづくり 

様々な分野において住民の社会参加が進むなか、学んだことを「活かす」ことへの要求も高まっているため、

学習の成果や経験を地域社会のなかで「活かす」ことのできるしくみを構築します。 

 

生涯学習に参加しやすくするための環境づくり 

住民が生涯学習に参加しやすくするための環境づくりを推進します。 

 

 ●基本的な枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習の情報提供により 

知る 

学習機会の充実により 

学ぶ 

学んだことを 

活かす 

参
加
を
支
え
る
環
境
を
つ
く
る 
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３．５つの基本方針 

 

 この枠組みをより具体的に展開していくために、５つの基本方針を掲げます。 

 

【方針1】生涯学習に関する情報提供、相談体制の充実を図ります。 

 関係機関の協力を得て、生涯学習に関する情報の一元化を図り、情報提供システムの構築をめざします。

収集・整理した情報は、インターネットや広報、冊子など様々な方法により提供していきます。 

 生涯学習に関する相談窓口の充実を図り、住民の学習を支援していきます。また、住民の身近な場所で

相談に応じられるよう体制整備に努めます。 

 

 

【方針２】あらゆる人、あらゆる世代を対象に学習機会の充実を図ります。 

 ライフステージ（人が成長する各段階）に応じた学習機会の充実を図ります。また、性別・世代・国

籍・障害の有無などを問わず、誰もがともに学ぶことのできる環境を整備します。本計画においては、

「乳幼児期」「青少年期」「成人期」「高齢期」の４つの段階にわけて、取り組みます。 

 

 

【方針３】個別の課題に対応する学習機会の充実を図ります。 

 少子高齢化の進展、温暖化などの環境問題、地域ぐるみで取り組む必要がある防災対策、国際化や高度

情報化の急速な進行など、社会環境が急速に変化する中で、生活課題や学習ニーズも多様化しています。 

 これらの個別の課題に対応できる学習の場や機会の充実を図ります。 

 

【方針４】学習の成果や経験を地域の活性化につなげていきます。 

 

 地方分権が進み、地域が主体となったまちづくりがすすめられつつあるなかで、地域の主役である住民

の参画が一層重要となっています。そのため、学んだことを自分の生活や地域活動につなげていけるよう

支援します。 

 

【方針５】生涯学習に参加しやすい環境づくりを進めます。 

 学習意欲はあるものの生涯学習に関する情報を持たない人、仕事や育児など様々な制約などから、学び

たくても学べないという人、学んだことをどのように活かしてよいのかわからない人なども多く見られる

ため、「いつでも、どこでも、誰でも」学ぶことができる“参加しやすい環境づくり”を進めます。 

 



基　本　構　想 　基　本　計　画 実施計画

1 生涯学習関連事業の情報提供【重点①】
2 広報活動事業
3 生涯学習情報紙の発行【重点②】

4 総合的な相談体制の充実

5 家庭教育講座等開催事業

6 子ども読書ふれあい事業
7 乳幼児を対象とした事業

8 子育て支援センター事業
9 母子健康教育事業

10 地域子育て環境づくり支援事業

11 「生きる力」育成事業
12 「地域のせんせい」ふれあい推進事業

13 さむかわゆうゆう学園の開催
14 青少年を対象とした事業

15 青少年育成事業
16 ふれあい塾の実施

17 さむかわ出前講座の開催
18 成人を対象とした事業

19 労働講座等の開催

20 高齢者を対象とした事業
21 高齢者生きがいづくり支援事業

22 社会教育振興事業【重点③】

23 地域文化振興事業
24 総合図書館運営事業
25 文書館保存資料活用事業
26 文化財学習センター事業
27 学習成果発表の場の提供

28 文化団体の育成・活動促進

29 教育コンピュータ活用事業

30 インターネット資料検索システムの提供

31 国際交流・国際理解事業

32 国際交流団体の育成・活動促進

33 スポーツ活動推進事業

将来目標 基本方針 施策の方向
３つのステップと

参加を支える環境づくり 第３期実施計画

と
も
に
学
び
・
と
も
に
支
え
あ
う

ステップ１
「知る」機会の充実

生涯学習に関する情報提供、相談体制の
充実を図ります。１

1 情報提供体制・相談体制 ①情報提供の充実

1 家庭等における教育
力の向上

ステップ２
「学ぶ」環境の整備

あらゆる人、あらゆる世代を対象に学習
機会の充実を図ります。２ 2 ライフステージごとの学習

①家庭教育の推進

②相談体制の充実

③子育て支援の推進

② 幼児教育の支援

2 学校、地域の連携に
よる学習の支援と
青少年の健全育成

① 学校における学習の充実

②地域における学習の充実

③青少年の健全育成

成人期の学習支援
(1) 青少年の健全育成①多様な学習機会の充実

②就労に関する学習機会
の充実

高齢期の学習支援 ①高齢期における多様な
学習機会の充実

個別の課題に対応する学習機会の充実を
図ります。３

２

３

3 分野ごとの学習
1 文化・芸術 ① 文化・芸術について知り

・学ぶ機会の充実

②文化・芸術活動の促進

①情報化について知り・
学ぶ機会の充実2 情報化

②情報化の推進

(1) 国際化について知り・
学ぶ機会の充実3 国際化

② 国際化の促進

4 スポーツ
① スポーツについて知り、

学ぶ機会の充実

① 国際化について知り・
学ぶ機会の充実

乳幼児期、青少年期
の学習支援１



34 スポーツボランティアの育成・活動支援
35 スポーツ団体の育成

36 健康、栄養に関する講座、教室の開催
37 福祉に関する学習講座の開催
38 介護に関する講座等の開催

39 福祉ボランティアの育成・活動支援
40 運動ボランティアの育成・活動促進

41 環境に関する講座等の開催

42 環境団体の育成・活動促進
43 緑化活動ボランティアの育成・活動促進

44 防災に関する教室の開催
45 交通安全教室の開催
46 応急手当等に関する講習の開催
47 消費生活に関する講座等の開催

48 自主防災組織の支援

49 男女共同参画事業
50 平和推進事業
51 人権教育推進事業
52 出前講座・模擬投票

53 ボランティア活動促進事業

54 生涯学習人材登録制度の拡充
55 生涯学習支援者研修の開催
56 公民館サークル活動の活性化
57 図書館ボランティアの育成と活動の支援
58 文書館ボランティア活動の支援
59 協働事業提案制度推進事業

60 生涯学習推進組織の活性化
61 地域生涯学習推進員組織体制の充実【重点④】

62 社会教育委員活動の活性化

63 県・各自治体・専門機関等との連携【重点⑤】

64 図書館情報相互利用
65 高校、大学等との連携による講座の開催

66 公民館まつりの開催
67 昔のあそび教室の開催
68 寒川わくわくブックマーケットの開催

69 文化財学習センターの有効活用
70 青少年広場の有効活用
71 図書館の有効活用
72 公民館の有効活用
73 寒川総合体育館の有効活用
74 さむかわ庭球場の有効活用
75 スポーツ公園の有効活用
76 学校体育施設の有効活用
77 文書館の有効活用
78 地域集会所の有効活用

79 講座開催時の託児の実施
80 手話通訳・要約筆記等の設置及び派遣
81 土日休日開催
82 夜間開催
83 講座開催時のアンケート調査の実施
84 インターネットを活用した参加申込

自
己
実
現
と
協
働
の
ま
ち
・
さ
む
か
わ

②スポーツ活動の促進

5 健康・福祉 ① 健康・福祉について知り
・学ぶ機会の充実

② 健康・福祉活動の促進

6 環 境 ① 環境について知り・学ぶ
機会の充実

② 環境活動の充実

7 安 全 ① 安全について知り・学ぶ
機会の充実

② 安全なまちづくりに
向けての活動の促進

8 その他住民生活に
係わる分野

① 生活課題について知り・
学ぶ機会の充実

② 様々な活動の促進

学習の成果や経験をを地域の活性化に
つなげていきます。４ 4 学習成果の活用

① 学習成果を活用していく
ための支援の充実

生涯学習に参加しやすい環境づくりを
進めます。５ 5 参加を支える環境の整備

1 生涯学習推進体制の
整備

① 生涯学習を計画的・総

合的に推進していくため
の組織体制の整備

2 様々な機関との連携
による支援体制の整備

① 関係機関との連携に
よる学習の支援

② 団体や世代間の交流
の支援

3 施設の有効活用 ① 施設の有効活用

4 参加を支える環境
づくり

① 参加をしやすくするため
の環境づくり

ステップ３
「活かす」しくみづくり

参加を支える環境づくり
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第３期実施計画の項目構成  

 

 実施計画は「寒川 学びプラン」の基本計画における基本方針・節・施策の方向に連動して構成します。

第３期実施計画では施策の方向ごとの実施事業（実行計画）８４事業と、その中から寒川町の生涯学習をよ

り推進していくための取り組み方針と重点事業５事業を設定し、毎年度の実施状況報告から実績評価を行い

ます。 

  

１．取り組み方針と重点事業 

 

 第３期実施計画の取り組み方針として、第１期、第２期に引き続き生涯学習の入口といえる「情報提供体

制の充実」、時代の要請に対応した学習メニューや様々な世代の学習機会の拡充を図るために「個別の課題

に対応する学習機会の充実」、生涯学習を総合的に推進していくため、地域や関係機関との連携を強化する

「生涯学習に参加しやすい環境づくりの推進」の３項目を掲げ、各項目に重点事業を設定します。 

 

【取り組み方針 １】情報提供体制の充実 

 住民の学習意欲に応え、自主的で自由な学習活動を支援するためには、多様な学習情報の提供や学習相談

体制の整備が重要です。生涯学習の入口となり、住民が積極的に生涯学習に取り組めるよう総合的な情報提

供体制を整備します。 

 

重点事業 ① 
 

事業名 
生涯学習関連事業の情報提供 

                                  【連番1】 

事業概要 
町民の生涯学習を推進するため、各課等で行われる講座・教室等の情報を取りまとめ、情

報提供を行います。（さむかわ町民大学） 

担当課 協働文化推進課 

行動目標 各課等で行われる年間の講座、教室等の総事業数 

目標指標 

（現状値） 

134 

【H26実績】 

平成28年度 平成29年度       

150 150       

 

 

重点事業 ② 
     

事業名 
生涯学習情報紙の発行 

                                   【連番3】 

事業概要 
町民に生涯学習に関する情報提供を行うため、生涯学習に関する情報紙を発行します。 

（生涯学習総合案内、子ども生涯学習情報紙すきっぷ） 

担当課 協働文化推進課 

行動目標 生涯学習情報紙の年間発行回数 

目標指標 

（現状値） 

5 

【H26実績】 

平成28年度 平成29年度       

5 5       
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【取り組み方針 ２】個別の課題に対応する学習機会の充実 

 社会環境が急速に変化する中で、生活課題や学習ニーズが多様化しています。「いつでも、どこでも、誰

でも」生涯学習に取り組めるようにするためには、身近な学習の場が必要です。時代の要請に敏感に対応し

た学習メニューについて拡充を図ります。 

 

重点事業 ③ 
     

事業名 
社会教育振興事業 

                               【連番22】 

事業概要 
文化教養の向上や地域づくりに資するため、住民ニーズにあわせた講座・教室等を行い

ます。（公民館講座） 

担当課 公民館（教育総務課） 

行動目標 各公民館における年間実施事業数 

目標指標 

（現状値） 

87 

【H26実績】 

平成28年度 平成29年度       

100 100       

      

【取り組み方針 ３】生涯学習に参加しやすい環境づくりの推進 

 生涯学習を総合的に推進するため、生涯学習の主役である町民の学習意欲を喚起し、学びの幅を広げる取

り組みが必要です。地域住民による地域の特性を活かした事業展開は地域での交流を深め、様々な関係機関

と連携した学習支援体制の充実することにより、学習機会の選択肢を増やし、「いつでも、どこでも、誰で

も」学ぶことができる”参加しやすい環境づくり”を推進します。 

 

重点事業 ④ 
     

事業名 
地域生涯学習推進員組織体制の充実 

                           【連番61】 

事業概要 
北部、中部、南部の３地区の公民館に設置されている生涯学習推進員の企画する事業を

実施します。 

担当課 公民館（教育総務課） 

行動目標 各地区の生涯学習推進員の企画した年間実施事業数 

目標指標 

（現状値） 

23 

【H26実績】 

平成28年度 平成29年度       

23 23       

 

重点事業 ⑤ 

事業名 
県、各自治体、専門機関との連携 

【連番63】 

事業概要 
県や周辺自治体、専門機関等と連携し、町民の学習支援体制の充実を図ります。 

（県連携、藤沢市・茅ヶ崎市連携、茅ヶ崎市連携等） 

担当課 協働文化推進課 

行動目標 連携事業数 

目標指標 

（現状値） 

6 

【H26実績】 

平成28年度 平成29年度       

6 
6 

5 
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２．施策の方向ごとの主な実施事業（実行計画） 

 

 「実施計画」は基本構想・基本計画における「施策の方向」ごとに実施事業（実行計画）で構成します。 

 実施事業（実行計画）は毎年の進捗状況調査として「前年度実施状況報告」と「次年度の実行計画」を実

施し、その中で「どのような学習機会を住民に提供をしていきたいか」という観点で目標指標を定めて担当

課で達成度評価を行い、その評価を受けて、生涯学習調整会議と生涯学習推進会議で基本方針の節ごとに評

価を行います。 

 

第１節 情報提供体制・相談体制 

 住民が積極的に生涯学習に取り組めるよう、総合的な情報提供・学習相談体制を整備します。 

 

①情報提供の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

1 

生涯学習関連事

業の情報提供 

【重点事業①】 

生涯学習に関する事業の情報提供を行い

ます。（町民大学） 
総事業数 150 150 

協働文化推

進課 

2 広報活動事業 

広報紙、町ホームページ、メール配信サ

ービス等の様々な媒体を活用し、行政の

施策や事業など町の情報提供を行います。 

情報提供を行う

媒体数 
11 

12 

11 
広報戦略課 

3 

生涯学習情報紙

の発行 

【重点事業②】 

生涯学習に関する情報紙を発行します。

（すきっぷ） 
発行回数 5 5 

協働文化推

進課 

 

②相談体制の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

4 
総合的な相談体

制の充実 

生涯学習に関する情報の収集・発信や各

種相談への対応を行います。 

団体からの広報

掲載依頼件数 
10 10 

協働文化推

進課 

 

 

第２節 ライフステージごとの学習 

 ライフステージ（人が成長する各段階）に応じた学習機会の充実を図ります。 

 

１乳幼児期、青少年期の学習支援 

 家庭の教育力、子育て力を高めていけるように、家庭教育を支援します。また、公共施設、子育て支援

グループ等における幼児教育を支援します。 

 

（１）家庭等における教育力の向上 

 家庭の教育力、子育て力を高めていけるように、家庭教育を支援します。また、公共施設、子育て支援

グループ等における幼児教育を支援します。 

 

①家庭教育の推進 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

5 
家庭教育講座等

開催事業 

子育て家庭を支援するため、家庭教育に

ついての講座・教室・講演会等の学習機

会を提供します。 

講座・教室等の

開催回数 
1 1 教育総務課 
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②幼児教育の推進 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

6 
子ども読書ふれ

あい事業 

幼児期から本と出会い、親しむ場を提供

するため、おはなし会（絵本の読みきか

せ）の事業を実施します。 

おはなし会の等

の開催回数 
60 60 

総合図書館 

(教育総務課） 

7 
乳幼児を対象と

した事業 

文化教養の向上や地域づくりに資するた

め、ライフステージ（乳幼児期）ごとの講

座・教室等を行います。 

講座・教室等の

開催回数 
10 10 

公 民 館 

(教育総務課） 

 

③子育て支援の推進 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

8 
子育て支援セン

ター事業 

子育てに関する相談、啓発活動、サークル

の育成、支援などの事業の実施や、利用者

のきっかけづくりとなるイベント等を開催

します。 

子育て支援

センターの

利用者数 

12,250 12,500 
子育て支援

課 

9 
母子健康教育事

業 

妊婦、乳幼児とその保護者等を対象に、育

児知識と技術の啓蒙、普及を図るため、父

親・母親教室等を実施します。 

講座・教室

等の開催回

数 

115 115 
子育て支援

課 

10 
地域子育て環境

づくり支援事業 

地域社会全体で子育てを支援する環境づく

りを推進するために、子育て支援に関する

事業を行う団体に対し、事業協力（補助）

を行います。 

実施団体数 2 2 
子育て支援

課 

 

（２）学校、地域の連携による学習支援と青少年の健全育成 

 家庭、地域、学校が連携することで、子どもたちが様々なことを学び・体験できる環境を整備し、青少

年の健全な育成を図ります。 

①学校における学習の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

11 
「生きる力」育

成事業 

児童・生徒の実態を生かした知育・徳育の

向上など「生きる力」の育成を図るため、

校内研究や芸術体系事業の充実のための支

援を行います。 

校内研究及び芸

術鑑賞の取組校

数 

16 16 学校教育課 

12 

「地域のせんせ

い」ふれあい推

進事業 

体験的な教育活動と個に応じた指導などの

充実を図るため、地域協力者の活用を推進

します。 

体験的教育活動

と指導の項目数 
45 45 学校教育課 

 

②地域における学習の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

13 
さむかわゆうゆ

う学園の開催 

青少年に地域での学習の機会を提供、学び

に目を向ける動機づけとなるよう町の機関

等が実施する事業をとりまとめや参加を奨

励します。 

修了証交付人数 50 50 
協働文化推

進課 

14 
青少年を対象と

した事業 

文化教養の向上や地域づくりに資するた

め、ライフステージ（青少年期）ごとの講

座・教室等を行います。 

講座開催回数 43 43 
公 民 館 

(教育総務課） 
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③青少年の健全育成 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

15 青少年育成事業 

青少年の健全育成に向け、幅広い年齢層が

参加できる事業の実施や指導員、リーダー

の育成を図り、青少年活動を支援します。 

講座・教室等

の開催回数 
31 31 

保育・青

少年課 

16 
ふれあい塾運営

事業 

放課後の体育館を活用し、地域や児童クラ

ブとの連携をとりながら、安心して遊べる

場の提供、環境整備を行います。 

参加人数 14,500 14,500 
保育・青

少年課 

 

 

２成人期の学習支援 

 社会との関わりなどが多くなるこの時期に、様々なことが学べるよう学習支援体制を整備します。 

 

①多様な学習機会の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

17 
さむかわ出前講

座の開催 

町民と行政が共に学びながらまちづくりを

推進するために、団体等の依頼に応じ、学

習を目的とした集会等に町職員を講師とし

て派遣します。 

派遣回数 15 15 
協働文化推

進課 

18 
成人期を対象と

した事業 

文化教養の向上や地域づくりに資するた

め、ライフステージ（成人期）ごとの講

座・教室等を行います。 

講座・教室等の

開催回数 
32 32 

公 民 館 

(教育総務課） 

 

②就労に関する学習機会の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

19 
労働講座等の開

催 

若者の職業的自立や勤労者の不安等の解消

を目的として、講座等の開催や情報提供を

行います。 

講座・教室等の

開催回数 
3 3 産業振興課 

 

 

３高齢期の学習支援 

 生きがいづくり、健康づくりの観点も踏まえ、高齢期における学習を支援します。 

 

①高齢期における多様な学習機会の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

20 
高齢者を対象と

した事業 

文化教養の向上や地域づくりに資するた

め、ライフステージ（高齢期）ごとの講

座・教室等を行います。 

講座・教室等の

開催回数 
15 15 

公 民 館 

(教育総務課） 

21 

高齢者生きがい

づくり等支援事

業 

地域での生きがいづくり、健康づくり推進

のため、老人クラブの活動を支援します。 

老人クラブ加入

者数 
750 755 高齢介護課 
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第３節 分野ごとの学習 

 社会環境が急速に変化する中で、生活課題や学習ニーズも多様化しています。そのため、これらの個別の

課題に対応できる学習の場や機会の充実を図ります。 

 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

22 

社会教育振興事

業 

【重点事業③】 

文化教養の向上や地域づくりに資するた

め、住民ニーズにあわせた講座・教室等を

行います。 

実施事業数 100 100 
公 民 館 

(教育総務課） 

 

１文化・芸術 

①文化・芸術について知り・学ぶ機会の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

23 
地域文化振興事

業 

文化活動の推進・発展を図るため、文化芸

術に関する事業の実施、近隣の文化団体と

の交流機会の提供を行います。 

実施事業数 3 3 
協働文化推

進課 

24 
総合図書館運営

事業 

図書、雑誌、視聴覚資料等を収集・提供や

資料展示、企画事業により、文化芸術等

様々な知的要求に応える図書サービスを展

開します。 

講座・展示等の

開催回数 
140 140 

総合図書館 

(教育総務課） 

25 
文書館保存資料

活用事業 

寒川地域に関する記録資料を調査、収集、

整理、保存し、利用に供するとともに、資

料を用いた普及活動等を行います。 

講座・展示等の

開催回数 
13 

13 

16 
文 書 館 

26 
文化財学習セン

ター事業 

文化財の整理保存、修復を行い、展示等の

公開事業や企画展、各種普及啓発事業を実

施します。 

講座・展示等の

開催回数 
6 6 教育総務課 

②文化・芸術活動の促進 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

27 
学習成果発表の

場の提供 

公民館サークルや一般団体の成果発表の場

として、展示室及びホールの貸し出しを行

います。 

ホール・展

示室の年間

貸出数 

1,500 1,500 

町民センタ

ー 

(教育総務課） 

28 
文化団体の育

成・活動促進 

地域文化の振興及び継承ができるよう、文

化団体の育成、活動の支援をします。 

文化連盟の

会員数 
1,250 1,250 

協働文化推

進課 

 

２情報化 

①情報化について知り・学ぶ機会の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

29 
教育コンピュー

タ活用事業 

情報化に対応した教育の充実を図るため、

授業における ICT（情報通信技術）の活用

を図り、児童・生徒の学力の定着を目指し

ます。 

児童・生徒の

e・ライブラリ

活用率 

100 100 学校教育課 

②情報化の推進 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

30 

インターネット資

料検索システムの

提供 

インターネットでの資料検索システ

ムの提供を行います。 
蔵書検索回数 600,000 600,000 

総合図書館 

(教育総務課) 
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３国際化 

①国際化について知り・学ぶ機会の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

31 
国際交流・国際理

解事業  

国際交流や国際理解に関する教室・講

座等の学習機会を提供します。 

講座・教室等の

開催回数 
3 3 

協働文化推

進課 

②国際化の促進 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

32 
国際交流団体の育

成・活動促進 

国際化の推進を図るため、国際交流を

行う団体の育成・活動支援をします。 

国際交流団体の

会員数 
50 50 

協働文化推

進課 

 

４スポーツ 

①スポーツについて知り・学ぶ機会の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

33 
スポーツ活動推進

事業 

スポーツ活動の推進を図るため、町民

に各種スポーツに関する教室・大会等

の学習機会を提供します。 

講座・教室・大

会等の開催回数 
14 14 

健康・スポ

ーツ課 

②スポーツ活動の促進 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

34 

スポーツボランテ

ィアの育成・活動

促進 

地域におけるスポーツ活動の支援のた

め、ボランティアの育成や活動支援を

します。 

ボランティアの

登録者数 
50 

70 

50 

健康・スポ

ーツ課 

35 
スポーツ団体の育

成・活動促進 

スポーツ活動の推進を図るため、団体

の育成や活動支援をします。 

スポーツ団体の

会員数 
5,530 5,530 

健康・スポ

ーツ課 

 

 

５健康・福祉 

①健康・福祉について知り・学ぶ機会の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

36 

健康、栄養に関す

る講座等の開催

（健康普及事業） 

健康づくりや食育に関する学習機会を

提供します。 

講座・教室等の

開催回数 
65 67 

健康・スポ

ーツ課 

37 
福祉に関する講座

等の開催 

地域福祉の活発化、理解を深めるため

の講座や学習機会を提供します。 

講座・教室等の

開催回数 
20 24 

福祉課 

（社会福祉

協議会） 

38 

介護に関する講座

等の開催（介護予

防事業） 

高齢者の社会参加、介護予防に関する

学習機会を提供します。 

講座・教室等の

開催回数 
148 112 高齢介護課 

②健康・福祉の活動の促進 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

39 
福祉ボランティア

の育成・活動促進 

地域で福祉活動に関わる人材やボラン

ティアの育成や活動支援をします。 

ボランティアの

登録者数 
120 130 

福祉課 

（社会福祉

協議会） 

40 
運動ボランティア

の育成・活動促進 

地域での健康づくり推進のため、ボラ

ンティアの育成や活動支援をします。 

ボランティアの

登録者数 
51 51 

健康・スポ

ーツ課 
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６環境 

①環境について知り・学ぶ機会の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

41 

環境に関する講座

等の開催（環境教育・

学習の推進事業） 

環境問題の認識を深めるため、環境教

育・学習の場の提供を推進します。 

講座・教室等の

開催回数 
9 10 環 境 課 

②環境活動の促進 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

42 
環境団体の育成・

活動促進 

環境問題の認識を深めるため、環境団

体の育成や活動支援をします。 

さむかわエコネ

ットの登録者数 
34 

34 

35 
環 境 課 

43 

緑化活動ボランテ

ィアの育成・活動

促進 

緑の保全及び緑化の推進を図るために

ボランティアの育成や活動支援をしま

す。 

緑化活動ボラン

ティアの登録者

数 

28 28 都市計画課 

 

７安全 

①安全について知り・学ぶ機会の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

44 
防災に関する教室

の開催 

防災意識の高揚を図るため、講座・教

室・講演会等の学習機会を提供します。 

講座・教室等の

開催回数 
10 10 町民安全課 

45 
交通安全教室の開

催 

交通安全意識の高揚を図るため、講座・

教室・講演会等の学習機会を提供します。  

講座・教室等の

開催回数 
6 6 町民安全課 

46 
応急手当等普及啓

発事業 

町民の誰もが適切な応急手当ができるよ

う講習会等の学習機会を提供します。 

講座・教室等の

開催回数 
16 16 予 防 課 

47 
消費生活に関する

講座等の開催 

町民が安心できる消費生活を送れるよ

うに、講座等の学習機会を提供します。 

講座等の開催回

数 
1 1 町民窓口課 

②安全なまちづくりにむけての活動の促進 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

48 
自主防災組織の育

成・活動促進 

防災対策の普及啓発を図るため、自治

会に組織されている自主防災組織の活

動を支援します。 

訓練・研修会

への参加人数 
1,400 1,400 町民安全課 

 

８その他住民生活に係わる分野 

①生活課題について知り・学ぶ機会の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

49 
男女共同参画推進

事業 

男女共同参画社会実現に向けた意識啓

発を図るため、講座・教室・講演会等

の学習機会を提供します。 

講座・教室等の

開催回数 
2 

2 

3 

協働文化推

進課 

50 平和推進事業 
平和思想の普及・浸透を図るため、講

演会等の学習機会の提供を図ります。 

講座・教室等の

開催回数 
5 5 

協働文化推

進課 

51 人権教育推進事業 
現代的課題である人権問題に関する講

座・教室等の学習機会を提供します。 

講座・教室等の

開催回数 
1 1 教育総務課 

52 
選挙に関する出前

講座・模擬投票 

選挙に関心を深めるため、基礎的な知

識や模擬投票と開票の体験活動等の学

習機会を提供します。 

講座・教室等の

開催回数 
2 2 

選挙管理委

員会事務局 
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②様々な活動の促進 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

53 
ボランティア活動

促進事業 

町内で活動するボランティア団体等の

登録を行い、活動促進及び情報の共有

化、町民のまちづくりへの参加を促進

します。 

登録団体数 13 16 
協働文化推

進課 

 

第４節 学習成果の活用 

 学習の成果が活かされるよう、その仕組みや支援体制を充実します。 

①学習成果を活用していくための支援の充実 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

54 
生涯学習人材登録

制度の拡充 

地域で知識、技能、指導補助等の意欲

のある方を登録し、講師紹介や自主企

画講座実施等の支援を行います。 

登録者数 40 40 
協働文化推

進課 

55 
生涯学習支援者研

修の開催 

生涯学習人材登録者や地域生涯学習推

進員等の地域で生涯学習を推進する人

を対象に研修機会を提供します。 

研修の開催回数 1 1 
協働文化推

進課 

56 
公民館サークル活

動の活性化 

公民館利用者層の拡大につながるよう

公民館サークルを育成、活動支援を行

います。 

登録団体数 170 170 
公 民 館 

(教育総務課） 

57 

図書館ボランティ

アの育成と活動の

支援 

図書ボランティアの育成や活動支援に

より、町民と協働する開かれた図書館

を目指します。 

登録者数 20 20 
総合図書館 

(教育総務課) 

58 
文書館ボランティ

ア活動の支援 

文書館での新聞、写真などの資料整理

や展示準備などのボランティアの育成

と活動支援を行います。 

登録者数 10 10 文 書 館 

59 
協働事業提案制度

推進事業 

地域の身近な公共的課題などの解決に

向けて提案された町民と町との協働事

業に対して事業協力（補助）を行います。  

提案採用件数 3 3 
協働文化推

進課 

 

第５節 参加を支える環境の整備 

１生涯学習推進体制の整備 

 生涯学習を計画的・体系的に推進できるよう体制を整備します。 

①生涯学習を計画的・総合的に推進していくための体制の整備 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

60 
生涯学習推進組織

の活性化 

地域ぐるみの生涯学習を推進するた

め、全町的、庁内の推進体制を組織

し、学びプランの進行管理をします。 

会議の開催回数 3 3 
協働文化推

進課 

61 

地域生涯学習推進

員組織体制の充実 

【重点事業④】 

北部、中部、南部の３地区の公民館に

設置している生涯学習推進員の企画す

る事業を実施します。 

推進員の企画し

た事業数 
23 23 

公 民 館 

(教育総務課） 

62 
社会教育委員活動

事業 

社会教育に関する計画の立案や調査研

究などを踏まえ、社会教育に関する助

言や、社会教育行政の充実を図ります。 

会議の開催回数 5 5 教育総務課 
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２様々な機関との連携による支援体制の整備 

 関係機関との連携により学習支援体制を充実します。また、自主的な学習活動や、地域団体間交流・連携

など支援します。 

①関係機関との連携による学習の支援 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

63 

県、各自治体、専

門機関との連携 

【重点事業⑤】 

県や周辺自治体、専門機関等と連携

し、町民の学習支援体制の充実を図り

ます。 

連携事業数 6 
6 

5 

協働文化推

進課 

64 
図書館情報相互利

用 

県内図書館等との連携により相互利用

を促進し、提供できる資料の質と量の

拡大を図ります。 

借受点数 1,200 1,200 
総合図書館 

(教育総務課) 

65 
高校、大学等の教

育機関との連携 

高校、大学等の教育機関と連携し、町

民の学習支援体制の充実を図ります。 
開催回数 2 2 

協働文化推

進課 

②団体や世代間交流の支援 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

66 
公民館まつりの開

催 

地域に根ざした文化活動の充実と公民

館活動の啓発のため、公民館サークル

の活動発表、作品展示を行います。 

参加団体数 135 135 
公 民 館 

(教育総務課） 

67 
昔の遊び教室の開

催 

昔ながらの知恵や技の伝承を行いなが

ら、子どもと高齢者の世代間の交流を

深めます。 

参加者数 30 30 教育総務課 

68 

寒川わくわくブッ

クマーケットの開

催 

40代を中心とした不惑世代に主体的

に地域活動へ参画してもらい、幅広い

世代が交流できる事業を実施します。 

参加団体数 30 35 
協働文化推

進課 

３施設の有効活用 

 地域の生涯学習活動の拠点となる施設を充実し、有効活用を図ります。 

①施設の有効活用 

 
事業名 利用実績 目標 H28 H29 担当課 

69 
文化財学習センタ

ーの有効活用 
①開館日数 ③利用者数 年間利用者数 1,100 1,150 教育総務課 

70 
青少年広場の有効

活用 

①開放日数 ②利用件数 

④IT施設予約有無 
年間利用者数 24,500 24,500 

保育・青少

年課 

71 図書館の有効活用 
①開館日数 ②利用件数（資

料貸出件数） ③利用者数 
年間利用者数 292,000 292,500 

総合図書館 

(教育総務課) 

72 公民館の有効活用 

①開館日数 

②利用件数  

③利用者数  

④IT施設予約有無 

年間利用者数 

70,000 70,000 町民センター 

12,000 12,000 町民センター分室  

27,000 27,000 北部公民館 

32,000 32,000 南部公民館 

73 
寒川総合体育館の

有効活用 

①開館日数 ②利用件数 ③

利用者数 ④IT施設予約有無 
年間利用者数 230,000 

240,000 

252,000 
都市計画課 

74 
さむかわ庭球場の

有効活用 

①開放日数 ②利用件数 ③

利用者数 ④IT施設予約有無 
年間利用者数 12,000 12,000 

健康・スポ

ーツ課 

75 
スポーツ公園の有

効活用 

①開放日数 ②利用件数 

④IT施設予約有無 
年間利用件数 1,700 1,700 

健康・スポ

ーツ課 
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76 
学校体育施設の有

効活用 

開放施設数 ②利用件数 

④IT施設予約有無 
年間利用件数 6,800 7,000 教育総務課 

77 文書館の有効活用 
①開館日数 ③利用者数（閲

覧件数＋レファレンス数） 
年間利用者数 580 

580 

690 
文 書 館 

78 
地域集会所の有効

活用 

開放施設数 ②利用件数 

④IT施設予約有無 
年間利用件数 4,000 4,000 

協働文化推

進課 

 

 

４参加を支える環境づくり 

 生涯学習に誰もが参加しやすくなる環境を整備するため、町機関等で開催する講座、教室等での実績を調

査します。 

 

①参加しやすくするための環境づくり 

 
事業名 事業内容 目標 H28 H29 担当課 

79 
講座開催時の託児の

実施 

子育て世代が参加しやすい環境づ

くりを推進します。 

講座・教室で

の実施率

（％） 

20 20 
協働文化推

進課 

80 
手話通訳・要約筆記

等の設置及び派遣 

障害者や高齢者が生涯学習に参加

しやすくなるよう、情報のバリア

フリー化を推進します。 

講座・教室で

の実施率

（％） 

5 5 
協働文化推

進課 

81 土日休日開催 

学生や勤労者など生涯学習活動へ

の時間が限られる層が参加しやす

いように開催時間を工夫します。 

講座・教室で

の実施率

（％） 

25 25 
協働文化推

進課 

82 夜間開催 

勤労者など生涯学習活動への時間

が限られる層が参加しやすいよう

に開催時間を工夫します。 

講座・教室で

の実施率

（％） 

3 3 
協働文化推

進課 

83 
講座開催時のアンケ

ート調査の実施 

参加者の意見を聴取し、満足度や

課題などを把握することで、参加

しやすい環境づくりを推進しま

す。 

講座・教室で

の実施率

（％） 

100 100 
協働文化推

進課 

84 
インターネットを活

用した参加申込 

Eメールやホームページからの申

し込みなど、ICT（情報通信技

術）活用をすることで参加しやす

い環境づくりを推進します。 

講座・教室で

の実施率

（％） 

100 100 
協働文化推

進課 
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第２期実施計画期間における実施事業数 

 
 当初 H23 H24 H25 H26 H27 

第1節 情報提供体制・相談体制 

 ①情報提供の充実 12 12 12 12 12 12 

②相談体制の充実 3 3 3 3 3 3 

小計 15 15 15 15 15 15 

第2節 ライフステージごとの学習 

 １乳幼児期、青少年期の学習支援 

 （１）家庭等における教育力の向上 

 ①家庭教育の推進 3 3 3 3 3 3 

②幼児教育の推進 3 4 4 4 4 4 

③子育て支援の推進 7 7 7 7 7 7 

（２）学校、地域の連携による学習支援と青少年の健全育成 

 ①学校における学習の充実 7 7 7 7 7 7 

②地域における学習の充実 4 3 3 4 4 4 

③青少年の健全育成 13 13 13 13 13 13 

２成人期の学習支援 

  ①多様な学習機会の充実 4 4 4 4 4 4 

②就労に関する学習機会の充実 3 3 1 2 2 2 

３高齢期の学習支援 

  ①高齢期における多様な学習機会の充実 6 6 6 6 6 6 

小計 50 50 48 50 50 50 

第３節 分野ごとの学習 

 １文化・芸術 

 ①文化・芸術について知り・学ぶ機会の充実 8 8 8 8 8 8 

②文化・芸術活動の促進  6 5 5 5 5 5 

２情報化 

 ①情報化について知り・学ぶ機会の充実 5 5 4 5 5 4 

②情報化の推進 2 1 2 2 2 2 

３国際化 

 ①国際化について知り・学ぶ機会の充実 5 5 6 4 4 5 

②国際化の促進 2 2 2 2 2 2 

４スポーツ 

 ①スポーツについて知り・学ぶ機会の充実 4 4 4 4 4 4 

②スポーツ活動の促進 8 8 8 8 8 8 

５健康・福祉 

 ①健康・福祉について知り・学ぶ機会の充実 9 8 8 11 12 12 

②健康・福祉の活動の促進 5 5 5 5 5 5 

６環境 

 ①環境について知り・学ぶ機会の充実 5 4 5 4 4 4 

②環境活動の促進 18 18 18 18 18 18 

７安全 

 ①安全について知り・学ぶ機会の充実 14 13 13 13 13 13 

②安全なまちづくりにむけての活動の促進 8 8 8 7 7 7 

８その他住民生活に係わる分野 

 ①生活課題について知り・学ぶ機会の充実 15 14 15 16 16 16 

②様々な活動の促進 10 9 9 9 9 9 

小計 124 117 120 121 122 125 
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 当初 H23 H24 H25 H26 H27 

第４節 学習成果の活用 

 ①学習成果を活用していくための支援の充実 5 5 5 5 5 5 

小計 5 5 5 5 5 5 

第５節 参加を支える環境の整備 

 １生涯学習推進体制の整備 

 ①生涯学習を計画的・総合的に推進していくための体制の整備 3 3 3 3 3 3 

２様々な機関との連携による支援体制の整備 

 ①関係機関との連携による学習の支援 6 4 4 4 4 4 

 ②団体や世代間交流の支援 5 5 5 5 5 5 

３施設の有効活用 

 ①施設の有効活用 14 14 14 14 14 14 

４参加を支える環境づくり 

 ①参加しやすくするための環境づくり 13 21 19 23 30 43 

小計 41 47 45 49 56 69 

合計 235 234 233 240 248 264 

 

第２期実施計画期間における町機関が行う講座・教室等の参加実績 

 

 町民がいつでも気軽に参加し学べる体制として、町機関において行われる各種講座、教室等を取りまとめ

る「さむかわ町民大学」を実施し、講座情報の提供と実績集計を行っています。 

 

●さむかわ町民大学 講座数・参加者数実績 

  

講座数 

延べ参加人数  

合計 男性 女性 不明 

平成２３年度 126 2,028 4,758 6,662 13,448 

平成２４年度 177 1,168 2,261 8,955 12,384 

平成２５年度 168 2,340 6,257 7,253 15,850 

平成２６年度 134 4,184 9,481 4,256 17,921 

平成２７年度 136 2,481 4,675 9,724 16,880 

 



事業名 事業名

第１節　情報提供体制・相談体制
①情報提供の充実
協働文化推進課 1 生涯学習事業情報の収集 1① ★生涯学習関連事業の情報提供

総　務　課 2 行政資料の情報提供

総　務　課 3 情報公開制度に基づく情報提供

財　政　課 4 財政状況に関する情報提供

企画政策課 5 町ホームページによる情報提供

企画政策課 6 広報紙等印刷物による情報提供

企画政策課 7 インターネットや電子媒体による情報提供

企画政策課 8 ＦＭ放送、映像による情報提供

議会事務局 9 議会だよりの発行

協働文化推進課 10 県生涯学習情報システム「PLANETかながわ」への情報提供

協働文化推進課 11 生涯学習情報冊子・パンフレット等の発行

協働文化推進課 12 子ども情報紙「すきっぷ」の発行 3② ◆生涯学習情報紙の発行

②相談体制の充実

協働文化推進課 13 総合的な相談体制づくり 4 ★総合的な相談体制の充実

文書館 14 文書館におけるレファレンス

協働文化推進課 15 身近な相談体制の検討 ４と統合

第２節　ライフステージごとの学習
１　乳幼児期、青少年期の学習支援
（１）家庭等における教育力の向上

①家庭教育の推進

教育総務課 16 家庭教育の充実 5 家庭教育講座等開催事業

公　民　館 17 家庭教育講座等の開催

健康・スポーツ課 18 子育てに関する教室や相談の開催

②幼児教育の推進

総合図書館 19 図書館を活用した活動の促進 6 ◆子ども読書ふれあい事業

公　民　館 20 幼児教育講座等の開催 7 ◆乳幼児を対象とした事業

公　民　館  20-1 公民館を活用した活動の推進

子ども青少年課 21 幼稚園就園家庭への支援

③子育て支援の推進

子ども青少年課 22 子育て支援センター事業 8 子育て支援センター事業

健康・スポーツ課 23 子育て支援教室の開催 9 ◆母子健康教育事業

子ども青少年課 24 親子向け講座・教室の充実

教育総務課 25 親子向け講座・教室の充実

公　民　館 26 親子向け講座・教室の充実

総合図書館 27 親子向け事業の充実

子ども青少年課 28 子育て支援事業 10 ◆地域子育て環境づくり支援事業

（２）学校、地域の連携による学習支援と青少年の健全育成

①学校における学習の充実

学校教育課 29 「生きる力」育成事業

学校教育課 30 「生きる力」育成事業

学校教育課 31 「地域のせんせい」ふれあい推進事業 12 「地域のせんせい」ふれあい推進事業

学校教育課 32 学校評議員制度

学校教育課 33 専門家による相談の充実

学校教育課 34 メンタルフレンドの導入

学校教育課 35 研修会の開催

②地域における学習の充実

協働文化推進課 36 さむかわゆうゆう学園の開催

協働文化推進課 37 さむかわゆうゆう学園の開催

公　民　館 38 放課後・週末等の講座の開催

教育総務課 39 事業の検討・実施

公　民　館 39 事業の検討・実施 14 ◆青少年を対象とした事業

13 ★さむかわゆうゆう学園の開催

★広報活動事業2

11 ★「生きる力」育成事業

担当課
第２期実施計画（H23-27） 第３期実施計画（前期H28-29/後期H30-32)

第３期実施計画について、☆は第３期実施計画から追加、★は第２期実施計画の事業内容を統合、◆は第２
期実施計画の事業名称から変更、無印は第２期から継続。

第２期・第３期実施計画の変更箇所について
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③青少年の健全育成

子ども青少年課 40 子ども会活動の支援

子ども青少年課 41 こどもまつりの開催

子ども青少年課 42 ふれあい塾の実施 16 ふれあい塾の実施

公　民　館 43 公民館施設の開放

学校教育課 44 専門家による相談の充実

子ども青少年課 45 ジュニア・リーダーズ・クラブの支援

子ども青少年課 46 小学生リーダー研修の開催 15 ◆青少年育成事業

子ども青少年課 47 指導者研修会の実施

子ども青少年課 48 指導者研修会の実施

子ども青少年課 49 子ども議会の開催

子ども青少年課 50 青少年環境浄化推進協議会の支援

子ども青少年課 51 青少年指導員連絡協議会の支援

公　民　館 52 青少年の健全育成講座等の開催

２　成人期の学習支援
①多様な学習機会の充実

協働文化推進課 53 さむかわ町民大学の開催 １と統合

公　民　館 54 公民館講座等の開催 18 ◆成人を対象とした事業

協働文化推進課 55 さむかわ出前講座の開催 17 さむかわ出前講座の開催

第5節４－① 56 参加しやすい学習機会の充実

②就労に関する学習機会の充実

高齢介護課 57 シルバー人材センターへの支援

産業振興課 58 パソコン講座 19 ◆労働講座等の開催

該当事業なし 59 （施策名：リカレント教育の充実）

３　高齢期の学習支援
①高齢期における多様な学習機会の充実

協働文化推進課 60 さむかわ町民大学の開催（再掲）

総合図書館 61 高齢者の自己学習支援のための大活字本等資料の整備充実

公　民　館 62 公民館講座等の開催 20 ◆高齢者を対象とした事業

協働文化推進課 63 さむかわ出前講座の開催（再掲）

高齢介護課 64 老人クラブ活動の支援

高齢介護課 65 シルバー人材センターの支援 21 ◆高齢者生きがいづくり支援事業

第３節　分野ごとの学習
公民館 22③ ☆社会教育振興事業

１　文化芸術
①文化・芸術について知り、学ぶ機会の充実

協働文化推進課 66 町文化祭の開催 23 ★地域文化振興事業

協働文化推進課 67 広域的な文化イベントへの参加・協力

総合図書館 24 ☆総合図書館運営事業

公　民　館 68 公民館まつりや文化・芸術振興事業の開催

文書館 69 町史の編さん 25 ◆文書館保存資料活用事業

文書館 70 文書館における展示

教育総務課 71 文化財説明板の設置

教育総務課 72 文化財刊行物の発行

教育総務課 73 文化財学習センター事業の実施 26 ◆文化財学習センター事業

②文化・芸術活動の促進

協働文化推進課 74 広報紙等への掲載の協力

公　民　館 75 学習成果発表の場の提供 27 ◆学習成果発表の場の提供

協働文化推進課 76 寒川町文化連盟への補助金支出 28 ◆文化団体の育成・活動促進

公　民　館 77 公民館サークル活動等の支援

教育総務課 78 保存団体への支援

協働文化推進課 79 伝統文化の継承支援

２　情報化
①情報化について知り・学ぶ機会の充実

協働文化推進課 80 大学等との連携による講座の開催

公　民　館 81 情報化に関する講座等の開催

総合図書館 82 インターネットによる情報提供 30へ変更

学校教育課 83 パソコン等情報機器の導入
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学校教育課 84 インターネット通信環境の整備

学校教育課 29 ☆教育コンピュータ活用事業

②情報化の推進

健康・スポーツ課 85 公共施設予約システムの運用

協働文化推進課 86 情報化社会に対応する学習を支援する団体を育成

総合図書館 30 ◆インターネット資料検索システムの提供

３　国際化
①国際化について知り・学ぶ機会の充実

協働文化推進課 87 国際交流を行っている団体の活動支援　 31 ◆国際交流・国際理解事業

協働文化推進課 88 大学等との連携による講座の開催

公　民　館  88－1 異文化交流

総合図書館 89 外国語情報資料の整備

学校教育課 90 英語指導助手の小・中学校への派遣

公　民　館 91 外国語講座等の開催

②国際化の促進

協働文化推進課 92 国際交流団体への支援 32 ◆国際交流団体の育成・活動促進

公　民　館 93 外国語学習を支援する団体の育成・支援

４　スポーツ
①スポーツについて知り・学ぶ機会の充実

健康・スポーツ課 94 総合型地域スポーツクラブとの連携

健康・スポーツ課 95 各種スポーツ教室の開催

健康・スポーツ課 96 ニュースポーツの普及

健康・スポーツ課 97 スポーツイベントの充実

②スポーツ活動の促進

健康・スポーツ課 98 総合型地域スポーツクラブの設置、運営支援

健康・スポーツ課 99 スポーツ団体の育成 35 ◆スポーツ団体の育成・活動支援

高齢介護課 100 高齢者向けスポーツの普及

健康・スポーツ課 101 高齢者向けスポーツの普及

福　祉　課 102 障害者向けスポーツの普及

福　祉　課 103 スポーツ大会への参加支援

健康・スポーツ課 104 スポーツ大会への参加支援

健康・スポーツ課 105  スポーツ推進委員によるスポーツ活動の支援ボランティアの養成 34 ◆スポーツボランティアの育成・活動支援

５　健康・福祉
①健康・福祉について知り・学ぶ機会の充実

健康・スポーツ課 106 各種健康教室の実施 36 ★健康、栄養に関する講座、教室の開催

公　民　館 107 健康に関する講座等の開催

健康・スポーツ課 107-1 ★チャレンジデーの実施

健康・スポーツ課 108 各種栄養教室の実施 36と統合

協働文化推進課 109 大学等との連携による講座の開催

福祉課（社協） 110 福祉に関する学習講座の開催 37 福祉に関する学習講座の開催

福祉課（社協） 111 福祉に関するイベントの開催

福祉課（社協） 111 福祉に関するイベントの開催

高齢介護課 112 介護保険制度に関する啓発、学習機会の充実 38 ◆介護に関する講座等の開催

保険年金課 113 国民健康保険制度に関する啓発、学習機会の充実

保険年金課 114 国民年金制度に関する啓発、学習機会の充実

②健康・福祉の活動の促進

健康・スポーツ課 115 健康づくり（運動、休養、栄養）講座 36と統合

健康・スポーツ課 116 食生活改善推進員活動の支援

福祉課（社協） 117 福祉ボランティア活動への支援 39 ◆福祉ボランティアの育成・活動支援

健康・スポーツ課 118 運動ボランティア養成講座 40 ◆運動ボランティアの育成・活動促進

健康・スポーツ課 119 ブックスタートボランティア活動支援　　　　

６　環境
①環境について知り・学ぶ機会の充実

環　境　課 120 環境情報の提供事業

環　境　課 121 環境情報の提供事業

環　境　課 122 環境教育・学習の推進事業 41 ◆環境に関する講座等の開催

協働文化推進課 123 環境教育・学習の推進事業

公　民　館 124 環境に関する講座等の開催

33 ★スポーツ活動推進事業
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②環境活動の促進

環　境　課 125 行動指針（町民編）の実践支援

環　境　課 126 行動指針（事業者編）の実践支援

環　境　課 127 行動指針（行政編）の実践

環　境　課 128 ごみ減量化推進事業

環　境　課 129 資源ごみ分別推進事業

環　境　課 130 地球温暖化防止対策の推進事業

環　境　課 131 環境基本計画推進事業

環　境　課 132 オゾン層の保護事業　　（２３年度まで）

環　境　課 133 まちぐるみ美化運動等事業

環　境　課 134 河川美化事業

環　境　課 135 住みよい環境を守り育てる事業

環　境　課 136 寒川環境町民会議との協働作業 42 ◆環境団体の育成・活動促進

都市計画課 137 緑化活動団体育成事業

都市計画課 138 緑化活動団体育成事業

都市計画課 139 生け垣等緑化推進事業

都市計画課 140 緑のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ・緑化ﾌｪｱの開催

都市計画課 141 花植えボランティアの普及 43と統合

産業振興課 142 家庭菜園事業

７　安全
①安全について知り・学ぶ機会の充実

危機管理課 143 総合防災訓練の実施

危機管理課 144 防災に関する教室の開催 44 防災に関する教室の開催

危機管理課 145 自主防災訓練の実施

予　防　課 146 火災・防災等に関する教室の開催

協働文化推進課 147 防犯に関する講演会の開催

協働文化推進課 148 交通安全教室の開催 45 交通安全教室の開催

協働文化推進課 149 交通安全キャンペーンの開催

予　防　課 150 応急手当等に関する講習の開催 46 応急手当等に関する講習の開催

予　防　課 151 指導者講習会の開催

子ども青少年課 152 薬物乱用防止活動の推進

健康・スポーツ課 153 各種栄養教室の実施

町民窓口課 154 消費生活に関する情報提供

町民窓口課 155 消費生活に関する教室やイベントの開催 47 ◆消費生活に関する講座等の開催

町民窓口課 156 消費生活相談

②安全なまちづくりにむけての活動の促進

危機管理課 157 自主防災意識の啓発

危機管理課 158 自主防災組織の支援 48 自主防災組織の支援

予　防　課 159 防火団体の育成と活動支援

予　防　課 160 消防団活動の支援

協働文化推進課 161 地域ぐるみの防犯パトロールの支援

学校教育課 162 子どもの安心・安全を見守る活動の推進

協働文化推進課 163 黄色い帽子の配布

町民窓口課 164 消費生活関連の活動団体育成支援

８　その他住民生活に係わる分野
①生活課題について知り・学ぶ機会の充実

都市計画課 165 コミュニティバスの運行に関する情報提供

 寒川駅周辺整備事務所 166 土地利用、都市基盤整備に関する情報提供、学習機会の充実

都市計画課 167 土地利用、都市基盤整備に関する情報提供、学習機会の充実

産業振興課 168 産業まつりの開催

企画政策課 169 広域行政に関する情報提供

企画政策課 170 行政に関する情報の充実

町民窓口課 171 消費生活相談

協働文化推進課 172 男女共同参画プランの周知

協働文化推進課 173 男女共同参画に関する情報提供

協働文化推進課 174 男女共同参画のため講座の開催

協働文化推進課 175 平和教育の推進 50 ◆平和推進事業

町民窓口課 176 人権相談の実施

49 ★男女共同参画事業

43 ★緑化活動ボランティアの育成・活動促進

24



町民窓口課 177 人権教育の推進

教育総務課 178 人権教育の推進 51 ◆人権教育推進事業

 選挙管理委員会事務局 179 明るい選挙推進大会

 選挙管理委員会事務局 179 出前講座・模擬投票 52 出前講座・模擬投票

②様々な活動の促進

都市計画課 180 コミュニティバス運行に関する住民からの情報収集

都市計画課 181 都市計画提案制度のマニュアル化

倉見拠点づくり課 182 新幹線新駅設置にむけた普及・啓発並びに情報提供、学習機会の充実

協働文化推進課 183 町民の自主活動にボランティア保険による支援

該当事業なし 184 （施策名：地域の産業に関わる人材の育成）

協働文化推進課 185 女性行政推進事業

協働文化推進課 186 平和推進事業

町民窓口課 187 人権啓発事業

教育総務課 188 人権啓発事業

協働文化推進課 189 交流活動の支援

協働文化推進課 53 ☆ボランティア活動促進事業

第４節　学習成果の活用
①学習成果を活用していくための支援の充実

文書館 190 文書館ボランティア活動の支援 58 文書館ボランティア活動の支援

公　民　館 191 サークル活動の活性化 56 公民館サークル活動の活性化

総合図書館 192 図書館ボランティア活動の支援 57 ◆図書館ボランティアの育成と活動の支援

協働文化推進課 193 生涯学習人材登録制度の拡充 54 生涯学習人材登録制度の拡充

協働文化推進課 194 生涯学習人材登録指導者研修会の開催 55 ◆生涯学習支援者研修の開催

協働文化推進課 59 ☆協働事業提案制度推進事業

第５節　参加を支える環境の整備
１　生涯学習推進体制の整備

①生涯学習を計画的・総合的に推進していくための体制の整備

協働文化推進課 195 生涯学習推進組織の活性化 60 生涯学習推進組織の活性化

公　民　館 196 地域生涯学習推進員組織体制の充実 61④ 地域生涯学習推進員組織体制の充実

教育総務課 197 社会教育委員活動の活性化 62 社会教育委員活動の活性化

２　様々な機関との連携による支援体制の整備

①関係機関との連携による学習の支援

学校教育課 198 保幼小教育連携

協働文化推進課 199 県生涯学習センターとの連携 63⑤ ◆県・各自治体・専門機関等との連携

総合図書館 200 図書館情報相互利用 64 図書館情報相互利用

協働文化推進課 201 大学との連携による講座の開催 65 ★高校、大学等との連携による講座の開催

協働文化推進課 202 高等学校等との連携による講座の開催検討

協働文化推進課 203 連携方策の検討

②団体や世代間の交流の支援

教育総務課 204 連携支援の実施

公　民　館 205 公民館の場の提供 66 ◆公民館まつりの開催

教育総務課 206 世代間交流事業の開催 67 ◆昔のあそび教室の開催

公　民　館 207 親子で参加できる事業の拡充

公　民　館 208 世代間交流事業の開催

協働文化推進課 68 ☆寒川わくわくブックマーケットの開催

３　施設の有効活用
①施設の有効活用

教育総務課 209 文化財学習センターの有効活用 69 文化財学習センターの有効活用

教育総務課 210 南小学校ふれあいホールの有効活用 77と統合

子ども青少年課 211 青少年広場の有効活用 70 青少年広場の有効活用

総合図書館 212 図書館の充実 71 ◆図書館の有効活用

公　民　館 213 公民館の有効活用 72 公民館の有効活用

都市計画課 214 寒川総合体育館の有効活用 73 寒川総合体育館の有効活用

健康・スポーツ課 215 さむかわ庭球場の有効活用 74 さむかわ庭球場の有効活用

健康・スポーツ課 216 町営プールの有効活用

健康・スポーツ課 217 スポーツ公園の有効活用 75 スポーツ公園の有効活用

教育総務課 218 学校体育施設の有効活用 76 学校体育施設の有効活用

文書館 219 文書館の充実 77 ◆文書館の有効活用
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協働文化推進課 220 地域集会所の有効活用 78 地域集会所の有効活用

子ども青少年課 221 子育てサポートセンターの充実

都市計画課 222 公園施設・設備の充実

４　参加を支える環境づくり
①参加しやすくするための環境づくり

危機管理課 223 講座開催時の託児の実施

協働文化推進課 223 講座開催時の託児の実施

子ども青少年課 223 講座開催時の託児の実施

健康・スポーツ課 223 講座開催時の託児の実施

教育総務課 223 講座開催時の託児の実施

学校教育課 223 講座開催時の託児の実施

公　民　館 223 講座開催時の託児の実施

総合図書館 223 講座開催時の託児の実施

危機管理課 224 手話通訳・要約筆記等の設置及び派遣

協働文化推進課 224 手話通訳・要約筆記等の設置及び派遣

福　祉　課 224 手話通訳・要約筆記等の設置及び派遣

健康・スポーツ課 224 手話通訳・要約筆記等の設置及び派遣

教育総務課 224 手話通訳・要約筆記等の設置及び派遣

公　民　館 224 手話通訳・要約筆記等の設置及び派遣

危機管理課 225 車イス等に対応した講座の開催

健康・スポーツ課 225 車イス等に対応した講座の開催

健康・スポーツ課 226 障害者・高齢者の学習支援の環境整備

総合図書館 226 障害者・高齢者の学習支援の環境整備

危機管理課 227 開催時間の工夫

文書館 227 開催時間の工夫

協働文化推進課 227 開催時間の工夫

町民窓口課 227 開催時間の工夫

健康・スポーツ課 227 開催時間の工夫

産業振興課 227 開催時間の工夫

環　境　課 227 開催時間の工夫

教育総務課 227 開催時間の工夫

学校教育課 227 開催時間の工夫

公　民　館 227 開催時間の工夫

総合図書館 227 開催時間の工夫

予　防　課 227 開催時間の工夫

83
☆講座開催時のアンケート調査の実施
（協働文化推進課で各課等へ別途調査）

総合図書館 228 インターネットを活用した資料予約システムの提供

健康・スポーツ課 229 インターネットを活用した公共施設予約システムの提供

都市計画課 229 インターネットを活用した公共施設予約システムの提供

教育総務課 229 インターネットを活用した公共施設予約システムの提供

公　民　館 229 インターネットを活用した公共施設予約システムの提供

 寒川駅周辺整備事務所 230 インターネットを活用した資料検索の提供

教育総務課 230 インターネットを活用した資料検索の提供

公　民　館 230 インターネットを活用した資料検索の提供

総合図書館 230 インターネットを活用した資料検索の提供

予　防　課 230 インターネットを活用した資料検索の提供

84
☆インターネットを活用した参加申込
（協働文化推進課で各課等へ別途調査）

協働文化推進課 231 防犯パトロール時等腕章等の貸し出し

教育総務課 232 文化財学習センターの民具等資料の貸し出し

子ども青少年課 233 青少年広場バーベキュー関連器具の貸し出し

予　防　課 234 防火・防災ビデオ等の貸し出し

公　民　館 235 公民館の機材の貸し出し

健康・スポーツ課 236  住民の学習活動のための教材・機材貸し出し

 寒川駅周辺整備事務所 236 住民の学習活動のための教材・機材貸し出し

危機管理課 237 防災ＤＶＤの貸し出し

講座開催時の託児の実施
（協働文化推進課で各課等へ別途調査）

79

81
82

◆土日休日開催
◆夜間開催
（協働文化推進課で各課等へ別途調査）

６９～７８で調査

手話通訳・要約筆記等の設置及び派遣
（協働文化推進課で各課等へ別途調査）

80
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