
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

改訂  第３次 

蕨市生涯学習 
推 進 計 画 
令和２～６年度  蕨市・蕨市教育委員会 



 

 

 

生涯学習・生涯スポーツのまち 

蕨の更なる飛躍を目指して 
 

 

 平成 27 年 3 月に策定しました「第３次蕨市生涯学習推進計画」

を本市の「コンパクトシティ蕨」将来ビジョンの分野別計画として位

置づけ、この５年間、市民の皆さんとの協働により、生涯学習・生涯

スポーツの推進に取り組んでまいりました。そのことが高く評価され、

平成 3０年度までに市内の全７公民館が文部科学大臣から優良公民館として表彰されたことは、

本市にとって大きな誇りであり、日ごろから生涯学習・生涯スポーツ活動を支えてくださる市民

の皆さんに市長として心より敬意を示し、深く感謝申し上げます。 

さて、生涯学習は、市民の皆さんが生涯にわたり自らの興味や関心に沿って学び、教養を深め

るとともに、その学びを通じて新たなつながりや交流の輪を広げ、学んだことをまちづくりに生

かすことも期待されています。 

 このたび策定しました「改訂第３次蕨市生涯学習推進計画」は、歴史や文化、コミュニティが

豊かなまち蕨の生涯学習・生涯スポーツ活動の更なる発展のため、前計画の取り組みを検証する

とともに、平成 31年３月に策定された「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン後期実現計画や平

成 29年の社会教育法の一部改正を受け、見直しを行いました。 

 今後も市民の皆さんが生涯学習・生涯スポーツ活動を通して、「蕨に住んでよかった、これか

らも住み続けていたい」と笑顔になれる、そして、誰もが「わがまち」の魅力を実感できる、日

本一のコンパクトシティ蕨を目指してまいります。 

 結びに、本計画の策定にあたり、各関係委員の皆さんをはじめ、市民意識調査等で貴重なご意

見やご提言をいただきました多くの皆さんに心から感謝を申し上げますとともに、生涯学習・生

涯スポーツの推進になお一層のご協力を賜りますようお願い申し上げ、発刊のごあいさつといた

します。 

 

                              令和 2年３月 

                              蕨市長  賴 髙 英 雄 
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第１章 生涯学習推進計画策定の趣旨 
 

 

１．生涯学習とは 

２．生涯学習推進計画の策定 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

１．生涯学習とは 

 

生涯学習って、なぁ～に？？ 

 

（１）生涯学習の理念 

 生涯学習は、“人々が生涯に行うあらゆる学習”“各個人が自発的意

思に基づいて、生涯を通じて行う学習”と言われています。つまり、

個人や団体で行う日々の学習活動をはじめ、日常生活から得る学びや

気づきまでも生涯学習に含まれます。そのため、実施形態はさまざま

であるとともに、内容も学校教育、社会教育、家庭教育に関するもの

から、文化活動、スポーツ・レクリエーション活動、ボランティア活

動、企業内教育、趣味等、幅広い活動の中でも行われるものです。 

 また、平成 18年に改正された教育基本法では、生涯学習の理念（第

3条）として、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送

ることができるよう、その生涯にわたって、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、その成果を適切に生かすことの

できる社会の実現が図られなければならない。」と規定されています。 

 

（２）成果を生かす 

 国の生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の

振興方策について（平成４年）」において、「人々が、生涯のいつでも、

自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が社会において

適切に評価されるような生涯学習社会」を構築する必要性が説かれま

した。 

 さらに、中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい教育基本法

と教育振興基本計画の在り方について（平成 15 年）」では、「生涯学

習社会」の実現について、「国民の誰もが生涯のいつでも、どこでも、

自由に学ぶことができ、その成果が適切に評価されるような社会を実

現することが重要」であると述べられています。 

 つまり、年齢や性別を問わず、一人ひとりが社会のさまざまな分野

でいきいきと活躍するために、生涯にわたって学習に取り組むことが

不可欠とされています。また、一人ひとりの能力を向上させるだけで

なく、社会を支え発展させ、社会全体の活性化につながる「生涯学習

社会」の実現に向けて、各人が学習したことが社会で生かされる仕組

みづくりが必要であるといえます。 

 

 

※生涯学習審議会 

 旧文部省に設けられていた審議会で、平成 13年

の中央省庁再編により中央教育審議会に統合され

た。生涯学習審議会の所掌事務は中央教育審議会生

涯学習分科会に引き継がれている。 

 

 

※教育基本法 

 日本の教育の根幹をなす法律で、昭和 22年 3

月 31日に施行された。その後 59年間にわたり改

正が行われなかったが、平成 18年には全部が改正

され、同年 12月 22日公布・施行された。 

 

◎生涯学習の位置づけ◎ 

 

学校 

教育 

社会 

教育 

家庭 

教育 

その他の 

教育 

生涯学習 

※中央教育審議会 

 文部科学省に置かれている審議会で、文部科学大

臣の諮問に応じて、教育の振興、生涯学習の推進、

スポーツの振興等に関する重要事項について調査

審議し、また大臣に建議することを任務とする。 

 

 
※中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい教

育基本法と教育振興基本計画の在り方について」要

旨【平成 15年 3月 20日】 

 我が国の教育の現状と課題、これからの教育の目

標、今後の教育改革の基本的方向について議論した

のち、教育基本法改正の必要性と改正の視点、教育

振興基本計画の骨格となる基本的考え方について

提言した。 

 

 

※生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応し

た生涯学習の振興方策について」要旨 

【平成 4年 7月 29日】 

 リカレント教育の推進、ボランティア活動の推

進、青少年の学校外活動の充実、現代的課題に関す

る学習機会の充実という 4つの具体的な課題につ

いて検討を行った。 

 

※家庭教育 

 教育機能の 3領域（家庭教育・学校教育・社会

教育）の 1つ。豊かな感性、自ら学ぶ態度等「生

涯学習」の基礎づくりを担う領域と考えられてい

る。 
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２．生涯学習推進計画の策定 

   

どうして、生涯学習推進計画をつくるの？ 

 

（１）計画の目的 

 蕨市では、平成 10年に「蕨市生涯学習推進計画（平成 10～15年

度）」を策定し、『学びあいで人とまちの未来を拓く』を基本理念に生

涯学習の推進を図ってきました。 

 その後、『一人一人の尊重・市民との協働・学習成果の還元』を基本

理念とする「第 2次蕨市生涯学習推進計画（平成 17～26年度）」及

び、「改訂 第 2次蕨市生涯学習推進計画（平成 23～26年度）」では、

市民と行政が協働でつくる生涯学習社会の実現をめざし、さまざまな

事業に取り組んできました。 

 そして、埼玉県生涯学習推進指針の策定（平成 25 年）、「コンパク

トシティ蕨」将来ビジョンの策定（平成 26 年）を受け、今後の蕨市

における生涯学習推進の方向性を定めるものとして、平成 27 年に、

『“いつでも どこでも 自由に”学び みんなでつくる まち 蕨』

を基本理念とした「第 3 次蕨市生涯学習推進計画（平成 27～令和 6

年度）」を策定し、学びの支援を中心に推進してきました。 

 本計画は、平成 29 年の社会教育法の一部改正や「コンパクトシテ

ィ蕨」将来ビジョン 後期実現計画の策定（平成 31 年）、少子化によ

る人口減少と急速な高齢化、技術革新と第 4次産業革命の進展、地域

コミュニティの衰退等、社会情勢の変化や生涯学習を取り巻く環境の

状況に対応するため、第 3次計画を改訂するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン 

 これまでの総合振興計画に代わる計画として市

民と共有すべき蕨市の未来を描いたもので、平成

26年 3月策定。計画期間は平成 26～35年度の

10年間。 

 まちづくりの理念を「みんなで未来の蕨を創る」

と定め、まちの将来像を「安心とにぎわい みんな

にあたたかい 日本一のコンパクトシティ蕨」と掲

げている。 

 

※蕨市生涯学習推進計画 

 平成 10年 4月策定、計画期間は平成 10～15

年度の 6年間。 

・基本理念「学びあいで人とまちの未来を拓く」 

・基本目標「いつでも、どこでも、だれでも、自発

的意思に基づき学び、豊かで充実した人生を築く

生涯学習社会をつくります」 

 
※第 2次蕨市生涯学習推進計画 

 平成 18年 1月策定、計画期間は平成 17～26

年度の 10年間。 

・基本理念「一人一人の尊重・市民との協働・学習

成果の還元」 

・計画の目標「みんなでつくる“学びを 人とまち

に 活かす”生涯学習のまち」 

 
※改訂 第 2次蕨市生涯学習推進計画 

 平成 20年の社会教育法改正と、第 4次蕨市総

合振興計画の改訂基本計画に対応し、平成 23年 3

月策定、計画期間は平成 23～26年度の 4年間。 

 

▲第 3次蕨市生涯学習推進計画 

（平成 27年 3月策定） 

※第 3次蕨市生涯学習推進計画 

 平成 27年 3月策定、計画期間は平成 27～令和

6年度の 10年間。 

・基本理念「“いつでも どこでも 自由に”学び 

みんなでつくる まち 蕨」 

・計画の目標「交流の輪を広げる 生涯を通じた学

びの支援」 

 
※「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン 後期実現

計画 

 平成 26年 3月策定した「コンパクトシティ蕨」

将来ビジョンは、10年計画としているが、その実

現計画は前期 5年、後期 5年と定め、蕨市のまち

づくりを進めることとしている。平成 31年 3月

策定、計画期間は（平成 31）令和元～5年度の 5

年間。 

 

▲改訂 第 2次蕨市生涯学習推進計画 

（平成 23年 3月策定） 
▲第 2次蕨市生涯学習推進計画 

（平成 18年 1月策定） 
▲蕨市生涯学習推進計画 

（平成 10年 4月策定） 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

（２）計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この計画の位置づけは、「コンパクトシティ蕨」将来ビジョンの“生

涯学習に関する施策”を具体化するための個別計画とします。 

 また、令和 2年度から施行の第 2期蕨市教育振興基本計画や他の個

別計画との整合を図ります。さらに、国の中央教育審議会等の答申・

建議や埼玉県生涯学習推進指針等を参酌することとします。 

 

 

（３）計画の範囲 

 生涯学習とは、学校教育や社会教育といった枠にとらわれない、生

涯にわたって行う学習活動です。 

 よって、この計画の範囲は、蕨市（行政）が市民を対象として実施

する、教育・文化・スポーツ・レクリエーション・福祉・保健・環境

衛生・防災・まちづくり等、あらゆる分野の学習事業を対象とします。 

 

 

（４）計画の期間 

 この計画の期間は、令和 2年度から令和 6年度までの 5年間としま

す。 

 ただし、生涯学習を取り巻く環境等の状況、国・県・市の生涯学習

施策の方向性の変化により、計画期間の途中でも必要に応じて見直し

を行います。 

 

 

※第 2期蕨市教育振興基本計画 

 蕨市のめざすべき教育の姿と、取り組むべき施策

の方向性を明らかにし、教育行政を計画的に推進す

るため、令和 2年 3月に策定。計画期間は令和 2

～6年度の 5年間。 

 

「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン 
安心とにぎわい みんなにあたたかい 日本一のコンパクトシティ蕨 

改訂 第３次蕨市生涯学習推進計画 
第 2期蕨市 

教育振興基本計画 

蕨市の 

各個別計画 

整合 整合 

中央教育審議会等 

答申・建議 

埼玉県 

生涯学習推進指針等 

参酌 参酌 

具体化 
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第２章 生涯学習を取り巻く環境 
 

 

１．生涯学習を取り巻く社会状況 

２．国・埼玉県の動向 

３．蕨市の生涯学習振興における現状と 

課題 

４．生涯学習・生涯スポーツに関する 

  市民意識調査 結果 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

１．生涯学習を取り巻く社会状況 

 

社会情勢の変化や生涯学習を取り巻く環境って、どう変化しているの？ 

 

（１）少子化による人口減少と急速な高齢化 

 戦後増加を続けてきた我が国の人口は、平成 22 年をピークに減少

傾向に転じています。国立社会保障・人口問題研究所によると、平成

27（2015）年の国勢調査で約１億 2,709 万 5 千人であった総人口

は、令和 37（2055）年には 9,744 万人となることが予測されてい

ます（「日本の将来推計人口」平成 29年推計／出生中位・死亡中位）。 

 また、少子高齢化の傾向は今後も続き、平成 27 年には総人口に対

し 0～14 歳人口は国勢調査開始以来、最低数値の 12.5％、65 歳以

上人口が最高数値の 26.6％という結果となりましたが、人口が 1 億

人を下回る令和 37 年にはそれぞれ 10.4％、38.0％になると推計さ

れています。 

この傾向は蕨市でも同様で、0～14 歳人口は平成 27 年の 10.8％

から令和27（2045）年には10.6％に減少し、65歳以上人口は23％

から 28.5％に増加すると予想されています。 

 高齢化を伴うこの人口減少は、生産の担い手である若い世代の人口

減少につながり、それが年金・医療・介護等の社会保障経費の増加等、

経済社会に大きな負担となるだけでなく、将来的な行政サービスの縮

小をもたらすことが予想されます。人生 100 年時代といわれているこ

の長寿社会で、すべての方が元気に活躍し続けられる社会、安心して

暮らすことのできる社会をつくることが課題といえます。 

 

（２）技術革新と第４次産業革命の進展 

 ICT の発展に加え、AI（人工知能）の進化や IoT・ビッグデータ等

の技術革新によって、社会で求められる能力や人々の生活・雇用等へ

影響を及ぼすことが予想されます。 

また、人々の学習活動においても ICT の発展は、MOOC や電子書

籍の普及、民間の教育事業を中心に e ラーニングの講座も多く開設さ

れ、SNSを通じた学習コミュニティも形成されつつあります。 

さらに、新たな社会の姿として Society5.0の実現が提唱される等、

大きな社会の変化が訪れようとしています。 

 

 

※国立社会保障･人口問題研究所 

 厚生労働省に所属する国立の研究機関であり、人

口や世帯の動向をとらえるとともに、内外の社会保

障政策や制度についての研究を行っている。 

 

※高位･中位･低位 

 統計的手法により推計を行う際のパラメーター

は条件によりいくつか設定できる。そのうち、最も

高い値を高位、最も低い値を低位、中間の値を中位

と呼ぶ。 

 

※AI 

 Artificial Intelligence の略で、人工的に作られ

た知能のこと。 

 ※IoT 

 Internet of Things（モノのインターネット）の

略で､あらゆるモノがインターネットにつながって

いる状況､あるいはその技術を指す。 

 

※ICT 

 Information and Communication 

Technology（情報通信技術）の略で、情報や通信

に関する技術の総称。 

 

※第 4 次産業革命 

 18世紀末以降の蒸気機関等による工場の機械化

（第 1 次産業革命）、20 世紀初頭の電力を用いた

大量生産（第 2 次産業革命）、1970 年代初頭から

の電子工学等を用いたオートメーション化（第 3

次産業革命）に続く、産業時代を指し、第 4次産

業革命は、多岐に渡る分野においての新興の技術革

新が特徴だといえる。 

 

※MOOC 

 Massive Open Online Course の略で、インタ

ーネットを用いた大規模公開オンライン講座のこ

と。 

 ※e ラーニング 

e-Learning、electronic learning／インターネ

ットを利用した学習形態のこと。 

 ※SNS 

 Social Networking Service の略で、インター

ネットを通じて、人と交流できるサービスの総称の

こと。 

 ※Society5.0 

 ①狩猟社会､②農耕社会､③工業社会､④情報社会

に続く､人類史上５番目の新しい社会で､サイバー

空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を

高度に融合させたシステムにより､経済発展と社会 

的課題の解決を両立する､人間中心の社会。 

 

※人生 100 年時代 

 ロンドン・ビジネス・スクール教授のリンダ・グ

ラットンが『LIFE SHIFT（ライフ・シフト）100

年時代の人生戦略』（東洋経済新報社）で提唱した

言葉。2007 年に日本で生まれた子供の半数は

107 歳より長く生きると推計される。 

 

※ビッグデータ 

 ICT の進展により､生成・収集・蓄積等が可能か

つ容易となった多種多量のデータの概念のこと。 
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（３）地域コミュニティの衰退 

 ライフスタイルや価値観の多様化・三世代世帯の減少・ひとり親世

帯の増加等の家族形態の変容により、地域社会・学校・職場等におけ

る人間関係の希薄化をはじめ、地域行事の担い手の減少、家庭・地域

の教育力の低下が懸念されています。 

 一方で、東日本大震災や熊本地震等の大規模災害を契機に人々が助

け合い、積極的に社会や地域づくりに参画する機運が高まっています。

このような自然災害による被災時にも、日ごろから公民館活動が活発

であることや社会教育が盛んな地域では、住民主体で避難所運営が円

滑に進められることが多い等の指摘もあり、地域づくりに関わる政策

全体の基盤として、社会教育は大きな役割を果たすものと考えます。 

 今後も社会教育には、その学習活動を通じて人と人との交流を促進

し、住民が主体的に地域課題を発見・共有・解決する地域づくりを進

めることで、地域コミュニティの再生・活性化に寄与することが期待

されています。 

 

 

 

 

【資料】年齢３区分別 人口及び年齢構造係数 
～国立社会保障・人口問題研究所 平成 29年推計（出生中位・死亡中位）～ 

 全国 

 

 

 

 

 

 

 

 蕨市 
 

年／人 総 数  0～14 歳 15～64 歳 65歳以 上 

平成 127,095 千人 15,945 千人 77,282 千人 33,868 千人 

27    12.5 

22.5 

％ 60.8 ％ 26.6 ％ 

令和 122,544  14,073  71,701  36,771 

 

 

7   11.5   58.5  30.0  

令和 115,216  12,457  64,942  37,817  

17   10.8  56.4  32.8  

令和 106,421  11,384  55,845  39,192  

27   10.7  52.5  36.8  

年／人 総 数  0～14 歳 15～64 歳 65歳以 上 

平成 72,260 人 7,804 人 47,854 人 16,602 人 

27  

 

 10.8 ％ 66.2 ％ 23.0 ％ 

令和 72,845 

 

 7,758  47,726  17,361  

7   10.7  65.5  23.8  

令和 72,441  7,606  46,184  18,651  

17   10.5  63.8  25.7  

令和 71,047  7,519  43,312  20,216  

27   10.6  61.0  28.5  

         

  ※端数処理のため比率の合計が 100％にならない場合があります。 

 

10.8 10.7 10.5 10.6

66.2 65.5
63.8

61.0

23.0 23.8 25.7
28.5

0

10

20

30

40

50

60

70

平成27 令和7 令和17 令和27

0～14歳人口 15～64歳人口 65歳以上

12.5 11.5 10.8 10.7

60.8 58.5
56.4

52.5

26.6
30.0

32.8
36.8

0

10

20

30

40

50

60

70

平成27 令和7 令和17 令和27

0～14歳人口 15～64歳人口 65歳以上

年 

年 

※東日本大震災 

 平成23年3月11日14時46分ごろに発生し

た、三陸沖の宮城県牡鹿半島の東南東 130km 付

近で深さ約 24km を震源とする地震による災害及

び、これに伴って発生した津波による災害等であ

る。3.11 と略称することもある。 

 ※熊本地震 

 平成 28 年 4 月 14日 21時 26 分、熊本県熊本

地方においてマグニチュード 6.5の地震が発生し、

熊本県益城町で震度 7 を観測。4月 16 日未明に

はマグニチュード 7.3 の地震が発生し、益城町及

び西原村で震度 7、熊本県を中心に九州地方の各県

で強い揺れを観測。震度 7 の地震が同一地域で連

続して発生するのは震度 7が設定された 1949 年

以降初となる。 

 

＜全国＞ 
％ 

＜蕨市＞ 

％ 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

２．国・埼玉県の動向 

   

国や埼玉県はどんな計画や施策を行っているの？ 

 

（１）我が国の生涯学習振興行政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中教審＝中央教育審議会 

 

○ユネスコ「成人教育推進国際委員会」（昭和 40 年） 

○中教審答申「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」（昭和 46 年） 

○社会教育審議会答申「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について」（昭和 46 年） 

○中教審答申「生涯教育について」（昭和 56 年） 

 

①「生涯教育」から「生涯学習」へ 

 

○中教審答申「生涯学習の基盤整備について」（平成 2 年） 

○「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」施行（平成 2 年） 

○中教審答申「新しい時代に対応する教育の諸制度の改革について」（平成 3 年） 

○生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」（平成 4 年） 

○生涯学習審議会答申「地域における生涯学習機会の充実方策について」（平成 8 年） 

○生涯学習審議会答申「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について」（平成 10 年） 

○生涯学習審議会答申「生活体験・自然体験が日本の子どもをはぐくむ」（平成 11 年） 

○生涯学習審議会答申「学習の成果を幅広く生かす」（平成 11 年） 

○生涯学習審議会答申「新しい情報通信技術を活用した生涯学習の推進方策について」（平成 12 年） 

○中教審答申「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」（平成 15 年） 

○中教審生涯学習分科会報告「今後の生涯学習の振興方策について」（平成 16 年） 

○中教審答申「次世代を担う自立した青少年の育成に向けて」（平成 19 年） 

 

②生涯学習推進体制の整備 

 

○中教審答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について」（平成 20 年） 

○中教審生涯学習分科会報告「第６期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」（平成 25 年） 

○中教審答申「今後の青少年の体験活動の推進について」（平成 25 年） 

○中教審生涯学習分科会報告「社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループにおける審議の

整理」（平成 25 年） 

○中教審答申「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の

推進方策について」（平成 27 年） 

○中教審答申「個人の能力と可能性を開花させ、全員参加による課題解決社会を実現するための教育の

多様化と質保証の在り方について」（平成 28 年） 

○中教審生涯学習分科会報告「公立社会教育施設の所管の在り方等に関する生涯学習分科会における審

議のまとめ」（平成 30 年） 

○中教審答申「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」（平成 30 年） 

 

④社会状況の変化による、これからの「生涯学習社会」 

③教育基本法の改正（平成 18 年）・社会教育法の改正（平成 20 年） 



    第２章 生涯学習を取り巻く環境 

9 

 

①「生涯教育」から「生涯学習」へ 

 「生涯教育」という用語は、昭和 40（1965）年にユネスコの成人

教育推進国際委員会において、ポール・ラングランが提出した報告書

を契機に国際的に普及しました。 

 我が国では、昭和 46 年社会教育審議会答申「急激な社会構造の変

化に対処する社会教育のあり方について」において、あらゆる教育は

生涯教育という観点から検討する必要性が指摘され、続く昭和 56 年

の中央教育審議会答申「生涯教育について」では、生涯教育を「国民

の一人一人が充実した人生を送ることをめざして生涯にわたって行う

学習を助けるために、教育制度全体がその上に打ち立てられるべき基

本的な理念」としています。さらに、「人々は、自己の充実・啓発や生

活向上のため、適切かつ豊かな学習の機会を求めている。これらの学

習は、各人が自発的意思に基づいて行うことを基本とするものであり、

必要に応じ、自己に適した手段・方法は、これを自ら選んで、生涯を

通じて行うもの」を「生涯学習」とする考え方を取り上げています。 

 さらに、昭和 59 年に設置された臨時教育審議会より、学習は自由

な意思に基づいて、自分に合った手段や方法によって行われるという

立場から、終始「生涯学習」という表現を用いています。 

なお、初めて「生涯学習」に関する法規定が制定されたのは、平成

2 年の「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法

律（生涯学習振興法）」となります。 

 

②生涯学習推進体制の整備 

 昭和 60 年から 62 年にかけて提出された 4 次にわたる教育改革に

関する答申では、改革を進める視点の 1 つに、“生涯学習体系への移

行”が掲げられ、これからの「学習」は学校教育の基盤の上に各人の

責任において自由に選択し、生涯を通じて行われるべきものであると

提言されました。 

これらの答申から、平成 2 年「生涯学習の振興のための施策の推進

体制等の整備に関する法律（生涯学習振興法）」により、生涯学習審議

会が設置され、ここに新たな生涯学習を推進する取り組みが始まりま

した。平成 4 年には、生涯学習審議会の最初の答申である「今後の社

会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」では、人々が生涯

のいつまでも、自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果

が社会において適切に評価されるような「生涯学習社会」を築くこと

が基本的な考えであると提言しており、以後、これが生涯学習審議会

の基本理念となりました。 

 平成 15 年の中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい教育基

本法と教育振興基本計画の在り方について」では、教育基本法の改正

の視点の 1 つに、「生涯学習社会の実現」があげられ、生涯学習の理

念として「年齢や性別を問わず、一人ひとりが社会のさまざまな分野

※ポール･ラングラン：Paul Rengrand（仏） 

 （1910-2003 年） 

 フランスの教育思想家。1965 年 12 月にパリ

で開催された第 3回成人教育推進国際委員会で「生

涯教育」について以下のように提唱した。 

「教育は児童期・青年期で停止するものではなく、

人間が生きている限り続けられるべきものであり、

このような方法によって個人及び社会の永続的な

要求に応えなければならない」 

 

※生涯学習の振興のための施策の推進体制等の 

整備に関する法律 

 日本で初めての生涯学習に関する法律。生涯学習

の振興に資するための推進体制や機会の整備等に

ついて規定。平成 2 年 7月 1 日施行。通称「生涯

学習振興法」。 

 

※教育改革 

 昭和 59年に発足した臨時教育審議会が昭和 62

年までの 4 次にわたる教育改革に関する答申に沿

って進められてきた。基本的な考え方は、①個性重

視の原則、②生涯学習体系への移行、③国際化・情

報化への対応の 3 点に集約されている。 

 

※「生涯教育
．．

」と「生涯学習
．．

」 

 日本において、行政的には「生涯教育」という概

念が初めに広がり、その後、臨時教育審議会の議

論・答申から「生涯学習」という用語が広がり出し

た。その背景には、学習者の自主性・自発性を尊重

し、学習者の側から発想すべきという議論があっ

た。 

 

※社会教育審議会答申「急激な社会構造の変化に対

処する社会教育のあり方について」要旨 

【昭和 46 年 4 月 30 日】 

 生涯教育という考え方は、生涯にわたる学習の 

継続を要求するだけでなく、家庭教育、学校教育、

社会教育の三者を有機的に統合することを要求し

ている。 

 
※中央教育審議会答申「生涯教育について」要旨 

【昭和 56 年 6 月 11 日】 

 生涯学習という言葉が初めて使用され、生涯を通

じた学習であり、学習する人の自発性・自発的選択

が特徴としてあげられている。 

 

※臨時教育審議会 

 臨時教育審議会設置法に基づいて、教育改革を目

的に設置された内閣総理大臣の諮問機関。 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

でいきいきと活躍するために、家庭教育、学校教育、社会教育を通じ

て職業生活に必要な新たな知識・技能を身につけたり、あるいは社会

参加に必要な学習を行う等、生涯にわたって学習に取り組むことが不

可欠となっている。」と提示されています。 

 

③教育基本法・社会教育法の改正 

 平成 18 年 12 月教育基本法が約 60 年ぶりに全面改正され、その

中に、「生涯学習の理念（第３条）」「家庭教育（第 10条）」「学校、家

庭及び地域住民等の相互の連携協力（第 13条）」が新設され、生涯学

習・社会教育関係の規定の充実が図られました。 

 また、この教育基本法の改正により、平成 20 年６月に社会教育法

も改正され、国や地方公共団体が生涯学習振興に果たす役割や、社会

教育施設の運営能力の向上に関する規定が整備されました。 

 さらに、平成 27 年の中央教育審議会答申「新しい時代の教育や地

方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進

方策について」を受け、平成 29 年に社会教育法が一部改正されまし

た。改正の主な内容は、地域と学校が連携・協働し、幅広い地域住民

や保護者等の参画により地域全体で子供達の成長を支え、地域を創生

する「地域学校協働活動」を法律に位置付け、同活動に関する実施体

制の整備や「地域学校協働活動推進員」の委嘱について定めるととも

に、同活動が円滑かつ効果的に実施することが学校運営の改善にも資

することが期待される内容となっています。 

 

④社会状況の変化による、これからの「生涯学習社会」 

 平成 28年に中央教育審議会答申「個人の能力と可能性を開花させ、

全員参加による課題解決社会を実現するための教育の多様化と質保証

の在り方について」において、生涯学習を通じて「全員参加による課

題解決社会」を実現するため、各種課題に対応する多様な学習機会を

充実し、一人ひとりの可能性を高めることと、学習した成果が適切に

評価され、活用につなげられる環境を整備することの両輪で進めるこ

とにより、「学び」と「活動」の循環を形成する方向性が示されました。 

さらに、平成 30 年の中央教育審議会答申「人口減少時代の新しい

地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」では、社会教育の

意義や役割りについて、「『社会教育』を基盤とした人づくり・つなが

りづくり・地域づくり」が一層重要であるとされ、地域における新時

代の社会教育の方向性として「開かれ、つながる社会教育」が提示さ

れています。 

  

※社会教育法 

 教育基本法の精神に則り、社会教育に関する国及

び地方公共団体の任務を明らかにすることを規定。 

昭和 24年 6月 10日公布、同日施行。 

 

 

※教育基本法【第 3･10･13条】 

 （生涯学習の理念） 

第 3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊

かな人生を送ることができるよう、その生涯にわ

たって、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、その成果を適切に生かすこ

とのできる社会の実現が図られなければならな

い。 

 （家庭教育）  

第 10条 父母その他の保護者は、子の教育につい

て第一義的責任を有するものであって、生活のた

めに必要な習慣を身につけさせるとともに、自立

心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう

努めるものとする。  

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊

重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の

提供その他の家庭教育を支援するために必要な

施策を講ずるよう努めなければならない。 

 （学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）  

第 13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者

は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚す

るとともに、相互の連携及び協力に努めるものと

する。 

 

 

※中央教育審議会答申「新しい時代の教育や地方創

生の実現に向けた学校と地域の連携･協働の在り方

と今後の推進方策について」要旨 

【平成 27年 12月 21日】 

 国民一人ひとりが教育の当事者となり、社会総掛

かりでの教育の実現を図るということを通じて、新

たな地域社会を創り出し、生涯学習社会の実現を果

たすという理念の下、これからの教育改革や地方創

生の動向を踏まえながら、学校と地域の連携・協働

を一層推進していくための仕組みや方策が提言さ

れた。 

 

※中央教育審議会答申「個人の能力と可能性を開花

させ、全員参加による課題解決社会を実現するため

の教育の多様化と質保証の在り方について」要旨 

【平成 28年 5月 30日】 

 「社会・経済の変化に伴う人材需要に即応した質

の高い専門職業人養成のための新たな高等教育機

関の制度化について」整理するとともに、「生涯学

習による可能性の拡大、自己実現及び社会貢献・地

域課題解決に向けた環境整備について」等をまとめ

ている。 

 
※中央教育審議会答申「人口減少時代の新しい地域

づくりに向けた社会教育の振興方策について」要旨 

【平成 30年 12月 21日】 

 社会教育の意義・果たすべき役割について明確に

した上で、新たな社会教育の方向性を示し、これを

踏まえた具体的方策として、学びへの参加のきっか

けづくりの推進、多様な主体との連携・協働の推進、

多様な人材の幅広い活用等テーマ別に整理した。ま

た、今後の社会教育施設に求められる役割を施設種

別ごとに整理し、公立社会教育施設の所管に関する

考え方を取りまとめている。 

 

※地域学校協働活動 

 地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、

民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等の参画

を得て、地域全体で子供達の学びや成長を支えると

ともに、「学校を核とした地域づくり」をめざして、

地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働し

て行うさまざまな活動。 

 
※地域学校協働活動推進員 

 地域学校協働活動の実施にあたり、学校側と連

絡・調整したり、地域住民に協力を呼びかける等 

のコーディネートを行う。 
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（２）埼玉県の生涯学習振興行政 

 埼玉県では、埼玉県生涯学習審議会からの答申「埼玉県の生涯学習

の推進方策について（平成 24 年度）」を受け、「埼玉県 5 か年計画-

安心・成長・自立自尊の埼玉へ-（平成 24～28年度）」を踏まえると

ともに、「埼玉県教育振興基本計画」との整合を図った、「埼玉県生涯

学習推進指針」を平成 25 年 3 月に策定しました。10 年先を見据え

た生涯学習社会「学び合い、共に支える社会」の実現をめざすために、

柱の指針に「学びを支える」「学び合いを支える」「学びの成果の活用

を支える」の 3 つを掲げています。 

また、平成 31 年 4 月に埼玉県社会教育委員会議から「すべての人

が学び、生かし、支え合える地域社会づくりのために～地域課題をと

らえ、どう解決に向けていくか～」が建議されました。その中には、

「社会教育における学びを通して、解決に向けて取り組むことが可能

か」という視点で検討を重ね、6 つの地域課題を選定されました。そ

の解決の糸口となる着眼点について「とらえる」「見通す」「練り上げ

る」「巻き込む」「仕掛ける」という 5 つのアプローチが提言され、各

地域における課題解決に向けた取り組みの充実と、それに資する学び

が期待された内容となっています。 

 

３．蕨市の生涯学習振興における現状と課題 

   

蕨市の生涯学習の歴史と、推進状況を教えてほしいな… 

 

（１）蕨市における生涯学習推進の動向 

 蕨市では、平成 2年に社会教育委員会議より建議「蕨市における生

涯学習推進の方向について」、平成 3 年に行われた「蕨市民の生涯学

習に関する意識調査」、平成 4 年の答申「蕨市における生涯学習計画

について」を受け、蕨市の生涯学習の方向性や計画のあり方について

の研究・協議、市民意識調査等を経て、平成 10 年に他市に先駆けて

蕨市生涯学習推進計画を策定しました。 

 この計画を基に、市民との協働による先進的な生涯学習に関する施

策を展開し、独自性に富んださまざまな事業を実施しています。 

 蕨市における主な生涯学習関連の推進状況は、次の通りです。 

 

 

  

※社会教育委員 

都道府県及び市区町村に置かれ、社会教育に関し

教育委員会に助言を行う。社会教育に関する諸計画

の立案、教育委員会の諮問に応じた答申、社会教育

に関する調査研究等が主な任務である。 

 蕨市では任期は 2 年、委員数は 15 人。 

 

 

※埼玉県 5 か年計画 

 時代の潮流に対応し、めざす将来像実現に向けて

取り組む施策を体系化した、埼玉県政運営の基本と

なる計画。 

 

※埼玉県生涯学習推進指針【平成 25 年 3 月】 

 県がめざす生涯学習社会は「学び合い、共に支え

る社会」と捉え、その実現に向けては、県民が充実

した人生を主体的に切り開き、個人や社会の多様性

を尊重し、ともに支え合い、高め合う社会にしてい

くことができるよう支援することが必要としてい

る。そのための指針として、「学びを支える」「学び

合いを支える」「学びの成果の活用を支える」の 3 つ

を掲げている。 

 
※埼玉県社会教育委員会議建議「すべての人が学び、

生かし、支え合える地域社会づくりのために～地域

課題をとらえ、どう解決に向けていくか～」6 つの

地域課題【平成 31 年 4 月】 

①地域の防災教育 ②子育て支援 ③家庭や地域の

教育力を生かした学習支援 ④アクティブシニアの

活躍や高齢者の支援 ⑤障害者の学習支援 ⑥国際

交流、多文化共生 

 

※埼玉県教育振興計画 

 埼玉県 5 か年計画や国の教育振興基本計画を踏

まえ、埼玉県の教育目標と施策の体系を示してい

る。 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

年 内  容 

明治 22 町制施行蕨町誕生 

昭和 21 全国に先駆け第 1 回成年式を開催、あわせて芸能大会・文化展覧会も開催 

25 中央公民館を町役場の会議室に設置 

26 中央公民館に児童図書館を併設 

34 南公民館・西公民館開館 

 蕨市誕生 

37 旭町公民館・東公民館開館 

40 図書館開館 

41 社会教育委員会議答申「非常勤館長の選出基準および方法について」 

 社会教育委員会議答申「蕨市における社会教育体制の確立について」 

42 第 42 回埼玉国体が開催され、東中学校が相撲会場となる 

 社会教育委員会議答申「蕨市における望ましい公民館の体制」 

 社会教育委員会議建議「蕨市立中央公民館の建設について」 

43 下蕨公民館開館 

 社会教育委員会議建議「社会教育関係団体に対する補助金交付基準」 

44 社会教育委員会議答申「蕨市立公民館の使用に関する基準について」 

 社会教育委員会議建議「蕨市立図書館整備促進について」 

47 中央公民館・県勤労青少年ホーム新築落成 

 分館として塚越に図書館開館 

48 社会教育委員会議答申「蕨市における社会教育基本構想の策定について」 

49 南町コミュニティ・センター落成 

51 塚越コミュニティ・センター落成、図書館塚越分館移転 

52 社会教育委員会議答申「社会教育施設の在り方」 

53 錦町コミュニティ・センター落成、図書館錦町分館開館 

54 成年式発祥の地記念像落成 

 図書館移転・新館落成 

55 市民体育館併設の北町コミュニティ・センター落成、図書館北町分館開館 

 社会教育委員会議答申「蕨市立公民館の使用に関する基準について」 

56 社会教育委員会議建議「青少年野外活動施設の建設について」 

57 富士見ランニングコース開設 

 社会教育委員会議答申「青少年野外活動施設の建設について」 

58 社会教育委員会議答申「社会教育関係団体の育成について」 

59 初の市民ウォークラリー大会を開催 

60 社会教育委員会議建議「蕨市における成年式のあり方について」 

61 社会教育委員会議答申「歴史民俗資料館（仮称）の内容と機能について」 

 青少年野外活動施設キャンプ場開き 

62 信濃わらび山荘落成 

 社会教育委員会議建議「社会教育関係団体認定基準の改正について」 

平成元 わらび郷土かるた作成・発行 

2 社会教育委員会議建議「蕨市における生涯学習推進の方向について」 

 歴史民俗資料館開館 

3 社会教育委員会議答申「下蕨公民館について」 

 東中学校において、初めての学校開放講座「パソコン入門」を開設 

 「蕨市民の生涯学習に関する意識調査」を実施 

4 社会教育委員会議答申「蕨市における生涯学習推進計画について」 

5 教育委員会事務局に生涯学習推進計画策定研究委員会が発足し、 

「蕨市における生涯学習推進計画のあり方について」研究・協議を開始 

 埼玉県立蕨高等学校が学校開放講座「書道入門」を開設 

 「日本語ボランティア養成講座」を開設（～平成 14 年度） 

※成年式発祥の地記念像 

 成人式は、今日、国民の祝日として定着している

が、その起源は蕨町の行った第 1 回青年祭に由来

するとされている。『成年式発祥の地記念像』は市

制施行20周年と成人の日制定30周年を記念して

昭和 54 年 1 月 15 日に城址公園に建立された。 

 

※信濃わらび山荘（P.85 参照） 

 

※わらび郷土かるた 

 まちの歴史や様子がわかる蕨独自のかるた。市制

施行 30 周年を記念して、市内の小学生の協力によ

り作成。このかるたには、蕨市について遊びながら

楽しく学び、郷土を愛する心を育てていきたいとい

う願いがこめられている。 
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年 内  容 

平成 6 教育委員会が塚越地区を「生涯学習モデル地区」に指定し、先導的な事業

を実施（～平成 7 年 3 月） 

 塚越地区で従来の「公民館まつり」を拡充し、「地区生涯学習フェスティバ

ル」として開催（平成 7 年度からは全地区で開催） 

7 第 1 回学びあいフェスティバルを開催（～平成 15 年度） 

 生涯学習情報紙「わらび ing」を創刊（～平成 17 年度） 

 職員の手づくりによる「生涯学習カレンダー」を作成 

 蕨市学校開放講座運営要綱を整備 

 通信教育「生涯学習指導者養成講座生涯学習ボランティアコース」に 

市民を派遣（～平成 10 年度） 

 地区生涯学習連絡会を市内６地区（平成 25 年度からは 7 地区）に設置、 

庁内には生涯学習庁内連絡会を発足 

 市職員を対象として「生涯学習意識調査」を実施 

8 生涯学習カレンダー作成、全戸に配布 

 私立武南高等学校で学校開放講座「中級パソコン講座」を開設 

 下蕨公民館移転・新館落成 

10 蕨市生涯学習推進計画「学びあいで人とまちの未来を拓く」を策定 

 生涯学習ボランティアを対象にボランティア保険の公費加入を開始 

 「生涯学習まちづくり出前講座」を開設 

 北町公民館開館 

11 社会教育課が名称変更され、生涯学習課になる 

 教育委員会のホームページを開設 

 こども 110 番の家を設置 

 市制施行 40 周年記念「信濃わらび山荘子どもサミット」を開催 

 子ども情報紙「ワッチ」を創刊（～平成 29 年度） 

12 第二中学校に「子ども放送局」を開局 

 スポーツ・レクリエーションバンクを統合し、「わらび生涯学習人材バンク」 

を設置 

 人材バンク登録者による「わがまち人材教室」を実施 

13 市内５地区で合宿通学事業を開始（～平成 29 年度） 

 中央公民館にパソコンルームを設置 

 各公民館、小・中学校、私立武南高等学校、商工会議所、総合社会福祉セ

ンター、交流プラザさくら、沖電気を会場にＩＴ講座を開催 

 東公民館が第 54 回（平成 13 年度）優良公民館文部科学大臣表彰を受賞 

14 子ども公民館運営審議会を発足（～平成 17 年度） 

15 歴史民俗資料館分館開館 

 わらび学びあいカレッジを開校 

16 東公民館、南公民館にエレベーターを設置 

 子どもの居場所づくり事業を開始 

 「生涯学習市民意識調査」を実施 

 彩の国まごごろ国体・まごごろ大会 大会旗・炬火リレー実施、 

第 59 回国民体育大会デモンストレーションとしてスポーツ行事「武術太

極拳競技」を市民体育館で開催 

17 第 1 回「学びあい交流会」を開催（～平成 19 年度） 

 中央公民館パソコンルームのパソコンを入れ替え 

 公民館ごと（旭町・下蕨公民館は 2 館で 1 つ）に設置していた公民館運営

審議会を 1 つに統合、「蕨市公民館運営審議会」となる 

 市民体育館と市民プールに指定管理者制度を導入 

 

 

※生涯学習まちづくり出前講座 

平成 10 年度に開始した事業。蕨市内の団体やグ

ループに対し、市職員等が蕨市の取り組み等につい

ての講義や技術指導を行うもので、内容は講座のメ

ニューの中から選ぶことができる（P.49 参照）。 

 

※合宿通学 

平成 13 年度に市内 5 地区で開始した事業で、

子供が親元を離れて異年齢での共同生活を行いな

がら通学することにより、「生きる力」を育むこと

を目的とする。大学生等が一緒に宿泊して生活の指

導を行い、地域のボランティアが食事づくりや洗濯

等のサポート、安全見守りを行う。 

 

 ※優良公民館表彰 

文部科学省では、公民館のうち、特に事業内容・

方法等に工夫をこらし、地域住民の学習活動に大き

く貢献しているものを「優良公民館」として文部科

学大臣が表彰している。 

 

 

※生涯学習カレンダー 

発行部数や配布方法の見直し等を経て、現在は公

立の保育園、小・中学校の全児童生徒のほか、公共

施設・医療機関等で配布。毎年 3 月に発行。蕨市

公式ホームページでも閲覧可能。 

 

 

※地区生涯学習連絡会 

 市内各地区における生涯学習及び生涯スポーツ

の振興を図るため、各公民館に地区生涯学習連絡会

を設置。連絡会は、生涯学習関連施設及び生涯学習

活動を行う団体等の行事・事業の総合的な調整、生

涯学習活動に関する各種の提言、生涯学習活動の推

進、普及を行う。 

 任期は２年、委員数は各地区 40 人以内で組織。 

 

※公民館運営審議会 

 館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の

企画実施につき調査審議を行う。 

 蕨市では任期は 2 年、委員数は 15 人である。 

 

 

 

※わらび学びあいカレッジ 

市民自らが生涯学習に関する事業を創り、地域社

会における豊かな文化都市の創造に寄与すること

を目的としている（平成 15 年 9 月に開校、平成

19 年 4 月に NPO 法人となる）。人文・教養系、

健康系、音楽系、まちづくり系、IT 系等の分野でさ

まざまな講座を展開する。 

 

※成年式発祥の地記念像 

 成人式は、今日、国民の祝日として定着している

が、その起源は蕨町の行った第 1 回青年祭に由来

するとされている。『成年式発祥の地記念像』は市

制施行20周年と成人の日制定30周年を記念して

昭和 54 年 1 月 15 日に城址公園に建立された。 

 

※信濃わらび山荘（P.00 参照） 

 

※わらび生涯学習人材バンク 

 市民の学習・スポーツ等の生涯学習活動を支援す

るために設置。さまざまな知識や技能、豊かな経験

を持つ方の登録により、市民の生涯学習活動の推進

に寄与することを目的とした。 

 

 

 

※学びあい交流会 

 地域活動や生涯学習活動の大きな課題や問題点

について意見交換し、よりよい地域づくりに寄与す

ることを目的とした。 

 

 

※わらび郷土かるた 

 まちの歴史や様子がわかる蕨独自のかるた。市制

施行 30 周年を記念して、市内の小学生の協力によ

り作成。このかるたには、蕨市について遊びながら

楽しく学び、郷土を愛する心を育てていきたいとい

う願いがこめられている。 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

年 内  容 

平成 19 第 2 次蕨市生涯学習推進計画 

「みんなでつくる“学びを 人とまちに 活かす”生涯学習のまち」を策定 

 わらび学びあいカレッジが NPO 法人化 

 放課後子ども教室を市立全 7 小学校に開設 

 社会教育委員会議答申「市立公民館、信濃わらび山荘の使用料等について」 

21 信濃わらび山荘中期改革プラン（平成 21～23 年度）を策定 

 わらびチャレンジデーを開催（平成 21～25 年度） 

 社会教育委員会議答申「蕨駅西口市街地再開発事業 7 番街区公共公益施設

に整備工事をすすめている、1 階新旭町公民館と 3 階(仮称)駅前文化ホー

ルの管理・運営について」 

 わらび子ども宣言を制定 

 さいたま市で開催の全国生涯学習フェスティバル（まなびピア）に参加 

 市制施行 50 周年記念事業 文化の祭典「わらびの四季」を開催 

 改訂版「わらび郷土かるた」を作成・発行 

22 合宿通学事業がさいたま教育ふれあい賞を受賞 

 旭町公民館移転、文化ホールくるる開館、両施設の管理・運営に指定管理 

者制度を導入（市内公民館では初） 

23 改訂第 2 次蕨市生涯学習推進計画を策定 

 富士見テニスコート人工芝改修工事竣工 

 市民体育館トレーニングルームをリニューアル 

 蕨市アウトメディア宣言を制定 

 第 1 回アウトメディア推進大会を開催 

 中央公民館パソコンルームのパソコンを入れ替え 

（地域活性化交付金「住民生活に光をそそぐ交付金」） 

 下蕨公民館が第 64 回（平成 23 年度）優良公民館文部科学大臣表彰を 

受賞 

24 信濃わらび山荘事業推進計画（平成 24～26 年度）を策定 

 文化ホールくるる等文化芸術振興事業に対する助成制度を開始 

 第１回生涯学習活動推進事業を開催（隔年開催） 

 「わらび生涯学習人材バンク」をわらび市民活動人材ネット「つながる 

バンク」に統合 

 蕨市子ども読書活動推進計画を策定 

 西公民館が第 65 回（平成 24 年度）優良公民館文部科学大臣表彰を受賞 

 蕨市放課後子ども教室が平成 24 年度優れた「地域による学校支援活動」 

推進にかかる文部科学大臣表彰を受賞 

25 生涯学習課と保健体育課体育係が合併し、生涯学習スポーツ課になる 

図書館が子どもの読書活動優秀実践図書館・団体（個人）文部科学省表彰 

を受賞 

 わらび学校土曜塾を開講（東・西・南小学校区） 

公民館の耐震化を開始（～平成 29 年度） 

26 旭町公民館が第 66 回（平成 25 年度）優良公民館文部科学大臣表彰を 

受賞 

 わらび学校土曜塾を開講（北・中央・中央東・塚越小学校区） 

 音楽によるまちづくり懇談会を設置（平成 26 年度） 

 「生涯学習・生涯スポーツに関する市民意識調査」を実施 

 第 1 回蕨市小学生将棋大会を開催 

27 公共スポーツ施設予約システム稼働（野球場・庭球場） 

 南公民館が第 67 回（平成 26 年度）優良公民館文部科学大臣表彰を受賞 

 信濃わらび山荘事業推進計画（平成 27～29 年度）を策定 

 

※生涯学習活動推進事業 

 平成 23 年度から隔年で開催している事業で、市

民の生涯学習推進と地域間交流を目的とする。 

 

 

※わらび学校土曜塾 

 平成 25 年度に開始した事業で、児童の自主的な

学習（宿題・課題等）をサポートし、子供達に学ぶ

楽しさを教え、基礎学力の向上や学習習慣の定着を

図ることを目的とする。土曜日に小学校の一時的余

裕教室や特別教室を利用し、大学生や元教員等が学

習指導を行う（P.83 参照）。 

 

※蕨市子ども読書活動推進計画 

 家庭・地域・学校・行政が連携して子供の読書活

動を推進することで、子供達が健やかで笑顔のあふ

れる社会の実現に向け、平成 24 年 6 月に策定。 

 

 

※文化ホールくるる等文化芸術振興事業 

 市民に質の高い文化及び芸術にふれる機会を提

供するため、文化ホールくるる及び市民会館の指定

管理者が自ら実施する文化芸術振興事業に係る助

成金を交付する。 

 

 

 

※放課後子ども教室 

平成 19 年度に市内全７小学校で開始した事業

で、安全・安心な子供の居場所づくりを目的とする。

長期休業中を除く毎週月曜日の放課後に小学校の

一時的余裕教室等を利用し、地域の大人の協力を得

て学習、遊び体験活動等を行う（P.83 参照）。 

 
※チャレンジデー 

年齢・性別を問わず、日常的なスポーツの習慣化

や住民の健康増進、地域の活性化に向けたきっかけ

づくりを目的として、行政、民間団体、住民が一体

となって取り組むスポーツイベント（公益財団法人 

笹川スポーツ財団と連携して実施）。 

 

※子どもの読書活動優秀実践図書館・団体（個人）

文部科学省表彰 

 子供の読書活動推進の中核となり、特色あるすぐ

れた実践を行っている地域の図書館や団体等に対

して、文部科学省が表彰している。 

 

※蕨市アウトメディア宣言（P.47 参照） 

 

※わらび子ども宣言（P.47 参照） 

 

※さいたま教育ふれあい賞 

 埼玉県では、教育に対する県民の理解と関心を高

める機会とするため、11 月 1 日を「彩の国教育の

日」、11 月 1 日から 7 日までを「彩の国教育週間」

としている。「彩の国教育の日」の一環として、日々

の教育活動に積極的に取り組み、著しい成果を上げ

ている学校・団体を「埼玉・教育ふれあい賞」とし

て表彰している。 

 

※全国生涯学習フェスティバル（まなびピア） 

 文部科学省と地方公共団体との共催によって、企

業・団体等が生涯学習に関する情報の提供・展示等

を行う「生涯学習見本市」や体験教室等，各種イベ

ントを実施。平成 22 年から「全国生涯学習ネット

ワークフォーラム」に名称を変更。 

 

※わらび市民活動人材ネット「つながるバンク」 

（P.53 参照） 

 

※優れた「地域による学校支援活動」推進にかかる

文部科学大臣表彰 

 平成 23 年より、文部科学省では、学校支援地域

本部や放課後子供教室、コミュニティ・スクール等

に基づいた地域の方々による学校支援活動のうち、

特にその活動内容等が優れていると認められる活

動について、活動の一層の推進のために文部科学大

臣が表彰している。 
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年 内  容 

平成 27 蕨市教育振興基本計画を策定 

 第 3 次蕨市生涯学習推進計画 

「“いつでも どこでも 自由に”学び みんなでつくる まち 蕨」を策定 

 音楽によるまちづくり推進事業を開始 

 音楽情報紙の発行開始 

 第 1 回蕨市民音楽祭を開催 

28 中央公民館が第 68 回（平成 27 年度）優良公民館文部科学大臣表彰を 

受賞、優秀館に選出 

29 公共スポーツ施設予約システム稼働（信濃わらび山荘・市民体育館） 

30 錦町スポーツ広場改修工事竣工、公共スポーツ施設予約システム稼働 

 北町公民館が第 71 回（平成 30 年度）優良公民館文部科学大臣表彰を 

受賞（全 7 公民館が受賞） 

 図書館耐震補強等工事が終了 

令和元 第 2 次蕨市子ども読書活動推進計画を策定 

 放課後子ども教室運営委員会がさいたま教育ふれあい賞を受賞 

 「生涯学習・生涯スポーツに関する市民意識調査」を実施 

 中央公民館パソコンルームのパソコン入れ替え 

 中央公民館、西公民館にエレベーターを設置 

 市制施行60周年記念事業 SOMPOボールゲームフェスタ2019in蕨を

開催 

 

（２）蕨市における生涯学習関連活動の現状 

①社会教育関係団体数 

 社会教育法と蕨市の基準等で認定された「社会教育関係団体」の数は、高齢化等により会員

数が減少し、解散する団体が増加しています。 

年  度 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 

団 体 数 467 団体 463 団体 446 団体 421 団体 419 団体 

※各年度末（3 月 31 日現在）の社会教育関係団体数 

 

②生涯学習まちづくり出前講座 

 市職員による講座だけでなく、他の機関や

民間企業からのご協力により、メニュー数は

増加しています。また、利用回数は増加して

いますが、利用者数は減少しており、少人数

の講座が増加していることが分かります。 
※P.49 参照 

年  度 メニュー数 利用回数 利用人数 

平成 26 86 講座 55 回 3,071 人 

平成 27 87  60  3,289  

平成 28 95  57  3,104  

平成 29 93  55  2,980  

平成 30 92  66  1,941  

③放課後子ども教室 

 参加登録児童数、登録スタッフ数は概ね増加

傾向を示しています。平成 19 年度の事業開始

から徐々に地域に根付いてきていることがう

かがえます。※P.83 参照 
※参加児童登録割合＝参加登録児童数÷全校児童数 

年  度 
参加登録 

児 童 数 

参加児童 

登録割合 

登 録 

スタッフ数 

平成 26 774 人 27.3 ％ 219 人 

平成 27 814  28.6  195  

平成 28 908  31.4  206  

平成 29 873  29.6  198  

平成 30 846  28.2  205  

④わらび学校土曜塾 

  参加登録児童数は増加傾向、登録スタッフ数はほぼ横ばいとなっています。平成 25 年度の

事業開始から、全小学校区で定員には達していませんが、一定の需要があります。※P.83 参照 

年  度 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 

参加登録児童数 167 人 146 人 172 人 184 人 172 人 

登録スタッフ数 219 人 195 人 206 人 198 人 205 人 
 

※音楽によるまちづくり推進事業 

 音楽を中心とした蕨市の芸術文化の振興と、その

推進を図るとともに、音楽により蕨のまちの魅力を

発信することで賑わいを創出し、蕨市のイメージア

ップを図ることを目的とする。平成 26 年度は事業

の方向性を検討するために懇談会を設置。平成 27

年度に事業開始（P.67 参照）。 

 

 

 

※第 2 次蕨市子ども読書活動推進計画 

 子供が自ら読書に親しめるよう、本にふれる機会

や本を読むための環境をよりいっそう充実するた

めに令和元年 6 月に策定。計画期間は令和元年 6

月～令和 6 年 5 月までの 5 年間。 

 

※蕨市教育振興基本計画 

 蕨市教育委員会では、蕨市のめざすべき教育の姿

と、取り組むべき施策の方向性を明らかにし、教育

行政を計画的に推進するため、平成 27 年 3 月に

策定。計画期間は平成 27～令和元年度までの 5 年

間。 

 

※蕨市子ども読書活動推進計画 

 家庭・地域・学校・行政が連携して子供の読書活

動を推進することで、子供達が健やかで笑顔のあふ

れる社会の実現に向け、平成 24 年 6 月に策定。 

 

 

※放課後子ども教室 

平成 19 年度に市内全７小学校区で開始した事

業で、安全・安心な子供の居場所づくりを目的とす

る。長期休業中を除く毎週月曜日の放課後に小学校

の一時的余裕教室等を利用し、地域の大人の協力を

得て学習、遊び体験活動等を行う（P.00 参照）。 

 
※チャレンジデー 

年齢・性別を問わず、日常的なスポーツの習慣化

や住民の健康増進、地域の活性化に向けたきっかけ

づくりを目的として、行政、民間団体、住民が一体

となって取り組むスポーツイベント（公益財団法人 

笹川スポーツ財団と連携して実施）。 

 

※蕨市アウトメディア宣言（P.00 参照） 

 

※わらび子ども宣言（P.00 参照） 

 

※さいたま教育ふれあい賞 

 埼玉県では、教育に対する県民の理解と関心を高

める機会とするため、11 月 1 日を「彩の国教育の

日」、11 月 1 日から 7 日までを「彩の国教育週間」

としている。「彩の国教育の日」の一環として、日々

の教育活動に積極的に取り組み、著しい成果を上げ

ている学校・団体を「埼玉・教育ふれあい賞」とし

て表彰している。 

 

※全国生涯学習フェスティバル（まなびピア） 

 文部科学省と地方公共団体との共催によって、企

業・団体等が生涯学習に関する情報の提供・展示等

を行う「生涯学習見本市」や体験教室等，各種イベ

ントを実施。平成 22 年から「全国生涯学習ネット

ワークフォーラム」に名称を変更。 

 

※優れた「地域による学校支援活動」推進にかかる

文部科学大臣表彰 

 平成 23 年より、文部科学省では、学校支援地域

本部や放課後子供教室、コミュニティ・スクール等

に基づいた地域の方々による学校支援活動のうち、

特にその活動内容等が優れていると認められる活

動について、活動の一層の推進のために文部科学大

臣が表彰している。 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

⑤公民館事業数・参加者数 

 事業数・延べ参加者数ともに減少傾向にあります。 

年  度 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 

事業数 279 事業 278 事業 222 事業 233 事業 234 事業 

延べ参加者数 44,977 人 46,694 人 39,967 人 39,173 人 43,029 人 

※中央公民館は H29.7～30.1、北町公民館は H28.7～29.6 に耐震工事を実施。 

 

⑥公民館・文化ホールくるる・市民会館利用状況（件数・利用人数） 

 公民館・市民会館の利用状況は減少傾向ですが、文化ホールくるるは増加傾向にあります。

文化ホールくるるは駅前という好立地のため、開館以降、利用人数は伸びています。 

年 度 
公民館 文化ホールくるる 市民会館 

件数 利用人数 件数 利用人数 件数 利用人数 

平成 26 19,711 件 282,469 人 1,773 件 46,802 人 4,561 件 125,067 人 

平成 27 19,244  278,122  1,782  47,438  6,069  146,583  

平成 28 18,563  264,914  1,812  52,507  6,297  141,364  

平成 29 16,855  239,171  1,768  53,067  1,984  64,511  

平成 30 18,357  258,449  1,692  56,445  3,868  108,727  

※市民会館・中央公民館は H29.7～30.1、北町公民館は H28.7～29.6 に耐震工事を実施。 

 

⑦スポーツ施設利用状況（利用人数・利用時間）※P.71 参照 

 各施設とも多少の増減はしていますが、概ね増加傾向を示しています。 
年 度 市民体育館 市民プール 運動公園（野球場） テニスコート 錦町スポーツ広場 

平成 26 140,632 人 13,797 人 4,083 時間 21,080 時間 - 時間 

平成 27 155,758  13,973  4,528  17,450  -  

平成 28 37,908  13,322  4,819  17,398  -  

平成 29 103,214  12,325  4,734  17,062  17  

平成 30 148,830  15,995  4,128  15,548  1,029  

※市民体育館は H28.7～29.6 に耐震工事を実施、市民プールは毎年 7・8 月のみオープン、 

運動公園（野球場）とテニスコートは H27 年度から公共スポーツ施設予約システムの稼働により集計方法を変更、 

錦町スポーツ広場は H30.3 のリニューアルオープン後から利用時間の集計を開始。 

 

⑧図書館蔵書数・貸出数 

 蔵書数、館外貸出冊数は、年々

増加しています。視聴覚資料貸出

数は減少しています。 

年 度 蔵書数 館外貸出冊数 
視聴覚資料 

貸出数 
開館日数 

平成 26 196,008 冊 294,056 冊 46,898 点 286 日 

平成 27 198,860  307,401  46,658  289  

平成 28 201,681  308,722  45,404  287  

平成 29 202,751  317,030  41,977  292  

平成 30 215,725  329,814  31,348  285  

⑨歴史民俗資料館利用状況（利用人数） 

  特別展等の事業の充実により、利用人数は増加しています。 
年  度 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 

利用人数 30,246 人 35,426 人 35,485 人 35,591 人 36,003 人 
 

⑩信濃わらび山荘利用状況（利用人数） 

 利用人数は微減傾向にあります。※P.85 参照 

年  度 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 

利用人数 2,470 人 2,706 人 2,436 人 2,016 人 2,264 人 
 

⑪成年式出席者数 

 転入者により該当者は増加していますが、出席

率は微減しています。※P.52 参照 

年 該当者 出席者 出席率 

平成 27 669 人 414 人 61.9 ％ 

平成 28 696  422  60.6  

平成 29 764  457  59.8  

平成 30 804  480  59.7  

平成 31 789  420  53.2  
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（３）市民意識調査から見た生涯学習・生涯スポーツの現状と課題 

 蕨市では、「生涯学習・生涯スポーツ」という言葉の概念は、多くの

市民に定着（問 1）しており、大半の方が何かしらの生涯学習活動を

行っていることがわかります（問 2）。この結果は平成 26年の同調査

結果と比較すると微増しています。しかしながら、生涯学習活動を「行

っていない理由」（問 10）について、「時間に余裕がない」「きっかけ

がつかめない」と回答された方の割合が、平成 26 年の結果より増加

していることから、基本目標 1の“学びのきっかけづくり”の取り組

みが一層必要とされています。 

 生涯学習を取り巻く社会状況に鑑みると、一人ひとりの個性と多様

性が尊重され、健康で生きがいを感じる生活が求められている今日、

「今後、行いたい生涯学習・生涯スポーツの内容」や「関心のある学

習テーマ」に、「健康」「スポーツ・レクリエーション」「芸術・文化」

が上位に選択されています（問 11・15）。このことから生涯学習・生

涯スポーツを行った方法として、「民間のカルチャーセンター、スポー

ツクラブ等」を利用している方が、平成 26 年の結果と比較すると急

増しているほか（問３）、それに伴い１か月にかける費用（問 5）も、

「5,001円～10,000円」を選択された方が増える等、近年の健康ブ

ームや市内にスポーツジムが増加した影響がうかがえます。 

一方で、今後行いたい形式（問 12）は、「蕨市主催の講座等」や「公

共施設を会場に活動しているクラブ等」が上位になっています。狭い

市域ながら多くの生涯学習関連施設（公民館、図書館等）があり、各

事業を展開していますが、「利用したことがない」「施設を知らない」

（問 16）と回答した割合がどの施設も 30～60%で推移しているこ

とから、各事業に対するニーズがあるものの、それが表面化されてい

ないことがわかり、今後、各施設に対する新たな展開が期待されます。 

 「生涯学習社会」とは、生涯にわたって学習を行うと同時に、その

成果を適切に生かすことができる社会です。生涯学習・生涯スポーツ

活動を行っている多くの市民は何らかの目的を持っており（問６）、そ

の活動を自らの生活に生かしています（問７）。しかし、平成 26年の

結果同様、依然として地域社会への生かし方については「特にない」

（問８）、「ボランティア活動を現在、行っている」と回答された方の

割合も８％程度（問 26）にとどまっており、基本目標 4 の“学びを

生かす仕組みづくり”の重要性が高まっていると考えられます。 

 平成 26・令和元年の市民意識調査の結果や昨今の社会状況、そし

て市民の多岐にわたる学習ニーズを考慮すると、蕨市の生涯学習・生

涯スポーツの推進には引き続き、“学習活動に参加するきっかけづく

り”や“学習成果を生かす仕組みづくり”、そして“それらを支える体

制の整備”等を通じて、学習者を総合的に支援することが課題である

といえます。 

▲生涯学習・生涯スポーツに関する市民意識調査票 

 市民の生涯学習・生涯スポーツの実施状況等を把

握し、意見を反映させるため、必要に応じて実施し

ている。 
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４．生涯学習・生涯スポーツに関する市民意識調査 結果 

 

◆調査の概要 

・基 準 日  令和元年 9 月 1 日 

・調査期間  令和元年 9 月 1 日から 9 月 30 日まで 

・対 象 者  住民基本台帳を基に無作為抽出した市内在住の 16 歳以上の男女 1,000 人 

・方 法  行政連絡員による送付、郵送による回収 

・回 答 数  312 人（31.2％） ／平成 26 年調査 356 人（35.6％） 

 

◆回答者の属性 

（１）お住まいの地区 

地区／調査年 令和元年 平成 26 年 

錦町 45 人 14.4% 14.6% 

北町 42 人 13.5% 18.0% 

中央 90 人 28.9% 24.4% 

南町 55 人 17.6% 18.3% 

塚越 61 人 19.6% 23.6% 

無回答 19 人 6.1% 1.1% 

 

 

 

（２）年齢 

年齢／調査年 令和元年 平成 26 年 

16～19 歳 9 人 2.9% 1.4% 

20～29 歳 31 人 9.9% 8.7% 

30～39 歳 46 人 14.7% 15.5% 

40～49 歳 67 人 21.5% 14.0% 

50～59 歳 48 人 15.4% 15.5% 

60～69 歳 47 人 15.1% 19.4% 

70～79 歳 42 人 13.5% 16.9% 

80～89 歳 17 人 5.5% 6.7% 

90 歳以上 1 人 0.3% 0.6% 

無回答 4 人 1.3% 1.4% 

 

 

（３）蕨市居住年数 

居住年／調査年 令和元年 平成 26 年 

1 年未満 13 人 4.2% 2.0% 

1～5 年 50 人 16.0% 13.8% 

6～10 年 29 人 9.3% 5.9% 

11～20 年 51 人 16.4% 17.4% 

21～30 年 47 人 15.1% 19.1% 

31 年以上 118 人 37.8% 40.5% 

無回答 4 人 1.3% 1.4% 

 
 
 
 
 

（４）家族構成 

構成／調査年 令和元年 平成 26 年 

単身世帯 49 人 15.7% 12.1% 

夫婦二人世帯 76 人 24.4% 25.6% 

二世代（親と子） 150 人 48.1% 50.3% 

三世代 18 人 5.8% 7.6% 

その他 11 人 3.5% 2.3% 

無回答 8 人 2.6% 2.3% 

  ※端数処理のため比率の合計が 100％にならない 

   場合があります。 
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【問１】 

 生涯学習・生涯スポーツという言葉のイ

メージをお答えください。 

（複数回答・3 つ以内） 

 

 「年齢を問わず生涯を通して学ぶこと」

が 83.0％で最も多く、次いで「生きがいづ

くり」が 49.4％、「趣味や教養を高めるこ

と」が 39.1％となっています。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

 

 

 

【問２】 

 この１年間に、どのような生涯学習・生

涯スポーツを行いましたか。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「スポーツ・レクリエーション活動」の

39.7％が最も多く、次いで「特に行ってい

ない」が 36.5％、「芸術、文化的なもの」

が 19.6％、「教養的なもの」の 16.0％ 

となっています。 

 平成 26 年調査結果と比較すると、「特に

行っていない」の割合が 39.9%から

36.5%となったほか、依然として「スポー

ツ・レクリエーション活動」の人気が高く

なっています。 

→「特に行っていない」を回答の場合は【問 10】へ 

 

【問３】 

 どのような方法で、生涯学習・生涯スポ

ーツを行いましたか。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「民間のカルチャーセンター、スポーツ

クラブ等に参加」が 35.4％と最も多く、次

いで「メディア（テレビ・ラジオ・DVD・

インターネット・パソコンソフト）を利用

した学習」が 26.2％、「公共施設を会場に

行っている、クラブ・サークル活動」が 

22.1%となっています。 

 平成 26 年調査結果と比較すると、「民間

のカルチャーセンター、スポーツクラブ等

に参加」が急増しており、近年のスポーツ

ジムブームや、蕨市内のスポーツジムが増

加した影響が見られます。   

R01 H26

83.0%

49.4%

39.1%

28.2%

22.8%

13.8%

4.5%

2.9%

1.3%

1.0%

0% 25% 50% 75% 100%

年齢を問わず生涯を通して学ぶこと

生きがいづくり

趣味や教養を高めること

心を豊かにする活動

公共施設での学習活動

カルチャーセンターやスポーツクラブでの活動

職業上、必要な知識や技能を身につける

わからない

その他

無回答

39.7%

36.5%

19.6%

16.0%

13.8%

8.3%

7.4%

6.7%

1.6%

1.0%

0% 25% 50%

スポーツ・レクリエーション活動

特に行っていない

芸術、文化的なもの

教養的なもの

家庭生活・日常生活・健康

職業上の知識・技能の習得や資格の取得

社会問題・市民生活

子育て・青少年健全育成

その他

無回答

R01 H26

R01 H26

35.4%

26.2%

22.1%

20.0%

15.4%

11.8%

9.2%

6.7%

4.6%

4.1%

1.0%

0% 25% 50%

民間のカルチャーセンター、スポーツクラブ等

テレビやラジオ等のメディアを利用した学習

公共施設のクラブ・サークル活動

蕨市が主催の講座・講演会・イベント等

図書館や博物館を利用した個人学習

国、県、他市町村が主催の講座等

その他

個人教授による学習

通信教育の学習

大学等の公開講座

無回答
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【問４】 

 どのくらいの頻度で、生涯学習・生涯ス

ポーツを行いましたか。 

 

 「週に 1～2 日」の 33.3％が最も多く、

次いで「月に 1～3 日」が 28.7％、「年に

数日」が 15.4％となっています。 

 平成 26 年調査結果と比較すると、生涯

学習・生涯スポーツを行う頻度は減少して

いる傾向にあります。 

 

【問５】 

 生涯学習・生涯スポーツを行うために、

1 か月平均でどのくらい経費をかけていま

すか。 

 

 「5,001 円～10,000 円」の 26.7％が

最も多く、次いで「1 円～2,000 円」が

24.1％、「2,001円～5,000円」が20.5％

となっています。 

 平成 26 年調査と比較して「5,001 円～

10,000 円」の割合が急増した背景には、

【問 3】で「民間のカルチャーセンター、

スポーツクラブ等に参加」している方が増

加したため、その会費であると推測できま

す。 

 

【問６】 

 生涯学習・生涯スポーツを行う目的や理

由をお答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「健康の維持・増進に役立てるため」の

64.6％が最も多く、次いで「趣味を豊かに

するため」が 44.6％、「人間関係を豊か 

かにするため」が 26.7％、「教養を高める」

が 23.6％となっています。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

 

 

【問７】 

 生涯学習・生涯スポーツを通じて身につ

けた知識や技能を、どのように生かしてい

ますか。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「健康の増進・維持につながっている」

の 58.5％が最も高く、次いで「人生が豊か

になっている」が 47.2％、「家庭や日常生

活に役立てている」が 32.3％となっていま

す。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

26.7%

24.1%

20.5%

12.3%

11.3%

2.6%

2.6%

0% 25% 50%

5,001円～10,000円

1円～2,000円

2,001円～5,000円

0円

10,001円～30,000円

30,001円以上

無回答

58.5%

47.2%

32.3%

13.8%

10.3%

9.7%

3.1%

1.5%

1.5%

2.1%

0% 25% 50% 75%

健康増進・維持

人生が豊かになっている

家庭や日常生活

仕事や就職、資格取得

学習・スポーツ・芸術・文化活動等の指導

地域活動やボランティア活動

生かす機会がない

生かそうと思わない

その他

無回答

R01 H26

R01 H26

64.6%

44.6%

26.7%

23.6%

17.9%

13.3%

10.8%

2.1%

1.5%

1.5%

0% 25% 50% 75%

健康の維持・増進

趣味を豊かにする

人間関係を豊かにする

教養を高める

日常生活に役立てる

仕事や就職、資格取得

地域活動・ボランティア活動

その他

特に理由はない

無回答

R01 H26

33.3%

28.7%

15.4%

14.9%

5.6%

0.0%

2.1%

0% 25% 50%

週に1～2日

月に1～3日

年に数日

週に3～5日

ほとんど毎日

その他

無回答

R01 H26
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【問８】 

 生涯学習・生涯スポーツを通じて身につ

けた知識や技能を生かすために、どのよう

な活動に参加してみたいと思いますか。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「特にない」の 26.2％が最も多く、次い

で「スポーツ・レクリエーション活動を支

援」が 25.6％、「家庭生活・日常生活・健

康について支援」が 24.1％となっています。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

 

 

 

 

 

【問９】 

 生涯学習・生涯スポーツに関する情報を

どのように得ていますか。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「広報蕨・市ホームページ」の 33.8％が

最も多く、次いで「新聞・雑誌・テレビ・

ラジオ・インターネット」が 32.3％、「家

族・知人からの紹介、口コミ」が 28.2％と

なっています。 

 平成 26 年調査結果では、「新聞・雑誌・

テレビ・ラジオ・インターネット」が突出

していましたが、令和元年の調査から「SNS

等」の選択肢を追加したところ、16.4%の

方が SNS 等で情報を入手していることが

わかりました。 

 

 

【問１０】 

 生涯学習・生涯スポーツを行っていない

理由をお答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「時間に余裕がない」の 53.5％が最も多

く、次いで「きっかけがつかめない」が

26.3％、「特に理由はない」が 16.7％とな

っています。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

 

 

 

 

  

26.2%

25.6%

24.1%

16.4%

14.9%

14.9%

10.8%

9.2%

8.2%

8.2%

1.5%

4.1%

0% 25% 50%

特にない

スポーツ・レクリエーション活動を支援

家庭生活・日常生活・健康について支援

地域活動やボランティア活動

芸術・文化的な学習を支援

教養的な学習を支援

子育て・青少年健全育成を支援

職業上の知識・技能の習得、資格取得を支援

介護ボランティアや高齢者への支援

社会問題・市民生活に関する活動

その他

無回答

R01 H26

R01 H26

53.5%

26.3%

16.7%

13.2%

9.6%

8.8%

7.0%

7.0%

5.3%

2.6%

0.9%

7.0%

0% 25% 50% 75%

時間に余裕がない

きっかけがつかめない

特に理由はない

希望講座等がない、情報が得られない

介護や育児のため行えない

身近に施設や場所がない、わからない

費用がかかる

一緒に学習・活動する仲間がいない

その他

生涯学習・生涯スポーツに関心がない

家族や職場等の理解が得られない

無回答

R01 H26

33.8%

32.3%

28.2%

17.4%

16.4%

11.3%

10.8%

10.3%

8.7%

3.6%

1.0%

3.1%

0% 25% 50%

広報蕨・市ホームページ

新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット

家族・知人からの紹介、口コミ

市役所や公民館等の公共施設

ＳＮＳ等

町会回覧・町会掲示板

公民館だより

学校や職場

駅や商業施設など

その他

ケーブルテレビ「ウインク」

無回答
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【問１１】 

 今後、行いたい生涯学習・生涯スポーツ

の内容をお答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「スポーツ・レクリエーション活動」の

45.2％が最も多く、次いで「芸術・文化的

なもの」が 32.4％、「教養的なもの」 

が 30.8％、「家庭生活・日常生活・健康」

が 24.7％となっています。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

 →「特に行いたくない」を回答の場合は【問 13】へ 

 

 

【問１２】 

 今後、行いたい生涯学習・生涯スポーツ

の形式をお答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「蕨市が主催の講座・講演会・イベント

等に参加」の 38.5％が最も多く、「公共施

設を会場に行っている、クラブ・サークル

活動に参加」が 31.5％、次いで「民間のカ

ルチャーセンター、スポーツクラブに参加」

が 28.9％となっています。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

 

 

 

 

【問１３】 

 蕨市の生涯学習・生涯スポーツを充実さ

せるために、力を入れてほしいことをお答

えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「公共施設の設備の充実」の 36.2％が最

も高く、次いで「生涯学習に関する情報提

供」が35.3％、「活動場所の増加」が28.5％

となっています。 

 平成 26 年調査結果と比較すると、「生涯

学習に関する情報提供」が大幅に増加、「公

共施設の講座」の減少が見られました。 

  

R01 H26

45.2%

32.4%

30.8%

24.7%

12.5%

12.2%

11.5%

8.0%

2.6%

3.5%

0% 25% 50%

スポーツ・レクリエーション活動

芸術・文化的なもの

教養的なもの

家庭生活・日常生活・健康

特に行いたくない

職業上の知識・技能の習得や資格取得

社会問題・市民生活

子育て・青少年健全育成

その他

無回答

R01 H26

R01 H26

38.5%

31.5%

28.9%

22.7%

22.0%

14.7%

8.4%

7.0%

5.9%

2.2%

1.5%

0% 25% 50%

蕨市が主催の講座・講演会・イベント等

公共施設のクラブ・サークル活動

民間のカルチャーセンター、スポーツクラブ

テレビ・ラジオ等のメディアを利用した学習

国・県・他市町村等が主催の講座等

図書館や博物館を利用した個人学習

大学等の公開講座

個人教授による学習

通信教育等の学習

その他

無回答

36.2%

35.3%

28.5%

25.6%

20.8%

16.0%

15.4%

12.8%

6.1%

1.9%

5.8%

0% 25% 50%

公共施設の設備の充実

生涯学習に関する情報提供

活動場所の増加

公共施設の講座

子どもの頃からの体験学習

団体活動の支援

大学や民間企業等との連携

学校での教育

生涯学習に関する相談

その他

無回答

45.2%

32.4%

30.8%

24.7%

12.5%

12.2%

11.5%

8.0%

2.6%

3.5%

0% 25% 50%

スポーツ・レクリエーション活動

芸術・文化的なもの

教養的なもの

家庭生活・日常生活・健康

特に行いたくない

職業上の知識・技能の習得や資格取得

社会問題・市民生活

子育て・青少年健全育成

その他

無回答

  



    第２章 生涯学習を取り巻く環境 

23 

 

【問１４】 

 生涯学習・生涯スポーツの講座のあり方

について、お答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「初心者向けの講座を行う」の 33.7％

が最も多く、次いで「幅広い内容の講座を 

行う」が 25.6％、「参加費を低価格に 

する」が 24.0％となっています。 

 平成26年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問１５】 

 地域における課題や関心のある学習テ

ーマをお答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「健康に関すること」の 36.5％が最も

高く、次いで「スポーツ･レクリエーショ

ンに関すること」の 29.8％、「芸術・文化

に関すること」の 26.0％となっています。 

 平成26年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

 

 

 

 

  

36.5%

29.8%

26.0%

24.7%

20.5%

19.2%

14.7%

12.2%

7.1%

6.4%

6.1%

5.4%

0.0%

5.4%

0% 25% 50%

健康

スポーツ・レクリエーション

芸術・文化

防災・防犯

福祉

子育て・家庭教育

まちづくり・地域づくり

歴史・自然

環境保護

青少年健全育成

人権問題・国際交流・男女共同参画

特にない

その他

無回答

R01 H26

R01 H26

33.7%

25.6%

24.0%

21.5%

20.2%

19.9%

17.3%

9.9%

9.6%

8.7%

7.4%

1.9%

1.0%

6.1%

0% 25% 50%

初心者向けの講座を行う

幅広い内容の講座を行う

参加費を低価格にする

夜間・休日に行う講座を増やす

資格が取得できる講座を行う

申込方法を簡易的にする

広報に力を入れる

託児付きの講座を増やす

現状のままでよい

講座の回数を増やす

高度で専門的な講座を行う

その他

講座等はもっと減らしてもよい

無回答
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【問１６】 

 下記の施設の利用回数・利用料・サービス・事業内容・施設設備について、お答えください。（単位：％） 

（１）利用回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

4.8

21.8

8.3

2.9

2.9

2.6

6.1

5.1

0.3

0.6

63.5

69.9

79.2

78.2

78.2

76.0

77.2

10.3

16.3

17.0

16.7

16.3

16.7

16.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R01公民館
H26公民館

R01信濃わらび山荘
H26信濃わらび山荘

R01野球場
H26野球場

R01テニスコート
H26テニスコート

R01スポーツ広場
H26スポーツ広場

R01学校の校庭・体育館
H26学校の校庭・体育館

R01民間温水プール
H26民間温水プール

安い 適正 高い わからない 無回答

6.7

10.6

5.8

7.1

6.7

8.0

3.8

2.2

36.2

34.3

26.9

14.4

7.1

4.8

7.1

21.8

6.7

2.9

30.4

26.6

45.5

47.4

56.7

57.1

51.9

51.6

52.9

50.0

4.8

4.5

10.9

23.7

21.5

22.8

24.7

6.4

25.0

31.7

9.3

9.0

11.2

13.5

13.8

13.5

15.1

14.4

14.7

14.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R01公民館
H26公民館

R01図書館
H26図書館

R01歴史民俗資料館
H26歴史民俗資料館

R01信濃わらび山荘
H26信濃わらび山荘

R01野球場
H26野球場

R01テニスコート
H26テニスコート

R01スポーツ広場
H26スポーツ広場

R01学校の校庭・体育館
H26学校の校庭・体育館

R01民間温水プール
H26民間温水プール

R01グラウンドゴルフ場
H26グラウンドゴルフ場

月に2回以上 月に1回程度 半年に1回程度 利用したことがある

利用したことがない 施設を知らない 無回答
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（３）サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

8.3

21.8

24.4

9.3

4.5

2.9

3.8

6.4

3.8

2.6

57.4

48.7

70.8

76.3

76.3

9.6

9.6

13.1

14.7

17.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R01公民館
H26公民館

R01図書館
H26図書館

R01歴史民俗資料館
H26歴史民俗資料館

R01信濃わらび山荘
H26信濃わらび山荘

R01民間温水プール
H26民間温水プール

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

9.9

13.5

5.1

3.8

22.8

21.5

12.5

5.8

1.9

2.9

6.4

2.6

5.4

6.4

1.6

4.8

52.2

41.0

63.8

71.5

80.4

78.2

78.5

71.8

77.9

80.1

9.6

12.8

16.0

16.3

16.7

16.7

16.7

16.3

16.0

17.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R01公民館
H26公民館

R01図書館
H26図書館

R01歴史民俗資料館
H26歴史民俗資料館

R01信濃わらび山荘
H26信濃わらび山荘

R01野球場
H26野球場

R01テニスコート
H26テニスコート

R01スポーツ広場
H26スポーツ広場

R01学校の校庭・体育館
H26学校の校庭・体育館

R01民間温水プール
H26民間温水プール

R01グラウンドゴルフ場
H26グラウンドゴルフ場

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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（５）施設設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公民館・図書館の利用回数は過去に利用したことがある方まで含めると 55％程度となっています。ま 

た「施設を知らない」と回答した方は少数であり、無回答の方を除くと、80％以上の市民に認知されている 

ことがわかります。 

 信濃わらび山荘及び野球場をはじめとするスポーツ施設は、利用率は低いものの、「施設を知らない」 

と回答した方は 10～30％程度であり、無回答の方を除けば、ある程度の認知はされていると考えられ 

ます。 

 その反面、利用料金やサービス・事業内容・設備といった施設運営面について、「わからない」と回答す

る方の割合が、平成 26 年調査結果と比べて増加しています。理由としては、回答者の属性が平成 26 年調

査に比べ、居住年数が浅い方や年齢が若い方が多かったことが考えられます。 

  

4.2

5.1

4.5

22.8

25.3

9.6

5.4

1.9

1.9

2.6

5.4

3.8

6.7

14.1

2.9

3.8

4.2

51.0

40.4

68.3

75.3

72.4

72.8

71.5

65.4

77.2

74.7

11.5

10.9

13.8

15.4

22.1

23.1

23.1

23.1

15.4

24.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R01公民館
H26公民館

R01図書館
H26図書館

R01歴史民俗資料館
H26歴史民俗資料館

R01信濃わらび山荘
H26信濃わらび山荘

R01野球場
H26野球場

R01テニスコート
H26テニスコート

R01スポーツ広場
H26スポーツ広場

R01学校の校庭・体育館
H26学校の校庭・体育館

R01民間温水プール
H26民間温水プール

R01グラウンドゴルフ場
H26グラウンドゴルフ場

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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【問１７】 

 以下の施設は指定管理者制度を導入し、民間会社等が施設の管理・運営を行っています。 

下記の施設の利用回数・利用料・サービス・事業内容・施設設備について、お答えください。（単位：％） 

（１）利用回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

4.8

2.2

2.9

11.2

35.9

21.8

25.3

26.3

41.0

34.3

44.9

41.0

42.3

33.3

13.1

19.6

15.4

18.3

12.8

10.3

10.3

9.9

12.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R01旭町公民館

H26旭町公民館

R01市民会館

H26市民会館

R01文化ホールくるる

H26文化ホールくるる

R01市民体育館

H26市民体育館

R01市民プール

H26市民プール

月に2回以上 月に1回程度 半年に1回程度 利用したことがある

利用したことがない 施設を知らない 無回答

4.2

5.1

6.1

12.2

8.3

12.5

13.1

78.2

75.3

78.5

70.8

67.0

15.7

11.5

12.8

11.5

14.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R01旭町公民館

H26旭町公民館

R01市民会館

H26市民会館

R01文化ホールくるる

H26文化ホールくるる

R01市民体育館

H26市民体育館

R01市民プール

H26市民プール

安い 適正 高い わからない 無回答

4.5

5.1

5.8

3.5

5.1

13.8

9.0

12.8

9.3

4.2

4.5

3.2

77.2

65.1

72.8

65.1

67.9

15.1

11.9

12.2

11.5

14.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R01旭町公民館

H26旭町公民館

R01市民会館

H26市民会館

R01文化ホールくるる

H26文化ホールくるる

R01市民体育館

H26市民体育館

R01市民プール

H26市民プール

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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（４）事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）施設設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定管理者制度を導入している施設においても、施設の認知度はあるものの、施設運営の内容については 

「わからない」と答える方が多くなっています。 

 平成 26 年調査結果と比較すると、旭町公民館を「知らない」と答えた方の割合が増えています。理由と

しては、旭町公民館を併設されている「文化ホールくるる」として認識されている方がいることが推測され

ます。 

  

2.9

3.5

14.1

8.0

11.9

3.8

1.6

2.9

80.1

67.6

75.3

69.6

14.4

11.2

12.2

12.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R01旭町公民館
H26旭町公民館

R01市民会館
H26市民会館

R01文化ホールくるる
H26文化ホールくるる

R01市民体育館
H26市民体育館

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

5.8

4.2

14.1

8.7

12.5

4.8

8.7

4.8

6.1

1.9

77.6

60.9

72.1

64.4

67.6

14.7

11.2

12.5

13.1

18.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R01旭町公民館

H26旭町公民館

R01市民会館

H26市民会館

R01文化ホールくるる

H26文化ホールくるる

R01市民体育館

H26市民体育館

R01市民プール

H26市民プール

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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【問１８】 

 公民館の運営等について、力を入れてほ

しいことをお答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「気軽に入りやすい雰囲気にしてほしい」
の 31.1％、次いで「公民館講座やクラブ・

団体について、情報がほしい」が 25.0％、

「特にない」が 24.0％となっています。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

 

 

 

 

 

【問１９】 

 公民館の講座やイベントに、参加したこ

とがありますか。 

 

 参加したことが「ない」が 72.1％、「あ

る」が 26.0％となっています。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

→「ある」を回答の場合は【問 21】へ、「ない」を回

答の場合は【問 20】へ 

 

 

 

【問２０】 

 公民館の講座やイベントに、「参加したこ

とがない」理由をお答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「時間に余裕がない」の 37.3％が最も多

く、次いで「きっかけがつかめない」が

31.1％、「希望する内容の講座等がない、

または情報が得られない」が 30.7％となっ

ています。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れ、この結果は【問 10】の「生涯学習・生

涯スポーツを行っていない理由」と同様の

結果が得られました。 

 

  

31.1%

25.0%

24.0%

20.8%

15.7%

15.4%

14.4%

7.1%

3.8%

5.4%

0% 25% 50%

気軽に入りやすい雰囲気にする

公民館講座やクラブ・団体の情報

特にない

個人でも利用できるスペースを広げる

講座の内容を充実

設備の充実

図書や資料の充実

インターネットで部屋の予約や講座の申込み

その他

無回答

R01 H26

R01 H26

37.3%

31.1%

30.7%

17.3%

11.1%

6.2%

6.2%

5.3%

4.0%

1.8%

0.0%

2.2%

0% 25% 50%

時間に余裕がない

きっかけがつかめない

希望講座等がない、情報が得られない

特に理由はない

身近に施設や場所がない、わからない

介護や育児のため参加できない

一緒に学習・活動をする仲間がいない

その他

費用がかかる

生涯学習・生涯スポーツに関心がない

家族や職場等の理解が得られない

無回答

72.1%

26.0%

1.9%

0% 25% 50% 75% 100%

ない

ある

無回答

R01 H26
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【問２１】 

 図書館の運営等について、力を入れてほ

しいことをお答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「利用したことがない」の 29.5％が最も

多く、次いで「蔵書やＣＤ等を増やしてほ

しい」が 22.8％、「特にない」が 15.4％、

「設備の充実」が 12.8％となっています。 

 平成 26 年調査結果と比較すると「利用

したことがない」と回答した割合が増加し

ています。 

なお、「インターネット環境（無線 LAN

等）の整備」と「貸出期間の延長」は令和

元年の調査より新規で追加しました。 

→「利用したことがない」を回答の場合は【問 22】へ 

 

 

 

【問２２】 

 図書館を「利用したことがない」理由を

お答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「特に理由はない」の 40.2％が最も多く、

次いで「自宅から遠い」が 20.7％、「利用

しなくても必要な情報が入手できる」が

18.5％となっています。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

 

 

 

 

 

【問２３】 

 歴史民俗資料館の運営等について、力を

入れてほしいことをお答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「特にない」の 52.9％が最も多く、次い

で「もっとＰＲしてほしい」が 23.4％、「特

別展や企画展を充実してほしい」が 16.0％、

「気軽に入りやすい雰囲気にしてほしい」

が 10.9％となっています。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

  

R01 H26

40.2%

20.7%

18.5%

12.0%

9.8%

6.5%

2.2%

2.2%

2.2%

0% 25% 50%

特に理由はない

自宅から遠い

利用しなくても必要な情報が入手できる

その他

利用したい時間に開館していない

必要な図書資料がない

駐車場が少ない

近隣市などの図書館を利用している

無回答

52.9%

23.4%

16.0%

10.9%

5.4%

4.5%

3.5%

1.9%

5.4%

0% 25% 50% 75%

特にない

もっとPRしてほしい

特別展や企画展の充実

気軽に入りやすい雰囲気

講演会・講座の開催

設備の充実

その他

開館時間の延長

無回答

R01 H26

R01 H26

29.5%

22.8%

15.4%

12.8%

11.9%

7.4%

7.1%

6.4%

5.4%

5.4%

5.4%

5.1%

4.8%

8.3%

0% 25% 50%

利用したことがない

蔵書やCDの増加

特にない

設備の充実

開館時間を延長

受取と返却の場所の増加

インターネット環境（無線LAN等）の整備

貸出期間の延長

貸出点数を増やす

利用者用のパソコンを設置

講演会・映画会・読み聞かせ等の開催

その他

案内・相談窓口の充実

無回答
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【問２４】 

 ご存知の蕨市内のスポーツイベントをお

答えください。 

（複数回答） 

 

 「ロードレース大会」の 30.8％、次いで

「市民水泳大会」が 22.4％、「体育協会支

部体育祭・球技大会」が 21.5%となってい

ます。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

 なお、「ウォーキング大会」は平成 30 年

度、「市民ウォークデー」は平成 29 年度、

「少年野球大会」は平成 27 年度で事業を

終了しました。 

※無回答には「イベントを知らない」という回答も 

含んでいます。 

 

 

 

 

【問２５】 

 今後、行いたいスポーツ・レクリエーシ

ョンの内容をお答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「体操」の 32.4％が最も多く、次いで「ジ

ョギング・ウォーキング」が 20.8％、「筋

力トレーニング」が 15.1％となっています。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

なお、「ボルダリング」は令和元年の調査

より新規で追加しました。 

 

 

  

R01 H26

30.8%

22.4%

21.5%

11.2%

8.0%

2.9%

2.9%

47.1%

0% 25% 50%

ロードレース大会

市民水泳大会

体育協会支部体育祭・球技大会

体力テスト

レクリエーション大会

スキー大会

その他

ウォーキング大会

市民ウォークデー

少年野球大会

無回答

R01 H26

32.4%

20.8%

15.1%

12.5%

10.6%

9.9%

8.3%

8.0%

7.7%

7.7%

6.4%

5.8%

5.8%

5.4%

4.5%

3.8%

1.0%

13.5%

0% 25% 50%

体操

ジョギング・ウォーキング

筋力トレーニング

室内競技

テニス

水泳

登山・トレッキング

ゴルフ

サッカー・フットサル

サイクリング

ボルダリング

ダンス

スキー・スノーボード

武道

野球・ソフトボール

その他

ゲートボール・グラウンドゴルフ

無回答
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【問２６】 

 ボランティア活動を行いたいですか。 

 

 「わからない」の 44.2％が最も多く、次

いで「行いたくない」が 21.8％、「行いた

い」が 21.2％となっています。 

 平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

→「行いたい」を回答の場合は【問 27】へ、 

 「現在、行っている」を回答の場合は【問 28】へ 

 

 

【問２７】 

 ボランティア活動を「行いたい」方へ、

行ってみたいボランティア活動について、

お答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「地域の安全・安心を見守る活動」の

25.8％が最も多く、次いで「高齢者支援に

関わる活動」が 22.7％、「災害時の支援 

活動」が 22.7％となっています。 

平成 26 年調査結果と同様の傾向が見ら

れました。 

また、【問 11】の「今後行いたい生涯学

習・生涯スポーツの内容」と【問 15】の「地

域における課題や関心のある学習テーマ」

の結果と対比すると、自分が学ぶ立場で学

びたいことと、学んだことを伝える立場で

関わりたい内容に解離があることがわかり

ます。 

 

 

【問２８】 

 ボランティア活動を「現在、行っている」

方へ、現在、行っているボランティア活動

について、お答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「地域の安全・安心を見守る活動」の

22.2％が最も多く、次いで「高齢者支援に

関わる活動」の 13.9％、「スポーツ・レク

リエーションを指導」が 11.1％、「青少年

健全育成に関わる活動」が 11.1％となって

います。 

 平成 26 年調査結果と比較して、「高齢者

支援に関わる活動」の割合が増加していま

す。 

  

R01 H26

R01 H26

25.8%

22.7%

22.7%

21.2%

19.7%

19.7%

15.2%

13.6%

12.1%

9.1%

3.0%

0.0%

0% 25% 50%

地域の安全・安心の見守り

高齢者支援

災害時の支援活動

障がい者支援

公共施設等の講座の運営

外国人支援

スポーツ・レクリエーションの指導

まちの歴史や文化財

青少年健全育成

芸術・文化活動・教養の指導

その他

無回答

22.2%

13.9%

11.1%

11.1%

8.3%

8.3%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

0.0%

2.8%

0% 25%

地域の安全・安心の見守り

高齢者支援

スポーツ・レクリエーションの指導

青少年健全育成

芸術・文化活動・教養の指導

障がい者支援

公共施設等の講座の運営

まちの歴史や文化財

災害時の支援活動

その他

外国人支援

無回答

44.2%

21.8%

21.2%

7.7%

5.1%

0% 25% 50%

わからない

行いたくない

行いたい

現在、行っている

無回答

R01 H26

 



    第２章 生涯学習を取り巻く環境 

33 

 

【問２９】  

 ボランティア活動を進めるために、力を

入れてほしいことをお答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「ボランティアに関する情報を提供する

窓口の設置」の 44.6％が最も多く、次いで

「ボランティア活動の推奨や啓発」が

27.2％、「子供の頃からのボランティア活

動の推進」が 25.6％となっています。 

平成 26 年調査結果と似た傾向が見られ

ましたが、各選択肢に平準化された結果が

得られました。 

 

 

  

R01 H26

44.6%

27.2%

25.6%

16.0%

14.4%

5.4%

15.4%

0% 25% 50% 75%

ボランティアに関する情報を提供する窓口の設置

ボランティア活動の推奨や啓発

子供の頃からのボランティア活動の推進

ボランティア活動を評価する仕組みづくり

ボランティア養成講座の実施

その他

無回答



    第２章 生涯学習を取り巻く環境 

34 

 

 

 

 

※蕨市では、さまざまな“音楽”を中心とした芸術文化の振興と、その推進を行うことを目的

に、平成 27年度から音楽によるまちづくり推進事業（わら音）に取り組んでいます。 

 

【問３０】 

 ご存知の音楽によるまちづくり事業の取

り組みをお答えください。 

（複数回答） 

 

 「知らない」の 43.9％が最も多く、次い

で「蕨市民音楽祭」が 37.2％、「学校等が

主催する発表会」が 18.9％となっています。 

 

 

 

 

 

【問３１-ア】 

 音楽イベントへの参加頻度について、お

答えください。 

 

 「全く参加しない」の 64.7％が最も多く、

次いで「年 1 回程度」が 16.0％、「半年に

1 回程度」が 6.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【問３１-イ】 

 音楽情報の入手方法について、お答えく

ださい。 

（複数回答） 

 

 「広報蕨」の 39.4％が最も多く、次いで

「特にない」が 35.3％、「町会掲示板等の

ポスター」が 16.0％、「SNS」が 6.4％と

なっています。【問 9】の生涯学習・生涯ス

ポーツに関する情報入手方法と同傾向の結

果となりました。 

 

  

R01

R01

R01

64.7%

16.0%

6.4%

3.2%

2.6%

0.6%

0.3%

6.1%

0% 25% 50% 75%

全く参加しない

年1回程度

半年に1回程度

2～3か月に1回程度

月に1回程度

週に1回以上

2週に1回程度

無回答

43.9%

37.2%

18.9%

16.3%

10.6%

5.4%

3.8%

1.3%

7.1%

0% 25% 50%

知らない

蕨市民音楽祭

学校等が主催する発表会

市内公共施設の音楽イベント

市内音楽団体による音楽イベント

蕨市音楽情報紙

音楽家派遣事業

その他

無回答

39.4%

35.3%

16.0%

6.4%

5.8%

5.4%

4.5%

3.8%

3.5%

8.7%

0% 25% 50%

広報蕨

特にない

町会掲示板等のポスター

SNS

その他

ケーブルテレビ「ウインク」

新聞折り込み

蕨市音楽情報誌

市ホームページ

無回答
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【問３２】  

 好きな音楽のジャンルについてお答え

ください。 

（複数回答） 

 

 「ポップス」の 56.4％が最も多く、次

いで「クラシック」が 32.1％、「ロック」

が 21.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問３３】  

 今後、市内で積極的に行ってほしい音楽

イベントをお答えください。 

（複数回答・３つ以内） 

 

 「無料で聴けるコンサート」の 31.1％が

最も多く、次いで「低価格のチケットのコ

ンサート」が23.7％、「特にない」が21.8％

となっています。 

 また、【問 14】の「生涯学習・生涯スポ

ーツの講座のあり方について」と同じ傾向

がありました。 

 

 

 

 

 

 

  

31.1%

23.7%

21.8%

21.5%

15.4%

12.5%

11.9%

9.9%

8.0%

6.1%

1.6%

3.5%

0% 25% 50%

無料で聴けるコンサート

低価格のチケットのコンサート

特にない

著名な音楽家を招聘したコンサート

子ども向けのコンサート

初心者でも始められる音楽講座

市内の音楽家の方によるコンサート

だれでも出演できる音楽イベント

高価格のチケットのコンサート

小中学生向けに音楽のワークショップ

その他

無回答

R01

56.4%

32.1%

21.8%

20.5%

15.1%

11.2%

8.7%

8.0%

6.1%

3.2%

0% 25% 50% 75%

ポップス

クラシック

ロック

ジャズ

演歌

特にない

民謡

民族音楽

その他

無回答

R01
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第３章 生涯学習推進の基本構想 
 

 

１．基本理念 

２．基本方針 

３．基本目標 

４．体系図 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

１．基本理念 

 

基本理念って、難しそうだけど…？ 

 

 教育基本法第 3条の「生涯学習の理念」では、誰もが自由に学習の

機会を選択して学ぶことができる「生涯学習社会」の実現に向けた考

え方を示しています。 

蕨市では、これまでにも「生涯学習社会」の構築をめざして、「生涯

学習推進計画」により各施策を展開してきました。そこで本計画にお

いても第 3次蕨市生涯学習推進計画と同様に、豊かで活力ある社会や

人間関係を築いていくためのモデルとなる社会像「生涯学習社会」の

構築をめざして、「基本理念」を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

２．基本方針 

 

基本方針、つまり進むべき方向！ 

 

一人ひとりの自発的な学習を通して、新たなつながりや交流の輪が

広がり、地域社会の中でその学習した成果を生かした活動で活躍して

いくことによって、「生涯学習社会」は構築されると考えられています。 

蕨市では、「生涯学習社会」の構築をめざした「基本理念」の実現に

向けて、市民の主体的かつ自主的な学習・スポーツ活動の充実と誰も

が生涯を通じて自由に学び、その成果を地域活動等に生かす体制を構

築するため、「基本方針」を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

“いつでも どこでも 自由に”学び 

みんなでつくる まち 蕨 

交流の輪を広げる 

生涯を通じた学びの支援 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

３．基本目標 

   

方向は決まった！ 次は具体的な目標！ 

 

 「基本方針」にある「学びの支援」という視点から、学びへの導入・学

びの実践・学びの成果の社会還元といった循環と、それらを支える整備体

制が必要となります。 

 そこで、「学びの支援」を行うための具体的な取り組みを、以下の 5つ

の「基本目標」に定めます。 

 

 基本目標 １ 学びのきっかけづくり 

 市民の生涯学習・スポーツ活動への積極的な参加を促すために、そ

の導入部の取り組みとして情報提供や諸団体の育成・支援等をはじめ

とする「学びのきっかけづくり」を推進します。 

 

 基本目標 ２ 多彩な学びの場づくり 

 近年の生涯学習を取り巻く環境等の状況に対応することや、地域の

課題、現代的な課題を踏まえるとともに、市民の学びへのニーズに応

じた「多彩な学びの場づくり」を推進します。 

 

 基本目標 ３ スポーツ・レクリエーションで まち・人・健康づくり 

 市民の心身の健康に寄与するため、あらゆる世代のニーズにあった

スポーツ・レクリエーション活動の機会の提供、スポーツ施設の計画

的な整備、スポーツ団体・指導者の支援や育成等を行い、スポーツ・

レクリエーション活動を推進します。 

 

 基本目標 ４ 学びを生かす仕組みづくり 

 学びの成果の評価方法、発表の機会や場の確保、学びを支える人材

と地域をつなぐコーディネート機能等、学びの循環を構築するための

仕組みづくりを推進します。 

 

 基本目標 ５ 学びを支える体制づくり 

 市民の生涯学習・スポーツ活動を効果的に推進し、生涯学習社会を

構築していくために、生涯学習関連施設の計画的な整備を行うことや、

市民や関係機関との連携・協働による施策を推進します。 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

４．体系図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.学びのきっかけづくり   （１）学習情報の発信   ①わかりやすい情報の提供 
    

      ②生涯学習・スポーツの普及・啓発 
      

       
   

（２）さまざまな学習ニーズへの対応 
  

①学習相談・支援体制の整備 
     

      
②学習機能の充実 

      

       
   

（３）学習活動をサポート 
  

①社会教育関係団体の育成 
     

      
②団体・サークル等への支援 

      

       
       

２.多彩な学びの場づくり   （１）みんなで広げる子育て支援   ①子育て支援 
    

      ②地域に根ざした教育の展開 
      

      
③家庭教育の支援 

      

      
④青少年の健全育成の推進 

      

       
   

（２）豊かで魅力ある学習の充実 
  

①学習機会の充実 
     

      
②安心な生活を送るための学習の推進 

      

      
③環境学習の推進 

      

      
④生きがいづくり・社会参加の推進 

      

       
   

（３）まちを彩る 文化の創造 
  

①歴史・文化の保存と活用 
     

      
②芸術・文化の振興 

      

       
   

（４）ともに学んで まちの活性化 
  

①地域福祉学習の推進 
     

      
②市民活動の活性化 

      

      
③地域コミュニティ活動への支援 

      

       
   

（５）互いを認め合う心の育成 
  

①人権・平和意識の醸成 
     

      
②国際交流・多文化共生の推進 

      

      
③男女共同参画の推進 

      

       

 

 

 基本方針  交流の輪を広げる生涯を通じた学びの支援 

 基本理念  “いつでも どこでも 自由に”学び みんなでつくる まち 蕨 

基本目標 基本施策 施策の展開 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

 

 

 

 

       

３.スポーツ・レクリエーションで まち・人・健康づくり   （１）スポーツ・レクリエーション機会の創出   ①スポーツ施設の整備・有効活用 
    

      ②イベント・教室等の開催 
      

       
   

（２）スポーツ・レクリエーション推進体制の充実 
  

①スポーツ推進体制の構築 
     

      
②団体の育成・支援 

      

       
   

（３）元気な人づくり支援 
  

①食生活・食育の推進 
     

      
②ライフステージに合わせた健康づくりの推進 

      

      
③休養・こころの健康への支援 

      

       
       

４.学びを生かす仕組みづくり   （１）学びを生かし 広げる環境の創造   ①学習成果を発表する機会と場の充実 
    

      ②学習成果の評価・活用の取り組み 
      

       
   

（２）学びを通じた地域活動の促進 
  

①学びを支える人材の活用 
     

      
②人と地域をつなぐ（コーディネート機能）学びの充実 

      

       
       

５.学びを支える体制づくり   （１）生涯学習関連施設の充実   ①施設・設備の整備 
    

      ②施設の有効活用と利用促進 
      

       
   

（２）市民参画・協働のさらなる推進 
  

①市民との協働機会の充実 
     

      
②各審議会等の充実 

      

       
   

（３）学校・NPO・企業等との連携 
  

①関係機関との連携・ネットワーク化の推進 
     

      
②学校教育と社会教育・スポーツの連携・融合 

      

       
   

（４）庁内の取り組みの強化 
  

①庁内推進体制の充実 
     

      
②職員の人材育成・資質向上 

      

       

 
※“スポーツ”及び“生涯スポーツ”の概念については、上記を参照のこと。 

本計画では、これらを使いわけており、例えば市の施策としてはスポーツ全般を対象としているので、前者（スポーツ）を使用し、 

市民意識調査では調査内容を生涯学習・生涯スポーツとしているので、後者（生涯スポーツ）とした。 

 

 

 

  

※スポーツ 

 競争と遊戯性を持つ広義の運動競技の総称。陸上競

技・水上競技・球技・格闘技等の競技スポーツのほか、

レクリエーションとして行われるものも含む。 

 

※レクリエーション 

 仕事から離れた自由時間（レジャー・余暇）に、純

粋にそれ自体の楽しみのために行われる自由な活動。 

 

※生涯スポーツ 

 誰もが生涯の各時期において、年齢や体力、目的に

応じて、いつでも、どこでも、主体的にスポーツを楽

しむこと。 

基本目標 基本施策 施策の展開 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 
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第４章 施策の展開と取り組み 
 

 

基本目標１．学びのきっかけづくり 

基本目標２．多彩な学びの場づくり 

基本目標３．スポーツ・レクリエーションで 

まち・人・健康づくり 

基本目標４．学びを生かす仕組みづくり 

基本目標５．学びを支える体制づくり 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

基本目標 １．学びのきっかけづくり 

 

（１）学習情報の発信 

何か学びたいけれど、どこに情報があるの？ 

 

◆現状と課題 

 市では、ホームページやハローわらび（CATV）・広報蕨・公民館報

等の情報紙・生涯学習カレンダー等さまざまな媒体を用いて学習情報

を発信しています。さらに、公民館では生涯学習情報コーナーを設置

し、また他の公共施設でも各事業のチラシを配置したり、ポスターを

掲示したりしています。あわせて、誰でも参加できる講演会やイベン

ト等を開催することで、生涯学習・スポーツの普及・啓発を行ってき

ました。 

 しかし、令和元年の生涯学習・生涯スポーツに関する市民意識調査

（以下、市民意識調査）の結果では、36.5％の方が「この１年間に生

涯学習・生涯スポーツ活動を行っていない」と回答しています（P.19

参照）。その理由は、「時間に余裕がない（53.5％）」「きっかけがつか

めない（26.3％）」「特に理由はない（16.7％）」との回答が多数選択

されており、平成 26 年の結果と比較すると「時間に余裕がない」と

回答された方の割合が 5 ポイント増加しています（P.21 参照）。 

 また、「生涯学習・生涯スポーツを充実させるために、力を入れてほ

しいこと」では、「生涯学習に関する情報の提供（35.3％）」が平成 26

年の結果（16.0％）と比較すると、大幅に増加しました（P.22参照）。 

つまり、学びのきっかけとなる学習情報が十分に市民へ届いていな

いと推測されるため、生涯学習をはじめたいと感じた市民がスムーズ

に行動に移せるよう、より効果的な情報発信の方法について研究する

必要があります。 

 

◆基本的な方向性 

“いつでも どこでも 自由に”学習できるように、生涯学習・ス

ポーツに関する情報をわかりやすく発信します。 

 ①わかりやすい情報の提供として、学習情報の一元化と発信力の強

化に努めます。 

 ②生涯学習・スポーツの普及・啓発に取り組み、学習活動のきっか

けや学習意欲の向上につながる事業等を展開します。 

 

 

  

※蕨市公式ホームページ 

 http://www.city.warabi.saitama.jp/ 

 

※ハローわらび（CATV＝ケーブルテレビ） 

 平成 6 年度から開始のケーブルテレビ広報。毎

週、金曜日から木曜日の 1 週間、朝 9 時から 3 時

間おきに 1 日 5 回で 45 分間、地デジ 11 チャン

ネルで放映中。1 週間の放映終了後、秘書広報課で

DVD を借りることができる。 

 

※広報蕨 

 毎月 1 日付発行。市内全世帯へ配布のほか、市

の公式ホームページでも見ることができる。 

http://www.city.warabi.saitama.jp/
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①わかりやすい情報の提供 

 多様な学習ニーズに的確に応えるため、さまざまな情報を整理して、

わかりやすく発信します。 

 

◆事業例 内容 担当課 

市公式ホームページ 講座やイベント、施設の利用方法等の情報を提

供するとともに、SNS と連動させます。 

秘書広報課 

テレビ広報 

「ハローわらび」 

講座やイベント、団体等の学習活動を映像で提

供します。視覚や聴覚に障害のある方には、文

字と音声で内容をお知らせします。 

広報蕨 毎月の広報蕨で、講座やイベント等の学習情報

を提供します。 

統計わらび 市政に関するデータを行政・民間の計画立案、

教育、学術研究の資料としてホームページで公

開します。 

庶務課 

わらび市民活動 

人材ネット 

「つながるバンク」 

学習・スポーツ・レクリエーション及び福祉や

ボランティア等も含めた人材情報を集め、提供

します。 

市民活動推進室 

男女共同参画啓発紙 

「パートナー」 

男女共同参画意識の啓発のため、親しみやすく

分かりやすい情報を提供します。 

わらびネットワーク

ステーション情報紙 

「わらびぃくん」 

わらびネットワークステーションの活動や市内

（外）の登録団体等の情報を掲載し、年 4 回発

行します。 

わらび子育て 

ほっと情報 

子育てに関する市の制度や事業等、子育てに役

立つ情報を掲載します。 

児童福祉課 

社協だより 

「さくらんぼ」 

社会福祉の啓発、ボランティア活動に関する情

報提供等を掲載し、年 3 回全戸へ配布します。 

社会福祉協議会 

児童館だより 講座の参加者募集やイベントのお知らせ等を掲

載した情報紙を発行します。 

各児童館 

わらびの教育 蕨市教育委員会における教育行政全般及び各教

育機関の諸活動の概要を毎年更新し、発行しま

す。 

教育総務課 

教育わらび 教育活動の推進や学校・家庭・地域の連携を図

るため、教育に関する情報を発行します。 

学校教育課 

わらびっ子 子ども会育成連合会の活動紹介や各子ども会の

行事を掲載し、年 1 回発行します。 

生涯学習スポーツ課 

補導員だより 少年センター補導員会の活動状況を掲載し、年

1 回発行します。 

青少年わらび 青少年の健全育成を図ることを目的に組織され

た青少年育成蕨市民会議の活動を紹介します。 

生涯学習カレンダー 生涯学習の情報のほか、スポーツ事業・学校行

事・保健センターの事業・市内イベントの情報

を集約したカレンダーを発行します。 

市展ニュース 公募美術展覧会の結果を掲載し、年 1 回発行し

ます。 

文化春秋 文化協会に加盟する団体の活動紹介や行事を掲

載し、年 1 回発行します。 

★音楽情報の発信 音楽に関係する市内の団体・個人の活動情報や、

市内で開催されるイベント等の情報を一元化

し、情報紙・ホームページ等で発信します。 

生涯学習情報誌 

わらび学びあい 

カレッジ 

さまざまな講座を掲載した、生涯学習情報誌を

年 3 回発行します。 

 

※学習ニーズ 

 人々が持つ学習に対する要求・欲求・欲望。学習

要求ともいう。 

 

※わらびネットワークステーション （P.53参照） 

 

※音楽情報の発信 （P.67 参照） 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

◆事業例 内容 担当課 

スポーツ蕨 体育協会の活動を広く市民に周知するために、

年 1 回発行します。 

生涯学習スポーツ課 

生涯学習情報 

コーナー 

公共施設内に生涯学習の情報スペースを確保

し、誰にでもわかりやすく情報を提供します。 

生涯学習スポーツ課 

各公民館 

図書館 

歴史民俗資料館 
生涯学習･スポーツ 

関係ホームページ 

生涯学習・スポーツ関連のホームページの充実

を図ります。 

公民館報 各公民館で開催する講座の紹介や参加者募集、

地域の催し等を掲載し、生涯学習の魅力を発信

します。 

各公民館 

コミュニティ情報紙 各コミュニティ委員会や地域の行事、団体紹介

等を掲載し、地域に回覧します。 

各コミュニティ･ 

センター 

新着図書案内の発行 毎月 1 回、新着図書案内を発行します。 図書館 

資料展示コーナー 資料展示コーナーのテーマを毎月 1 回更新し、

その充実を図ります。 

新着図書コーナーの 

常設 

図書館1階に、新着図書コーナーを常設します。 

 

 

◆施策の展開  ②生涯学習・スポーツの普及・啓発 

学ぶことの意義や楽しさをより多くの市民に広めるため、生涯学

習・スポーツに関する講演会やイベントの開催を通じて、市民の学習

意欲の向上や機運の醸成を図ります。 

 

◆事業例 内容 担当課 

平和横断幕等の掲出 今ある平和の大切さを再認識し、平和の尊さを

横断幕等で啓発します。 

庶務課 

人権横断幕の掲出 人権週間に伴い、人権啓発用横断幕を蕨駅西口

に掲出します。 

はじめてのボランテ

ィア体験プログラム 

夏休み期間等を利用して、ボランティア活動を

はじめるきっかけづくりを行います。 

社会福祉協議会 

蕨市アウトメディア 

宣言 

電子メディアへの接触時間を減らし、子供達の

健やかな成長を願い制定した、「蕨市アウトメデ

ィア宣言」の普及・啓発を行います。 

学校教育課 

★アウトメディア

推進大会 

「蕨市アウトメディア宣言」の取り組みを学

校・家庭・地域が連携して広げるため、講演会

や活動実践報告を行います。 

人権尊重社会を 

めざす市民のつどい 

差別のない社会の実現をめざし、人権問題の正

しい理解を進めることを目的に講演会を開催し

ます。 

生涯学習スポーツ課 

わらび子ども宣言 未来ある蕨市の子供像の実現に向けた、青少年

健全育成の指針として制定した「わらび子ども

宣言」の普及・啓発を行います。 

生涯学習･生涯スポーツ 

市民意識調査 

今後の生涯学習・生涯スポーツ施策内容や現状

を把握するため、市民に意見や意向の調査を行

います。 

片品村ふれあい 

交流事業 

ふれあい交流協定を結んでいる群馬県利根郡片

品村の文化団体と美術作品の相互展示を通じて

交流を図ります。 

 

 

※コミュニティ情報紙 

・中央コミュニティかわら版（中央コミセン） 

・つかごしのひろば（塚越コミセン） 

・ねっとわーく Nishiki（錦町コミセン） 

・コミュニティだより「さくら」（南町コミセン） 

・ふれあい（北町コミセン） 

 

※公民館報 

・ヒューマン City わらび（中央公） 

・マイタウンつかごし（東公） 

・錦町まち情報誌（西公） 

・みなみ公民館だより（南公） 

・きたコミつうしん（北公） 

・館報しもわらび（下蕨公） 

・館報あさひ（旭公） 

 

 

※ふれあい交流協定 

教育・文化・スポーツや、産業・観光交流、災害

支援等を目的とした、自治体間の協定。蕨市は平成

8 年から群馬県片品村、平成 31 年から栃木県大田

原市と締結している。 

【関連課】 

庶務課・市民活動推進室・学校教育課 

※人権週間 

 昭和 23 年 12 月 10 日の国際連合第 3 回総会

において世界人権宣言が採択されたことを記念し

て、法務省及び全国人権擁護委員連合会は、12 月

10 日を最終日とする１週間を「人権週間」と定め

た。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆事業例 内容 担当課 

人権教育啓発活動 人権週間に合わせたパネル展の開催や人権啓発

冊子を公共施設に設置したり、街頭で配布した

りする等の活動を行います。 

生涯学習スポーツ課 

生涯学習講演会･ 

研修会 

生涯学習に関する講演会や研修会を行い、生涯

学習の普及に努めます。 

青少年健全育成を 

すすめる蕨市民大会 

学校・家庭・地域社会が連携し、これからの青

少年健全育成のあり方を考えるため、講演会を

開催します。 

★小学生将棋大会 子供達が将棋を通して自らが考える力・判断す

る力等をつける機会を設けるとともに、アウト

メディア事業の一環として実施します。 

★公募美術展覧会 絵画・彫刻・工芸・写真・書道の作品を募集し、

優秀作品の展示を行うことで、身近に芸術・文

化を鑑賞できる場を提供します。 

★文化祭 文化協会加盟団体による、芸術・文化の活動成

果発表を通して、市民文化の向上を図ります。 

★生涯学習フェス

ティバル 

公民館利用団体や地域の団体等と連携し、日ご

ろの学習成果発表・イベントを通して、交流を

図りながら生涯学習の普及を図ります。 

各公民館 

生涯学習活動推進 

事業 

7 つの公民館と市内の生涯学習関係者と合同で

開催し、生涯学習活動の意識啓発・活性化・情

報交換等を行います（隔年開催）。 

平和事業 戦争体験講話やコンサート、戦時パネル展示等

を通じて戦争の悲惨さと平和の大切さ・尊さに

ついて市民と考え、後世に伝えていきます。 

各公民館 

図書館 

★桜のまち南町 

文化展 

桜の開花時期に学習成果の発表の場・交流の場

として、誰でも参加できる美術展を市民で組織

する実行委員会とともに開催します。 

南公民館 

平和祈念展 蕨市は昭和 20 年に空襲を受け、甚大な被害を

被った歴史を持つことから、戦争の悲惨さと平

和の尊さを後世に伝える展覧会を開催します。 

歴史民俗資料館 

リサイクル本フェア 毎年 1 回、リサイクル本フェアを開催し、除籍

した図書資料等を市民や保育・学童の関係団体

等に提供します。 

図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※平和事業 

・平和事業（北町児童館） 

・写真パネル展（中央公） 

・平和パネル展（東公） 

・すいとんの試食会（〃） 

・平和のミニコンサート（〃） 

・平和之母子像掃除（〃） 

・パネル展（西公） 

・すいとんと紙芝居（〃） 

・お話（〃） 

・平和パネル展（南公） 

・じゃがいもを使ったすいとん試食会（〃） 

・ビデオ上映会（〃） 

・平和パネル展（北町公） 

・パネル展（下蕨公） 

・平和パネル展（旭町公） 

・平和コンサート（〃） 

・映画会（〃） 

・お話（〃） 

・戦争の記録‐体験記‐（図書館） 

・夏休み子ども映画会（〃） 

 

※生涯学習フェスティバル 

 生涯学習にかかる活動を実践する場を提供する

ことにより、人々の生涯学習への意欲を高めるとと

もに、学習活動への参加を促進し、生涯学習の振興

に資することを目的として開催。蕨市では、７つの

公民館で、毎年開催。 

 

※文化祭 

・市民合唱祭      （合唱連盟） 

・吟剣詩舞連盟大会   （吟剣詩舞連盟） 

・蕨市「彩の花」展   （彩の花） 

・茶道連盟茶会     （茶道連盟） 

・秋季市民将棋大会   （将棋連盟） 

・俳句大会       （俳句連盟） 

・舞踊連盟発表会    （舞踊連盟） 

・邦楽舞踊大会     （邦楽舞踊連盟） 

・民謡民舞大会     （民謡連盟） 

・謡曲大会       （謡曲連盟） 

・ダンスフェスティバル （洋舞連盟） 

・花づくし蕨作品展   （花づくし蕨） 

 

【関連課】 

庶務課・市民活動推進室・学校教育課 

▲蕨市では、電子メディアへの接触時間を減らし、

未来を担う子供達の健やかな成長を願い、「蕨

市アウトメディア宣言」を平成23年度に制定し、

その取り組みを広げる活動を行っています。 

▲宣言文の基盤は、蕨の近代教育の礎を築いた『石川直中先生（蕨郷学

校：現北小学校）』の精神であり、その要素に加えて現代の青少年健

全育成に必要とされる事項を盛り込みました。 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

（２）さまざまな学習ニーズへの対応 

何か学びたいけれど、どこに相談すればいいの？ 

 

◆現状と課題 

 一人ひとりの価値観やライフスタイルの多様化、社会情勢の変化等

により、市民の学習ニーズは生活・趣味・教養的な内容から文化・ス

ポーツまで、さまざまな分野にわたっています。 

 また、令和元年の市民意識調査の結果においても、「今後、行いたい

生涯学習・生涯スポーツの内容」として、「スポーツ・レクリエーショ

ン活動（45.2％）」「芸術・文化的なもの（32.4％）」「教養的なもの

（30.8％）」また、「行ってみたいボランティア活動」として、「地域の

安全・安心を見守る活動（25.8％）」「高齢者支援に関わる活動

（22.7％）」「災害時の支援活動（22.7％）」が上位となっています

（P.22・32参照）。このことから、趣味や教養的な内容から、スポー

ツ・レクリエーション活動に関すること、地域に必要とされている現

代的課題に対応した学習まで、その学習ニーズは広範多岐にわたって

いることが分かります。 

あわせて、初期段階の学習から高度で専門的な学習までを包括して

支援するために、さまざまなツールを活用した学習相談をはじめ、地

域が持つ学習資源の発掘や企業等が有する学習機能を利用することも

積極的に検討する必要があります。 

 

◆基本的な方向性 

多様化する学習課題を把握し、市民の学習ニーズに応えられる

相談体制と学習支援の整備を行い、学習機能の充実を図ります。 

①学習相談・支援体制の整備に努め、相談窓口・インターネット等

を活用した学習相談の開設等により、一人ひとりの学習を支援します。 

②学習機能の充実に取り組み、多様化・高度化する学習ニーズに応

えるため、関係機関をはじめ企業等と積極的に連携します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現代的課題 

 国の生涯学習審議会答申（平成４年７月）で示さ

れた用語。生命、人権、家庭・家族、地域の連携、

国際貢献、環境等の約 20 項目が現代的な学習の課

題としてあげられている。 

 

※学習課題 

 学習すべき課題のこと。学習要求に基づく「要求

課題」と、学習要求として自覚されずに発達理論や

社会的要請等から導かれる「必要課題」に分けられ

る（P.49 脚注参照）。 

 

 

※学習相談 

 学習情報を提供したり、学習技法や学習グルー

プ・サークル・団体等の運営方法等を紹介したりし

ながら、学習者の学習上の悩みや問題の解決を図る

助言・援助活動のこと。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①学習相談・支援体制の整備 

学習活動の相談窓口を設けるだけでなく、地域にある学習資源を引

き出して具体的な活動に結びつける支援体制の整備を進めます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

学習相談体制の充実 市内で活動している団体の情報や日常的な学習

相談を行い、生涯学習を支援する体制を充実し

ます。 

市民活動推進室 

生涯学習スポーツ課 

各公民館 

ボランティア活動

への支援 

生涯学習のボランティアを行う方が安心して活

動できるよう、保険加入の手続きを行います。 

生涯学習スポーツ課 

インターネット等

による学習相談 

いつでも学習相談に応じられるように、電子メ

ール等による相談機能の充実に努めます。 

生涯学習スポーツ課 

各公民館 

「つながるバンク」

と連携した地域の

人材の活用 

つながるバンクと連携し、地域の人材の活用に

努めます。 

レファレンスサー

ビスの推進 

利用者の求める調べもの相談に対して、資料や

情報の提供を行うレファレンスサービスを推進

します。 

図書館 

 

 

◆施策の展開  ②学習機能の充実 

生涯学習に関係する機関や企業等と連携を図りながら、より具体的

な学習内容・方法等を提示し、多様化・高度化する学習ニーズに応じ

ます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

★生涯学習まちづ

くり出前講座 

地域の人材や市職員が講師となり、市民の学習

支援を行います。 

生涯学習スポーツ課 

関係機関･企業等と

の連携 

県や市町村・企業・カルチャーセンター等と連

携を図ります。 

公民館事業の充実 必要課題や要求課題、また、その時々に応じた

事業の実施、利用団体やボランティア団体等と

の連携による事業の展開に努めます。 

各公民館 

図書館事業の充実 利用者のニーズに応じた蔵書・視聴覚資料の充

実をはじめ、資料の収集・活用を図ります。 

図書館 

郷土･行政資料の組織的

収集、整理、保存、提供 

郷土・行政資料を幅広く収集し、適切に整理、

保存することで、充実した情報提供を行います。 

【再掲事業】 ・わらび市民活動人材ネット「つながるバンク」（市民活動推進室） Ｐ.45 

 

 

 

 

 

 

 

  

※必要課題 

 学習者にとって公共的な視点や発達課題から必

要とみなされる学習課題。その具体的内容は、①社

会構造の変化への対応 ②まちづくり ③社会的

問題 ④人権尊重のほか、人生の各時期に達成され

なければならない発達上の課題等。 

 

※要求課題 

 学習者が「こういうことを学びたい」と要望して

いる学習課題。 

 

＜申し込みから実施までの主な流れ＞ 

 
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の 

１０
名
以
上
の
グ
ル
ー
プ 

①申し込み 

④受講決定 ③結果報告 

受
付 

窓
口 

（
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課
） 

講
座
を
担
当
す
る
市
役
所 

部
・
課
・
所
な
ど 

②調整 

⑤
市
職
員
の
派
遣 

出
前
講
座 

会
場 

【コラム】 生涯学習まちづくり出前講座 
 

市職員が市民の皆様のところに出向いて、市の取り組

みや職員が持つさまざまな知識や技能をお話しします。

市内在住・在勤・在学の 10 人以上のグループでお申し

込みください。その他、蕨警察署・蕨商工会議所・戸田

競艇企業団・西川口税務署・三井住友銀行のご協力を得

て、実施しています。 

担当：生涯学習スポーツ課（☎048-433-7729） 

 

※わらび市民活動人材ネット「つながるバンク」 

（P.53 参照） 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

（３）学習活動をサポート 

さぁ、活動をはじめてみよう！サークル運営できるかな… 

 

◆現状と課題 

 公民館やスポーツ・文化施設等を拠点として、数多くの団体・サー

クルが自主的な活動に取り組んでいます。 

令和元年の市民意識調査の結果からも、「１年間に行った生涯学習・

生涯スポーツの形式」及び「今後、行いたい生涯学習・生涯スポーツ

の形式」の上位に、「民間のカルチャーセンター、スポーツクラブに参

加（それぞれ 35.4％・28.9％）」「公共施設を会場に行っている、ク

ラブ・サークル活動に参加」「蕨市が主催の講座・講演会・イベント等

に参加」が選択されています（P.19・22 参照）。また、平成 26 年の

結果と比較すると、「民間のカルチャーセンター、スポーツクラブに参

加（19.3％・23.7％）」している割合が急増しており、近年のスポー

ツブームや市内にスポーツジムが増加した影響が顕著に見られた結果

だと考察します。 

このことを踏まえると、学習者は運営主体がどこかということでは

なく、学習したい内容によって活動形態を選択していることがわかり

ます。一方で、市内公共施設において数多く行われている団体・サー

クル活動は、学習・スポーツ活動の主体・受け皿のみならず、人づく

り・つながりづくり・地域づくりの重要な役割を担うため、引き続き

活動の支援をする必要があります。 

 

◆基本的な方向性 

社会教育関係団体等の自主的な活動を継続的に行えるよう支

援します。 

 ①社会教育関係団体の育成を掲げ、研修会等を通じて団体のさらな

る活性化と指導者・リーダーの育成を行います。 

 ②団体・サークル等への支援として、グループでの学習やスポーツ

活動を希望する市民が自発的に団体を組織し、自主的な運営を行える

よう支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※社会教育関係団体 

 社会教育法第 10 条で「法人であると否とを問わ

ず、公の支配に属しない団体」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と規定さ

れている。蕨市でも独自の基準等により、申請を受

け認定業務を行っている。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①社会教育関係団体の育成 

社会教育関係団体の自主性を尊重しつつその活動を促進し、生涯学

習の振興・発展により一層つながるよう、育成に努めます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

★社会教育関係団体･公

民館利用団体等への支援 

研修会等の開催により、団体の活動が円滑に進

むよう支援します。 

生涯学習スポーツ課 

各公民館 

 

 

◆施策の展開  ②団体・サークル等への支援 

団体・サークル等の活動意欲を高め、ステップアップできる支援を

行います。 

 

◆事業例 内容 担当課 

市民活動への支援 わらびネットワークステーションで市民活動や

ボランティア・NPO に関する情報の提供、人材

や団体の育成・相談等を行います。 

市民活動推進室 

各団体への支援 

及び協働事業 

各団体の活動の PR 支援、協働で市の事業を開

催する等、連携を図ります。 

生涯学習スポーツ課 

青少年野外活動 

奨励費の支給 

青少年団体が実施する野外活動事業に対して、

奨励費の支給を行います。 

「蕨市青少年を有害

情報から守るパトロ

ール隊」への支援 

「蕨市青少年を有害情報から守るパトロール

隊」の活動を支援し、青少年の健全育成・非行

防止に寄与します。 

青少年リーダー 

研修会 

青少年団体の指導・育成に必要な知識・技術を

習得することを目的として開催します。 

青少年指導者研修会 青少年団体の活動を活発にするため、指導者の

資質向上を図ることを目的に開催します。 

青少年海外派遣事業 青少年を海外に派遣し、諸外国の風土や文化を

学び、交流を図ることで国際的視野を深めるこ

とを目的に助成を行います。 

サマーパークフェスティバ

ル/青少年まつりへの支援 

青少年の健全育成のため、各団体が連携・協力

して子供達へふれあいの場を提供します。 

★文化活動事業 

助成事業 

学習成果発表や芸術文化の振興、伝統文化の継

承・保存、国際交流等の活動に対して、助成を

行います。 

「パソコン支援隊」

への支援及び協働

事業 

毎月 10 日の午後に市民ボランティアと連携し

て「パソコン開放日なんでも相談デー」を行う

ほか、運営の支援と協働事業を開催します。 

生涯学習スポーツ課 

中央公民館 

公民館利用団体等

への研修 

社会教育関係団体の研修やクラブ協議会主催の

研修を通じて公民館活動の活性化に努めます。 

各公民館 

公民館利用団体と

の共催事業 

公民館と共催で、利用団体・サークルの活動周

知や会員増加等のため、講座の企画・運営を行

います。 

◎日本語ボランテ

ィアへの支援 

日本語ボランティアが行っている教室の運営や

活動への支援を行います。 

 

 

 

 

※各団体への支援及び協働事業 

・子ども会育成連合会 

・青少年団体連絡協議会 

・青少年育成蕨市民会議 

・PTA 連合会 

・文化協会 

・人権教育推進協議会 

・地域女性団体連絡協議会 

・各スポーツ団体 

・レクリエーション協会 

・体育協会 

・クラブ協議会 等 

 

※青少年を有害情報等から守るパトロール隊 

 地域の大人が地域の青少年を守るため、ネット上

の悪質なサイトや書き込みを発見した場合、可能な

範囲で有害情報等を不健全情報として集め、青少年

に注意喚起する。 

 

 

 

 

※文化活動事業助成事業 助成対象となる事業 

1.活動成果発表事業 

 活動成果発表のための展示会・演奏会等の事業。 

2.地域文化推進事業 

 郷土の文化活動の振興、生活文化活動の振興、青

少年の文化活動事業。 

3.国際交流事業 

 市内の青少年を対象とした海外交流派遣事業、市

民の国際意識の高揚を図るための講演会・講習会・

展示会等の文化交流事業。 

 

※パソコン支援隊 

 蕨市の IT 環境の向上をめざして、平成 17年 11

月に発足。中央公民館のパソコンルームで毎月 10

日の午後１時 30 分から 2 時間、支援隊のメンバ

ーがパソコンに関する素朴な疑問に応じてくれる。 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

◆事業例 内容 担当課 

「介護ホッとおし

ゃべりサロン」への

支援 

家族を介護している方のくつろぎ・談話の場・

情報提供のサロンをボランティアとともに開催

し、その運営の支援を行います。 

中央公民館 

「音楽を広める会」 

への支援及び協働

事業 

下蕨公民館を中心に音楽を広めるため、ボラン

ティアとともに市内及び近隣に住む音楽家を迎

えてコンサートを開催します。 

下蕨公民館 

「おもちゃの病院」 

への支援 

ボランティアが壊れたおもちゃ等の修理を行う

ことで、物を大切にする心を育み、交流の場と

して運営しています。 

各コミュニティ 

委員会への支援 

住みよいまちづくりを進めるため、コミュニテ

ィ委員会の活動を支援します。 

各コミュニティ･ 

センター 

ボランティアグル

ープへの支援 

お話や大型絵本の読み聞かせ・紙芝居・パネル

シアターを行うボランティアグループへの支援

を行います。 

図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※介護ホッとおしゃべりサロン 

 介護者の問題に取り組み、介護者の社会参加、無

理のない介護の継続を、家族等、介護者・市民・専

門家・関連機関・行政等の協働で図り、ともに生き

る社会をつくることを目的としている。月１回、傾

聴ボランティアのスタッフが介護者の悩みや思い

を聞き、ホッと心を軽くしてもらおうとサロンを開

催。 

 

※音楽を広める会 

 地域の方が気軽に音楽と親しみ、また音楽の楽し

さを伝え広めるため、蕨市在住のボランティアと公

民館が中心となって結成された団体で、平均年３回

以上のコンサートを開催。会場設営・司会・演出・

照明・装飾に至るまで、会員自らが行い、市民の手

による温かみのあるコンサートの演出を志してい

る。 

 

※おもちゃの病院 

 毎月第３日曜日の午後１時30分～3時の間、下

蕨公民館で地域のボランティアが、大切なおもちゃ

や傘を修理・再生してくれる。 

 

【コラム】 蕨市の成年式 
 

 蕨市は成人式の発祥地です。蕨市の成年式は、日本中が敗戦による虚脱

状態にある終戦の翌年の昭和 21年 11月 22日、当時の蕨町青年団が 20歳

を迎えた成人者を招いて、今こそ、青年が英知と力を結集し、祖国再建の

先駆者として自覚を持って行動すべき時と激励し、前途を祝し開催されま

した。それが全国に広がり、2 年後の昭和 23 年 7 月、国民の祝日に関す

る法律で「成人の日」が制定され、国民的な行事として定着しました。 

蕨市では、それ以来、先人達の思いを受け継ぎ、70 年以上にわたり、

20歳を対象に「成年式」として開催してきました。 
 

 

民法改正後の蕨市での成年式の対応について 

平成 30年 6 月 13 日の第 196 回通常国会において、成年年齢を 20歳か

ら 18 歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」が成立し、令和 4 年

4月 1日に施行されることになりました。 

国においては、成人式の対応について、関係者の意見や各自治体の検討

状況を取りまとめ、令和 2年度以降、できる限り速やかに情報を発信する、

としています。 

こうした中、成人式発祥の地である蕨市として、民法改正後の成人式の

あり方について検討を進めた結果、平成 30 年 11 月 22 日に蕨市では、改

正民法が施行される令和 4 年 4 月以降も、20 歳を対象に成年式を開催し

ていくことにしました。 

 

 

 

 

 

◀成年式発祥の地記念像 

『成年式発祥の地記念像』は市制施行 20周年と成人の日制定 30周年を記

念して昭和 54年 1月 15日に城址公園に建立されました。 

▲第 1回青年祭の様子 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コラム】 わらび市民活動人材ネット「つながるバンク」 
 

 「趣味や仕事、生活等を通して身につけた資格や知識、技術、やる気等

を社会に役立てたい」と思っている方とそれを必要としている方をつなげ

ます。 
 

☆つながるバンクを活用しよう！☆ 

『活動したい』 

講師・指導者・技能や特技を生かして活動したい方はまず登録。 

『探したい①』 

講師や指導者を探している方には、人材登録されている方をご紹介。 

『探したい②』 

希望に合う人がいない、こんな人材を探しているという場合には、 

「ニーズ情報」に登録。ＨＰ上で広く人材、協力者を募ることができる。 

 

 

【コラム】 わらびネットワークステーション 
 

 「わらびネットワークステーション」は、蕨市が設置し、市民活動を支

援する団体として設立された「NPO法人わらび市民ネット」と市が協働で

運営しています。 

地域や社会のための活動に取り組んでいる非営利で公益的な市民活動

団体（NPO、ボランティア団体、町会や自治会等の地域団体…等）や、こ

れからこうした活動をはじめようと考えている皆さんを応援し、市民活動

がより活発になり継続していけるよう、市民活動の情報の収集・発信をは

じめ、活動のネットワーク化、活動を支える人材や団体の育成、活動に関

する相談の受付等を行って、皆さんの市民活動をサポートします。 
 

■〒335-0004蕨市中央 1-23-8 くるる 1F 

☎048-445-7256 📠048-445-7311 📨siminsit@city.warabi.saitama.jp 

■利用時間 

火～金曜日 午前 8時 30分～午後 9時 

土・日曜日 午前 8時 30分～午後 5時 

■休業日 

月曜日（月曜日が祝日の場合は、翌日の火曜日も休業日となります） 

祝日年末年始（12月 29日～1月 3日） 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

基本目標 ２．多彩な学びの場づくり 

 

（１）みんなで広げる子育て支援 

子育てってわからないことだらけ…どうすればいいの?! 

 

◆現状と課題 

 蕨市では、未来を担う子供が健やかに育つ環境を整備するため、令

和 2 年 3 月に「第 2期蕨市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、

子育て支援を総合的に推進していきます。図書館では、令和元年 6 月

に策定した、「第 2次蕨市子ども読書活動推進計画」に基づき、学校・

家庭・地域が連携を図りながら、乳幼児からおおむね中学生を対象と

した読書活動を積極的に進めています。 

 そして、公民館では乳幼児期の子育て家庭を対象とした家庭教育事

業、児童館や地域子育て支援センター・保健センターでは、保護者等

が集まる場を活用した子育てに関する学習講座や各イベントを実施し

ています。今後も、子育て世代のニーズを踏まえ、地域デビューのき

っかけづくりや相談体制の充実を図るとともに、各事業への参加を促

進する必要があります。 

 また、青少年期では、社会教育施設や児童館を中心に小学生を対象

とした自然体験教室・ボランティア活動を含めたさまざまな体験学習

を開催し、子供達の豊かな人間性の形成と“生きる力”を育んでいま

す。その他、地域の子供達のために学校・家庭・地域が連携して、学

校支援活動をはじめ、イベントやパトロール活動等を実施しています。

引き続き、未来を担う青少年ための安心して過ごせる居場所づくりと

青少年を見守る体制の充実に努めることが求められています。 

 

◆基本的な方向性 

 “地域の子供は地域で育てる”を合言葉に、安心して子育てが

できる環境と子供を持つ家庭を地域で支援する体制を整えます。 

 ①子育て支援として、子育て世代のニーズを踏まえたさまざまな事

業を実施するとともに、参加を促進します。 

 ②地域に根ざした教育の展開をめざし、学校・家庭・地域社会が一

体となって子供の育成に取り組む体制づくりを推進します。 

 ③家庭教育の支援として、保護者が気軽につどえ、情報交換ができ

る場の提供と家庭教育事業の充実を図ります。 

 ④青少年の健全育成の推進のために、子供達の自主性や社会性を伸

ばし、“生きる力”を育みます。 

 

※社会教育施設 一覧 

 公民館（P.70 参照）・図書館・博物館・青少年教

育施設・女性教育施設等の社会教育活動が展開され

る施設のこと。 

・中央公民館（中央コミュニティ･センター併設） 

            中央 4-21-29 

・東公民館（塚越コミュニティ･センター併設） 

            塚越 3-19-13 

・西公民館（錦町コミュニティ･センター併設） 

            錦町 3-3-41 

・南公民館（南町コミュニティ･センター併設） 

            南町 2-23-19 

・北町公民館（北町コミュニティ･センター併設） 

            北町 1-27-15 

・下蕨公民館      中央 7-41-1 

・旭町公民館      中央 1-23-8 

・図書館        南町 1-12-1 

・歴史民俗資料館    中央 5-17-22 

・歴史民俗資料館分館  中央 5-19-3 

 

※地域子育て支援センター 

・こっこぴよ（みどり保育園内） 北町 3-1-27 

・プチプチ（たんぽぽ保育園内） 塚越 5-6-5 

・バンビー（交流プラザさくら内） 

南町 2-21-2 

・きらきら･きっず（ひかり幼稚舎内） 

中央 6-8-17 

 

※児童館 一覧 

・福祉･児童センター   中央 4-9-22 

・塚越児童館      塚越 2-11-8 

・錦町児童館      錦町 2-15-23 

・南町児童館（交流プラザさくら内） 

            南町 2-21-2 

・北町児童館      北町 1-27-15 

 

※子育て支援 

 すべての子供の健やかな成長のために適切な環

境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団

体または、地域における子育ての支援を行う者が実

施する子供及び子供の保護者に対する支援。 

 

※生きる力 

 変化の激しいこれからの社会を生きる子供達に

身につけさせたい「確かな学力」、「豊かな人間性」、

「健康と体力」の３つの要素からなる知・徳・体の

バランスのとれた力のこと。 

①基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して、

自ら考え、判断し、表現することにより、さまざ

まな問題に積極的に対応し、解決する力 

②自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思

いやる心や感動する心等の豊かな人間性 

③たくましく生きるための健康や体力 

 

※第 2 期蕨市子ども･子育て支援事業計画 

子供達一人ひとりが、健やかに成長できるように

幼児期の教育・保育及び地域の子供・子育て支援を

総合的に推進するために策定。計画期間は令和 2～

6 年度までの 5 年間。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①子育て支援 

すべての子育て家庭の多様なニーズに対応するため、情報の提供や

相談・助言・交流事業等に取り組みます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

運動会 地域子育て支援センター利用の乳幼児が、身体

を動かす楽しさを体験します。 

各地域子育て 

支援センター 

季節の行事 親子で季節にあわせた行事や日本の伝統文化に

ふれる機会を提供します。 

誕生日会 誕生月を迎える乳幼児を毎月募り、参加者でお

祝いをします。 

栄養相談 乳幼児の食事や身体の発達についての相談に応

じ、情報や知識をお伝えします。 

健康講座 乳幼児が健康に育つよう、その子に合った情報

や知識を提供し、保護者の不安を解消します。 

出生時のプレゼント 出生届の提出時に、手作りカード・花の種等を

贈り、子育て支援センターのＰＲを行います。 

戸外体験 子供が興味を持つ場所（公園・消防署等）に、

親子で出かけ、年齢別に体験を行います。 

年齢別のつどい 乳幼児の年齢ごとに、遊び等を通して保護者同

士の交流やつながりづくりの場を提供します。 

交流プラザさくら 

まつり 

地域の方の協力のもと、誰でも楽しめるイベン

ト盛りだくさんのおまつりです。 

交流プラザさくら 

季節のイベント 季節ごとの工作や読み聞かせ・コンサート・作

品展等、子供から大人まで楽しめるイベントを

地域の方の協力を得て開催します。 

交流プラザさくら 

各児童館 

乳幼児 

子育て年齢別事業 

乳幼児の年齢ごとに、遊び等を通して保護者同

士の交流やつながりづくりの場を提供します。 

各児童館 

ママ（パパ）の 

ティータイム 

乳幼児を持つ保護者を対象に、子育てに関する

情報交換やつながりづくり・交流の場として開

催します。 

乳幼児対象運動事業 乳幼児とその保護者を対象に親子で一緒に身体

を動かす楽しさを体験します。 

各児童館 

市民体育館 

おはなし会 絵本や大型紙芝居・パネルシアター等の読み聞

かせを行い、親子で楽しみます。 

福祉･児童センター 

塚越･錦町･北町 

児童館 

ベビーマッサージ ベビーマッサージを通して、親子のスキンシッ

プを図り、親子の愛情を深めます。 

福祉･児童センター 

南町児童館 

★子育て支援フェ

スタこどもまつり 

児童センターを会場に、地域の団体や登録ボラ

ンティアの方の協力のもと、地域交流を図るイ

ベントを開催します。 

福祉･児童センター 

For ママ～心も体

もデトックス～ 

ヨガやボールエクササイズ等を行い、心も体も

リラックスできる時間を提供します（託児制）。 

●ふタゴちゃんクラブ 双子を持つ乳幼児親子やプレママを対象に、親

子のふれあいを図ります。 

ぽかぽか広場 ゆったりと母親同士、おしゃべりを楽しんだり、

一緒に遊んだりする等、交流の場を提供します。 

●幼児食紹介 2 歳前後の幼児親子を対象に、手軽に作れるメ

ニューを紹介し、試食をしてもらいます。 

塚越児童館 

●0 歳児からの 

虫歯予防 

乳幼児親子を対象に、0 歳児からできる虫歯予

防を学びます。 

 

 

※季節のイベント 

・きもだめし会（南町児童館） 

・夏休みお楽しみ会（〃） 

●クリスマスコンサート（〃） 

・なつまつり（福祉･児童センター） 

・あきまつり（〃） 

・季節の事業（〃） 

・おたのしみコンサート（塚越児童館） 

★おはなしシアター（〃） 

・なつまつり（〃） 

・お花見会（錦町児童館） 

・コンサート（〃） 

・ファミリーコンサート（〃） 

・ほんわかコンサート（〃） 

・ひなまつり会（北町児童館） 

・クリスマス会（〃） 

・豆まき（〃） 

 

 

 

※乳幼児子育て年齢別事業 

・乳幼児子育て年齢別事業 

（福祉･児童センター、塚越・錦町児童館） 

・季節の事業（錦町児童館） 

・乳幼児年齢別事業（南町児童館） 

●ちょこっとマジックショー（塚越児童館） 

 
※乳幼児対象運動事業 

・親子 3B 体操 

（塚越・錦町・南町児童館） 

・パパママフィットネス（〃） 

●プチリトミック（塚越児童館） 

・体操タイム（〃） 

・ちびっこ運動遊び（〃） 

・おやこたいそう（錦町児童館） 

・親子であそぼう（南町児童館） 

●子育てママフィットネス（市民体育館） 

●キッズコーディネーション／幼児（〃） 

 

 

 

※おはなし会 

・みきおねえさんのミニシアター 

（福祉･児童センター） 

●おはなししゃぼん玉（塚越児童館） 

・おはなしあのね（北町児童館） 

・英語の絵本で ABC（〃） 

・みにみにお話会（錦町児童館） 

・おはなし☆ぽん（〃） 

・おはなしくまさんとあそぼう（〃） 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

◆事業例 内容 担当課 

おおきくなったね会 年度末に子供の手形や足形を取り、1 年間の子

供の成長を祝います。 

北町児童館 

パパ･ママ講座 第1子の両親を対象に乳児の子育てとお産の経

過、沐浴等について学びます。 

保健センター 

幼児食育講座 2・3 歳児とその保護者を対象に望ましい食生

活、歯みがき習慣等、生活の基礎づくりの一助

となる教室を開催します。 

子育て相談ひろば 個別に保健師・助産師が妊娠・出産、子育てに

ついての相談に応じます。 

子育て世代包括 

支援センター 

【再掲事業】 ・わらび子育てほっと情報（児童福祉課）   Ｐ.45 

★アウトメディア推進大会（学校教育課）   Ｐ.46 

 

 

 

◆施策の展開  ②地域に根ざした教育の展開 

 子供達が安全で安心して学べる教育環境づくりを進めるため、学

校・家庭・地域の連携を促進します。 

 

◆事業例 内容 担当課 

自然体験活動教室 不登校等の児童生徒の学校への適応や、学校復

帰の手立てとなる自然体験教室を行います。 

学校教育課 

★社会体験事業 

「中学生ワーキン

グウィーク」 

中学生が将来の生き方や働き方について考える

ことができるように体験事業を行います。 

学校応援団の充実 各学校における、学校応援団（学校ボランティ

ア）の活動を支援します。 

学校評議員制度の 

充実 

保護者や地域の方の意見を幅広く聞く、学校評

議員制度を充実させます。 

アイマスクや 

車いす体験の実施 

総合的な学習の時間における、障害のある方と

の交流や、アイマスク、車いす体験等を通して、

福祉教育を推進します。 

福祉教育･交流教育の 

推進 

小・中学校と特別支援学校等の児童生徒が日常

的な交流や共同体験を通じて互いに理解を深

め、豊かな人間性を育てる交流教育を進めます。 

●コミュニティ･ス

クール（学校運営協

議会制度）の充実 

学校・保護者・地域が一体となって、よりよい

教育の実現に取り組み、地域の創意工夫を生か

した特色ある学校づくりを進めていきます。 

ゲスト･ティーチャ―の

活用 

地域の人材を児童生徒の学習に生かしていくた

めに、ゲスト・ティーチャーを紹介したり、活

用したりします。 

学校教育課 

生涯学習スポーツ課 

 

 

 

 

 

 

 

  

※中学生ワーキングウィーク 

 中学校２年生を対象とした社会体験事業。平成

15 年度から地域の企業や公共施設等の協力を得

て、職場体験活動を行っている。 

 

※学校応援団 

 学校における学習活動・安全確保・環境整備等に

ついて、ボランティアとして協力や支援を行う保護

者・地域住民による活動組織のこと。 

 

※学校評議員 

 保護者や地域の方々の意見を広く聞くために設

けられた制度。保護者や地域住民等の中から委嘱さ

れる評議員の人数や任期等は校長が決定する。蕨市

では、コミュニティ・スクール以外の公立の小・中

学校に設けられている。 

 

※ゲスト･ティーチャ― 

 保護者や地域の方を指導者として、特別に学校に

招いた方のことを指す。各種の職業人やボランティ

ア活動に取り組む方、さまざまな知識や趣味を持つ

方等、その道の専門家が語る言葉は、「生きた」「本

物の」体験や情報として児童生徒に受けとめられて

いる。 

 

※コミュニティ･スクール（P.57 参照） 

 

 

 

 

【関連課】 

各児童館 

※子育て世代包括支援センター（保健センター内） 

妊娠、出産、子育ての各時期においての不安や困

りごと等を、切れ目なく支援するため、令和元年度

に開設。専任の保健師を配置し、専門的な見地から

産前産後の子育てに係る相談支援を実施。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ③家庭教育の支援 

 子供に関するさまざまな学習内容と、親同士の交流を図ることがで

きる家庭教育事業に取り組みます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

ブックスタート事業 幼児期から本に親しみ、親子のコミュニケーシ

ョンを図るために、4 か月児健康診査時に絵本

のプレゼントと読み聞かせを行います。 

保健センター 

図書館 

家庭教育事業への 

支援 

就学児健診や学校説明会等の機会を活用して、

保護者へ家庭教育の重要性を啓発します。 

生涯学習スポーツ課 

★託児付事業の実施 学習者が学習に専念できるように、講演会や講

座に託児を設けます。 

生涯学習スポーツ課 

各公民館 

家庭教育学級 1～3 歳児を持つ保護者を対象に、子育てに関

する情報交換やつながりづくり・交流の場とし

て開催します。 

各公民館 

子育てサロン 0～2 歳児を持つ保護者を対象に子育ての情報

交換やつながりづくりの場として開催します。 

中央･東･西･南･

北･下蕨公民館 

おはなしワラビン 親子で本に親しむ機会をつくる等、子育てを支

援するとともに、親同士の交流も育みます。 

東公民館 

ノーバディズ･パーフ

ェクト･プログラム 

乳幼児を持つ保護者同士が、子育ての喜びや不

安、悩み等を共有し、親としての育ち、助け合

えるつながりづくりを支援します。 

親子リトミック教室 音楽に合わせて身体を動かすことで、幼児の集

中力や表現力を養います。 

入学前に…はじめ

てのかきかた教室 

鉛筆の持ち方やひらがなの書き方を学び、小学

生になる準備を支援します。 

下蕨公民館 

あかちゃんわらびっ

このおはなしのへや 

1～3 歳児とその保護者を対象に、ボランティ

ア団体が絵本の読み聞かせ等を行います。 

図書館 

子ども向けお話会･ 

映画会等の開催 

1 歳以上の幼児とその保護者、及び小学生を対

象としたお話会とあわせて、アニメ作品等子供

が親しみを持つ映画会を開催します。 

【再掲事業】 ★アウトメディア推進大会（学校教育課）   Ｐ.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※子育てサロン 

・子育て広場「子育てぴよちゃん」（中央公） 

・Ｍａｍｍａひろば（東公） 

・0、1、2 ちゃんママのおしゃべり広場（西公） 

・0 歳児ママのふれあい広場（南公） 

・子育てママのおしゃべり SALON（北公） 

・しもわらびベビーパーク（下蕨公） 

 

 

※ブックスタート事業 

 赤ちゃんとその保護者に絵本や子育てに関する

情報等が入ったブックスタートパックを贈り、絵本

を介して心ふれ合うひとときを持つきっかけをつ

くる活動。 

 

※家庭教育学級 

 親等を対象に家庭教育に関する学習を一定期間

にわたって、計画的・継続的、かつ、集団的に行う

事業を指す。 

・家庭教育学級「すくすく学級」（中央公） 

・スクスクおひさま広場（東公） 

・リトミックと子育てワンポイント 

 アドバイス（西公） 

・ちびのびっこクラブ（南公） 

・ママ北会（北町公） 

・子育て講座「うさちゃん学級」（下蕨公） 

・この指とぉ～まれ！ 

 ぽっか、ぽっかステーション（〃） 

・子育て学級「わいわいすくーる」（旭町公） 

 

※ノーバディズ･パーフェクト･プログラム 

 カナダ生まれの子育て中の親支援プログラム。乳

幼児を持つ保護者を対象に、参加者がそれぞれに抱

えている悩みや関心のあることをグループで話し

合い､自分に合った子育ての仕方を学ぶ。 

 

 

【コラム】 コミュニティ･スクールと地域学校協働本部 
 

学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めるための仕

組みであるコミュニティ・スクールと、地域住民・団体等が参画し、地域と学校が目標を共有しなが

ら地域学校協働活動を推進する体制の地域学校協働本部は、社会全体の教育力の向上と地域の活性化

を目的とした地域学校協働活動を推進するため、一体的な取り組みが必要とされています。 

 
学校 

教職員・校長・地域連携の中核を担う教職員 

学校運営協議会 
委員：保護者、地域学校協働活動推進員、 

地域住民 等 

学校運営・その運営に必要な支援に関する協議 等 

（地方教育行政法第 47条の 6） 

地域 

【地域と学校をつなぐコーディネーターの役割】 

・地域住民と学校との情報共有 

・地域住民等への助言 等 

地域 

住民 

保護者 

企業・
NPO 

ｽﾎﾟｰﾂ 

団体 文化 

団体 
社会教
育団体 

PTA 

社会教育法第 9条の 7 

地域学校協働活動推進員 

地域学校協働本部 

地域学校協働活動 

○協働活動 

地域人材育成、郷土学習、 

協働防災訓練、 

学習・部活動等支援、 

花壇整備、登下校の見守り 等 

○放課後等の学習活動 

放課後、土曜塾、スポーツ活動 

休日における学習 等 

○体験活動 

社会奉仕体験活動、 

自然体験活動、職場体験活動 等 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B5%E6%9C%AC
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

◆施策の展開  ④青少年の健全育成の推進 

 青少年の学習・体験活動の機会の充実と安全・安心な居場所づくり

に取り組みます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

高校生･中学生 

ワークキャンプ 

青少年の健全育成をめざし、福祉体験等を行い

ます。 

社会福祉協議会 

小学生食育教室 調理実習や講話を通じて、食に関心を持つこと

を目的に、小学 4～6 年生とその保護者を対象

に、食育講座を開催します。 

保健センター 

小学生対象事業 料理教室や季節に合わせた作品の制作、科学教

室等、さまざまな体験教室を開催します。 

各児童館 

小･中学生対象 

運動事業 

卓球やボールを使った運動等、身体を動かす遊

びの機会を提供します。 

福祉･児童センター 

塚越･錦町児童館 

いご･しょうぎマンの日 小学生を対象に囲碁・将棋を通じて、地域の愛

好者の方との交流や、伝統文化にふれる機会を

設けます。 

福祉･児童センター 

中高生受け入れ事業 中学生・高校生の居場所づくりとして、夏休み

期間中、勉強等に部屋の開放を行います。 

赤ちゃんと遊ぼう 中学生・高校生を対象に、乳幼児とのふれあい

を体験することを目的とします。 

赤ちゃんとあそぼう 小学生を対象に、乳幼児と一緒に遊ぶことで、

赤ちゃんとのふれあい体験をします。 

塚越児童館 

★成年式 新成人で組織される実行委員会が、20 歳とい

う節目を祝うため、成年式を開催します。 

生涯学習スポーツ課 

20 歳のつどい 成年式の式典終了後、市内青少年団体等が新成

人をお祝いするためのイベントを開催します。 

わらび郷土かるた

大会、彩の国 21 世

紀郷土かるた大会 

かるたを通して、蕨市及び埼玉県の文化・歴史

について理解を深めるため、大会を開催します。 

戸田･蕨･川口 

三市青少年の船 

青少年を対象に、船舶を利用して研修会を開催

し、あわせて三市青少年団体の活動促進と相互

の交流・親睦を図ります（昭和 50 年度開始）。 

ジュニアリーダー 

スクール 

次世代を担う地域のジュニアリーダーになるた

めの知識をさまざまな体験活動を通して学びま

す。 

こども110番の家 子供達が安全にくらし、安心して遊べる地域社

会づくりを進めるため、「こども 110 番の家」

の設置協力を促進します。 

少年センター補導員 関係機関・団体と連携を図りながら、街頭補導

活動・環境浄化活動等、青少年の健全な育成に

関する活動を行います。 

青少年健全育成事業 地域で青少年健全育成と非行防止に取り組むた

め、さまざまな事業を各コミュニティ委員会で

展開します。 

青少年相談員協議会 

への支援 

青年ボランティアで構成された青少年相談員協

議会が行う、子供達を育成するさまざまな活動

を支援します。 

青少年非行防止、覚せ

い剤等薬物乱用防止街

頭キャンペーンの実施 

街頭にてチラシや啓発品を配布することによ

り、非行防止や薬物乱用防止に努めます。 

親子料理教室 市民団体の協力のもと親子で料理を作り、「食」

に関する正しい知識と、「食」を選択する力を育

みます。 

 

※環境浄化 

 社会教育では、心身の発達段階にある青少年を取

り巻く社会環境の中で、非行を助長し非行の誘引と

なりうることや青少年の健全な育成を阻害するお

それのある有害環境を除去し浄化すること。 

 

※小･中学生対象運動事業 

・センター卓球部（福祉･児童センター） 

●センター卓球大会（〃） 

●レッツ チャレンジ！（塚越児童館） 

●集まれ小学生（〃） 

・ダンス（錦町児童館） 

 

※小学生対象事業 

・家庭科クラブ（福祉･児童センター） 

・夏休みスペシャルプログラム（〃） 

・かきぞめ教室（〃） 

・ものづくり教室（塚越児童館） 

・エンジョイクッキング（〃） 

・レッツ☆イングリッシュ（錦町児童館） 

・ハンドメイド（〃） 

・クッキングクラブ（〃） 

・造形教室（〃） 

・工作教室（南町児童館） 

・クッキング教室（〃） 

 

 

※こども 110 番の家 

 子供達が安全にくらし、安心して遊べるような地

域社会づくりを進める制度。子供が助けを求め、「こ

ども 110 番の家」のプレートを掲げている施設・

店舗・家庭へ緊急避難してきた場合、保護をし、必

要に応じた通報や連絡を行う。また、急な怪我や病

気で助けを求めてきた場合は、応急手当や救急車の

手配等をする。蕨市では小・中学校、PTA 連合会、

教育委員会、蕨警察署等、関係機関や団体と連携を

図りながら、子供達を危険から守るため、平成 11

年度に「こども 110 番の家」を設立し、多くの家

庭や地域企業にご協力をいただいている。 

 

 

※蕨市の成年式 （P.52 参照） 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆事業例 内容 担当課 

PTA連合会研究 

協議会 

PTAの運営及び活動・教育振興に関する調査・

研究事業を行います。 

生涯学習スポーツ課 

放課後子ども教室 小学校の一時的余裕教室を活用して、地域の方

の協力を得ながら、子供達に安全安心な居場所

づくりを提供します。 

★わらび学校土曜塾 地域の方の協力を得て、各小学校を会場に児童

の自主的な学習をサポートし、学ぶ楽しさを教

え、学習習慣の定着を図ります。 

子ども大学 地域の専門家等から教わる学習を通して、学ぶ

力や生きる力を育むことを目的に開催します。 

自然体験教室 畑作業等の農業体験や自然とふれ合う機会を設

けることで、子供達の自主性や協調性・創造性

を育みます。 

生涯学習スポーツ課 

中央･南･下蕨･ 

旭町公民館 

小学生対象 

春･夏･冬休み教室 

さまざまな体験活動を通して、子供の興味の幅

を広げたり、異学年交流を図ったりします。 

各公民館 

ウィークエンド 

スクール 

さまざまな教室を通して、青少年の健全育成を

図るとともに、公民館利用者の拡大と地域の方

との交流を促進します。 

南公民館 

きたまちキッズ 

スポーツクラブ 

小学 1～4 年生を対象に、運動する楽しさを学

びます。 

北町公民館 

親子講座 休日に小学生とその保護者を対象として、食

育・季節の行事・環境等のテーマで講座を開催

します。 

旭町公民館 

●キッズコーディネ

ーション教室／児童 

誰でも簡単に楽しく参加でき、運動神経を養う

とともに、バランス・リズム・反応・操作・認

知能力を身につけられる教室を開催します。 

市民体育館 

●キッズ球技サークル 月替わりでさまざまな球技に挑戦し、基礎体力

やチームワークを養います。 

少年相撲教室 日本の国技である相撲を体験できる教室を開催

します。 

絵本と紙芝居 ボランティア団体が絵本と紙芝居を実演し、子

供に楽しみの場を提供します。 

図書館 

日曜こども映画会 アニメ作品等、子供が親しみを持つ映画会を開

催します。 

ヤングアダルト 

サービスの実施 

中高生に人気の高いヤングアダルト図書のコー

ナーの充実を図ります。 

小学生のための 

おはなし会 

ボランティア団体が小学生向きの「おはなし会」

を開催します。 

日曜紙芝居 来館者の多い日曜日にボランティア団体が、紙

芝居の読み聞かせを開催します。 

バスハイク 小学 4～6 年生を対象に日帰りバスハイクを実

施し、ジュニアリーダーの指導のもと、自然体

験や野外活動体験を行います。 

錦町コミュニティ･ 

センター 

西小学校 3 年生 

1 泊キャンプ 

西小学校校庭でのキャンプ活動を通じて、ジュ

ニアリーダー会との交流を図り、あわせて自然

体験や野外活動体験の場を提供します。 

【再掲事業】 ・蕨市アウトメディア宣言（学校教育課）   Ｐ.46 

★アウトメディア推進大会（〃）       Ｐ.46 

・わらび子ども宣言（生涯学習スポーツ課）  Ｐ.46 

・青少年健全育成をすすめる蕨市民大会（〃） Ｐ.47 

★小学生将棋大会（〃）           Ｐ.47 

・青少年野外活動奨励費の支給（〃）     Ｐ.51 

・「蕨市青少年を有害情報から守るパトロール隊」への支援（〃） Ｐ.51 

・青少年リーダー研修会（〃）        Ｐ.51 

・青少年海外派遣事業（〃）         Ｐ.51 

・サマーパークフェスティバル/青少年まつりへの支援（〃）   Ｐ.51 

 

  

※ウィークエンドスクール 

・小学生～高校生の点字入門教室 

・おはなしくまさん 

 

※親子講座 

・冬の親子講座 

・パパ、子料理教室 

 

※小学生対象 春･夏･冬休み教室 

・春･夏･冬休み子ども事業（中央公） 

・春･夏･冬休みチャレンジ子ども教室（東公） 

・春･夏･冬休みチャレンジ子ども教室（西公） 

・親子星座教室（〃） 

・春･夏･冬休み子ども教室（南公） 

・子どもサイエンス（〃） 

・親子星座教室（〃） 

・春･夏･冬休み子ども教室（北町公） 

・夏･冬休みはっぴー子ども教室（下蕨公） 

・うきうきこども教室（旭町公） 

・夏休み体験講座（歴民） 

 

※自然体験教室 

・親子レタス朝採り体験教室（生涯学習スポーツ課） 

・ぷちトマトくらぶ（中央・下蕨・旭町公） 

・いもっ子クラブ（南公） 

 

※放課後子ども教室 （P.83 参照） 

 

 

 

※わらび学校土曜塾 （P.83 参照） 

 



    第４章 施策の展開と取り組み 

60 
 

※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

（２）豊かで魅力ある学習の充実 

市内の公共施設では、どんなことが学べるの？ 

 

◆現状と課題 

 蕨市では、公民館等の社会教育施設を中心に、まちづくりや防犯・

防災・交通安全・環境・消費生活・国際理解等の社会的・現代的課題

を学習テーマとして取り上げ、幅広く講座を開催しています。また、

これらの学習機会の提供は、学習ニーズを的確に把握し、地域に潜在

する学習資源を活用しながら、誰でも“いつでも どこでも 自由に”

学べるよう工夫しています。 

 令和元年の市民意識調査の結果では、「生涯学習・生涯スポーツの講

座のあり方について」、「初心者向けの講座を行う（33.7％）」「幅広い

内容の講座を行う（25.6％）」「参加費を低価格にする（24.0％）」が

上位に選択されています（P.23 参照）。また、「公民館の運営等につい

て、力を入れてほしいこと」では、「気軽に入りやすい雰囲気にしてほ

しい（31.1％）」「公民館講座やクラブ・団体について情報がほしい

（25.0％）」が上位となっています（P.29 参照）。両回答ともに、平

成 26 年の結果と同様の傾向が見られるものの、選択肢で推測すると

全体的に分散した結果が得られました。 

このことから、生涯学習事業に求められている学習内容・条件・形

態は多様であるとともに、市民の学習意欲の高まりがわかります。学

習を通して、一人ひとりの個性と多様性が尊重され、健康で生きがい

を感じる生活の実現のため、今後も幅広い学習機会の提供が求められ

ています。 

 

◆基本的な方向性 

 市民の学習ニーズの把握に努め、“誰でも参加できる”学習機

会の提供と、一人ひとりの自発的な学習活動を支援します。 

 ①学習機会の充実として、社会教育施設等を拠点として市民のニー

ズやライフステージに応じた事業を展開します。 

 ②安心な生活を送るための学習の推進を掲げ、関係機関と連携を図

りながら、防災・防犯・交通安全等の学習を展開します。 

 ③環境学習の推進として、環境保全に向けた意識の高揚を図りなが

ら、環境に配慮した生活を送るための学習を展開します。 

 ④生きがいづくり・社会参加の推進のため、誰もが地域でいきいき

と生活し、地域活動への参加・促進につながる学習を展開します。 

 

 

 

※学習形態 

 学習の進め方を表し、大きくは個人学習と集合

（集会・集団）学習に分けられる。 

 

※ライフステージ 

 人間の一生における各時期（幼年期・児童期・青

年期・壮年期・老年期等）のこと。 

 

 

 

※まちづくり（地域づくり） 

 地域のあらゆる分野の活性化を図ることであり

地域おこし・都市づくり・地域づくりと同様な用語

でいずれも地域の振興を表す意味を持っている。産

業を発展させ、地域における人々の生活を活性化さ

せること。まちづくりの目標は、人づくりであり、

まちづくりの基礎を生涯学習の推進におき、住民生

活の活性化から地域の発展を図ろうとする自治体

が増えている。 

 

 

※ヤングアダルト 

13 歳～19 歳の“若い大人”という意味で使わ

れている言葉。児童書から一般書への橋渡し的意味

合いで、中学・高校生世代へ提供する本を「ヤング

アダルト図書」と呼んでいます。 

※地域活動 

 市町村の自治会組織・女性団体・高齢者クラブ・

青年団・PTA 等の活動があげられる。住民同士が

つながりを持ち、自分達のまちをより住みやすくす

るため、自主的に取り組む活動のこと。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①学習機会の充実 

 多様化・高度化する市民の学習ニーズに応えるため、多岐にわたる

分野の学習テーマを設ける等、講座の充実を図ります。 

 

◆事業例 内容 担当課 

学校開放講座 学校の教育力と施設を活用し、地域住民の学習

が充実する講座を実施します。 

生涯学習スポーツ課 

生涯学習ボランティア 

養成講座 

生涯学習に関するボランティア養成講座の実施

により、市民の生涯学習活動の充実を図ります。 

リカレント教育 社会人が職業上、必要な新たな知識や技術の習

得と日常的な教養や人間性を高めるために必要

な高度で専門的な学習機会を提供します。 

生涯学習スポーツ課 

各公民館 

シニア世代対象 

事業 

スポーツ活動や教養講座を通して、同じ趣味を

持つ人の輪を広げ、シニア世代が公民館活動や

地域活動に参加するきっかけを提供します。 

各公民館 

「信濃わらび山荘」 

事業 

長野県川上村という施設の立地を生かし、あら

ゆる世代の市民が自然体験をできる事業を開催

します。 

中央公民館 

パソコン講座 動画作成・編集講座や動画コンクール等 ICT 関

連事業を行います。 

自然と親しむ教室 ハイキングをしながら、途中の山道にある木や

草花とふれあい、自然について学びます。 

南公民館 

★スキル講座 成人を対象に、職業スキルや生活スキルを身に

つけるための講座を開催します。 

旭町公民館 

★ユトリ講座 仕事を持つ方も参加できる平日夜間・休日に講

座を開設して、地域デビューのきっかけづくり

と継続的な活動への支援を行います。 

図書館講座 主に文学講座等の講演会を開催します。 図書館 

 

 

◆施策の展開  ②安心な生活を送るための学習の推進 

 安全で安心なまちづくりへの意識を高める啓発活動や、住みよい地

域の創造と、災害に強いまちづくりを推進するための学習支援に努め

ます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

交通安全運動 年 4 回実施する運動を通じて、交通事故防止の

啓発を行います。 

安全安心推進課 

スケアード･ストレイト 中学生・高校生と地域の方を対象に、スタント

マンによる交通事故再現を通じて、交通安全意

識の向上を図ります。 

交通安全教室 蕨警察署と協力して、交通安全教育の推進に努

めます。 

総合防災演習 災害時に、市民や関係機関等と連携して、迅速

な活動を行うため、防災意識の高揚と対応技術

の向上を目的に訓練を行います。 

●避難所運営訓練 災害発生後、自主防災会が中心となって避難所

を運営できるよう、組織の構築や炊き出し訓練

等の実動訓練を行います。 

 

※シニア世代対象事業 

・安全登山講演会（中央公） 

・サイクリング教室（東公） 

・シニア世代対象事業（北町公） 

 

※リカレント教育 

 経済協力開発機構（OECD）の内部機構である教

育研究革新センター（CERI）が提唱して普及する

にいたった概念で、社会に出てからも教育・訓練機

関にもどって教育を継続することを可能にするこ

と。 

 

※ユトリ講座 

・涙活 

 

※スキル講座 

・親子で取り組む高校入試の基礎知識 

・子育て世代のマネープラン 

・古武道に学ぶ介助術 

 

※スケアード･ストレイト 

 恐怖を実感することで、それにつながる危険行為

を未然に防ぐ教育手法。 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

◆事業例 内容 担当課 

●わらび防災大学校 平時における地域防災力の向上と、災害時にお

ける支援活動に取り組む防災リーダーの育成を

図ります。 

安全安心推進課 

消費生活展 各消費者団体が身近な問題について学んだこと

の発表を通じて、賢い消費者をめざす啓発を行

います。 

商工生活室 

消費生活講座 消費者被害の未然防止と消費者の自立を促進す

るために、悪質商法等についての講座を開催し

ます。 

★WSS の育成 中学生が自助・共助の精神を培い、避難場所と

しての学校の役割を学び、地域防災の担い手と

して自覚を持った中学生の育成を促進します。 

学校教育課 

救命･応急手当講習 応急手当普及講習会、上級救命講習会、普通救

命講習会を開催します。 

消防本部 

防火管理者資格 

取得講習会 

防火管理者に必要な資格の取得講習を開催しま

す。 

消防訓練指導 消火・通報・避難訓練を指導します。 消防署 

防火ポスター展 次世代を担う児童の防火に対する意識を促し、

防火意識の高揚を図ります。 

 

 

◆施策の展開  ③環境学習の推進 

 持続可能な社会を構築するため、環境に配慮した生活を送るための

学習の機会を設けます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

●コンパクト･エコ･

コミュニティ「わら

び」の理念の周知 

学習を通して、省エネルギー意識の啓発や再生

可能エネルギー利用の必要性を理解し、地球温

暖化対策の推進を行います。 

安全安心推進課 

●環境フォーラム 市民と協働で、環境・廃棄物問題・自然保護等

の講演会等を行い、望ましい環境像の実現を図

るフォーラムを開催します。 

●3Ｒの学習機会 3R によるごみ減量意義について学習機会の提

供や情報提供に努めます。 

地球環境活動 

エコキャップ運動 

回収したペットボトルのキャップをリサイクル

資源として有効に活用します。 

ファミリー菜園 多くの市民が土に親しむために市内に菜園を設

置しており、11 か月間、約 10 ㎡の耕作区画

を提供します。 

商工生活室 

レクリエーション 

農園 

子供達に農業の必要性を理解してもらうため、

じゃがいも・さつまいも掘りを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※エコキャップ運動 

 ペットボトルキャップのリサイクル活動に参加

することで、環境や貧困、福祉等、世界が直面する

さまざまな課題について、学び、考え、行動する機

会を提供する活動。町会・自治会・マンション・企

業・学校のほか、市でも全庁的に取り組んでいる。 

 

※WSS 

 蕨・サポーティング・スチューデンツ（WARABI 

SUPPORTING STUDENTS）の略。 

 

※防火管理者 

 学校・病院・工場・商業施設・共同住宅等、不特

定多数の方が利用する建物・施設において、火災に

よる被害を防止するため、消防計画の作成、消防用

設備の維持管理、消火・避難訓練の実施等、防火管

理上必要な業務を行う責任者。消防法に基づいて、

建物・施設の管理権原者が選任する国家資格。 

 

 

※持続可能な社会 

 地球環境や自然環境が適切に保全され、将来の世

代が必要とするものを損なうことなく、現在の世代

の要求を満たすような開発が行われる社会のこと。 

 

【関連課】 

各公共施設 

https://kotobank.jp/word/%E5%95%86%E6%A5%AD%E6%96%BD%E8%A8%AD-531132
https://kotobank.jp/word/%E5%85%B1%E5%90%8C%E4%BD%8F%E5%AE%85-1301542
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8D%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%A4%9A%E6%95%B0-682481
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8D%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%A4%9A%E6%95%B0-682481
https://kotobank.jp/word/%E6%B6%88%E9%98%B2%E7%94%A8%E8%A8%AD%E5%82%99-1175188
https://kotobank.jp/word/%E6%B6%88%E9%98%B2%E7%94%A8%E8%A8%AD%E5%82%99-1175188
https://kotobank.jp/word/%E9%98%B2%E7%81%AB%E7%AE%A1%E7%90%86-1413720
https://kotobank.jp/word/%E9%98%B2%E7%81%AB%E7%AE%A1%E7%90%86-1413720
https://kotobank.jp/word/%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B3%95-177646#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%A8%A9%E5%8E%9F%E8%80%85-670858#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%87%E6%A0%BC-681410
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ④生きがいづくり・社会参加の推進 

 年齢・性別・国籍・障害の有無等にかかわらず、一人ひとりが生き

がいを持って人生を送ることができるよう、生涯を通じた学びの支援

に取り組むとともに、参加しやすい環境を整えます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

★講演会等への 

手話通訳者の派遣 

講演会等に手話通訳者を派遣し、聴覚に障害の

ある方も参加しやすい環境を整えます。 

福祉総務課 

社会福祉協議会 

趣味の高齢者作品展 市内の高齢者クラブに所属する会員による絵画

や手芸品等の展示を中央公民館にて行います。 

介護保険室 

介護予防教室 65 歳以上の市民を対象に、高齢者が心身とも

に健康で生きがいのある自立した生活を送るた

めの教室を開催します。 

けやき荘講座 民舞・童謡唱歌・健康体操・習字等の 10 講座

をそれぞれ月２回開催します。 

高齢者対象 

軽体操教室 

高齢者でも無理なくできるストレッチや軽い体

操等の運動で健康づくりを行います。 

介護保険室 

交流プラザさくら 

世代間交流事業 高齢者クラブの協力のもと、世代間交流を行い

ます。 

社会福祉協議会 

社会福祉センター 

まつり 

自主製品等の展示・販売や模擬店・イベント等

を行い、市民・施設・利用者間の交流と通所す

る障害のある方への理解促進を図ります。 

障害のある方のスポー

ツ･レクリエーション

活動への参加促進 

「彩の国ふれあいピック秋季大会」への参加支

援を行う等、障害のある方の多様なスポーツ活

動への機会の拡大を図ります。 

みんなで歌おう 

童謡唱歌 

講師の電子ピアノの演奏に合わせて、懐かしい

童謡唱歌を歌います。 

交流プラザさくら 

喫茶ひだまり コーヒー・紅茶を飲みながら歓談したり、読書

をしたりして交流を図ります。 

高齢者学級 定年や還暦を迎えた方を対象に、教養・健康・

趣味等の内容を楽しみながら、つながりづくり

の機会と生きがいづくりの支援を行います。 

各公民館 

障害のある方の地

域での交流の充実 

障害のある子もない子も子育て支援事業に気軽

に参加し、地域の子供達が育ちあえるよう努め

ます。 

障害のある方向け生涯

学習プログラムの実施 

障害のある方もない方もともに活動できる企

画・講座の展開に努めます。 

各公民館 

図書館 

歴史民俗資料館 

定年を迎える世代 

対象事業 

男の料理教室や健康講座等、シニア世代に関心

の高いテーマを取り上げ、講座を開催します。 

旭町公民館 

●シニアフィットネス 軽い負荷で、座りながらでもできる運動を行い、

生活筋力を維持するための教室を開催します。 

市民体育館 

録音図書･点字資料の

郵送貸出等、障害者サ

ービスへの取り組み 

障害のある方でも図書資料等を気軽に利用でき

るよう、録音図書等の郵送貸出サービスを実施

します。 

図書館 

【再掲事業】 ●クリスマスコンサート（南町児童館） Ｐ.55  

  

※高齢者のための憩い･交流等の公共施設 

・老人福祉センター けやき荘 塚越 5-6-10 

・老人憩いの家 みつわ苑（交流プラザさくら内） 

               南町 2-21-2 

 

 

※彩の国ふれあいピック秋季大会 

 障害のある方の体力維持・増進及び、社会参加の

推進を図るため、すべての障害のある方にとって親

しみやすいスポーツ体験イベントを開催し、広く障

害のある方のスポーツ活動を普及させるとともに、

障害のある方の多様なスポーツ活動への参加機会

の拡大を図る大会。（主催：埼玉県、埼玉県教育委

員会、（財）埼玉県体育協会、一般社団法人埼玉県

障害者スポーツ協会） 

 

※高齢者対象軽体操教室 

●いきいき百歳体操（介護保険室） 

・ゆったりのびのび体操（交流プラザさくら） 

・ラマール体操（〃） 

●リズム体操（〃） 

 

※高齢者学級 

・ふれあい学園（中央公） 

・塚越プラチナ学園（東公） 

・ことぶき大学（西公） 

・みなみ学園（南公） 

・いきいき学級（北町公） 

・下蕨学園（下蕨公） 

・ほのぼの学級（旭町公） 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

（３）まちを彩る 文化の創造 

芸術・文化のまち蕨って聞くけど、どんな魅力があるの？ 

 

◆現状と課題 

 蕨市には、江戸時代の中山道蕨宿の風情を感じる街並みをはじめ、

寺社・博物館（美術館）・機まつりや宿場まつり、成年式といった歴史・

文化資源があります。現在、市民会館・文化ホールくるる・公民館等

を拠点として、市民による芸術・文化活動が活発に行われています。

また、歴史民俗資料館では歴史資料に関する調査・研究を進めるとと

もに企画事業等を通して、郷土の歴史にふれる機会を提供しています。 

令和元年の市民意識調査の結果から、「1 年間に行った
．．．

生涯学習・生

涯スポーツの内容」「今後、行いたい
．．．．

生涯学習・生涯スポーツの内容」

「関心のある学習テーマ」の項目においても、上位に「芸術・文化に

関すること（それぞれ 19.6％・32.4％・26.0％）」があげられてい

ることから、芸術・文化に関して市民の興味や関心が高いことがうか

がえます（P.19・22・23 参照）。 

昨今、人々の意識や関心は“物の豊かさ”から“心の豊かさ・生き

がいづくり”へと変化してきており、人づくりや人と人とをつなぐツ

ールといった観点からも、芸術・文化活動の重要性が増してきていま

す。こうした背景から、市民による自主的な芸術・文化活動をより一

層支援するとともに、その成果をまちづくりへ生かし、広めていく必

要があります。さらに、質の高い芸術・文化を鑑賞できる機会を設け、

芸術・文化に対する理解を深める取り組みを推進します。 

 

◆基本的な方向性 

 歴史・文化資源の保存と活用を行うとともに、その魅力を市内

外に発信し、芸術・文化の振興に努めます。 

 ①歴史・文化の保存と活用を行い、歴史民俗資料館を中心に文化財

の保存・継承を行うほか、まちの歴史を知る機会や情報の提供を行い、

郷土に対する愛着や誇りの形成を図ります。 

 ②芸術・文化の振興として、芸術・文化に関する情報提供と、市の

特性を再確認しながら新たな創造につながる事業を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

※蕨市の成年式（P.52 参照） 

 成人式は、今日、国民の祝日として定着している

が、その起源は青年団や蕨町が行った 「第一回青

年祭（昭和 21 年 11 月）」 の中で行われた 「成

年式」に由来するとされている。その後、蕨町の青

年達の力で生まれた 「成年式」は、昭和 23年に、

「国民の祝日に関する法律」で、小正月の１月 15

日が「成人の日」として祝日になった。 

 蕨市では、蕨町当時に行われた第１回の名称をそ

のまま使い、『成年式』として毎年１月に、20 歳

の祝典を実施している。 

 また、『成年式発祥の地記念像』は市制施行 20

周年と成人の日制定30周年を記念して昭和54年

1 月 15 日に城址公園に建立された。 

 

※文化財（蕨市指定文化財は P.66 参照） 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①歴史・文化の保存と活用 

 歴史資料の収集・保存と新たな文化財の発掘に努め、郷土の歴史や

文化財に接する機会を設けます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

★河鍋暁斎記念美術館 

と連携したまちづくり 

広報紙、ホームページ、ケーブルテレビ等を通

して、展覧会に関する情報を発信するとともに

暁斎の魅力を広めます。 

秘書広報課 

生涯学習スポーツ課 

苗木市･藤まつり、 

あさがお･ほおずき市、 

機まつり、宿場まつり 

各まつりを通して、地域の活性化を図るととも

に、後世に蕨の歴史・文化を継承します。 

商工生活室 

「河鍋暁斎」講演会･ 

シンポジウム 

河鍋暁斎記念美術館の協力のもと、有識者によ

る講演会・シンポジウムを開催します。 

文化ホールくるる 

伝統文化の 

一日体験教室 

文化協会の後援のもと、伝統文化の体験教室を

行います。 

伝統文化芸術鑑賞 

事業 

狂言・義太夫・浪曲・落語等の伝統文化・芸術

の公演を開催します。 

【再掲事業】 ・郷土･行政資料の組織的収集、整理、保存、提供（図書館） Ｐ.49 

・わらび郷土かるた大会、彩の国 21 世紀郷土かるた大会（生涯学習スポーツ課） Ｐ.58 

 

 

 

◆施策の展開  ②芸術・文化の振興 

 芸術・文化団体への支援と、蕨市にゆかりのある芸術家が各事業に

参画してもらえるような取り組みを行うとともに、活動成果の発表と

鑑賞機会の場を設けることで、市民文化の向上を図ります。 

 

◆事業例 内容 担当課 

New Year Live 普段のホワイエライブでは使用しない機材や楽

器の演奏をボランティアスタッフとともにつく

り上げるイベントを行います。 

市民会館 

ホワイエライブ オープンスペースのホワイエで気軽に参加・観

覧し、市民会館に親しんでもらうことを目的に

開催します。 

わらびクラシック 

フェスタ 

市内在住の音楽家によるクラシックコンサート

で、オペラ等を取り入れたプログラムで開催し

ます。 

●トワイライト 

コンサート 

市民会館の宴会場を利用し、飲食をしながら音

楽を楽しんでもらう新スタイルのコンサートを

行います。 

●ミュージカル公演 音楽と演劇が融合した総合芸術のミュージカル

を、広く市民に楽しんでもらうイベントです。 

●チェンバーオー

ケストラ蕨 演奏会 

より質の高い音楽を市民に届けたいという思い

から、埼玉県初のプロオーケストラによる演奏

会を行います。 

ワンコイン寄席 落語を中心とした質の高い古典芸能をワンコイ

ン（500 円）で堪能できる寄席を開催します。 

蕨市民会館映画祭 映画館がなくなって久しい蕨の地で、市民会館

が文化の拠点となり活気あふれるまちづくりを

めざした映画鑑賞会を開催します。 

 

 

※河鍋暁斎（かわなべ きょうさい） 

 江戸末期～明治時代の画家。その作品は海外でも

評価が高く、南町 4 丁目には暁斎とその娘・暁翠

の作品等を中心に展示する記念美術館がある。 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

◆事業例 内容 担当課 

文化功労者表彰 

（けやき文化賞） 

伝統文化の継承・保存、地域文化の創造振興、

芸術文化の振興、生活文化の向上等、地域文化

の向上に貢献のあった方を表彰します。 

生涯学習スポーツ課 

 

文化ホールくるる等

文化芸術振興事業 

文化ホールくるる等を中心に、芸術・文化活動

の振興のため事業を実施します。 

●蕨市民音楽祭 市内各所で魅力ある音楽イベントを開催し、市

内外から多くの方が訪れることでまちのにぎわ

いを創出します。 

●小･中学校への 

音楽家の派遣 

小・中学生が良質な音楽にふれ、音楽に親しむ

機会を得られるよう、小・中学校の授業や部活

動等に音楽家を派遣します。 

蕨のアーティスト♪ 

魅力発見午後の 

ティータイム講座 

チェンバーオーケストラ蕨やくるるで開催する

コンサートの出演者を講師に迎え、当日、演奏

予定の曲目や楽器の魅力を伝える講座です。 

旭町公民館 

蕨のアーティストたち 市内在住・出身等、蕨市にゆかりのあるアーテ

ィストを招聘してコンサートを開催します。 

文化ホールくるる 

くるるオリジナル 

コンサート 

国内外で活躍する話題のアーティストを招き、

コンサートを開催します。 

特別展 毎年 3～4 月に、蕨市の歴史や文化をテーマに

した展覧会や、蕨市及び近隣市にゆかりのある

芸術家の個展を開催します。 

歴史民俗資料館 

【再掲事業】 ★音楽情報の発信（生涯学習スポーツ課） Ｐ.45 

・片品村ふれあい交流事業（〃）     Ｐ.46 

★公募美術展覧会（〃）         Ｐ.47 

★文化祭（〃）             Ｐ.47 

★桜のまち南町文化展（南公民館）    Ｐ.47 

★文化活動事業助成事業（生涯学習スポーツ課）      Ｐ.51 

・「音楽を広める会」への支援及び協働事業（下蕨公民館）  Ｐ.52 

★成年式（生涯学習スポーツ課）     Ｐ.58 

  

 

 

  

※けやき文化賞 受賞者（昭和 57 年度から実施） 

第 1 回  金子 吉衛 氏 

第 2 回  中村 泰三 氏 

第 3 回  宇田 要之助 氏 

第 4 回  猪俣 千代子 氏 

第 5 回  平林 寛一 氏 

第 6 回  赤尾 省三 氏 

第 7 回  池田 喜重 氏 

第 8 回  河鍋 楠美 氏 

第 9 回  植松 長一郎 氏 

第 10 回 潮地 ルミ 氏 

第 11 回 沖田 善一 氏 

第 12 回 橋本 太久磨 氏 

第 13 回 小此木 勇 氏 

第 14 回 今野 忠一 氏 

第 15 回 大熊 誠三 氏 

特別賞  ルドウィッヒ ヘドリッヒ 氏 

第 16 回 塚本 美弥子 氏 

第 17 回 山辺 知行 氏 

第 18 回 智内 兄助 氏 

第 19 回 ギュンター ヴァイス 氏 

第 20 回 森上 温 氏 

第 21 回 花ノ本 寿稀 氏 

第 22 回 野村 盛明 氏 

第 23 回 中村 次郎 氏 

第 24 回 マーナー スー ハンセス 氏 

第 25 回 池田 敏之 氏 

第 26 回 半澤 義和 氏 

第 27 回 高松 とし枝 氏 

第 28 回 春風亭 小柳枝 氏 

第 29 回 小林 幽霞 氏 

特別賞  Dr.ウルリッヒ レンツ 氏 

第 30 回 鍔屋 正幸 氏 

第 31 回 池端 俊策 氏 

第 32 回 児玉 信 氏 

第 33 回 中井 広恵 氏 

第 34 回 石村 宗侑 氏 

第 35 回 髙野 眞由美 氏 

第 36 回 坂田 明 氏 

 

※蕨市民音楽祭 （P.67 参照） 

※小･中学校への音楽家の派遣 （P.67 参照） 

 

 【関連課】 

商工生活室 

【コラム】 蕨市指定文化財     ／「わらび文化財マップ」より 

 



    第４章 施策の展開と取り組み 

67 
 

※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

市主催の主な『わら音』事業 

 

【コラム】 音楽によるまちづくり推進事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 音楽によるまちづくり事業『わら音（おん）』さまざまな“音楽”を中

心とした芸術文化の振興と、その推進を行うことを目的に、平成 27 年度

から音楽によるまちづくり推進事業『わら音』をスタートしました。 

『わら音』の由来は、“蕨（市）が奏でる・発信する音楽”の略称とし

て、誰もが親しみやすく身近な音楽を、街中で聴けるイメージ、そして、

憶えやすいネーミングとしました。 

 市が主催する主な『わら音』の事業は、音楽情報紙の発行と広報蕨・市

ホームページを活用した音楽情報の発信や、音楽イベントの開催、小・中

学校への音楽家派遣事業等を行っています。 

この『わら音』を通じて、蕨市（まち）の魅力を市内外に 

発信することで、にぎわいの創出につなげるとともに、市の 

イメージアップを図ります。 

今後も市と市民が力をあわせて、蕨でしか聴けない音楽 

『わら音』の取り組みを広めていきます。 

 

▲わら音 HP 

 

♪蕨市民音楽祭 

市内各所で魅力あるプログラム（プロの音楽家やアマチ

ュアバンド、吹奏楽団等による演奏）のコンサートを実施

することで、市民がさまざまな音楽を楽しむことができ、

市内外より多くの方が各会場に集まることでにぎわいを

創出することを目的としています。 

あわせて、商店街や飲食店と連携することで、出演者や

観客が商店街等での物販や飲食店等を利用する契機とし

ています。 

さらに、中仙道蕨宿の風情を感じる街並みをはじめ、河

鍋暁斎記念美術館等の歴史・文化資源を生かし、音楽との

コラボレーションを推進し、蕨らしい文化の薫る蕨市民音

楽祭をめざしています。 

 

 
♪音楽家派遣事業 

市内公立小・中学校の児童生徒の皆さんに、プロの音楽

家の演奏を聴く機会や指導を受ける機会を設けることで、

素晴らしい音楽にふれる機会の提供と音楽をより身近に

感じてもらうことを目的に実施しています。 

 

♪音楽情報の発信 

市内で開催するコンサート情報や、市内で活動する団体

等が出演する音楽情報を集約して市ホームページに掲載

するほか、情報紙を発行して、『わら音』の音楽情報を発

信しています。 

 

▲プロの演奏家による、声楽とクラリネット・ピアノの演奏 

 

▲ビッグバンドによる演奏～わらジャズ～ 

 

▲中学生による吹奏楽～音の架け橋～ 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

（４）ともに学んで まちの活性化 

個人学習からまちづくりへつながる、地域社会になるといいな… 

 

◆現状と課題 

 蕨市では、障害のある方が切れ目のない支援を受けながら、地域で

自立して、自分らしくいきいきと生活を送れるよう、障害のある方の

人権の尊重という観点に立った「第 5期蕨市障害福祉計画」を策定（平

成 30 年 3 月）する等、障害者福祉施策の一層の充実を図り展開して

います。現在、社会福祉協議会や社会福祉団体等を中心に、市民の理

解と積極的な参加のもと、福祉に関する学習と地域の実態に合った福

祉環境の整備等の取り組みが進められています。今後、地域における

助け合いをより促進するため、ノーマライゼーションの理念に則り、

市民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、各人の生きが

いを創出し、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向けた

取り組みを行う必要があります。 

 また、社会情勢も変化していることから、地域のさまざまな課題解

決に向けて、町会やコミュニティ委員会等の地域コミュニティ活動の

重要性が再認識されつつあります。その地域コミュニティの活力を維

持・発展するために、町会・地域コミュニティ活動の促進と市民活動

団体・ボランティア・NPO 等の活動支援に取り組みます。 

 また、令和元年の市民意識調査の結果からも、「今後、行いたい
．．．．

」及

び「現在、行っている
．．．．．

」ボランティア活動の上位に、「地域の安全・安

心を見守る活動」「高齢者支援に関わる活動」が選択されています（P.32

参照）。この結果は、両回答ともに、平成 26 年の結果と同様の傾向が

見られるものの、選択肢で推測すると全体的に分散したことから、地

域福祉・地域コミュニティ活動に関心が高いことがわかり、幅広い活

動内容が求められています。 

 

◆基本的な方向性 

 地域の課題解決や活性化を促進する実践的な学習を通じて、地

域福祉や社会貢献活動・地域コミュニティの形成に寄与します。 

 ①地域福祉学習の推進として、一人ひとりが学びで得た成果をまち

づくりに生かす活動につなぐ支援を行います。 

 ②市民活動の活性化を掲げ、さまざまな分野で活動する市民団体と、

その活動の中心となるリーダーの育成を支援します。 

 ③地域コミュニティ活動への支援として、各コミュニティ委員会や

市民活動団体等との連携を図りながら、地域が活性化する事業の支援

を行います。 

 

※コミュニティ委員会 

・中央コミュニティ委員会 

・塚越コミュニティ委員会 

・錦町コミュニティ委員会 

・南町コミュニティ委員会 

・北町コミュニティ委員会 

 

 

※ノーマライゼーション 

 障害のある方や高齢者等、社会的に不利益を負い

やすい方々が、障害のない方と同様に家庭や地域社

会での日常生活や諸活動を行える社会をめざそう

とする考え方のこと。 

 

 

 

 

※地域福祉 

 地域社会における福祉課題に対し、その地域の住

民や福祉関係者等が協力して、取り組んでいく考

え。 

 

※地域コミュニティ 

 地域住民が生活している場所、すなわち消費・労

働・教育・医療・スポーツ等に関わり合いながら、

住民相互の交流が行われている地域社会、あるいは

そのような住民の集団をいう。 

 

※NPO（Nonprofit Organization または、 

Not for Profit Organization の略） 

 営利を目的としない民間組織。保健や医療、福祉

活動のほか、社会教育の推進を図る活動、環境保

全・国際協力等、不特定多数の方に寄与する活動を

行う。平成 10 年 3 月に「特定非営利活動促進法」

が制定され、ボランティアをはじめとする市民活動

を目的に 10 人以上の会員で構成すれば法人格を

持つことができる制度が誕生した。 

 

 

※第 5 期蕨市障害福祉計画 

 障害のある方が、切れ目のない支援を受けなが

ら、地域で自立して、自分らしくいきいきと生活し

ていけるよう、平成 30 年 3 月に策定。計画期間

は平成 30 年度～令和 2 年度までの 3 年間。 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A4%BE%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%A5%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A4%BE%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3


    第４章 施策の展開と取り組み 

69 
 

※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①地域福祉学習の推進 

 地域福祉に関する理解と認識を深めるため、地域福祉活動のきっか

けづくりや活性化につながる講座の開催・啓発活動等に取り組みます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

ノーマライゼーショ

ン理念の普及･啓発 

パンフレットの作成による市民への周知や、福

祉体験パレードの実施等を通して、ノーマライ

ゼーション理念の普及・啓発に取り組みます。 

福祉総務課 

★認知症サポーター

養成講座 

地域の方に認知症を正しく理解してもらうとと

もに、認知症サポーターの養成講座を開催しま

す。 

介護保険室 

●介護予防サポーター

養成講座 

高齢者を対象とした体操の指導や注意点、ボラ

ンティアの心構え等を学ぶ講座を開催します。 

入門手話講習会 中学生以上の初めて手話を学ぶ方を対象に、心

のバリアフリーも視野に入れて、講習会を開催

します。 

社会福祉協議会 

初級手話講習会 入門手話講習会の続きとして、初級レベルの講

習会を行います。 

小･中学生 

福祉体験学習 

ボランティア団体の協力のもと、小・中学校で

福祉体験の学習会等を行います。 

ボランティアの育成 ボランティア活動への参加ＰＲや体験講座・各

養成講座の充実を図るとともに、傾聴ボランテ

ィアの養成に努めます。 

ボランティアセン

ターの充実 

地域福祉の担い手となるボランティアの発掘・

育成に努め、活動の充実を図ります。 

傾聴講座 傾聴の基本を学び、ボランティア活動のきっか

けづくりを行います。 

介護おしゃべり 

サロン 

在宅で介護をしている方の悩みを同じ立場の人

達と共有できる場の提供と、介護福祉士からの

アドバイス等も行います。 

東公民館 

小学生～高校生の 

点字入門教室 

小・中学生、高校生を対象に、利用団体の協力・

指導により、点字の体験講座を開催します。 

南公民館 

【再掲事業】 ・はじめてのボランティア体験プログラム（社会福祉協議会）  Ｐ.46 

・「介護ホッとおしゃべりサロン」への支援（中央公民館）   Ｐ.52 

・アイマスクや車いす体験の実施（学校教育課）       Ｐ.56 

・福祉教育･交流教育の推進（〃）              Ｐ.56 

・高校生･中学生ワークキャンプ（社会福祉協議会）      Ｐ.58 

 

 

◆施策の展開  ②市民活動の活性化 

 わらびネットワークステーションを中心に、市民活動に関する情報

提供の充実を図るとともに、市民活動団体の支援とその活動の活性化

に向けた取り組みを行います。 

 

◆事業例 内容 担当課 

市民活動ネットワ

ークフォーラム 

市民活動の推進と市民活動団体のネットワーク

づくりを目的に開催します。 

市民活動推進室 

★協働事業提案制度 市民活動団体等から、公益的な事業を提案して

もらい、市と協働で地域課題や社会的な課題の

解決を図ります。 

【再掲事業】 ・わらび市民活動人材ネット「つながるバンク」（市民活動推進室）   Ｐ.45 

●コミュニティ･スクール（学校運営協議会制度）の充実（学校教育課） Ｐ.56 

 

※わらびネットワークステーション（P.53 参照） 

 

※傾聴ボランティア 

 高齢者や大震災等の被災者等の悩みや寂しさを

抱える方の話をきちんと受け止めて聴く技術を身

につけ、相手の心のケアをするボランティア活動。

カウンセリングと異なり、原則的に問題解決のアド

バイスは行わない。 

 

 

 

https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD-557499
https://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E3%81%AE%E3%82%B1%E3%82%A2-677793#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0-43164#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A7%A3%E6%B1%BA-1211988
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9-425929
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9-425929
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

◆施策の展開  ③地域コミュニティ活動への支援 

 地域社会をより快適で住みよくするため、市民の自主的かつ自発的

な地域コミュニティ活動とその組織の強化に努めます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

花いっぱい運動 地域を明るく、住みよくすることを目的に、花

壇整備を行います。 

各コミュニティ･ 

センター 

新１年生を祝うつどい･ 

七つのお祝い･ 

新入学を祝うつどい 

小学 1 年生になる地域の子供達に、記念品を贈

り、地域全体でお祝いします。 

中央･錦町･南町･ 

北町コミュニテ

ィ･センター 

親子ふれあい会 スポーツ等を通じて、親子や地域の交流を図り

ます。 

中央コミュニティ･ 

センター 

蕨市民公園桜まつり 塚越地区の各団体の交流、新旧住民との交流等

を図ることを目的に、模擬店やフリーマーケッ

ト、地域団体の舞台発表等を実施します。 

塚越コミュニティ･ 

センター 

わらびりんごの普及 西ふれあい音楽祭での「わらびりんごの唄」の

発表や、接ぎ木講習会を行い、わらびりんごの

苗を育て公共施設等に配布します。 

錦町コミュニティ･ 

センター 

西ふれあい音楽祭 公民館利用団体や西小学校音楽クラブ等が演奏

し、音楽を通じて地域のふれあいを深めます。 

★防災関連事業 地域内での防災訓練、子供向けの防災キャンプ

の実施のほか、情報交換、視察研修等を通して、

地域防災に取り組みます。 

南町コミュニティ･ 

センター 

春が来たコンサート 翌年度に小学 1 年生になる地域の子供達を招

き、子供の団体によるコンサート等を開催し、

地域全体でお祝いします。 

北町コミュニティ･ 

センター 

北町コミュニティ 

祭り 

日ごろの学習成果の発表や地域の方との交流を

深めることを目的に、生涯学習フェスティバル

とあわせて開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※花いっぱい運動 

 蕨市では、球根やリサイクルフラワーセンターで

家庭から出た生ごみを堆肥化して栽培した花苗を

活用し、公園等の自主管理団体と連携して市内に花

を増やすことで、住民同士の交流と安らぎの空間を

広げる運動のこと。 

 

 

 

※わらびりんご 

 蕨市錦町に住んでいた故吉澤正一氏が約 20 年

かけて研究開発した日本一早く成るりんご。「りん

ごは、秋から冬にかけて収穫」という常識を打ち破

った６月下旬から７月下旬に収穫できる極早生種

（ごくわせしゅ）で、さらにりんご栽培地では南限

と言われている。そして、このわらびりんごを広め

ようと、「わらびりんごの会」が平成 22 年に発足

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  わらびりんごマスコット 

      キャラクター ▶ 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲市民体育祭 夏季大会（水泳大会） 

 

▲西ふれあい音楽祭（錦町） 

 

▲防災関連事業／南っ子防災キャンプ（南町） 

 

▲花いっぱい活動（塚越） 

 

①市民体育館  

②富士見公園内野球場  

③富士見第２公園内庭球場  

④錦町スポーツ広場  

⑤塚越公園内野球場   

⑥市民公園ランニングコース 

⑦大荒田ランニングコース 

⑧富士見ランニングコース 

⑨市民プール（中央プール） 

⑩市民プール（塚越プール） 

⑪グラウンドゴルフ場 

 

◎蕨市役所 

蕨駅 

蕨市の主なスポーツ施設 

地域 

⑥ 

① 

⑩ 

③ 

⑨ 

④ 
②⑧ 

⑤ 

⑦ 

⑪ 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

（５）互いを認め合う心の育成 

お互いを知り、地域のつながりを深めよう! 

 

◆現状と課題 

 近年の社会の変化に伴い、人権課題も多様化しており、同和問題・

虐待・いじめ・DV・災害に起因する人権問題等、新たな課題も顕在化

しています。地域には子供から高齢者・障害のある方・外国人等、あ

らゆる方が生活しています。その誰もが自分らしく、いきいきと生活

できる社会を構築するためには互いを理解・尊重する“認め合う精神”

のもと、人権尊重の意識を高める必要があります。また、戦争の悲惨

さと平和の尊さを継承すること、国籍や言語、文化の違いを踏まえて

互いを尊重すること、男女が対等な立場で一人ひとりの個性と能力を

発揮し社会に参画すること等、互いの存在を尊重しながらともに生き

る社会を実現するために、学習活動は重要な意義を持つといえます。 

 しかし、令和元年の市民意識調査の結果では、「地域における課題や

関心のある学習テーマ」として、人権問題・国際交流・男女共同参画

に「関心がある」と回答した割合はわずか 6.1％で、平成 26 年の結果

の 3.9％より増加しましたが、下位にとどまっています（P.23 参照）。

このことから、一人ひとりが主体的に社会に関わるために、さまざま

な人権課題に対応した学習や国際的素養を育む学習のほか、男女共同

参画の視点に立った取り組みを推進する必要があります。 

 

◆基本的な方向性 

 互いを認め合いながら交流を図ることで、ともに生きる地域社

会の実現に向けた学習を推進します。 

 ①人権・平和意識の醸成をめざし、互いを尊重する心を育むため、

人権教育の推進と平和意識の高揚に努めます。 

 ②国際交流・多文化共生の推進のため、国際理解教育の充実及び、

関係団体への支援と連携に努めます。 

 ③男女共同参画の推進のため、男女平等意識の醸成を図る取り組み

と、男女それぞれの視点に立ったテーマで学習を展開します。 

 

◆施策の展開  ①人権・平和意識の醸成 

 人権問題を身近な問題としてわかりやすく学習できる事業の展開

や、平和意識の醸成を図る学習に取り組みます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

企業内人権･同和 

問題研修会 

市内の企業を対象とした人権・同和問題研修会

を開催します。 

庶務課 

※人権課題 

・女性 

・子供 

・高齢者 

・障害のある方 

・同和問題（部落差別） 

・アイヌの人々 

・外国人 

・HIV 感染者、ハンセン病患者等 

・刑を終えて出所した人 

・犯罪被害者等 

・インターネットによる人権侵害 

・北朝鮮当局によって拉致された被害者等 

・ホームレス 

・性的指向 

・性自認 

・人身取引 

・東日本大震災に起因する人権問題 

 

 

※男女共同参画 

 「男らしさ・女らしさ」のイメージ・意識・考え

方にとらわれずに、男女がともに社会の一員とし

て、対等な立場であるということ。以前の“男女 

平等”からさらに進んだ考え方。 

 

 

※同和問題 

 江戸時代の身分制度に由来するもので、その身分

制度が廃止されたあとも、依然として基本的人権が

侵害されているという社会問題のこと。 

 

 ※DV 

 ドメスティック・バイオレンス（Domestic 

Violence）の略。配偶者や恋人等親密な関係にあ

る者（過去にそうであった者を含む）からの暴力の

こと。身体的暴力のみならず、心身に有害な影響を

及ぼす言動等の精神的暴力、性的・経済的な暴力も

含む。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆事業例 内容 担当課 

職員人権･同和問題 

研修会 

職員を対象とした人権・同和問題研修会を開催

します。 

庶務課 

人権の花運動 子供達の思いやりの心を伸ばすため、児童が協

力し合って苗木や草花を栽培します。 

市民活動推進室 

戦争を語る 小学生以上を対象に、終戦の時期に合わせ、被

爆者の方に、戦争体験を語ってもらいます。 

福祉･児童センター 

★人権･同和教育 

指導者養成講座 

同和問題や、さまざまな人権問題の解決に向け

て地域における指導者の育成を図ります。 

生涯学習スポーツ課 

【再掲事業】 ・平和横断幕等の掲出（庶務課）       Ｐ.46 ・人権横断幕の掲出（〃）     Ｐ.46 

・人権尊重社会をめざす市民のつどい（生涯学習スポーツ課） Ｐ.46 

・人権教育啓発活動（生涯学習スポーツ課）  Ｐ.47 ・平和事業（各公民館・図書館） Ｐ.47 

・平和祈念展（歴史民俗資料館）       Ｐ.47 

 

 

◆施策の展開  ②国際交流・多文化共生の推進 

 言葉や文化・習慣等の違いを超え、国際交流・多文化共生に向けた

学習の提供と関係団体への支援を展開します。 

 

◆事業例 内容 担当課 

都市間交流事業 姉妹都市アメリカ・エルドラド郡、友好都市ド

イツ・リンデン市との交流を進めます。 

秘書広報課 

国際青少年キャンプ 姉妹都市や友好都市等の青少年を会し、ふれあ

い学び合うことで国際的視野を広げます。 

日本語ボランティア 

養成講座 

日本語ボランティアのスキル向上や新たな会員

の養成を図ります。 

中央公民館 

●多文化共生事業 外国人住民との相互理解を図り、国際理解・交

流事業等を進めます。 

各公民館 

市民活動推進室 

【再掲事業】 ◎日本語ボランティアへの支援（各公民館）  Ｐ.51  

 

 

◆施策の展開  ③男女共同参画の推進 

 男女が生涯を通じて、性別を問わず活躍できる場と、固定的な役割

分担にとらわれない意識を醸成する学習の機会を提供します。 

 

◆事業例 内容 担当課 

★男女共同参画 

セミナー 

男女共同参画のさまざまな課題に対応した学習

機会の充実を図ります。 

市民活動推進室 

●男女共同参画 

講演会 

地域の男女共同参画推進員と協力し、地域にお

ける男女共同参画の推進に努めます。 

男女共同参画をテー

マとした作品の募集 

各作品を通して、固定的性別役割分担意識を解

消し、男女共同参画への理解の促進を図ります。 

女性指導者の育成 女性団体や指導者となる女性リーダーの育成を

図ります。 

生涯学習スポーツ課 

男女共同参画 

啓発事業 

男女共同参画の啓発を行うため、講演会やパネ

ルの展示を行います。 

各公民館 

男女共同参画 

フォーラム 

男女が互いにその人権を尊重しつつ、あらゆる

分野で対等に参画できる男女共同参画社会の実

現を目的として開催します。 

塚越コミュニティ･ 

センター 

【再掲事業】 ・男女共同参画啓発紙「パートナー」（市民活動推進室）  Ｐ.45  

  

※多文化共生 

 国籍や民族等の異なる方々が、互いの文化的違い

を認め合い、対等な関係を築きながら、地域社会の

構成員としてともに生きていくこと。 

 

 

※姉妹都市 

 アメリカ合衆国カリフォルニア州エルドラド郡 

 冠雪の輝くシェラネバダ山脈のふもとにあり、緑

の森と湖に囲まれたアメリカ西部の美しいまち。エ

ルドラドとはスペイン語で黄金郷のことで、昔はこ

の一帯で金が採掘され、ゴールドラッシュに沸いた

こともあった。エルドラドと蕨市の姉妹都市締結は

昭和50年。以来、訪米・来日を繰り返しさまざま

なかたちでの市民交流が行われている。面積は蕨市

の1,300倍、埼玉県と比較しても約1.8倍と非常に

広大で、西部開拓時代の面影を残している。 

 

※友好都市 

 ドイツ共和国ヘッセン州リンデン市 

 フランクフルトから北へ60キロの地点にあり、

ゆったりとした道路や木々に囲まれた、まるでおと

ぎ話に登場するような美しいまち。友好関係をスタ

ートさせたのは昭和54年。日独スポーツ少年団の

同時交流の際、蕨市がホームスティを受け入れたの

がきっかけである。現在も市民レベルでの交流が続

いている。 

 

 

 

 

【関連課】 

人事課・市民活動推進室・生涯学習スポーツ課 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

基本目標 ３．スポーツ・レクリエーションで まち・人・健康づくり 

 

（１）スポーツ・レクリエーション機会の創出 

スポーツ施設ってどこにあるの？誰でも参加できる大会はあるの？ 

 

◆現状と課題 

 市内には市民体育館や市民プールをはじめとして、野球場やテニス

コート・ランニングコース・スポーツ広場等の施設があるほか、小・

中学校の体育施設の開放が行われており、これらを拠点として市民が

さまざまなスポーツ・レクリエーション活動を楽しんでいます。また、

ロードレース大会や水泳大会等のイベントを開催しており、子供から

高齢者まで多くの市民が参加しています。 

 令和元年の市民意識調査の結果からは、｢生涯学習・生涯スポーツを

充実させるために、力を入れてほしいこと」の第 1 位に「公共施設の

設備の充実（36.2％）」、第３位に「活動場所の増加（28.5％）」と、

活動環境に高いニーズがあることがわかります（P.22 参照）。 

また、「１年間に行った
．．．

」及び「今後、行いたい
．．．．

」生涯学習・生涯ス

ポーツの内容の第 1 位に、「スポーツ・レクリエーション活動（それぞ

れ 39.7％・45.2％）」があげられているほか、「身につけた知識や技

能を生かすための活動」や「地域における課題や関心のあるテーマ」

においても、「スポーツ・レクリエーション活動や健康に関すること」

が上位となっており、この傾向は平成 26 年の結果と同様の傾向が見

られました（P.19・20・21・23 参照）。 

以上のことから、市民がスポーツ・レクリエーション活動を身近に

感じているとともに興味・関心が高いことがわかり、活動環境の充実

と市民ニーズに応じた事業を展開し、より一層“いつでも 誰でも 気

軽に楽しめる”スポーツ・レクリエーション機会の創出に重点を置い

て取り組む必要があります。 

 

 

◆基本的な方向性 

 スポーツ施設を計画的に整備・改修し、その機能の向上を図る

とともに、スポーツ・レクリエーション機会の充実に努めます。 

 ①スポーツ施設の整備・有効活用として、施設の計画的な整備・改

修や有効活用を促進します。また、指定管理者制度を継続し、効果的

な施設運営に取り組みます。 

 ②イベント・教室等の開催に力を入れ、市民が日ごろから健康維持

や体力づくりにつながる事業を展開します。 

※スポーツ 

 競争と遊戯性を持つ広義の運動競技の総称。陸上

競技・水上競技・球技・格闘技等の競技スポーツの

ほか、レクリエーションとして行われるものも含

む。 

 

※レクリエーション 

 仕事から離れた自由時間（レジャー・余暇）に、

純粋にそれ自体の楽しみのために行われる自由な

活動。 

 

※生涯スポーツ 

 誰もが生涯の各時期において、年齢や体力、目的

に応じて、いつでも、どこでも、主体的にスポーツ

を楽しむこと。 

※指定管理者制度 

 地方自治体が所管する公の施設について、管理・

運営を民間事業会社を含む法人やその他の団体に

任せることができる制度。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①スポーツ施設の整備・有効活用 

 市民体育館や市民プール等を計画的に整備・改修し、限られた施設

の有効活用を促進します。 

 

◆事業例 内容 担当課 

指定管理者制度の 

活用 

スポーツ施設の管理・運営に企業のノウハウを

生かし、サービス向上や経費節減等を図ります。 

生涯学習スポーツ課 

ニュースポーツの 

用具貸出 

スポーツ・レクリエーション活動の充実のため

に、市や体育協会で所管するニュースポーツ等

の用具を貸し出します。 

小･中学校体育施設 

開放事業 

市立小・中学校の校庭・体育館・テニスコート

をスポーツ・レクリエーション活動の場として

市民団体に開放します。 

民間スポーツ施設

の有効活用 

企業が運営する温水プール施設を借り上げ、年

間を通じて水泳に親しめる機会を提供します。 

 

 

◆施策の展開  ②イベント・教室等の開催 

 指定管理者等と連携し、市民のニーズに応じたイベント等の開催と、

誰でも気軽にできるスポーツ・レクリエーションの機会を提供します。 

 

◆事業例 内容 担当課 

支部球技大会 体育協会主催のもと、市内 5 地区でグラウンド

ゴルフやニュースポーツ等、子供から高齢者ま

で参加できるイベントを開催します。 

生涯学習スポーツ課 

市民体力テスト 市民の体力・運動能力の状況を調査し、体育・

スポーツの指導に生かします。 

市民レクリエーシ

ョン大会 

レクリエーション協会主催のもと、レクリエー

ション活動の必要性を認識し、日常化を図るこ

とで健康・体力づくりを促進します。 

★市民ロードレー

ス大会 

住宅街を駆け抜ける、市の特色を活用したコー

スで、誰でも参加できるよう年齢・学年ごとに

レースを実施します。 

市民体育祭夏季大会 

（水泳大会） 

水泳の普及を図り、市民の交流を深めるととも

に、体力増進・競技力の向上のため開催します。 

市民体育祭秋季大会 

（支部体育祭） 

体育協会主催のもと、市内 5 つの支部が誰でも

参加できるスポーツイベントを開催します。 

市民体育祭冬季大会 

（スキー大会） 

体育協会主催のもと、ウィンタースポーツの体

験・普及を行うため開催します。 

県南 4 市 

まちづくり協議会 

少年野球教室 

つばめスポーツ振興協会の協力のもと、蕨・戸

田・川口・草加の 4 市少年野球チームにトップ

アスリートによる野球教室を開催します。 

スポーツフェア 体育協会主催のもと、体育賞の表彰式とあわせ

て、実技披露や参加者がスポーツに親しむイベ

ントを開催します。 

スポーツ体験教室 体育協会加盟団体や企業の協力のもと、誰でも

参加できる各スポーツ教室を実施します。 

★市民体育館 

スポーツ事業 

市民体育館を会場に、さまざまな運動講座を開

設し、市民の健康づくりに寄与します。 

市民体育館 

【再掲事業】 ・乳幼児対象運動事業（各児童館・市民体育館） Ｐ.55 

●キッズコーディネーション教室／児童（市民館体育館） Ｐ.59 ●キッズ球技サークル（〃） Ｐ.59 

・少年相撲教室（市民体育館） Ｐ.59              ●シニアフィットネス（〃） Ｐ.63 

※小･中学校体育施設開放 

 小学校：校庭・体育館 

 中学校：校庭・体育館・テニスコート 

 利用するには、いずれも生涯学習スポーツ課への

団体登録が必要。 

 

 

 

※市民体育館 スポーツ事業 

・ZUNBA 

・ベーシックヨガ 

・ほぐしのヨガ 

・健康体操 

・骨盤ストレッチ 

●バランスボールエクササイズ 

●呼吸ストレッチヨガ 

●元気アップ教室～3B 体操～ 

●初めてエアロ 

●やさしいフラダンス 

●ゆったりピラティス 

●初心者弓道教室 

 

※ニュースポーツ 

 技術やルールが比較的簡単で、幅広い年齢層が容

易に楽しめることを目的に、新しく考案されたり、

紹介されたりしたスポーツ 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

（２）スポーツ・レクリエーション推進体制の充実 

みんなでもっとスポーツをしたいけど…どうしたらいいの？ 

 

◆現状と課題 

 心身の健康保持増進のため、人々のスポーツ・レクリエーション活

動への関心が高まり、その果たす役割はますます重要となっています。

市内にも民間のスポーツクラブが新しくできたり、カルチャーセンタ

ー等でのスポーツ教室が開催されたり、スポーツ・レクリエーション

活動の需要の高さがうかがえます。 

近年、蕨市では平成 27 年よりに公共スポーツ施設予約システムを

導入したことにより、スポーツ施設のインターネットによる予約が可

能になったほか、平成 29 年に市民体育館の耐震補強工事が終了、平

成 30 年には錦町スポーツ広場を芝生化し、市民のスポーツ・レクリ

エーション活動に寄与する事業を展開してきました。 

また、令和元年の市民意識調査の結果では、「ご存知の蕨市内のスポ

ーツイベント」に、「ロードレース大会（30.8％）」「市民水泳大会

（22.4％）」「体育協会支部体育祭（21.5％）」、「今後、行いたいスポ

ーツ・レクリエーションの内容」では、「体操（32.4％）」「ジョギング・

ウォーキング（20.8％）」「筋力トレーニング（15.1％）」が上位であ

ることから、誰でも気軽にできるスポーツ種目が求められていること

がわかります（P.31参照）。 

さらに、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催

もあり、スポーツへの関心がより一層、高まりつつあるため、健康の

保持増進、生きがい・つながりづくりの契機となるスポーツ推進体制

の構築と、関係団体等と連携・協力で実施するスポーツ事業の展開が

期待されています。 

 

◆基本的な方向性 

 市民が生涯にわたり、気軽にスポーツに親しむことができるよ

う、スポーツ推進体制の構築を図るとともに、スポーツ団体の支

援及び地域の人材の活用に取り組みます。 

 ①スポーツ推進体制の構築をめざし、市のスポーツ施策の推進と、

情報発信・環境の整備等を関係機関・団体と連携を図りながら取り組

みます。 

 ②団体の育成・支援により一層、力を入れ、自主的なスポーツ・レ

クリエーション活動の促進に努めます。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

 

◆施策の展開  ①スポーツ推進体制の構築 

 市のスポーツ施策や情報発信の検討、市民のスポーツへの関心を一

層高める取り組みに努めます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

総合型地域スポーツ 

クラブ設立支援 

総合型地域スポーツクラブの設立をめざす地域

や団体を支援します。 

生涯学習スポーツ課 

スポーツ情報の 

収集･提供 

スポーツに関する情報の集約や、広報紙やイン

ターネット等を活用した情報提供の充実を図り

ます。 

県･関係機関との 

連携 

県や関係機関が実施しているスポーツに関する

取り組みと連携して施策や事業を推進します。 

企業との連携 企業と連携を行い、専門的な知識・技術・人材

や施設の活用を行います。 

各種イベントやスポ

ーツ教室等の開催 

市民の健康増進・体力向上を図るため、誰もが

スポーツ・レクリエーションに親しむことがで

きる機会の充実を図ります。 

◎東京 2020 オリンピ

ック･パラリンピック競

技大会に向けた取り組み 

オリンピック・パラリンピック開催に向けた機

運醸成を図るため、オリンピック聖火リレー等

のほか、さまざまなスポーツ事業を実施します。 

 

 

◆施策の展開  ②団体の育成・支援 

 体育協会・レクリエーション協会・スポーツ少年団等とのさらなる

連携やその活動の支援を行うとともに、スポーツ推進委員等の指導者

の育成を推進します。 

 

◆事業例 内容 担当課 

★スポーツ･レクリ

エーション団体活

動への支援 

体育協会・レクリエーション協会・スポーツ少

年団等の各種大会開催に対して、スポーツ施設

の確保や使用料減免を行い、活動を支援します。 

生涯学習スポーツ課 

スポーツ推進委員 

資質の向上 

県の研修会への参加視察研修会を実施し、スポ

ーツ推進委員としてのスキルアップを図りま

す。 

スポーツ推進委員 

活動の周知 

スポーツ推進委員の活動内容を広報紙やホーム

ページで紹介し、地域のスポーツ活動への認知

を図ります。 

スポーツ指導者 

研修会 

体育協会主催のもと、スポーツ指導者や団体の

リーダーとなる人材を養成する研修会を実施し

ます。 

スポーツ指導者の 

活用 

公民館事業や学校の課外活動で、スポーツ推進

委員やスポーツ団体の指導者が活用されるよう

働きかけます。 

【再掲事業】 ・各団体への支援及び協働事業（生涯学習スポーツ課）  Ｐ.51 

 

 

  

※スポーツ推進委員 

 スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡

調整及び、住民に対するスポーツの実技の指導、そ

の他スポーツに関する指導及び助言を行う。 

 

 

※総合型地域スポーツクラブ 

 主にヨーロッパ諸国に見られる地域密着型スポ

ーツクラブの日本版。子供から高齢者、初心者から

トップアスリートまで参加でき、質の高い指導者の

もと、楽しみ、競技力の向上等個人のニーズに応じ

て活動できる複数種目型の総合的なクラブ。 

【関連課】 

政策企画室 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

（３）元気な人づくり支援 

健康第一！日ごろからどんなことに気をつければいいの？ 

 

◆現状と課題 

 市民の健康づくりを推進するため、これまでも、市では平成 30 年

３月に「第 2 次わらび健康アップ計画」を策定し、「すべての市民が健

康度をアップして、健康密度も日本一のまちへ」を基本理念として掲

げ、市民の健康づくりを支援しています。 

 また、令和元年の市民意識調査の結果では、「生涯学習・生涯スポー

ツを行う目的や理由」に、「健康の維持・増進に役立てるため（64.6％）」、

「身につけた知識や技能をどのように生かしているか」に、「健康増

進・維持につながっている（58.5％）」、さらに、「地域における課題や

関心のある学習テーマ」に、「健康に関すること（36.5％）」が選択さ

れており、すべての質問で健康に関する選択肢が第 1 位となっていま

す（P.20・23 参照）。 

 このことから、市民の健康への意識や関心がとても高いことがわか

り、引き続き、ライフステージに応じた食生活や運動指導等、健康に

関する学習に取り組む必要があります。 

 

◆基本的な方向性 

 自発的な運動等を通して、一人ひとりが健康の保持増進に取り

組み、心身ともに充実した生活を送ることができるよう支援しま

す。 

 ①食生活・食育の推進として、生活習慣病予防のための食生活の改

善と年齢に応じた食育事業を展開します。 

 ②ライフステージに合わせた健康づくりの推進し、自発的な病気の

予防や健康の保持を促進します。 

 ③休養・こころの健康への支援として、心と体の健康に対する意識

を高める学習機会を充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※食育 

 さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と

「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践

できる人を育てること。 

 

※生活習慣病 

 生活習慣が発症原因に深く関与していると考え

られている疾患のこと。がん・循環器疾患・糖尿病

等。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①食生活・食育の推進 

 健康的でバランスのとれた食習慣や、食に関する正しい知識を身に

つけることのできる食育事業に取り組みます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

食事と遊びの教室 8・9・10 か月児の親子を対象に、離乳食の進

め方と遊び等の学習を行います。 

保健センター 

離乳食講習会 3・4 か月児を持つ保護者を対象に、試食を交

えて離乳食の進め方を学びます。 

【再掲事業】 ・幼児食育講座（保健センター）  Ｐ.56 

・小学生食育教室（〃）      Ｐ.58 

・小学生対象事業（各児童館）   Ｐ.58 

 

 

 

◆施策の展開  ②ライフステージに合わせた健康づくりの推進 

 日常生活における健康相談や訪問指導の充実と、ライフステージに

合わせた無理なく継続できる健康づくり事業に取り組みます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

健康まつり 「健康まつり」等のイベントを通じて、健康づ

くりへの意識啓発を行います。 

医療保険課 

保健センター 

歯ッピーわらび 歯の健康づくりに関する意識啓発を行います。 保健センター 

こんにちは  

赤ちゃん訪問 

生後 4 か月までの乳児のいる全家庭を訪問し、

育児や産後の相談、子育てに関する情報を提供

します。 

健康教育 成人の健康づくり、こころの健康づくり、子育

て支援等の健康教室を開催します。 

●健康長寿サポー

ターの養成 

自らの健康づくりとともに、家族や地域社会に

健康情報を広める健康長寿サポーターの養成を

行います。 

●健康長寿蕨市モ

デル事業 

健康施策である「埼玉県コバトン健康マイレー

ジ事業」に参加することで、運動を中心とした

健康づくりを進めます。 

【再掲事業】 ・ブックスタート事業（保健センター・図書館） Ｐ.57 

・高齢者対象軽体操教室（介護保険室・交流プラザさくら） Ｐ.63 

 

 

 

◆施策の展開  ③休養・こころの健康への支援 

 こころの健康づくりの根底にある睡眠と休養の大切さの啓発活動を

関係機関と連携を図り、学習等の機会を提供します。 

 

◆事業例 内容 担当課 

こころの健康講座 精神保健及び精神障害者福祉に関する正しい知

識の普及と、こころの病を持つ方への理解を広

げます。 

保健センター 

●ゲートキーパー 

養成講座 

ゲートキーパーに必要な知識として、自殺の危

険を示すサインに気づき、適切な対応を図るこ

とができるよう講習会を開催します。 

 

※埼玉県コバトン健康マイレージ事業 

 楽しくウォーキングをしながら、健康づくりを進

める事業。専用の歩数計等を使用してウォーキング

をすると、歩数に応じてポイントを獲得でき、ポイ

ントが貯まると、抽選で賞品が当たる。 

 

 

※ゲートキーパー 

 自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応が

できる人のことで、言わば「命の門番」とも位置付

けられている。 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

基本目標 ４．学びを生かす仕組みづくり 

 

（１）学びを生かし 広げる環境の創造 

学習成果を誰かに見てもらいたい…達成感を感じたい。 

 

◆現状と課題 

 現在、市内では社会教育施設や文化施設等を拠点として、さまざま

な形で学習成果の発表が展開されています。このことは学習者にとっ

て、生きがいや日常生活への励みと潤いになるとともに、人々とのふ

れあいとつながりづくりの機会を創出しています。 

 さらに、その成果が適切に評価され、社会で広く通用するための仕

組みを構築することにより、学習者が達成感や充足感、そして新たな

学習意欲を得るきっかけになると考えられます。 

 また、令和元年の市民意識調査の結果から、「身につけた生涯学習・

生涯スポーツの知識・技能をどのように生かしているか
．．．．．．．．．．．．

」という質問

に、「健康増進・維持につながっている（58.5％）」「人生が豊かになっ

ている（47.2％）」「家庭や日常生活に役立てている（32.3％）」との

回答が上位にあげられており、学習成果が日常生活には生かされてい

ることがわかります（P.20 参照）。一方で、「学習・スポーツ等活動の

指導（10.3％）」「地域・ボランティア活動（9.7％）」「生かす機会が

ない（3.1％）」「生かそうと思わない（1.5％）」との回答は、平成 26

年の結果と同様、少数にとどまっているのが現状です。 

 今後、「学習の成果を適切に生かす」ことは、生涯学習社会の構築に

は欠かすことのできないため、発表の場の提供はもとより、学習成果

を生かす仕組みづくりや体制づくりを進める必要があります。 

 

◆基本的な方向性 

 学習成果を発表する機会の充実を図るとともに、身につけた知

識や技能が評価・活用される仕組みの構築に努めます。 

 ①学習成果を発表する機会と場の充実について、社会教育施設等を

会場にさまざまな活動の成果発表の機会を設け、学習者の学習意欲を

高める取り組みを展開します。 

 ②学習成果の評価・活用の取り組みについて、学習成果を適切に生

かし、人づくりからまちづくりへとつなげる仕組みの創出に努めます。 

 

  

※学習成果の評価 

 学習し、身につけた成果を評価し、社会的な価値

付けをすること。 

 

※学習成果の活用 

 学習した成果を地域活動やボランティア活動、能

力開発や仕事等に幅広く生かすこと。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①学習成果を発表する機会と場の充実 

 社会教育施設等での発表会や展示会は、学習意欲の高揚と地域の交

流・学習活動の輪が広がる契機となることから、その機会の充実を図

ります。 

 

◆事業例 内容 担当課 

★展示機能の充実 公民館利用団体や地域の団体等の作品展示を行

い、学習成果の発表の場と鑑賞の機会を提供し

ます。 

市立病院 

各公民館 

わらび春のコンサート 中央地区等で活動している音楽団体が自ら実行

委員会を組織して活動の成果発表を行います。 

中央公民館 

動画コンクール ICT のスキルの向上と団体活動の PR のため、

蕨市や自身の団体活動等をテーマにした作品を

募集して、コンクールを開催します。 

【再掲事業】 ★生涯学習フェスティバル（各公民館）   Ｐ.47 

★桜のまち南町文化展（南公民館）     Ｐ.47 

・公民館利用団体との共催事業（各公民館） Ｐ.51 

・消費生活展（商工生活室）        Ｐ.62 

・趣味の高齢者作品展（介護保険室）    Ｐ.63 

・New Year Live（市民会館）        Ｐ.65 

・ホワイエライブ（〃）            Ｐ.65 

●蕨市民音楽祭（生涯学習スポーツ課）    Ｐ.66 

 

 

 

◆施策の展開  ②学習成果の評価・活用の取り組み 

 学習者の学習成果が適切に評価され、そのことが地域活動等に生か

される仕組みや体制の検討を行います。 

 

◆事業例 内容 担当課 

学習成果の評価･ 

活用の検討 

学習した成果を適切に評価し、その知識や技術

を活用する取り組みの検討を行います。 

生涯学習スポーツ課 

【再掲事業】 ★公募美術展覧会（生涯学習スポーツ課）     Ｐ.47 

★文化祭（〃）                 Ｐ.47 

・ゲスト･ティーチャーの活用（学校教育課）      Ｐ.56 

・文化功労者表彰（けやき文化賞）（生涯学習スポーツ課）  Ｐ.66 

★協働事業提案制度（市民活動推進室）      Ｐ.69 

・動画コンクール（中央公民館）         Ｐ.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※展示機能の充実 

・利用団体の作品や掲示物の展示（中央公） 

・階段ギャラリーの活用（東公） 

・展示機能の充実（西公） 

・展示機能の充実（南公） 

・外展示室の活用（下蕨公） 

・ギャラリー展示の活用（市立病院） 

 

【コラム】 蕨市における…ボランティア活動 
 

 ボランティア活動を行うには、そのための学習や知識・経験が必要な場

合があり、その活動を通じて自己実現を図ることができる等、ボランティ

アと生涯学習には深い関連があります。これまでのボランティアは、福祉

活動が中心でしたが、近年の大規模災害をきっかけに、ボランティアへの

参加意識が高まり、防災や環境、まちの防犯・美化等、幅広い活動が展開

されています。生涯学習の面でも、各公民館事業をはじめ、「放課後子ど

も教室」「わらび学校土曜塾」等において、多くの市民の方がさまざまな

事業の担い手となっています。 

 現在、ボランティア活動を促進するため、福祉団体を中心として社会福

祉協議会にボランティアセンターが設置され、ボランティアの情報交換や

団体間の連携・研修等が行われています。今後は、学習成果をボランティ

ア活動の中で生かすことのできる環境を整備するため、ボランティア団体

や NPO、意欲のある市民とを結びつけるコーディネート機能を充実してい

く必要があります。 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

（２）学びを通じた地域活動の促進 

学んだことを地域社会に、生かせないかな？ 

 

◆現状と課題 

 市民の中には、さまざまな分野の専門的知識・技術等を持っている

方や地域で地道な活動を続けている方、あるいは、豊かな経験を持っ

ている方がいます。令和元年の市民意識調査の結果からも、「身につけ

た生涯学習・生涯スポーツの知識・技能を生かすための活動
．．．．．．．．

」の上位

に、「スポーツ・レクリエーション活動を支援（25.6％）」「家庭生活・

日常生活・健康について支援（24.1％）」「地域活動やボランティア活

動（16.4％）」が選択されていることから、学習した成果を何かしらの

形で、地域に還元したいと考えている市民が多いことがわかります

（P.21 参照）。 

 これらの方々が地域活動に理解を深め、自発的な協力を得られるよ

うな働きかけと、地域における生涯学習を支える人材の確保、さらに

その活用に取り組む必要があります。 

 また、学習を通して個人が地域社会とのつながりを広め、深めるこ

とにより、地域の活性化や社会全体の教育力の向上につながることが

期待されています。 

 

◆基本的な方向性 

 学習したことを地域活動や社会活動に生かす機会の充実と、

“人づくりからまちづくり”につなげる支援体制の整備に努めま

す。 

 ①学びを支える人材の活用として、知識や技術を地域活動に生かす

場とそれぞれが活躍できる場を設けることで、互いの学びを高め、学

びの深化につなげる“学びの循環”を創出します。 

 ②人と地域をつなぐ（コーディネート機能）学びの充実をめざし、

学習者・活動団体同士の交流や連携を促進し、情報交換・情報の共有

を図る“学びのネットワークづくり”を推進します。 

  

※社会活動 

 社会への奉仕を主な目的として行われる活動。 

 

 

 

※学びの循環 

 「学び」の成果を社会に還元する等、新たな社会

的役割を創出すること。個々の「学び」が連鎖して、

社会全体における持続的な教育力の向上に貢献す

ること。 

 

※コーディネート 

 全体を調整すること。 

 

※ネットワーク 

 生涯学習においては、個人やグループ・団体等で

の人と人との輪・つながり・相互の交流や情報交換

が行われること示す。 

 

 

http://www.weblio.jp/content/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
http://www.weblio.jp/content/%E5%A5%89%E4%BB%95
http://www.weblio.jp/content/%E4%B8%BB%E3%81%AA
http://www.weblio.jp/content/%E7%9B%AE%E7%9A%84
http://www.weblio.jp/content/%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B
http://www.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E5%8B%95
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

【コラム】 放課後子ども教室＆わらび学校土曜塾 
 

☆放課後子ども教室☆ 

 市内全 7 小学校で、平成 19 年度から開催しています。地域の方や文化

団体等の協力を得ながら、子供達が安心して活動できる場の確保と、次世

代を担う児童の健全育成の支援を目的としています。また、相談役として

各学校の校長先生にアドバイスをいただいています。 
 

☆わらび学校土曜塾☆ 

 平成 25年度から東・西・南小学校、平成 26年度から市内全 7小学校で

開催しています。教員を退職された方や地域の方、地元の大学生と連携・

協力を図りながら、宿題・課題等の自主的な学習をサポートし、児童に学

ぶ楽しさを教え、学習習慣の定着を図ることを目的としています。また、

学習の一環として、ものづくり等の体験学習を取り入れています。 

◆施策の展開  ①学びを支える人材の活用 

 生涯学習・スポーツ活動での学びをはじめ、ボランティア活動・市

民活動・コミュニティ活動等で習得した知識や技術を生かす場を設け、

人材確保と活用の促進を図ります。 

 

◆事業例 内容 担当課 

アウトメディア 

指導員の派遣 

アウトメディア指導員養成講座修了者を、団

体・グループが行う研修会等の講師として派遣

します。 

学校教育課 

放課後子ども教室･

わらび学校土曜塾 

スタッフ研修の実施 

スタッフへの研修を通して、未来を担う子供達

の成長を支える人材の育成を図ります。 

生涯学習スポーツ課 

各事業への協力 学習者が得た知識や人脈を地域資源と考え、市

の事業等へスタッフとして参画してもらえるよ

う市民へ協力を仰ぎます。 

各課 

【再掲事業】 ・わらび市民活動人材ネット「つながるバンク」（市民活動推進室） Ｐ.45 

・「つながるバンク」と連携した地域の人材の活用（生涯学習スポーツ課・各公民館） Ｐ.49 

●わらび防災大学校（安全安心推進課）          Ｐ.62 

・スポーツ指導者の活用（生涯学習スポーツ課）      Ｐ.77 

 

 

◆施策の展開  ②人と地域をつなぐ（コーディネート機能）学びの充実 

 地域の課題解決・公益的活動のため、“人づくりからまちづくり”へ

つなぐコーディネート機能の充実を図り、“学びのネットワークづく

り”の構築に努めます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

コーディネーターの 

育成事業 

学習相談に応じたり、地域活動を支援したりす

る生涯学習コーディネーターの育成を図りま

す。 

生涯学習スポーツ課 

【再掲事業】 ・公民館利用団体等への研修（各公民館）   Ｐ.51 

・学校応援団の充実（学校教育課）      Ｐ.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※アウトメディア指導員養成講座 

 「蕨市アウトメディア指導員」を養成するための

講座。講座を修了した指導員が公民館の子育て講座

等で啓発活動等を実施。 

 

 

▲クリスマスリース作り 

南小学校区放課後子ども教室 

 

▲個々に応じた丁寧な学習指導 

西小学校区わらび学校土曜塾 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

基本目標 ５．学びを支える体制づくり 

 

（１）生涯学習関連施設の充実 

もっとみんなが使いやすい公共施設になるといいな… 

 

◆現状と課題 

 市内には、学びの場として生涯学習関連施設があり、多くの方が学

習や会合、スポーツ・レクリエーション活動で利用しています。施設

によっては、予約の取りにくい特定の曜日や時間帯がある一方で、比

較的空いている曜日や時間帯もあり、それを有効に活用することが求

められています。令和元年の市民意識調査の結果からも、「生涯学習・

生涯スポーツを充実させるために、力を入れてほしいこと」として、「公

共施設の設備の充実（36.2％）」「活動場所の増加（28.5％）」が上位

となっています（P.22参照）。公民館の運営等では、「気軽に入りやす

い雰囲気にしてほしい（31.1％）」、図書館では、「蔵書やＣＤ等の増加

（22.8％）」、歴史民俗資料館では、「もっと PR してほしい（23.4％）」

等が選択されています（P.29・30 参照）。 

また、狭い市域ながら多くの生涯学習関連施設があり、各事業を多

数実施しています。市民意識調査からも「今後、行いたい生涯学習・

生涯スポーツの形式」として、「蕨市が主催の講座やイベント等」「公

共施設のクラブ活動」に参加したいとの回答が多く見受けられました

（P.22 参照）。しかし、各施設の利用回数・利用料・事業内容等の設

問では、「利用したことがない」「施設を知らない」と回答した割合が

どの施設も 30～60%を推移しているとから、市民の学習要求と各事

業の認知度に隔たりがあることがわかります（P.24～28 参照）。現在

も生涯学習関連施設は、市民にとって身近な公共施設として多くの利

用があり、愛着度や注目度も高いため、今後もその運営のあり方につ

いてより一層、検討する必要があります。これからもすべての市民に

とって使いやすく学びやすい施設になるよう、施設そのものと各事業

の広報活動の重要性が、ますます高まっていると考えられます。 

 

◆基本的な方向性 

 誰もが快適に利用できるよう、計画的に生涯学習関連施設の整

備・改修を進め、災害時の拠点施設として機能するよう努めます。 

 ①施設・設備の整備に取り組み、すべての市民に開かれた施設をめ

ざします。 

 ②施設の有効活用と利用促進を図り、市民ニーズを把握した柔軟な

施設運営とサービスの向上に努めます。 

※生涯学習関連施設 

 人々の学習活動を支援する施設のこと。 

 蕨市では、主に社会教育施設（P.54）、スポーツ

施設（P.71）、文化施設（市民会館・文化ホールく

るる）、コミュニティ･センター等のこと。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①施設・設備の整備 

 施設の安全性を確保することはもとより、多様化・高度化する学習

や利用ニーズに応えられるよう計画的に施設の整備・改修を進めます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

公共施設等のファシリティ

マネジメントの推進 

蕨市公共施設等総合管理計画に基づき、総量適

正化・維持管理コストの低減のため、公共施設

等のファシリティマネジメントを推進します。 

庁舎建設室 

社会教育施設の 

防災機能の向上 

社会教育施設の安全性を確保するとともに、関

係職員との連携を図り、防災拠点（避難所）の

運営機能の向上に努めます。 

生涯学習スポーツ課 

生涯学習関連施設 

生涯学習関連施設の 

整備･改修 

設備の充実・計画的な改修・バリアフリー化等、

施設改修を行います。 

●新図書館の整備に 

向けた関係各所との

連携 

新図書館の整備に向けて、関係各所との連携を

図りながら、館内読書環境が充実した施設とな

るよう設計の検討を進めます。 

図書館 

 

 

◆施策の展開  ②施設の有効活用と利用促進 

 学習活動の場を拡充するために、利用状況の分析や施設間のネット

ワーク形成等、学習者の視点に立った施設の有効な活用に努めます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

「信濃わらび山荘」

を活用した事業 

長野県川上村という施設の立地を生かし、あら

ゆる世代の市民が自然体験をできる事業の実施

と施設運営のあり方を検討します。 

生涯学習スポーツ課 

●スポーツ施設、信

濃わらび山荘予約

システムの促進 

インターネットによる予約システムの導入によ

り、利用者の利便性の向上及び、利用の促進を

図ります。 

生涯学習関連施設の 

運営の検討 

生涯学習関連施設の利用が、進むように使用の

拡大方策や施設運営のあり方を検討します。 

生涯学習スポーツ課 

生涯学習関連施設 

クールオアシス事業 猛暑対策と家庭の消費電力を抑えるため、公共

施設等を開放し、誰でも気軽に利用できるよう

に取り組みます。 

政策企画室  

 

公民館施設の開放 誰でも自由に気軽に利用できる居場所を提供す

ることで、施設の有効活用を図ります。 

各公共施設 

赤ちゃんの駅の 

利用促進 

赤ちゃんの駅の整備充実に努め、利用の促進を

図ります。 

【再掲事業】 ・リサイクル本フェア（図書館）         Ｐ.47 

・指定管理者制度の活用（生涯学習スポーツ課） Ｐ.75 

・ニュースポーツの用具貸出（〃）        Ｐ.75 

・小･中学校体育施設開放事業（〃）        Ｐ.75 

・民間スポーツ施設の有効活用（〃）       Ｐ.75 

★展示機能の充実（市立病院・各公民館）     Ｐ.81 

 

 

 

  

※公民館施設の開放 

・カフェラウンジ（北町公） 

・ほっと、スペースすまいるぱーく（下蕨公） 

・ふりーすぺーす（旭町公） 

 

※バリアフリー 

 高齢者や身体的に障害のある方にとって、障害に

なるものを取り除いた生活空間をいう。公共施設で

は、床段差の解消、スロープ・多目的トイレ・誘導

ブロック等の設置の配慮が考えられる。 

 

 

※ファシリティマネジメント 

 所有する土地・建物・設備等を経営にとって最適

な状態で運営し、維持するための総合的な管理手法

のこと。近年、この手法により公共施設の管理・運

営にあたる自治体が増えている。 

 

【関連課】 

各施設所管部門 

【関連課】 

市民会館・交流プラザさくら・保健センター 

福祉･児童センター・各公民館・図書館 

【関連課】 

政策企画室・まちづくり推進室 

【設置場所】 

市役所・地域子育て支援センター（こっこぴよ・ 

プチプチ）・各児童館・保健センター・各公民館・ 

図書館・文化ホールくるる・市立病院 

※クールオアシス事業 

 熱中症対策や家庭での節電の一環として、公共施

設等のロビー等を、猛暑時の一時休憩や緊急避難場

所として開放。 

 

※赤ちゃんの駅 

 誰でも自由におむつ替えや授乳が行えるスペー

スの愛称。埼玉県では、乳幼児を持つ子育て家族が

安心して外出できる環境を整備し、子育てを支援す

るため「赤ちゃんの駅」の設置を進めている。蕨市

もその趣旨に賛同して、公共施設の中に「赤ちゃん

の駅」を整備した。 

 

【コラム】 信濃わらび山荘 
 

 『信濃わらび山荘』は、長野県川上村の高登谷高原別荘地内にあります。

千曲川の大自然に囲まれ、のんびりとした時間を過ごすことができ、周辺

では山菜やキノコ狩り・ハイキング・釣りが楽しめます。この施設は、市

内の子供達が豊かな自然の中でのびのびと体験学習をするための施設と

して、また市民の憩いの場として利用されています。 

担当：生涯学習スポーツ課（☎048-433-7729） 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

（２）市民参画・協働のさらなる推進 

市民が中心のまちづくりへ…つなげていくためには？ 

 

◆現状と課題 

 市では、市民が主役の活力あるまちを創造していくため、平成 25

年４月に、「蕨市市民参画と協働を推進する条例（愛称：みんなで創る

わらび推進条例）」を施行しました。生涯学習・スポーツ活動分野にお

いては、これまでも市民が“学習者の立場”であると同時に“学習活

動を創造する役割”を担ったり、学習活動を通じて地域活動に参加し

たりしてきました。これからも、市民主導の学習活動を積極的に支援

するとともに、さまざまな機会を通して生涯学習・スポーツ事業への

市民参画を促進する必要があります。 

 現在、市民の多様化・高度化する学習ニーズや現代的・社会的課題

に対応する観点から、有識者や専門家・地域の方等で構成する生涯学

習・スポーツ事業に関する各審議会等を開催して、生涯学習関連事業

についてのご意見やご提案をいただいています。 

 今後も、各委員のご協力のもと、生涯学習・スポーツに関する調査・

研究・提言を実施し、蕨市の生涯学習・スポーツの活性化に努めると

ともに、明確なテーマを定めて各審議会のさらなる充実を図ります。 

 

◆施策の方向性 

 地域課題等の解決に向けて、市民と行政の協働による学習活動

の充実と、生涯学習・スポーツに関する各審議会等の意見・提言

を施策に反映します。 

 ①市民との協働機会の充実を図るため、市民とともに地域課題等の

解決に向けた学習を行い、その成果をまちづくりに生かす取り組みを

支援します。 

 ②各審議会等の充実を推進し、外部からの客観的な視点や時代のニ

ーズ等も取り入れる等、さまざまな角度から生涯学習・スポーツ施策

を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市民参画 

 市民と市がともにまちづくりを進めるために、市

民が市の政策等の立案・実施・評価に際し、意見を

述べたり、提案を行うこと。 

 

※協働 

 市民と市が目的を共有し、それぞれの役割を認め

合い、自立した対等のパートナーとしての関係を築

きながら、地域の課題や社会的な課題を解決するた

めに協力して取り組むこと。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①市民との協働機会の充実 

 あらゆる主体と連携・協働して、よりよいまちづくりに寄与する学

習機会の提供を行います。 

 

◆事業例 内容 担当課 

協働の学びの 

まちづくり 

市民団体や NPO 等と協力し、協働の学びのま

ちづくり事業の充実を図ります。 

生涯学習スポーツ課 

各公民館 

市民団体等との 

協働事業 

各市民団体・機関との協働事業を行い、効果的

な学習活動を展開します。 

各公民館 

【再掲事業】 ・各団体への支援及び協働事業（生涯学習スポーツ課）    Ｐ.51 

・「パソコン支援隊」への支援及び協働事業（生涯学習スポーツ課・中央公民館） Ｐ.51 

・「音楽を広める会」への支援及び協働事業（下蕨公民館）  Ｐ.52 

★協働事業提案制度（市民活動推進室）           Ｐ.69 

 

 

◆施策の展開  ②各審議会等の充実 

生涯学習・スポーツ事業に関する各審議会や各事業の実行委員会・

懇談会等での有識者や各委員の意見・助言を市民の貴重な声として受

けとめ、生涯学習推進施策に生かしていきます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

★社会教育委員会議 教育委員会の諮問に応じ、社会教育に関する諸

計画の立案や調査・研究を行います。 

生涯学習スポーツ課 

文化活動事業 

選考委員会 

蕨市の文化功労者の表彰及び、文化団体活動へ

の援助の必要性を選考するために開催します。 

放課後子ども教室、 

わらび学校土曜塾 

運営委員会 

事業計画の策定、事業実施後の検証及び評価等

の協議を行います。 

地区生涯学習連絡 

協議会 

各地区生涯学習連絡会の相互の情報共有・連絡

調整を行います。 

青少年問題協議会 青少年の健全な育成を図るため、青少年に関す

る施策の連絡調整及び関連事業を協議します。 

スポーツ推進審議会 教育委員会の諮問に応じ、スポーツの推進に関

する事項を調査・審議します。 

小･中学校体育施設 

開放運営委員会 

開放校ごとに設置し、施設運営や利用者の連絡

調整に関すること等を行い、効果的な開放事業

を実施します。 

地区生涯学習連絡会 各地域の団体等の情報や事業・行事等の連絡調

整を行い、生涯学習の推進を図ります。 

各公民館 

公民館運営審議会 館長の諮問に応じ、各公民館事業の企画実施に

ついて調査・審議します。 

中央公民館 

図書館協議会 図書館運営に関して館長の諮問に応ずるととも

に、図書館奉仕について館長に意見を述べます。 

図書館 

歴史民俗資料館 

協議会 

資料館運営に関する事項について、教育委員会

の諮問に応じます。 

歴史民俗資料館 

【再掲事業】 ・学校評議員制度の充実（学校教育課）  Ｐ.56 

●コミュニティ･スクール（学校運営協議会制度）の充実（〃） Ｐ.56 

 

  

【関連課】 

各公民館 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

（３）学校・NPO・企業等との連携 

どんな機関と連携して、生涯学習体制を推進するの？ 

 

◆現状と課題 

 地域に関わりある団体・NPO・企業や、国・県・他の自治体等、さ

まざまな主体と連携し、地域全体で生涯学習活動の振興を図ります。

その中でも、企業等の理解・協力を得た事業展開は、企業等の持つ教

育情報やアイデア・ノウハウが活用でき、市民の学習選択の幅を広げ、

より専門的な講座が開設できるものと考えます。 

 また、近年の市民の学習ニーズに鑑みると、関係機関・NPO・企業

等との連携の推進は、高度かつ多様な学習内容の発展につながり、生

涯学習・スポーツ施策を推進するためには、有効的な手段であるとい

えます。 

 現在、市内の小・中学校の学校生活の中に地域住民が参画したり、

生涯学習・スポーツの資源・人材を教育活動に取り入れたりする取り

組みを進めています。一方で、学校が有する教育機能の開放は、地域

住民の学習活動を豊かにすると同時に、地域と学校の結びつきを深め

るといった効果も期待できることから、学校教育と社会教育・スポー

ツの連携・融合をさらに進める必要があります。 

このような地域ぐるみの学習活動の取り組みは、子供達にとっては

豊かな人間形成の構築と“生きる力”が育成され、地域においては教

育力の向上と地域の一体感が創出されるため、このような「学社連携・

融合」した事業の効果は高いといえます。 

 

◆基本的な方向性 

 より充実した生涯学習・スポーツ事業が展開できるよう、学

校・NPO・企業等との連携を図ります。 

 ①関係機関との連携・ネットワーク化の推進を行い、市民ニーズに

応じた学習の提供に努めます。 

 ②学校教育と社会教育・スポーツの連携・融合を図り、それぞれの

特性・専門分野を生かした事業の実施に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学社連携 

 学校教育と社会教育がそれぞれの主体性を保持

しながら、相互補完や相互協力関係を成立させ、教

育・学習活動を効果的に行うこと。 

 

※学社融合 

 学校教育の授業と社会教育の事業を同一のもの

として実施すること。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①関係機関との連携・ネットワーク化の推進 

 関係団体・NPO・企業等との連携を図り、生涯学習・スポーツ事業

の展開を行うとともに、関係機関のネットワーク化に取り組みます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

NPO 等との連携 NPO をはじめとする関係団体との連携を図り

ます。 

市民活動推進室 

●夜間中学の運営に 

係る支援 

川口市立芝西中学校陽春分校の運営に関する経

費の一部負担及び夜間中学についての広報活

動、入学希望者への情報提供を行います。 

学校教育課 

埼玉県生涯学習 

ステーションの活用 

市内のイベントや指導者情報を県の生涯学習ス

テーションに提供し、県のホームページへ掲載

します。 

生涯学習スポーツ課 

健康･福祉等関係 

機関との連携 

高齢化社会への対応や子育て支援を効果的に進

めるため、関係機関と連携を図ります。 

「親の学習」の支援 埼玉県家庭教育アドバイザーの活用を促進しま

す。 

町会や企業、福祉等関

係機関･団体との連携 

町会や企業、福祉等関係機関・団体と連携し、

学習機会の整備に努めます。 

各公民館 

他機関の生涯学習

情報の提供 

国や県、美術館や博物館等の施設、大学公開講

座、カルチャーセンター等の生涯学習に関する

情報を提供します。 

生涯学習スポーツ課 

各公民館 

【再掲事業】 ・片品村ふれあい交流事業（生涯学習スポーツ課）  P.46 

・各団体への支援及び協働事業（〃）        P.51 

●コミュニティ･スクール（学校運営協議会制度）の充実（学校教育課） P.56 

★協働事業提案制度（市民活動推進室）       P.69 

・民間スポーツ施設の有効活用（生涯学習スポーツ課）    P.75 

・スポーツ情報の収集･提供（〃）               P.77 

・県･関係機関との連携（〃）                  P.77 

・企業との連携（〃）                      P.77 

・協働の学びのまちづくり（生涯学習スポーツ課・各公民館） P.87 

・市民団体等との協働事業（各公民館）             P.87 

 

 

◆施策の展開  ②学校教育と社会教育・スポーツの連携・融合 

 学校と生涯学習・スポーツがそれぞれが持つ施設・資源・人材を活

用し、「学社連携・融合」した事業に取り組みます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

小･中学生 

俳句コンクール 

文化協会加盟団体の俳句連盟と連携して、小・

中学生を対象に、俳句コンクールを開催します。 

学校教育課 

★アウトメディア

の取り組みの充実 

学校教育・社会教育分野それぞれでアウトメデ

ィアの取り組みの充実を図ります。 

学校教育との連携･

融合 

学校教育と社会教育・スポーツが連携し、事業

の推進を図ります。 

学校教育課 

生涯学習スポーツ課 

各公民館 

学校図書館との連携 市内小・中学校への団体貸出のほか、学校図書

館を支援し、連携に努めます。 

図書館 

【再掲事業】 ・学校応援団の充実（学校教育課）    P.56 

・放課後子ども教室（生涯学習スポーツ課）P.59 

・わらび学校土曜塾（〃）        P.59 

・学校開放講座（〃）          P.61 

・小･中学校への音楽家の派遣（〃）    P.66 

・小･中学校体育施設開放事業（〃）    P.75 

 

 

【関連課】 

生涯学習スポーツ課 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

（４）庁内の取り組みの強化 

市職員も一丸となって生涯学習・スポーツ施策を進めてほしいな… 

 

◆現状と課題 

 生涯学習は、個人の心の豊かさの追求とともに、学習を通じた人づ

くりや人と人とのつながりの場づくりといった観点からも、その重要

性が更に増していくものと考えられます。そのため、行政としてこれ

からも市民の主体的かつ自主的な生涯学習活動が行われるよう、各種

団体や地域の人材との連携を図りながら、関連情報の提供に努め、多

様な学びの場を提供していく必要があります。 

また、現在も市民生活・地域振興・市民活動・福祉・保健・消防等

の各部署で、あらゆる視点から市民に向けた学習機会が提供されてい

ますが、一般的には生涯学習・スポーツ事業とは異なる観点で行われ

ることが多く見受けられます。市の限りある人的資源や財源等を有効

に活用するためには、各部署で行われている学習の取り組みを生涯学

習・スポーツ事業の一環としてとらえて、行政が一体となって推進す

る必要があります。 

 そして、社会教育主事・司書・学芸員等の専門的な知識を持った職

員や、多様化・高度化する学習ニーズに的確に対応できる職員による

事業展開と施設運営が求められています。 

 

◆基本的な方向性 

 生涯学習・スポーツ施策をさらに推進していくため、全庁的な

体制を強化するとともに、職員個々のスキルアップを図ります。 

 ①庁内推進体制の充実に取り組み、各部署で行われている生涯学

習・スポーツ施策の情報を把握し、教育委員会内はもとより各部署と

の連携強化に努めます。 

 ②職員の人材育成・資質向上のため、各部署の事業を担当する専門

的な知識を持った職員の確保を行うとともに、職員研修の内容やその

機会の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※人的資源（マンパワー） 

 物的資源と対比した有効労働力等の人的な資源

のこと。 

 

※社会教育主事 

 教育委員会に必置とされている社会教育の専門

的職員。社会教育を行う者に専門的・技術的な指

導・助言を行う。 

 

※司書 

 図書館法第４条により置かれ、図書館の専門的事

務に従事する。図書館サービス計画の立案・収集方

針の立案・資料の選択・分類の決定・参考業務・読

書会の運営等のさまざまな学習活動の支援を行う。 

 

※学芸員 

 博物館法第４条により置かれている専門的職員。

資料の収集・保管・展示・調査研究・教育普及活動

等の専門的事項を司る。 
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※★：重点事業、◎：令和 2 年度から開始する事業、●：平成 27 年度から令和元年度の期間に開始した事業 

◆施策の展開  ①庁内推進体制の充実 

 本計画の「基本理念」に基づいた施策を展開し、庁内の推進体制を

整えます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

事務事業点検評価 効果的な教育行政の推進と説明責任を果たすこ

とを目的として、教育委員会の事務や事業を点

検・評価し、その結果を公表します。 

教育総務課 

★事業評価 事業実施後にアンケート等で事業評価を行い、

検証します。 

生涯学習スポーツ課 

生涯学習推進 

庁内連絡会 

関連所属長で構成し、生涯学習事業の連絡調整

や研究協議を行います。 

生涯学習実務 

担当者会議 

生涯学習・スポーツに関係する各課職員で構成

し、関連事業の連絡調整を図ります。 

★第 2 次蕨市子ども

読書活動推進計画に

基づく施策の展開 

令和元年6月に策定した第2次蕨市子ども読書

活動推進計画に基づき、幼少期からの読書習慣

の定着を促します。 

図書館 

 

 

◆施策の展開  ②職員の人材育成・資質向上 

 研修会等により、学習者のニーズに合った学習相談等に対応できる

人材の育成に努めます。 

 

◆事業例 内容 担当課 

社会教育主事講習

への職員の派遣 

国立教育政策研究所が主催する社会教育主事講

習会に隔年で市職員を派遣して、任用資格を取

得します。 

生涯学習スポーツ課 

職員の専門性の 

向上 

外部講習会等に参加し、新しい情報・スキルを

積極的に取り入れ、専門的知識の向上を図りま

す。 

生涯学習スポーツ課 

生涯学習関連施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コラム】 第 2 次蕨市子ども読書活動推進計画 
 

蕨市・蕨市教育委員会では、子供にとって読書は、「言葉を学び、感性

を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる

力を身につけていく上で欠くことのできないもの」（「子どもの読書活動の

推進に関する法律」第 2 条）という基本理念のもとに、平成 24年 6 月に

「蕨市子ども読書活動推進計画」を策定し、子供の読書活動の推進に取り

組んできました。これまでの成果と課題等を踏まえ、「第 2 次蕨市子ども

読書活動推進計画」（令和元年 6月から令和 5年 5月までの 5 年間）は、

子供が自ら読書に親しめるよう、本にふれる機会や本を読むための環境を

よりいっそう充実するために策定しました。 

 

◀紙芝居だいすき‼ ◀冬のおたのしみ会 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 
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第５章 計画の推進体制 
 

 

１．蕨市がめざす生涯学習社会 

２．計画の進行管理 

３．期待される効果 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

１．蕨市がめざす生涯学習社会 

   

改訂第３次生涯学習推進計画の内容をまとめると？ 

 

 学びへの導入から実践、活用を経て、その学習の成果が市民や地域

に還元されることは、新たな学習意欲を得るきっかけになります。こ

の学びによる循環は、人とのふれあいやつながりという「交流の輪」

が生まれます。本計画の基本理念の実現のため、行政だけでなく、市

民や関係機関との連携・協働により、生涯学習・スポーツを推進する

体制の整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

蕨市がめざす生涯学習社会 

＜基本理念＞“いつでも どこでも 自由に”学び 

 みんなでつくる まち 蕨 

＜基本方針＞ 交流の輪を広げる生涯を通じた学びの支援 

学びから生まれる 

交流の輪 

 

 

 

＜基本目標＞ ５．学びを支える体制づくり 

実践 還元 

活用 

＜基本目標＞ 

 

１．学びのきっかけづくり 

＜基本目標＞ 

 

４．学びを生かす仕組みづくり 

＜基本目標＞ 

２．多彩な学びの場づくり 

３．スポーツ・レクリエーションで 

  まち・人・健康づくり 

 

NPO・ 

民間企業等 

連携・協働 
大学等 

研究機関 
（市民の）

審議会・ 

委員会等 学校・ 

PTA 

各関係 

機関 

社会教育 

関係団体 

商工会議所・ 

観光協会 
町会・ 

自治会 市民団体 市民 

国・県 



    第５章 計画の推進体制 

95 

 

２．計画の進行管理 

   

計画の進行状況は、どうやってチェックしていくの？ 

 

 本計画に掲載した施策は、PDCA のマネジメント・サイクルにより

進行状況を管理しながら、推進します。 

①計画【Plan】：施策の基本方針に沿った目標・指標を設定し、それ

を達成するための事業を計画します。また、それに必要とされる予

算・人員を配分します。 

②実行【Do】：目標達成に向けた施策・事業を実施し、その事業に対

しての助言・調整・促進を行います。 

③点検・評価【Check】：行政による評価、市民等で構成する審議会等

での意見、アンケート調査等を踏まえて、施策・事業について総合

的に点検・評価を行います。さらに、その結果を公表し、評価結果

の検証を行います。 

④改善【Action】：評価の分析・整理を行い、問題点の把握や改善に努

め、次の施策や事業計画に生かします。また、社会情勢や生涯学習

を取り巻く環境の変化、国・県・市の生涯学習施策の方向性等の状

況により、計画期間（令和 2～6 年度）の途中であっても必要に応

じて見直しを行います。 

 さらに、より効果的・効率的な生涯学習に関する施策の展開や、市

民への説明責任を果たすため、客観的な根拠を重視した行政運営

（EBPM）にも留意して進行状況の管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○外部評価     ○事業評価 

○アンケート調査 等 

○評価の結果分析・整理 

○問題点・課題の把握 等 

○施策の基本方針  ○重点施策 

○個別事業計画   ○事業目的の明確化 等 

○計画に基づいた事業の実施 

○事業への助言・調整・促進 等 

※PDCA のマネジメント･サイクル 

 事業活動における生産管理や品質管理等の管理

業務を円滑に進める手法の一つ。Plan（計画）→

Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）の

4 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改

善する。第二次世界大戦後、品質管理を構築したウ

ォルター･シューハート、エドワーズ･デミング（い

ずれもアメリカの統計学者）らに提唱された。 

 

※説明責任（アカウンタビリティ） 

 行政が適切なサービスを提供しているかを納税

者に対して説明する義務のこと。 

 

 
※EBPM（Evidence Based Policy Making 略） 

客観的な根拠に基づく政策立案のこと。政策の企

画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政

策目的を明確化したうえで合理的根拠に基づくも

のとするということ。政策効果の測定に重要な関連

を持つ情報や統計等のデータを活用した EBPM の

推進は、政策の有効性を高め、行政への信頼確保に

資するものとされている。 
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※ワラビ－くんの声：生涯学習について、みんなが知りたいことや疑問を投げかけている。 

３．期待される効果 

   

５年後の蕨は、どうなっているかな？ 

 

 行政として本計画の推進にあたり、市民との連携・協働により生涯

学習によるまちづくりを行うため、学びへの導入・学びの実践・学び

の成果の社会還元といった学習活動と、それらを支える体制の整備に

努めます。あわせて、市民が自主的に地域課題の解決や地域の教育力

の向上のために、学習の成果を生かせる環境を創出できる取り組みを

行います。 

 また、生涯学習社会の実現のため、学習の成果が適切に評価され、

その成果がさまざまな形で活用されることが必要であり、そのことが

学習者にとっては生きがいの創出、地域にとってはまちの活性化とい

う効果を生み出します。 

 この効果は、生涯学習関連施設の利用者数や事業の実施数・参加者

数といった数値の評価（アウトプット指標）だけで測ることができる

ものではなく、むしろ、その事業に参加をすることで生じる成果、つ

まり市民の意識・行動の変容や地域社会の変化等の評価（アウトカム

指標）で測ることも重要です。 

 本計画では、このような視点に立った取り組みを行うことにより、

学習の成果を生かした“生涯学習社会の実現”から活力ある“まちづ

くり”につながることを期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※   の内容は、蕨市における課題や

検討事項、重点を置く事柄を示している。 

 
 

 自主的・主体的な学び

を通して、自らを高める

とともに、人と人との交

流の輪を広げ、学びの成

果をまちづくりに生かし

ます。 

 あらゆる機会・場所に

おいて、学ぶことのでき

る環境を整え、地域の特

性に合わせた事業を展開

し、生涯学習によるまち

づくりを進めます。 

協働のパートナーの 

あり方 

中学・高校・大学生の

地域参加 

地域ボランティアの 

養成 

まちづくりとのリンク 

男性シニアの活用 

地域の教育力の向上 

地域課題の解決 

学校・家庭・地域の 

連携 

地域人材の発掘 

市民団体等への支援 

学習情報の発信 

キャリア教育・ 

リカレント教育 

生涯学習社会の実現… 

蕨の生涯学習・スポーツの輪で広げる“まちづくり”へ 

数値で測ることが難しい… 

生涯学習の効果 

※アウトプット指標 

 事業数やその対象となった人の数、参加者数等を

図る指標。 

 

 ※アウトカム指標 

 施策や事業の成果を測る指標。人々の意識や行動

の変化、地域の変化等、具体的な効果や成果をもた

らしたか問う指標。 

 



    資料編 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
 

 

１．生涯学習・生涯スポーツに関する 
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１．生涯学習・生涯スポーツに関する市民意識調査（自由意見）

 生涯学習・生涯スポーツ全般        

・講演会や講座など年配の方が多く、若い人達が

いないイメージがあるため、参加したくてもき

っと年配者ばかりだろうとあきらめてしまう

事がたくさんあります。そのため、参加募集要

項で年代を区切って頂きたいと思います。20

代～40 代、50 代～80 代のようにしないと、

若い世代が参加しづらいと思います。 

 

・今まで、生涯学習スポーツに全く関心がなく考

えた事も正直なかったのが現状です。今回のア

ンケートをきっかけに、どのような活動をして

いるのか少しは関心が持てるよう、情報に目を

通してみようと思いました。 

 

・年金暮らしのため、生活に余裕がありません。

低価格の物しか参加できません。 

 

・蕨市は、生涯学習、生涯スポーツには積極的に

取り組んでおり、市民にとって大変ありがたい

事です。私自身は年齢、体調により参加できな

い事も多く残念です。もう少し若い時に知って

いれば良かったと思います。これからも子供た

ちや成人が参加できる基盤を失くさないよう

お願いします。 

 

・色々な生涯学習を企画して頂き有難うございま

す。私はひざや腰等が痛み、犬の散歩が精一杯

ですので、参加する事ができません。より蕨市

が住みやすい町となります様、祈っております。 

 

・いろんな学習、スポーツなど参加したいのです

が腰の骨を折ったり、ひざが痛かったりでサッ

サと行動できません。お知らせなど見て、行き

たいと思ってもあきらめています。 

 

・昨年引っ越してきたばかりで、情報が入りにく

いのでそういう人にもわかりやすいような広

報、PR があると良いなと思う。また乳幼児が

いると、興味があってもなかなか参加しにくい。

子連れ OK な物が増えたらよいなと思う。（育

休中や専業ママたちは、外に出る機会が欲しい

と思っている人も多いと思う。） 

 

・視覚障害者です。開催情報の発信頻度や方法を

拡大して下さい。参加時は、妻同伴で行けます。

参加できる物は極力参加し、音楽や落語など聞

いてみたいです。情報（広報蕨など）を待って

います。 

 

 

・蕨市は頑張っていると思います。より一層、市

民のために充実した文化生活を期待します。 

 

・蕨に住むようになって、子供 5 人もうけ、おか

げさまでこの歳までいろんな事を学ばせて頂

きました。おかげで、これまで悔いない生活を

送っています。これからもいろんなことに前向

きに生きていきたい。有難うございました。 

 

・私自身は特に活用できていませんが、子供はテ

ニスを習ったり、夏休みの工作講座などに参加

させて頂いています。そういう意味では子供向

けの講座はもう少し増やして頂けると嬉しい

です。（陸上などの）種目を増やす事も検討し

て頂ければ…。 

 

・人生を豊かにするために、学習やスポーツに取

り組んでみたいという気持ちはあるものの、仕

事と育児に追われ、なかなかきっかけがつかめ

ません。子育て世代がよく利用しそうな施設

（児童館や市役所等）にもっと目立つように情

報を掲示して頂くなど、子育てに関するイベン

ト、子供達が喜びそうなイベントが増えればい

いなぁと思います。 

 

・毎朝、近くの公園でラジオ体操や太極拳などの

運動をできたら楽しいと思います。 

 

・小さな子供と 70歳以上のお年寄りが、共に過

ごすような講座があったら楽しいと思う。駅前

でやっている、わら音のイベントが内輪ウケな

印象がある。参加しづらい。酔っ払いも多い。 

 

・蕨市民音楽祭の 1回目、2回目の時のような 

音楽家の人と一緒に立てるステージが欲しい

です。2回目に参加したのですが、知らない人

とも音楽を通じて仲良くなれて次回も参加し

ようと話していたのですが、3回目以降なくな

ってしまいました。よろしくお願い致します。 

 

・高齢化社会に向けて、高齢者が楽しく安価に筋

トレや体操ができる機会があればと思います。

また、女性だけの高齢者体操教室もあればと思

います。 

 

・自分に合った生涯学習が何か？どの様な生涯学

習を市で行っているのか？自ら情報を取りに

行っていないので良くわからない。興味がある

のは料理、太極拳、落語。 
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・生涯学習も生涯スポーツも色々とやりたい事は

あるが、現実に妻の介護と自身の健康維持で精

一杯の生活を３年以上続けている状況です。 

 

・タバコによる健康被害について、無償で多数回

の講習を行って頂きたいです。私が暮らしてい

る地域は、歩きタバコをされる方が多く、駅前

の「禁煙」と書かれた張り紙の前でさえ喫煙さ

れる方がいるほどです。周りには保育園や中学、

高校もあり、小さな子供も多くいます。私事で

はありますが、幼少から副流煙を吸わされる虐

待を受けてきたものですから、とても他人事と

は思えずにいます。喫煙者の方にはルールを守

って頂きたいですが、張り紙だけでは改善は望

めません。長くなってしまいましたが、上記の

理由により、吸う人も吸わない人ももっと意識

の改善が必要かと思います。 

 

・今後高齢化社会になり、市として高齢者への対

応と、子供向けの PR 活動やその方々に向けた

行事を季節ごとに行う事をお勧めします。高齢

者への対応としては、PC 会社と協働でまちづ

くりなどすると活性化が見込めると思う。高齢

者向けのスマートフォンの使用方法や、PC サ

イトを利用した宅配ボックスの受け取り方法

の講座などのほか、蕨市内のアプリマップを作

成するか、クーポンの発行、バスの切符をアプ

リケーション化するといった方法でまちの活

性化と管理を行えます。一方、子供向けの PR

としては、商業施設を充実させるとともに、子

供向けの行事を増やす事で、蕨市だけでなく、

近隣市からその行事へ参加する子供や大人が

多くなり、蕨市に親しみを持ってもらえると思

う。以上、長文になりましたが、この意見がき

っかけでまちの活性化につながれば幸いです。

頑張って下さい。応援しています！ 

 

・単身で仕事をしています。夜間、土、日の参加

できる講座、イベントを増やしてほしいです。 

 

・何を実施するにも、あの手この手での宣伝が必

要だと思います。 

 

・場所と時間と費用が合えばできる。 

 

・治安が良くなって行けば良いと思います。また、

プロの技術や考えに触れる事が大切だと思う

ので、プロスポーツ選手やミュージシャンなど

と会う事のできる機会があればなと思います。 

 

 

 

 

 

・蕨市に引っ越してから３年がたちましたが、自

分の家の周りと駅周辺しか知りません。どこに

何があるかなどを全然知らない状態です。広報

なども読んでいますが、どこでどんな講座をや

っているか、いくらするのかがよくわかりませ

ん。また、興味のあるイベントなどをみつけて

も、ほぼ土日で、私は休みではないため参加で

きなかったり、たまに平日でも時間が合わなか

ったりと残念な思いをしています。サービス業

は土、日、祝日はほとんどお仕事だと思うので、

そういう人達に向けた、ストレス発散ができる

スポーツイベントなどもあると嬉しいと思い

ます。いずれ子供ができた時に、家族皆で地域

の方々と交流できるような講座や、スポーツイ

ベントに参加できたらいいなぁと思います。 

 

 

・体操、ダンス等のクラブに入れて頂き、２５年

以上楽しくやってきましたが、自身の病院通い

のために、それぞれの会から退会いたしました。

それぞれ長い付き合いの人々には色々の面で

お世話になり、助けられて今に至っております。

時々、食事等に誘って頂き、有り難い事です。

どなたでも気軽に入れるサークルをもっとア

ピールして会員を増やす方が良いかと思いま

す。一生の友人ができ、病人でも楽しい時間を

過ごせると思います。 

 

・蕨は好きです。だから住んでいます。生涯学習

スポーツについては、まったく異次元の話のよ

うで今まで考えていませんでした。参加する、

しない以前の事で知らずに生活をしています。

今後は必要となる大事な情報であります。 

 

・埼玉県蕨市の和楽備神社で日本の伝統音楽、雅

楽の教室を開いてもらえると嬉しいです。それ

から蕨市内のお寺で、写経などをやってもらえ

ると、人々の心の支えに成ると思います。 

 

・未だに現役会社員生活、単身生活のため、他の

イベント、市民との交流に興味を持っていない。

いずれ現役を退いた後、考えると思う。その折

にはお世話になると思います。 

 

・プログラミング（Python）、AI、ディープラー

ニング、ブロックチェーン、5G、VR、AR マ

テリアルズインフォマティクスなど、知ってお

かないと今後の社会を理解できないような知

識を得る場があれば参加します。 
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 施設                    

・施設が西口側（駅を中心として）に片寄りすぎ

ている。身体が不自由な者に対して線路を超え

る事がどんなに遠方であるか。 

 

・ペットと使用可能な施設を増やしてほしいです。

よろしくお願いします。 

 

・近所のお年寄りの集まる所、同じメンバーが何

年も参加しているイメージです。市民会館が遠

いので塚越地区にももっと充実した施設を。図

書館利用は、川口市のキュポラ内の施設を利用

していて、利用者のマナーが良い。蕨市立図書

館は、本が古い感じがします。本気でやってい

る感じがしない。 

 

・図書館の充実は是非、最優先でお願いしたい。

特に新たな投資不要で、できるであろう貸出数

の点数 upを！ 

 

・市内の施設の場所が分かりにくいです。選挙の

投票所も迷子になりながらようやく…。案内用

に分かりやすいマップなどがあれば転入者に

もやさしい街になるのでは？せっかくイベン

トがあっても場所が分かりづらければそこで

めげてしまいます。 

 

・私自身、西小学校体育館にて毎週子供たちとド

ッジボールの指導をしています。夏場は暑すぎ

て練習になりません。クーラーの設置やドッジ

ボールラインの常設をお願いしたいです。 

 

・図書館の蔵書や設備は、周辺自治体と比較して

劣っていると感じるので、是非力を入れて頂き

たいです。 

 

・生涯学習というのであれば、子供から老人まで

まんべんなく学習できるのが理想であるが、蕨

市のプログラムは老人向けの物が多く見うけ

られます。蕨市は財政難という事もあり、子供

の施設が減少していると感じています。蕨市が

持続的に発展して行くためには、子育て世代、

若者に魅力のある街づくり施設、プログラムが

必要不可欠だと思います。蕨市の抱えている

数々の問題の解決が優先なのは理解できます

が、もっと先を見た政策を行ってもらいたいで

す。蕨市は近隣の戸田市や川口市と比べると子

供向けのプログラムや施設が整ってない事も

あり、著しく少ないように思います。私が小さ

い頃の蕨は、子供も多く市民プールなどの施設

は活気であふれていました。高齢者の多い蕨で

は、老人向けプログラムが多いのは、致し方な

いですが、子供向けも増やして活気のあったあ

の頃の蕨市を取り戻してもらいたいです。 

・蕨市は公共施設が古く、足が悪い人や体の調子

が悪い人が活動しづらいですね。引越ししてき

てビックリしました。高齢の方には住みづらい

と思っています。どこも古く使いづらいので、

東京や川口、浦和方面に出かける事が多いです。 

 

・テニスコートの支払いをコンビニでもできるよ

うにしてほしい。テニスコートの駐車場が分か

りにくいです。 

 

・市内にもっと学習できる場所が欲しいです。 

（特に図書館設備の充実）あとは、市民が自由

に利用できる音楽スタジオがあれば良いと思

います。 

 

・もっと若い人たちが参加できるスポーツ企画が

あるといいと思います。道具を使って遊ぶ場所

が少ないように感じます。 

 

・蕨市は、小さい面積の中に公民館の数も多く、

民間のスポーツジムも多いし恵まれていると

思います。本人の意思があれば、活用できます。

今、ジム通いが楽しいです。公民館の講座に、

20 年程前に参加して 15 年位続いて活動しま

したが、私より下の年代の方々が、入会されな

かったので、消滅しました。子育て世代、子育

てが終わった世代の参加が増えるといいと思

いました。 

 

・図書館はさいたま市、川口市を利用。蔵書が多

いため。蕨は遠いので。 

 

・土･日･祝日にワンコイン（500 円）位で体験

できる体操教室（ヨガ･ピラティスなど）を増

やして欲しいです。毎週曜日が決まっているよ

り、その都度（あるいは 2-3 回分）申し込み

する方が予定を立てやすいです。平日の昼間は、

ご高齢の方の参加が多く見られます。壮年層

（20代～50代）の方も参加しやすい時間帯、

曜日の講座があると嬉しいです。図書館北町分

館を利用させて頂いています。絵本は充実して

いて大変ありがたいです。新聞は埼玉新聞一誌

なので、2-3誌に増えると嬉しいです。雑誌も

生活情報誌や女性誌があると嬉しいです。 

 

・平日はフルタイムで仕事をしているため、市の

施設は使用しておりません。情報と環境があれ

ば民間で習っているスポーツクラブでのヨガ

や、介護講座等参加したいです。 

 

・公民館で年間を通して時間、場所を決めて借り

ていますが、申し込みは 1 年間に 1 回ではだ

めですか。高齢で自転車にも乗れないので毎月

1回はとても負担が大きいです。 
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・7年前まで隣の川口市に住んでいましたが、川

口市に比べるとスポーツの講座が少ないよう

に感じます。市民体育館で 3ヶ月ごとに教室が

あるようですが、体操とヨガばかりで、テニス

や水泳などといった物が全然ないですよね。

（気付いてないだけかもしれませんが…）川口

市に割と球技の教室があります。施設の多さも

関係するとは思いますが、もう少したくさんの

人が参加しやすいような教室をやってほしい

です。 

 

・蕨市にも屋内プールを作ってほしい。中央プー

ルの更衣室（トイレ、シャワー）が暗いイメー

ジ。 

 

・長期で続けて行ける講座を増やすと良いと思い

ます。広報を見ても値段の割に回数が少ないも

のが多く感じます。スポーツにしても種類が少

なく、あまり興味がわきません。図書館の本の

種類が少なく暗い感じでした。この先、ますま

す蕨市は高齢者が多くなっていくと思います。

お年寄り達が気軽に安価で通える場を作って

はどうでしょうか。蕨市はお年寄りに優しいコ

ンパクトシティになってほしいと願います。 

 

・公民館を利用した子供たちの学習･スポーツ 

（習い事として）が充実している事を願います。

公民館利用料金などで主催者側ともめるとい

う様な事を耳にしますが、蕨に住む子供たちの

ために厳しい制限をせず、今ある公的建造物を

しっかり利用して、親や子供が共に成長できる

都市を目指してほしいです。意識の高い親も多

い事ですので、習字･英語･音楽･体操類の習い

事は普通ですので、この類の事が公民館ででき

ると助かる!!月謝が安い必要はないと思います。

充実した内容の学習が公民館でできると話題

となり活性化につながるかと思います。 

 

・民間のスポーツ関連企業と連携した施設運営を

進めてほしい。市主体での運営（経営）の場合

「公務員的」な発想が多く、どこか利用しにく

い。利用者を考慮していない企画となっている

（他県、他市も同様）。例）栃木県足利市では

「ボーネルンド」とコラボし、子供 100 円で

２時間遊べるキッズスペースを運営している。

遊具も最新の物で利用者（子供）も喜んでいた。

学習企画も同様に、民間企業に積極的に呼びか

け運営できる仕組みを考えてほしい。現状、働

く世帯の利用を考慮していない。平日夕方の講

座を受講する事は不可能。高齢者のみの利用を

考えているのか。これでは若者は寄りつかない。 

 

・健康麻雀（3ない）需要があります。公共施設

でもできるよう、初心者教室の開講や環境を整

える事を要望します。 

 

 その他                  

・蕨はとても暮らしやすいです！ 

 

・蕨市は川口市と比べてとてもコンパクトで目の

行き届くまちであると思います。小さいまちゆ

えのメリットを活かし、また、その特徴を活か

し、住みよいまちづくりを目指して頂きたいで

す。頑張って下さい。 

 

・県外、市外から住みたいと思われるような街づ

くりを期待しています。 

 

・最近、子供達が遊べる公園が少なくなっている

ような気がします。 

 

・より良い町づくりに努力します。 

 

・取り組みは行っているのだと思いますが、情報

としてほとんど届いておりません。広報誌等に

掲載はあるのでしょうが、昔ながらの広報誌と

いった感じで手に取る事はあまりありません。

もっとポップな体裁にするとか、メール配信等、

時代に合った広報活動を積極的に行う方が良

いと思います。 
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２．計画についての意見 パブリック・コメント 
 

○実施内容 

 生涯学習推進計画を策定する過程において、その案を公表し、広く市民から意見を募る

ことで、市民参画機会の確保や市民への説明責任を果たすとともに、本計画に反映するこ

とを目的に実施しました。 

 

・実 施 期 間  令和 2年 2月 10日（月）～3月 1日（日） 

 

・閲 覧 方 法  公共施設窓口（市役所･公民館･図書館･ネットワークステーション） 

及び市ホームページ 

 

・意見の件数  0件（0人） 
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３．計画策定にあたって 

（１）計画策定の経過 

年 月 日 会議名称等 内 容 

平成 31 年 

3 月 26 日（火） 

平成 30 年度 

社会教育委員会議 

（第 3 回） 

改訂第 3 次蕨市生涯学習推進計画について（協議） 

 ・計画策定の概要 

 ・策定のスケジュール 

4 月 26 日（金） 定例教育委員会 改訂第 3 次蕨市生涯学習推進計画について（報告） 

 ・策定のスケジュール 

令和元年 

5 月 21 日（火） 

公民館長会議 生涯学習･生涯スポーツに関する市民意識調査の項目の検討依頼 

6 月 18 日（火） 公民館長会議 生涯学習･生涯スポーツに関する市民意識調査の項目の聴取 

6 月 25 日（火） 生涯学習実務担当者会議 

（第 1 回） 

改訂第 3 次蕨市生涯学習推進計画について 

・計画策定の概要 

・生涯学習･生涯スポーツに関する市民意識調査 

・生涯学習･生涯スポーツ関連事業調査 

7 月 23 日（火） 社会教育委員会議 

（第 1 回） 

改訂第 3 次蕨市生涯学習推進計画について（協議） 

・生涯学習･生涯スポーツに関する市民意識調査 

8 月  8 日（木） 生涯学習推進庁内連絡会 

（第 1 回） 

改訂第 3 次蕨市生涯学習推進計画について 

・計画策定の概要 

・生涯学習･生涯スポーツに関する市民意識調査 

・生涯学習･生涯スポーツ関連事業調査 

8 月 16 日（金） 定例教育委員会 改訂第 3 次蕨市生涯学習推進計画について（報告） 

・計画策定の概要 

・生涯学習･生涯スポーツに関する市民意識調査 

9 月  1 日（日） 生涯学習･生涯スポーツに

関する市民意識調査 

基 準 日／9 月 1 日（日） 

調査期間／9 月 1 日（日）～9 月 30 日（月） 

対 象 者／住民基本台帳を基に無作為抽出した市内在住の 

     16 歳以上の男女 1,000 人 

9 月  1 日（日） 生涯学習･生涯スポーツ 

関連事業調査 

蕨市及び関係機関が実施する生涯学習･生涯スポーツ関連事業に

ついて調査 

10 月 30 日（水） 社会教育委員会議 

（第 2 回） 

改訂第 3 次蕨市生涯学習推進計画について（報告） 

・生涯学習･生涯スポーツに関する市民意識調査の集計結果 

11 月 26 日（火） 生涯学習実務担当者会議 

（第 2 回） 

改訂第 3 次蕨市生涯学習推進計画について 

・生涯学習･生涯スポーツに関する市民意識調査 

・事業調査の集計結果等 

11 月 29 日（金） 公民館運営審議会 

（第 2 回） 

改訂第 3 次蕨市生涯学習推進計画について（協議） 

・計画策定の概要 

・生涯学習･生涯スポーツに関する市民意識調査の集計結果 

令和 2 年 

2 月  7 日（金） 

定例教育委員会 改訂第 3 次蕨市生涯学習推進計画について（協議） 

・改訂第３次蕨市生涯学習推進計画（案）について 

2 月 10 日（月） パブリック･コメント 実施期間／2 月 10 日（月）～3 月 1 日（日） 

3 月 19 日（木） 社会教育委員会議 

（第 3 回） 

改訂第 3 次蕨市生涯学習推進計画について（協議） 

 ・改訂第３次蕨市生涯学習推進計画（案）について 

 ・パブリック･コメントの結果 

3 月 26 日（木） 定例教育委員会 改訂第 3 次蕨市生涯学習推進計画について（協議） 

 ・改訂第３次蕨市生涯学習推進計画（案）について 

 ・パブリック･コメントの結果 

3 月 27 日（金） 公民館運営審議会 

（第 3 回） 

改訂第 3 次蕨市生涯学習推進計画について（報告） 
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（２）策定に関わった方々 

◆教育委員   

役職名 氏  名 

教育長  松 本 隆 男 

教育長職務代理者  加 藤 正 明 

委員  飯 野 朗 子 

委員  萩 原 敏 行 

委員  小 島 奈津子 

 

◆社会教育委員    （◎：議長、○：副議長） 

所属団体等 氏  名 

学識経験者・蕨商工会議所 副会頭 ◎ 德 丸 平太郎 

外遊びを考える会「どろんこの王様」代表 ○ 新 妻 朋 子 

蕨市小中学校長会（東中学校 校長）  佐 藤 恵 子 

学識経験者・東京大学名誉教授  佐 藤 一 子 

学識経験者・主任児童委員  山 野 京 子 

放課後子ども教室運営委員会 委員  平 井 恵 子 

旭町婦人会 副会長  前 川 康 恵 

わらび学校土曜塾運営委員会 委員  佐 藤 教 平 

蕨市体育協会 会長  佐 藤 則 夫 

蕨市音楽家協会 会長  松 﨑 義一郎 

塚越地区生涯学習連絡会 委員  上 野 梢 

蕨市青少年団体連絡協議会 会長  須 賀 昭 仁 

蕨市文化協会 会長  智 内 兄 助 

蕨市 PTA連合会 副会長  前 野 まゆみ 

蕨市子ども会育成連合会 副会長  杉 山 芳 朗 

蕨市小中学校長会
（塚越小学校 校長） 

（平成 31 年 3 月まで）  茂 呂 尚 美 

 

◆公民館運営審議会  （◎：会長、○：副会長） 

所属団体等 氏  名 

御殿ダンス同好会 会員 ◎ 大 鷲 輝 国 

NPO法人ふうせん 代表 ○ 園 川 泰 子 

蕨市小中学校長会（中央東小学校 校長）  朝 倉 伸 行 

北町２丁目町会 会員  松 原 由紀恵 

公民館利用団体  笹 恵 子 

チアダンスミッキーズ 代表  山 田 由紀子 

蕨パソコン支援隊 隊長  中 村 和 弘 

塚越バドミントンクラブ 会員  宮 嵜 直 子 

バランスボールクラブ  村 川 奈津子 

蕨市子ども会育成連合会 錦町支部  中 捨 文 子 

日本語ボランティアわらび中央  小 西 政 勝 

音楽を広める会 会長  髙 野 眞由美 

公民館利用団体  土 肥 仁 美 

南町ノートパソコンクラブ 代表  長谷川 昭 

あさひ童謡の会 代表  小 澤 俊 子 
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◆蕨市 

  

◇生涯学習推進庁内連絡会 

所 属 ・ 職 名 氏  名 

教育委員会 教育部長 渡 部 幸 代 

参事・秘書広報課長 田 谷 信 行 

総務部 庶務課長 國 井 信太郎 

総務部 政策企画室長 有 里 友 希 

総務部 税務課長 田 熊 純 也 

市民生活部 次長・安全安心推進課長 小 柴 正 樹 

市民生活部 次長・商工生活室長 小谷野 賢 一 

市民生活部 市民課長 筒 井 洋 二 

市民生活部 市民活動推進室長 樋 口 裕 一 

市民生活部 医療保険課長 白 鳥 幸 男 

健康福祉部 福祉総務課長 安 治 直 尚 

健康福祉部 児童福祉課長 福 田 望 

健康福祉部 介護保険室長 岡 田 陽 一 

健康福祉部長・総合社会福祉センター所長 関 久 徳 

健康福祉部 保健センター所長 石 丸 岳 広 

都市整備部 まちづくり推進室長 丸 山 友 之 

都市整備部 道路公園課長 榎 戸 晃 

市立病院 庶務課長 小 川 淳 治 

消防本部 総務課長 鈴 木 経 一 

水道部 業務課長 尾 上 聡 

教育委員会 教育部教育総務課長 田 中 昌 継 

教育委員会 教育部次長・学校教育課長 原 田 卓 治 

教育委員会 教育部生涯学習スポーツ課長 松 永 祐 希 

教育委員会 中央公民館長 加 納 克 彦 

教育委員会 図書館長 佐 藤 昌 史 

 

 
◇社会教育施設長（教育委員会） 

所 属 ・ 職 名 氏  名 

中央公民館長 加 納 克 彦 

東公民館長 岡 部 次 男 

西公民館長 星 野 尚 子 

南公民館長 野 田 智 之 

北町公民館長 鈴 木 啓 文 

下蕨公民館長 大 山 麻美子 

旭町公民館長（指定管理者） 井 田 誠 

図書館長 佐 藤 昌 史 

歴史民俗資料館長 佐 藤 直 哉 

 

 

 

  

◇生涯学習実務担当者 
所 属 ・ 職 名 氏  名 

秘書広報課主事 佐 藤 貴 一 

総務部 政策企画室主事 仲 田 翼 

市民生活部 安全安心推進課主事 関 口 優 雅 

市民生活部 市民活動推進室主事 鈴 木 裕 長 

健康福祉部 介護保険室主査 村 山 雄 輝 

健康福祉部 福祉・児童センター主任主事 細 野 健 次 

健康福祉部 保健センター主事 柏 瀬 直 樹 

教育委員会 教育部教育総務課庶務係長 渡 邊 浩 介 

教育委員会 教育部学校教育課指導係長 松 永 由美子 

教育委員会 教育部生涯学習スポーツ課主事 武 田 慎 吾 

教育委員会 教育部生涯学習スポーツ課主事 三 井 寿 貴 

教育委員会 中央公民館庶務係長 瀬 口 正 浩 

教育委員会 東公民館主査 庄 野 彩 子 

教育委員会 西公民館主事 岡 本 知 佳 

教育委員会 南公民館専門員 黒 須 圭 美 

教育委員会 北町公民館主査 棚 井 貴 子 

教育委員会 下蕨公民館主事 吉 越 三 穂 

教育委員会 図書館管理係長 藤 橋 篤 

教育委員会 歴史民俗資料館主査 山 崎 陽 子 

 

 
◇事務局（教育委員会教育部生涯学習スポーツ課） 

所 属 ・ 職 名 氏  名 

生涯学習スポーツ課長 松 永 祐 希 

生涯学習スポーツ課生涯学習振興係長 竹 田 有 里 

生涯学習スポーツ課主事 深 津 恭 平 

生涯学習スポーツ課主事 島 袋 未 有 

 

 

 

 

 
≪参考文献≫ 

・令和 2 年度版 生涯学習･社会教育行政必携 

（第一法規） 

・生涯学習･社会教育実践用語解説 

（財団法人 全日本社会教育連合会） 
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（３）脚注 一覧 
行  用語 等 ページ  行  用語 等 ページ 

あ  アウトカム指標 96  か  子どもの読書活動優秀実践図書館･団体（個 14 

  アウトプット指標 96    人）文部科学省表彰  

 ○ アウトメディア指導員養成講座 83    こども 110 番の家 58 

  赤ちゃんの駅 85   ○ コミュニティ情報紙 46 

  生きる力 54   ○ コミュニティ委員会 68 

 ○ ウィークエンドスクール 59   ○ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン 3 

  エコキャップ運動 62   ○ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン 後期実現計画 3 

 ○ おはなし会 55  さ  さいたま教育ふれあい賞 14 

 ○ おもちゃの病院 52    埼玉県教育振興計画 11 

 ○ 親子講座 59    埼玉県 5 か年計画 11 

 ○ 音楽によるまちづくり推進事業 15    埼玉県コバトン健康マイレージ事業 79 

 ○ 音楽を広める会 52    埼玉県社会教育委員会議建議【平成 31 年 4 月】 11 

か ○ 介護ホッとおしゃべりサロン 52    埼玉県生涯学習推進指針【平成 25 年 3 月】 11 

 ○ 改訂 第２次蕨市生涯学習推進計画 3    彩の国ふれあいピック秋季大会 63 

  学芸員 90    司書 90 

  学社融合 88   ○ 自然体験教室 59 

  学社連携 88    持続可能な社会 62 

  学習課題 48    指定管理者制度 74 

  学習形態 60   ○ 児童館 一覧 54 

  学習成果の活用 80   ○ シニア世代対象事業 61 

  学習成果の評価 80   ○ 姉妹都市アメリカ合衆国カリフォルニア州エルドラド郡 73 

  学習相談 48    市民参画 86 

  学習ニーズ 45   ○ 市民体育館 スポーツ事業 75 

 ○ 各団体への支援及び協働事業 51    社会活動 82 

  学校応援団 56    社会教育委員 11 

  学校評議員 56    社会教育関係団体 50 

 ○ 合宿通学 13    社会教育施設 一覧 54 

  家庭教育 2    社会教育主事 90 

  家庭教育学級 57    社会教育審議会答申【昭和 46 年４月 30 日】 9 

  河鍋暁斎 65    社会教育法 10 

  環境浄化 58   ○ 生涯学習活動推進事業 14 

 ○ 季節のイベント 55   ○ 生涯学習カレンダー 13 

  教育改革 9    生涯学習関連施設 84 

  教育基本法 2    生涯学習審議会 2 

  教育基本法【第３･10･13 条】 10    生涯学習審議会答申【平成 4年 7 月 29 日】 2 

  協働 86    生涯学習の振興のための施策の推進体制等の 9 

 ○ クールオアシス事業 85    整備に関する法律  

  熊本地震 7    生涯学習フェスティバル 47 

  傾聴ボランティア 69   ○ 生涯学習まちづくり出前講座 13 

  ゲートキーパー 79    「生涯教育」と「生涯学習」 9 

  ゲスト･ティーチャ― 56    生涯スポーツ 74 

 ○ けやき文化賞 受賞者 66   ○ 小学生対象事業 58 

  現代的課題 48   ○ 小学生対象 春･夏･冬休み教室 59 

  高位･中位･低位 6   ○ 小･中学校体育施設開放 75 

  コーディネート 82   ○ 小･中学生対象運動事業 58 

 ○ 広報蕨 44    食育 78 

  公民館運営審議会 13    人権課題 72 

 ○ 公民館施設の開放 85    人権週間 46 

 ○ 公民館報 46    人生 100 年時代 6 

 ○ 高齢者学級 63    人的資源（マンパワー） 90 

 ○ 高齢者対象軽体操教室 63   ○ スキル講座 61 

 ○ 高齢者のための憩い･交流等の公共施設 63    優れた「地域による学校支援活動」推進にか 14 

  国立社会保障･人口問題研究所 6    かる文部科学大臣表彰  

 ○ 子育てサロン 57    スケアード･ストレイト 61 

  子育て支援 54    スポーツ 74 

 ○ 子育て世代包括支援センター（保健センター内） 56    スポーツ推進委員 77 
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行  用語 等 ページ  行  用語 等 ページ 

さ  生活習慣病 78  は  ビッグデータ 6 

 ○ 青少年を有害情報等から守るパトロール隊 51    必要課題 49 

 ○ （蕨市の）成年式 64    ファシリティマネジメント 85 

 ○ 成年式発祥の地記念像 12    ブックスタート事業 57 

  説明責任 95   ○ ふれあい交流協定 46 

  全国生涯学習フェスティバル（まなびピア） 14   ○ 文化活動事業助成事業 助成対象となる事業 51 

  総合型地域スポーツクラブ 77   ○ 文化祭 47 

た ○ 第 5 期蕨市障害福祉計画 68   ○ 文化ホールくるる等文化芸術振興事業 14 

 ○ 第 3 次蕨市生涯学習推進計画 3   ○ 平和事業 47 

 ○ 第 2 期蕨市教育振興基本計画 4    防火管理者 62 

 ○ 第 2 期蕨市子ども･子育て支援事業計画 54    放課後子ども教室 14 

 ○ 第 2 次蕨市子ども読書活動推進計画 15    ポール･ラングラン 9 

 ○ 第 2 次蕨市生涯学習推進計画 3  ま  まちづくり（地域づくり） 60 

  第 4 次産業革命 6   ○ 学びあい交流会 13 

  多文化共生 73    学びの循環 82 

  男女共同参画 72  や ○ 友好都市ドイツ共和国ヘッセン州リンデン市 73 

  地域学校協働活動 10    優良公民館表彰 13 

  地域学校協働活動推進員 10   ○ ユトリ講座 61 

  地域活動 60    要求課題 49 

 ○ 地域子育て支援センター 54  ら  ライフステージ 60 

  地域コミュニティ 68    リカレント教育 61 

  地域福祉 68    臨時教育審議会 9 

 ○ 地区生涯学習連絡会 13    レクリエーション 74 

  チャレンジデー 14  わ ○ わらび学校土曜塾 14 

  中央教育審議会 2   ○ わらび郷土かるた 12 

  中央教育審議会答申【昭和 56 年 6月 11 日】 9   ○ 蕨市教育振興基本計画 15 

  中央教育審議会答申【平成 30年 12月 21日】 10   ○ 蕨市公式ホームページ 44 

  中央教育審議会答申【平成 15 年 3月 20 日】 2   ○ 蕨市子ども読書活動推進計画 14 

  中央教育審議会答申【平成 28 年 5月 30 日】 10   ○ 蕨市生涯学習推進計画 3 

  中央教育審議会答申【平成 27年 12月 21日】 10   ○ わらび生涯学習人材バンク 13 

 ○ 中学生ワーキングウィーク 56   ○ わらび学びあいカレッジ 13 

 ○ 展示機能の充実 81   ○ わらびりんご 70 

  同和問題 72    AI 6 

な  ニュースポーツ 75    DV 72 

 ○ 乳幼児子育て年齢別事業 55    EBPM 95 

 ○ 乳幼児対象運動事業 55    e ラーニング 6 

  ネットワーク 82  英  ICT 6 

  ノーバディズ･パーフェクト･プログラム 57    IoT 6 

  ノーマライゼーション 68    MOOC 6 

は ○ パソコン支援隊 51  字  NPO 68 

 ○ 花いっぱい運動 70    PDCA のマネジメント･サイクル 95 

  バリアフリー 85    SNS 6 

 ○ ハローわらび（CATV＝ケーブルテレビ） 44    Society5.0 6 

  東日本大震災 7   ○ WSS 62 

      ※ ○印の用語等は、蕨市固有の名称や通称  

（４）コラム等 一覧 
 用語 等 ページ   用語 等 ページ 

・ 年齢３区分別 人口及び年齢構造係数 7  ・ 蕨市指定文化財 66 

・ 蕨市アウトメディア宣言 47  ・ 音楽によるまちづくり推進事業 67 

・ わらび子ども宣言 47  ・ 蕨市公民館 70 

・ 生涯学習まちづくり出前講座 49  ・ 蕨市の主なスポーツ施設 71 

・ 蕨市の成年式 52  ・ 蕨市における…ボランティア活動 81 

・ わらびネットワークステーション 53  ・ 放課後子ども教室＆わらび学校土曜塾 83 

・ わらび市民活動人材ネット「つながるバンク」 53  ・ 信濃わらび山荘 85 

・ コミュニティ･スクールと地域学校協働本部 57  ・ 第 2 次蕨市子ども読書活動推進計画 91 
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【表紙の写真】 

 上から ・第 21回蕨市民公園桜まつり（H31.3.31） 

     ・第 4回蕨市民音楽祭 第 1回昭和歌謡紅白歌合戦（H30.11.11） 

     ・市制施行 60 周年記念事業 SOMPO ボールゲームフェスタ 2019in 蕨（R1.12.22） 

     ・第 74回成年式（R2.1.13） 

     ・「巨大アートに挑戦!!」笑顔かがやく塚小っ子／塚越小学校 4 年生（R1.9.30） 

 

【裏表紙】 

・蕨双子織柄「蕨」 
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改訂 第３次 蕨市生涯学習推進計画（令和２～６年度） 

“いつでも どこでも 自由に” 学び みんなでつくる まち 蕨 

Lifelong learning promotion plan for Warabi city. 


