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施策の柱Ⅲ 一人ひとりがきらめく生涯学習の推進 

 

 

 

 

 

現状と課題 

生涯学習に関する情報は、情報化の進展やＩＣＴ機器の普及により発信方法、入手方法が

多様化しており、求められる学習ニーズも高度化、多様化しています。 

本市では、「聞いて得するふるさと講座（出前講座）」を実施するとともに、生涯学習相談

コーナーを設け、多様化する学習ニーズに対応しています。 

多様化する学習ニーズに応えるために、世代間の差異に着目し、ターゲットを明確にした

学習プログラムの作成と身近な場所でのきめ細かな学習機会の提供が必要です。 

また、学習課題の高度化、多様化に対応するためには、産学公民 37のネットワークを強化

し、地域の知的資源・物的資源を有効に活用した生涯学習施策を展開することが求められて

います。 

取組の方向性 

○ 市民の生涯学習意識を高めるため、必要とされる情報を適切に提供する仕組みの

充実を図ります。 

○ 生涯にわたって、現代社会が抱える課題から発生するニーズに応じた、様々な学

習活動を支援するための学習機会を提供します。 

○ 高度化・多様化した学習ニーズに対応するため、生涯学習専門員 38による生涯学

習相談コーナーの一層の充実に努めます。 

○ あらゆる機会にあらゆる場所において学習することができる生涯学習社会の実現

に向け、防府市生涯学習推進協議会、行政、市民、民間団体、企業、大学等の連

携による、教育ネットワークの強化を図ります。 

 

 

 

 

 

                         

37 産学公民：民間企業、学校、国・地方公共団体、地域住民・ＮＰＯ等を表す。  

38 生涯学習専門員：防府市独自の制度で、生涯学習に関する情報の収集・提供や、学習相談、「ほうふ幸せます人材バン

ク」のコーディネート等を行う専門職員。 

基本施策Ⅲ－① 生涯学習機会の充実  
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主な取組 

◆ 生涯学習情報発信の充実 

本市が提供する市民向けの講演会や講座などの情報を集約し、一元的な管理に取り

組みます。また、大学等の公開講座の周知や、民間団体、県との情報の共有を図ると

ともに、収集した情報を整理し、市民にわかりやすい情報の提供を行い、生涯学習意

識の醸成に努めます。 

◆ 多様な学習機会の提供 

生涯にわたって様々な学習活動を支援するため、各年齢期における課題に対応して、

子育てに関する講習会等による家庭教育の支援や、子どもの体験・交流活動、勤労者

のニーズに応じた学習活動や、高齢者の生きがいとなる学習活動等の機会の充実を図

ります。 

また、「聞いて得するふるさと講座（出前講座）」による、市民一人ひとりの安全・

安心な暮らしにつながる防災・防犯、福祉、環境問題などを学ぶ機会の充実を図りま

す。 

◆ 生涯学習相談体制の充実 

学習情報に関する資料の充実を図るとともに、生涯学習専門員が迅速かつ的確な情

報提供を行い、市民からの相談にきめ細かく対応できるよう、相談能力の向上を図り

ます。 

◆ 産学公民の教育ネットワークの強化 

市民が多様な生活課題に応じて必要な学習を行い、それぞれの個性、能力を伸ばし、

生きがいのある充実した生活を享受するため、防府市生涯学習推進協議会、行政、市

民、民間団体、企業、大学等が一体となり、より効果的な生涯学習施策を推進します。 
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現状と課題 

本市では、生涯学習ボランティアや学校支援ボランティアなどの、様々な人材を活用して

いるところですが、人材を活用するだけではなく、ボランティア同士のネットワーク化を図

り、自立した市民活動への展開が求められています。 

「学習成果の評価・活用」については、各公民館の地区文化祭や生涯学習フェスティバル

などで、表彰や学習成果の発表の場が設けられていますが、個人の学習の成果が社会でさら

に活用されるには、「ほうふ幸せます人材バンク」等の仕組みを充実させる必要があります。 

取組の方向性 

○ 生涯学習に関するボランティア活動の研修の場を継続して提供し、ボランティア

や生涯学習指導者・支援者の育成機会の充実を図ります。 

○ ボランティア活動を支援するとともに、生涯学習フェスティバル 39、放課後子ど

も教室等のボランティアが活躍できる場を提供します。 

○ 社会教育関係団体 40等の活動を支援します。 

○ 地域人材の「ほうふ幸せます人材バンク」への登録を進め、学校の授業や地域で

開催される講座等での活用を促進します。 

主な取組 

◆ 生涯学習指導者やボランティアの育成機会の充実 

生涯学習を進める上で、学習を指導する講師、生涯学習やボランティア活動の核と

なるコーディネーター41、団体やグループのリーダーなどの役割が重要となることか

ら、生涯学習指導者の指導力を高める研修の場を継続して提供し、育成機会の充実を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         

39 生涯学習フェスティバル：生涯学習ボランティアや市民が主体的に企画・運営し、学ぶことの楽しさを伝えるととも

に、多くの市民が生涯学習活動に参加する機会となるイベント。 

40 社会教育関係団体：法人か否かを問わず、公の支配に属さない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる目

的とする団体で、青少年教育に関する団体、成人教育に関する団体、社会教育施設関係団体、文化・芸術に関する団

体など。 

41 コーディネーター：一般的には調整する人のことを表すが、ここでは生涯学習の活動やボランティア活動を行う上

で、支援を求める側と提供する側の個人や団体との間に必要な仲介・調整の役割を担う人。 

基本施策Ⅲ－② 生涯学習を支える人材の育成と活用 
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◆ ほうふ幸せます人材バンクの充実 

専門的な知識や技能のある個人・団体等をボランティアとして登録した ｢指導者バ

ンク 42｣ と学校や公民館が保有する学校支援ボランティアを登録した ｢支援者バン

ク 43｣を一元管理する｢ほうふ幸せます人材バンク｣を充実させるため、各種ボランテ

ィア団体との連携に努め、学校の授業や地域の講座等での積極的な活動と横断的な運

用を行います。また、｢指導者バンク｣による公開講座の開催により、市民への周知と

積極的な活用を図ります。 

◆ 学習成果発表の機会づくり 

学習した成果を発表することは、社会への還元となるとともに、学習者にとっても

喜びとなり、さらなる学習意欲へとつながります。作品展、発表会の開催や、活動の

ＰＲ展示を行い、日頃の学習成果の発表の場を提供します。 

◆ 社会教育団体や各種ボランティア団体への支援 

市民活動団体は、各種ボランティア活動やＮＰＯ44活動などを行い、自主的・主体

的にまちづくりに参加しています。これらの市民活動団体の活動を支援し、活性化を

図ります。特に、社会教育関係団体については、社会教育に関する公益的な活動を行

い、生涯学習の推進に主体的に取り組む団体として、団体の自主性を尊重しながら、

運営や活動の支援を行います。 

  

                         

42 指導者バンク：生涯学習に関する専門的な知識や経験、技能のある個人及び団体を登録したもの。 

43 支援者バンク：社会貢献あるいは自己実現を図りたいと考える個人及び団体を登録したもの。 

44 ＮＰＯ：営利を目的としない自主的に公益活動を行う団体。Non Profit Organization（非営利組織の略） 
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現状と課題 

私たちの身の回りには、様々な人権課題が幅広く存在しています。 

また、社会経済情勢などの変化により、新たな人権侵害が発生するなどしています。 

こうした状況を踏まえ、「市民一人ひとりの人権が尊重された心豊かなぬくもりのある地

域づくり」の実現に向けて、市民自ら、基本的人権の意義や人権尊重の理念について理解を

深めるとともに、日常生活の中で人権の大切さに気付く豊かな感性を育み、互いの存在を認

め合い、人権を尊重し合えるようになることが大切です。 

そのために、学校や家庭、地域、職場など様々な場で、主体的な人権学習を一層推進して

いく必要があります。 

取組の方向性 

○ 防府市人権学習推進市民会議と連携し、基本的人権尊重の視点に立った人権学習

を推進するため、様々な学習機会を提供します。 

○ 地域社会の実情や課題、市民の学習ニーズを踏まえた学習内容等の充実に努めま

す。 

○ 市民一人ひとりの人権が尊重される地域づくりに向けた市民の自主的な人権学習

を支援します。 

主な取組 

◆ 市民ぐるみの積極的な推進 

人権問題に関わる市民のニーズを踏まえるとともに、防府市人権学習推進市民会議

を中心として、人権学習市民セミナーや講演会を開催し、人権が尊重される、住みよ

い地域づくりをめざした市民ぐるみの人権学習を推進します。 

◆ 推進体制の充実 

人権学習推進委員の活動に資するよう研修の充実に努めるとともに、地域、職場、

学校、団体等で実施される主体的な活動を支援し、人権問題の正しい理解と人権意識

の高揚を図ります。 

◆ 人権学習への支援 

人権学習指導員を学習会へ派遣し、また視聴覚教材を充実するなど、誰もが人権学

習に進んで取り組むことができるように支援します。 

 

基本施策Ⅲ－③ 人権学習の推進 
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現状と課題 

多様なニーズに対応し、本市の特徴を生かした生涯学習を推進するため、生涯学習拠点施

設の整備・充実が求められています。公民館やその他の施設でも設備の改善を進めています

が、誰もが使いやすい施設とするためには、今後も引き続き整備に努める必要があります。 

生涯学習の中核となる施設の設置については、現状では新たな施設の設置は難しいため、

既存の施設等を活用し、機能面での充実を図っていく必要があります。 

取組の方向性 

○ 公民館は、地域における住民の学習ニーズに総合的に応える施設であり、社会教育

主事 45等の配置による専門職員の充実に努めるとともに、地域課題に対応した学習

機会の提供や、地域情報の収集、学習情報の提供に努めます。 

○ 公民館は、地域コミュニティ活動 46を支援する施設としての役割や、地域の課題を

解決するための学習を行う施設としての役割が期待されることから、地域活動の拠

点施設としての機能の充実に努めます。 

○ 青少年科学館（ソラール）では、本市の科学教育普及活動の拠点施設として、創造

性豊かな青少年の育成と市民の科学技術に関する知識の普及及び啓発を図ります。 

主な取組 

◆ 公民館の整備・充実 

公民館の計画的な整備・改修と適正な維持管理に努めます。 

◆ 公民館活動の推進 

公民館における学習情報の発信に努めるとともに、自治会や関係団体等との連携・

協働による多様な学習の場の提供を行います。 

◆ 青少年科学館の充実 

施設の計画的な整備・改修を進めるとともに、様々な科学教室の開催、小・中学校

への理科教育支援、企画展の開催、防府市少年少女発明クラブ 47の活動推進などを行

います。 

                           

45 社会教育主事：教育委員会に置かれる社会教育の専門職員。社会教育を行う者に、専門的・技術的な助言と指導を行

う。 

46 地域コミュニティ活動：住民相互の交流が行われている概ね小学校区を単位とした地域コミュニティにおいて、主体

的に取り組まれる活動。 

47 防府市少年少女発明クラブ：少年少女に科学的な興味・関心を追及する場を提供し、自由な環境の中で創作活動を行

い、作品を完成する喜びを体験させ、創造性豊かな人間形成を図ることを目的とするクラブ。 

 

基本施策Ⅲ－④ 生涯学習の拠点となる施設の充実 
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現状と課題 

図書館では、現在、約５０万冊の資料を所蔵しており、年間約２３万人（１日平均約 800

人）の入館者、約５４万冊の館外個人貸出冊数があります。 

また、平成２３年度（2011 年度）から運行を開始した移動図書館車 48は、常時 3,500 冊

の図書を積載し、ステーションの増設、巡回コースやステーションの見直しを行いながら、

図書館から遠距離に居住している人や障害のある人、交通手段をもたない人等のための市内

全域サービスの充実を図っています。 

また、依頼のあったイベント等に臨時出張サービスとして移動図書館車が出向くなど、図

書館のＰＲに取り組んでいます。 

平成２８年度（2016年度）から指定管理者制度を導入した図書館の管理運営については、

図書館に係る諸計画や図書館行政を所掌する図書館管理室の指導の下、図書館事業の一層の

発展に努めており、社会環境の変化により多様化する利用者のニーズに対応するために、よ

り高いサービスの提供を実現することが求められています。 

このことから、今後、さらに、情報・文化・生涯学習を担う社会教育施設の拠点として、

資料・情報提供サービスの一層の充実と、市民参画の推進により、市民に親しまれ、市民と

ともに歩む図書館となるよう、令和３年（2021年）３月に策定した「第２次防府市図書館サ

ービス振興基本計画」を、防府市図書館協議会 49において点検・評価しながら、継続した図

書館サービスの向上に取り組んでいく必要があります。 

取組の方向性 

○ 「防府市立防府図書館資料収集要綱」に基づき、本市の特色を生かした資料の収

集や、利用者ニーズに対応した幅広い資料の充実・整備を図ります。 

○ 多様な利用者ニーズに的確に対応するため、利用者サービスの質的向上を図ると

ともに、市内全域サービスやＷｅｂサービス 50の更なる充実に努めます。 

○ 市民との協働を推進し、図書館ボランティアの養成・育成を図ります。 

○ 学校図書館をはじめ他の図書館や教育文化施設・機関等との相互協力・連携を推

進します。 

 

 

 

 

                         

48 移動図書館車：図書館を直接利用しにくい利用者のために、資料を積んで定められた場所（ステーション）に行き、

貸出し・返却業務等を行うための車両。自動車文庫、ブックモビル（bookmobile）ともいう。 

49 図書館協議会：公立図書館が図書館法第 14条に基づき設置することができる機関。図書館の行うサービスに対して意

見を具申する。 

50 Ｗｅｂサービス：利用者が自宅や勤務先から、インターネットを経由して図書館のホームページで資料検索や予約等

ができるサービス。 

基本施策Ⅲ－⑤ 図書館の充実と読書活動の推進 
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○ 企画展示や集会・文化活動、郷土資料のデジタル化、ホームページの内容充実、

報道メディア等の活用を通じて、積極的な情報発信を図ります。 

○ 「第３次防府市子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書活動を推進し

ます。 

主な取組 

◆ 図書館資料の質・量両面の充実 

図書・視聴覚資料や雑誌・新聞の充実を図ります。防府市関連の事項・人物等に関

する資料、行政関係資料などの郷土（地域）資料の充実に努めるとともに、電子書籍

の普及に伴い変化する資料提供サービスへの対応を図ります。 

姉妹都市である大韓民国春川市の春川市立図書館との資料交換協定に基づき、韓国

で発行された資料の収集に努めます。 

◆ 図書館利用者サービスの充実 

調査・研究を目的とする利用者のためのレファレンス・サービス 51 の充実に努め、

多様な利用者ニーズに的確な対応ができるよう、資料提供サービス・情報提供サービ

スの質的向上を図るとともに、ＯＰＡＣ52をはじめとするＷｅｂサービスの充実に努

めます。 

交通手段をもたない人等のため、移動図書館車でのサービス向上に努めるとともに、

地域文庫・貸出文庫の利用促進を図ります。 

障害者や高齢者へ配慮したサービスの推進に努めます。 

◆ 図書館事業への市民参画の促進と活用 

行事運営などで市民との協働を推進するとともに、防府市図書館協議会の設置によ

り、図書館事業へ広く市民の声が反映されるよう努めます。 

定期的に開催する行事・講習会等を通じて、ボランティアの養成・育成を図ります。 

◆ 様々な教育文化施設との連携の推進 

資料や情報を的確に提供するため、学校図書館ほかの図書館や施設・機関等との相

互協力の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

51 レファレンス・サービス：(reference service)知識や情報を求めてくる利用者に対して、図書館員が図書館の資料と

機能を活用し、必要としている知識・情報の検索方法を教えたり、回答を提供したりするサービス。近代図書館の主

軸をなす機能。参考業務ともいう。  

52 ＯＰＡＣ：（Online Public Access Catalog）オンライン閲覧目録。館内の専用端末や図書館のホームページから利用

者が蔵書検索をできるようにしたシステム。 
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◆ 集会・文化活動及び広報活動の推進 

企画展示や集会・文化行事、図書館資料を活用する生涯学習グループの奨励・育成

等の事業を拡充し、図書館の多角的な利用促進を図るとともに、ホームページの内容

充実、各種報道メディア等の活用を通し、積極的な情報発信に努めます。 

長年郷土の歴史史料を翻刻してきた「防府史料」シリーズの刊行を継続するととも

に、ホームページに掲載し、情報発信の充実を図ります。 

◆ 「防府市子ども読書活動推進計画」に基づく、子どもの読書活動の推進 

市の関係各課、小・中学校及び各関係機関との連携を図り、子どもの読書活動に係

る各種事業を展開します。 

 

  


