
基本施策１－１ 多様なニーズに対応した学習機会の充実

主な取組１－１－１ 現代的・社会的な課題やニーズに対応した学習の推進
ページ
番号

国際理解や国際交流に関する講座
の開催

　百寿大学，シニア大学及びまちなか講座などにおいて，高齢者及び一般市民を対象に，外国の生活や文
化について学ぶ「国際理解講座」を開催するとともに，ＮＰＯとの共催により，小学生を対象に「楽しく学んで
イングリッシュ」を８公民館で実施した。
　・国際理解や国際交流に関する講座　　17事業・237回・参加者数　5,107人

資源や環境に関する講座の開催

　公民館においては，現代的な課題としての資源や環境に関する講座について，地球温暖化対策と省エネ
ルギー問題やゴミの減量に関する講座，食品ロスをなくすための料理講座などとともに，身近にある豊かな
自然環境への理解と保全意識を深める講座を開催した。
　・資源や環境に関する講座　　31事業・47回・参加者数　965人

ＩＴ関連講座の開催
　公民館では，ＩＴ技術の進化発展を踏まえながら，これを享受する世代をより一層広げていくため，初心者
がＩＴに親しむことができる入門講座等を実施した。
　・ＩＴ関連講座　16事業・60回・ 参加者数　586人

主な取組１－１－２ ライフステージに応じた学習機会の充実
ページ
番号

青少年教育に関する事業の実施

　公民館では，青少年を対象にものづくりや料理などの創作活動，自然体験，語学学習等，様々な知識や
経験を身に付けるための講座を実施したほか，子どもの健全育成支援を目的とした学習支援事業や子ど
も食堂の取組支援を行った。
　・青少年教育に関する事業　38事業・436回・参加者数　 6,876人

世代間交流事業の実施
　核家族化や少子化が進み，異世代間の交流が希薄化していることから，高齢者と異なる世代との交流を
通じて，ふれあいの機会を作る世代間交流事業を実施した。
　・世代間交流事業　　       2事業・  2回・参加者数  　  30人

成人学習に関する事業の実施
　公民館では，保健・医療・介護・食・ＩＴなどに関する学習，消費者トラブルなどの法律知識及び国際理解
に関する学習など，多種多様な分野・内容で，成人向けに趣味や教養に関する講座を実施した。
　・成人学習に関する事業　 72事業，197回，参加者数　2,283人

高齢者学習に関する事業の実施

　公民館では，高齢者の学びの場として，百寿大学やシニア大学を中心に，仲間づくりや趣味・教養，健康
の維持・増進など，健康で豊かな日常生活を過ごすための講座を開催した。
　・百寿大学・シニア大学等の開催　24事業・333回・参加者数　 7,781人
　・その他の高齢者向け講座           15事業・126回・参加者数　 1,502人
　・合  計　　　　　          　　　　　　　39事業・459回・参加者数　 9,283人

主な取組１－１－３ 学習機会の選択を支援する情報提供の充実
ページ
番号

生涯学習活動団体（サークル）の情
報提供

　公民館を拠点に活動する生涯学習活動団体（サークル）の情報を各公民館のホームページや生涯学習
ポータルサイトで紹介し，市民に生涯学習活動に取組む団体の情報提供を図った。
　・生涯学習活動団体の登録数（年間累計）　658団体

基本施策１－２ 子育てをする家庭の教育力の向上

主な取組１－２－１ 親や保護者の育ちを支援する取組の充実
ページ
番号

家庭教育支援に関する事業の実施
　親子で農業・工作・料理などの体験学習や読み聞かせ，乳幼児を持つ親に対する学習など，子どもと保
護者が一緒に参加し学習できる講座を実施した。
　・家庭教育支援に関する事業　36事業・112回・参加者数　1,647人

親子参加型事業の休日における実
施

　公民館では，親子で休日を有効に過ごすため，農業や自然，工作や陶芸，料理などの体験型講座を実施
している。
　・休日に開催した親子参加型事業　14事業・14回・参加者数　218人

主な取組１－２－２ 親や保護者を孤立させない環境の整備
ページ
番号

生涯学習活動団体（サークル）の情
報提供

　公民館において開催する子育てサロン・子育て広場の講座情報や公民館の生涯学習活動団体として登
録する育児サークルの情報を各公民館のホームページや生涯学習ポータルサイト，公民館だよりで紹介
し，子育て中の保護者に情報提供を図った。
　・公民館だより発行館数　12館
　・生涯学習活動団体の登録数（年間累計）　658団体

子育てサロン等の実施
　公民館では，地域の民生委員児童委員協議会等と連携して，子育てサロンや子育て広場等を開設し，保
護者同士の交流や学習の場を提供している。
　・子育てサロンや子育て広場の実施　12事業・79回・参加者数　1,130人

基本施策２－１ 施設運営や事業展開に工夫を凝らした学習しやすい環境の整備

主な取組２－１－１ 市民の学習ニーズに応じた学習環境の整備
ページ
番号

各公民館の管理運営
　各公民館の運営や施設利用に支障がないよう，維持管理を実施した。また，西神楽公民館，春光台公民
館の２館は，指定管理者制度による管理運営を実施した。

施設開放事業の実施

公民館の補修・改修

まちづくり推進協議会の活動支援
　公民館では，地域まちづくり推進協議会の事務局又は必要に応じて参画することにより，市民生活部地
域まちづくり課や各支所と共に推進協議会の運営を支援した。

主な取組２－１－２ 関係機関等との多様な連携による学習環境の整備
ページ
番号

市内高等教育機関等との連携によ
る講座の実施

地域再発見事業の実施

社会教育関係団体等との共催事業
の実施

地域再発見事業の実施

市長部局との共催事業の実施や出
前講座の活用

地域再発見事業の実施

令和２年度　事務事業及び施策評価シート　集約表・目次　（公民館事業課）

基本目標１ 市民一人一人の主体的な学びの機会の充実

①国際化に伴う異なる文化・習慣へ
の理解の促進

②身の回りや地球規模での資源・環
境問題への理解の促進

③情報化に伴うＩＣＴの利活用の促進

②成人期のキャリアアップや趣味，教
養に関する学習機会の提供

③高齢期の生きがいづくりなどに関
する学習機会の提供

①講師情報や活動団体に関する情
報の提供

①家庭教育に関する学習機会の充
実

②父親の家庭教育への参加を支援
する取組の充実

①交流会やサークル情報等の提供

②子育て中の親や保護者のネット
ワークづくりの支援

基本目標２ 市民の学びを支える環境の整備

①市民の学習ニーズを反映した社会
教育施設の運営

③社会教育施設の拠点機能の充実

今後の施策事業 関連する事業・取組 内容・実績

①幼児，青少年期の生きる力を身に
付ける学習機会の提供

今後の施策事業 関連する事業・取組 内容・実績

②誰もが利用しやすい社会教育施設
の整備

　地域住民が気軽に利用でき，交流できる場として，卓球・囲碁・ミニテニス等の開放事業を実施した。
　また，利用者が安全で快適に使用できるよう，必要な補修や改修を実施した。
　・施設開放事業　36事業 ・ 1,417回 ・ 利用者数　12,174人

①高等教育機関等との連携による高
度な学習機会の提供

　シニア大学及び各公民館百寿大学，市民講座等において，市内の高等教育機関等からの講師派遣や協
力を受け，それぞれの機関の専門分野を生かした講座を実施した。
　・高等教育機関等と連携した講座　23事業・29回・参加者数　690人
　・地域再発見事業　    29事業・45回・参加者数　1,158人のうち，該当　1事業・1回・参加者数  23人

②社会教育関係団体等との連携によ
る特性を生かした学習機会の提供

　シニア大学や各公民館百寿大学，市民講座等において，様々な分野のNPO法人や団体等から講師派遣
や協力を受け，それぞれの専門分野を生かした講座を実施した。
　・各種団体などと共催で実施した事業　45事業・561回・参加者数　9,128人
　・地域再発見事業　  29事業・45回・参加者数　1,158人のうち，該当　0事業・0回・参加者数　0人

③市長部局との積極的な連携による
学習機会の提供

　公民館では，市長部局との連携・協力による共催事業の実施や出前講座による講師派遣等を活用して，
様々な学習分野において多様な内容の講座を実施した。
　・市長部局との共催事業や出前講座の実施　36事業・63回・参加者数　1,368人
　・地域再発見事業　29事業・45回・参加者数　1,158人のうち，該当　9事業・10回・参加者数　218人



基本施策３－１ 地域における教育力の向上

主な取組３－１－１ 市民が主体となって学習成果を還元できる環境の整備
ページ
番号

世代間交流事業の実施 １－１－２①に記載

シニア大学の学生等によるボラン
ティア活動

　シニア大学卒業生等による自主組織である「シニアの会」が，「まちなか講座」の運営支援に協力できた。
　また，院2年生による「我が街旭川」の調査・研究成果については，市内の各百寿大学とシニア大学1年の
カリキュラムに活用するため，発表内容をビデオ録画し，記録映像のＤＶＤを制作した。

主な取組３－１－２ 地域社会を担う団体や人材の育成支援
ページ
番号

社会教育関係団体等との共催事業
の実施

　公民館では，家庭教育・青少年・成人・高齢者等幅広い分野において，NPO法人や地域の民生委員児童
委員協議会，社会福祉協議会，地域包括支援センター等と共催して，それぞれの特性を生かした学習機
会を提供している。
　・社会教育関係団体等と共催で実施した事業　45事業・561回・参加者数　9,128人

シニア大学・大学院の開設

　シニア大学・大学院は，豊かな人生経験をもとに，時代の変化に対応した新しい知識や教養を身につけ
るとともに，学びの成果を積極的に地域社会に生かし，まちづくりの一翼を担う人材を輩出することを目的
に開設している。
　・開設場所　　旭川市1条通8丁目　フィール旭川　7階
　・開設期間　　9月から翌年2月まで（例年は5月から）
　・開設学級　　大学4年生，大学院2年生
　・学習日等　　各学年月2回，午前又は午後に2時間の講義，年間おおよそ18講座

基本施策３－２ 家庭，地域，学校の連携

主な取組３－２－１ 家庭，地域，学校の連携による青少年などの活動を支援する取組の充実
ページ
番号

家庭教育支援に関する事業の実施 １－２－１①に記載

青少年教育に関する事業の実施 １－１－２①に記載

世代間交流事業の実施 １－１－２①に記載

学校や地域団体など関係機関との
連携

　公民館では，家庭教育・青少年・成人・高齢者等幅広い分野において，学校やNPO法人，公民館で活動
するサークル団体，地域の民生委員児童委員協議会，社会福祉協議会，地域包括支援センター等と共催
や連携を図りながら，それぞれの特性を生かした学習機会を提供した。
　・各種団体等と共催や連携した事業　97事業・643回・参加者数　13,185人

基本施策４－１ 文化芸術活動に関わりを持つ機会の充実と独自性ある取組の充実

主な取組４－１－１ 文化芸術に親しむ機会の充実
ページ
番号

木楽輪夢コンサートの開催

木楽輪ロビーのグランドピアノの開
放

主な取組４－１－２ 文化芸術活動への支援
ページ
番号

木楽輪夢コンサートの開催（アマ
チュア演奏家の発表機会提供）

４－１－１①に記載

公民館まつりや文化祭の開催

　公民館を拠点として活動している生涯学習活動団体の活動成果の発表の場として，各公民館において公
民館まつりや文化祭等を開催し，舞踊や合唱，写真や絵画など様々な発表・展示を行い，文化芸術活動を
推進する計画であったが，新型コロナウイルス感染症の影響により全て中止となった。
　・公民館まつりや文化祭の開催　0公民館・事業係 ・  0日間 ・ 参加者数　0人

基本施策５－１ 郷土文化の保存・活用と郷土愛の育成

主な取組５－１－２ 郷土愛を育むための取組の推進
ページ
番号

地域再発見事業の実施
　公民館では，旭川全域や一部地域における特色ある環境・文化・歴史等の資源を生かした講座を展開し
た。
　・地域再発見事業　29事業・45回・参加者数　1,158人

基本目標３ 地域における学びの循環

①シニア世代などの知識・技術を生
かした活動の場の提供

②学習成果を生かしたボランティア活
動の促進

①社会教育関係団体の育成支援

②指導者の育成支援に向けた取組
の充実

②子どもたちを中心とした交流による
学び合いの場の提供

③家庭，地域，学校との連携を更に
深める取組の充実

基本目標４ 市民の心を豊かにする文化芸術活動の充実

①文化芸術に関わる団体への支援
や人材の育成

②関係団体等と連携した文化芸術活
動の推進

基本目標５ 郷土文化の保存・活用と郷土愛の育成

①郷土の文化に接する機会や，郷土
を再発見し愛着や誇りを高める取組
の充実

今後の施策事業 関連する事業・取組 内容・実績

①地域における青少年の学習活動
の充実

今後の施策事業 関連する事業・取組 内容・実績

③関連施設の機能を生かした文化芸
術活動の推進

　神楽公民館に付設している木楽輪（きらりん）で，地元アマチュア演奏家に発表の機会を提供し，その演
奏を市民が楽しむ夢コンサートを開催を予定したが，新型コロナウイルス感染症の影響により全て中止と
なった。
　また，木楽輪のロビーに設置しているグランドピアノを活用し，市民がピアノに直接触れ，音楽に親しむ機
会を提供するとともに，木楽輪の利用促進を図るため，毎月第１月曜日と火曜日（一部は中止）に開放事業
を行った。
　・木楽輪夢コンサートの開催　0回 ・ 参加者数　0人
　・木楽輪ロビーのグランドピアノの開放　24回 ・ 利用者数　353人

今後の施策事業 関連する事業・取組 内容・実績


