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第２章 生涯学習推進計画 

 

新しい時代を切り拓く生涯学習の振興 

 

１ 生涯学習の推進 

 （１）生涯学習とは 

   生涯学習とは、「特別な人」が「特別な時」に「特別な場所」で行う「特

別な学習」ではなく、学校や社会を通じた意図的・組織的な学習のほか、

個人の学習や、スポーツ活動、文化活動、趣味、レクリエーション活動、

ボランティア活動など、様々な活動の中から得られる意図的ではない学習

も含まれる幅広い概念です。 

   生涯学習は、自発的に行う学習活動ですが、個人の学習活動がやがては

社会参画や地域貢献活動に発展していくことが期待されます。具体的には、

生涯学習を通じて培った知識・技能が、各々の生活するまち、あるいは故

郷などへと還元されることで、教育とまちづくりとの循環型スパイラルが

構築され、地域の活性化へと繋がっていくことが理想と考えられます。 

   今後、生涯学習をさらに推進するためには、個々の学習に対する意識・

意欲の向上はもとより、多くの町民が主体的に学習活動へ取り組むことが

できる環境づくりが必要不可欠となります。 

 

（２）生涯学習に関する取組の基本 

平成３０年７月に内閣府が行った「生涯学習に関する世論調査」による

と、過去１年間に「学習をしたことがある」と答えた人の割合は全体の

58.4％であり、「学習をしたことがある」と答えた人に学習の成果をどのよ

うに生かしているか、あるいは生かせていると思うか聞いたところ「生か

している」が 94.8％となっており、その内容は「自分の人生を豊かにして

いる」が 50.5％、「仕事や就職の上で生かしている」が 47.9％と高くなっ

ています。 

また、学習の形態として「インターネット」を挙げたものが 22.6％と一

番高く、情報化社会の進展により、「いつでも」「どこでも」必要に応じて

学び続けることができる環境づくりが基本となります。 

 

 



 9  

心がつながり、未来につながる学び合い 

（３）広尾町生涯学習推進計画体系図 

 

 生涯学習社会の実現 「いつでも・どこでも・だれでも ともに学びあう」 

 

広尾町民憲章 
わたしたちは、日高の山なみを背に、朝日かがやく太平洋にのぞ

み、港とともにひらけゆく、広尾の町民です。 

 

１．元気で働き、豊かな町をつくりましょう。 

１．きまりを守り互いに助けあって、明るい町をつくりましょう。 

１．自然を愛し、きれいな町をつくりましょう。 

１．としよりを敬い、こどもを愛し、しあわせな町をつくりま 

  しょう。 

１．開拓の精神をうけつぎ、未来に夢をもつ、文化の町をつくり 

  ましょう。 

 

広尾町教育目標 
１．郷土の自然や文化に親しみ、まもり育てましょう。 

２．心身の健康を保ち、すこやかな生活をおくりましょう。 

３．高い理想や目標をもって、たがいに学び続けましょう。 

４．愛と奉仕の心をもって、明るい家庭・地域づくりにはげみ 

  ましょう。 

５．勤労の精神を大切にし、豊かな町づくりに努めましょう。 

６．広い視野と友愛の心をもって、よき国際社会人となりまし 

  ょう。 

 

広尾町生涯学習振興基本構想 

 

広尾町生涯学習推進計画 

 

家庭教育  学校教育  社会教育 

 

家庭教育 

推進計画 
 

学校教育 

推進計画 
 

社会教育 

推進計画 

 

 

地域住民の生涯学習活動 
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２ 生涯学習を推進する課題・施策の方向 

 （１） 生涯学習推進の重点 

   １）生涯学習推進組織体制の整備と充実 

２）学習機会の拡充と充実 

３）生涯学習情報提供活動と指導者養成機会の提供と充実 

４）生涯学習拠点施設の整備 

５）家庭教育の支援・学校教育・社会教育の充実 

６）学校・家庭・地域の連携推進 

   ７）ボランティア活動の推進 

   ８）情報化・国際化の推進 

９）男女共同参画社会の実現 

   10）企業の社会的責任活動の推進 

 

 （２） 重点に対する課題と施策の方向 

   少子化が進行する中で人生 100 年時代を迎え、また、超スマート社会

（Society5.0）の実現に向けて人工知能(AI)などの技術革新が急速に進む

中、豊かな人生を生き抜くために、子どもについては「生きる力」を、成

人については自立した一人の人間として力強く生きていくための「総合的

な力」を身に付けることを支援する必要があります。 

 

１） 生涯学習推進組織体制の整備と充実 

 

＜現状と課題＞         

   町民が自己の充実や生活の向上のために、自主的に学べる学習機会の拡

充と体系化を推進するとともに、一人一人の学習の成果が社会に還元され

る仕組みをつくり、まちづくりに生かされる体制を整備していくことが重

要です。 

本町では、平成１１年１０月に生涯学習推進本部・生涯学習推進協議会

をそれぞれ設置し、生涯学習の基盤づくりを進めていますが、さらに町民

の自主的な生涯学習活動を支援する体制を整えることが求められています。 

 

＜施 策＞ 

① 生涯学習推進本部体制の強化 

② 一般行政、教育行政の連携・強化 



 11  

広尾町生涯学習推進体制組織図 

 町 民 生 涯 学 習 活 動 
（個人、地域、職場、団体サークル、生涯学習の展開） 

 

  

 

広尾町生涯学習推進本部 
本部長     町長 

副本部長    副町長・教育長 

本部員     関係課（所）長 

事務局長    社会教育課長 

（事務局）   （社会教育課） 

 

 

生涯学習推進本部幹事会 
  幹事長     社会教育課長 

  幹 事     関係課（所） 

          課長補佐 主幹 

          係長 

  （事務局）    （社会教育課） 

 広尾町生涯学習推進協議会 

・産業団体関係者 

・学校教育関係者 

・社会教育関係者 

・学識経験者 

 （事務局 社会教育課） 

 

 

広尾町教育研究所 

・学校教育研究部 
・（生涯学習研究部） 

 
 

広尾町中高一貫教育 

推進協議会 

 

広尾町教育力向上 

推進協議会 

 

         

   

２）学習機会の拡充と充実 

 

＜現状と課題＞   

   私たちは、誕生するとすぐに、家庭を中心とした学習（家庭教育）を始

めます。やがて学齢期になると、学校で教師の指導のもとに学習を進め（学

校教育）、地域でも様々な体験をとおして学習する事柄を拡大（社会教育）

していきます。さらに、学校教育を終えて社会に出ると、生活や職業に関

する学習とともに趣味等のように、自己の責任のもとで自主的、自発的な

学習を生涯にわたって継続していくこととなります。このように生涯各期

に応じた、適切で多様な学習機会を提供していくことが重要になります。 

本町では、町民の生涯各期にあわせ、学習機会の提供を行っていますが、

町民の幅広い利用には、まだいたっていません。 

   今後、行政として、あらゆる学習活動への情報提供・啓発活動を推進し、

町民の学ぶ心を大切にする地域社会をめざす必要があります。 
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＜施 策＞ 

① 学習情報の発信・提供体制の整備 

② 趣味・教養講座などの学習内容の周知・徹底 

③ 地域の教育資源の活用とプログラムの開発 

④ 文化教室など民間教育機関との連携・協力 

⑤ 行政主体の事業の見直しと効率的運営 

 

 

３）生涯学習情報提供活動と指導者養成機会の提供と充実 

 

＜現状と課題＞  

   現在、学習者が自分で学習内容や方法を選びながら学習を進める学習プ

ログラム（趣味・教養学習講座）を開設していますが、学習者のニーズに

対応できる、優れた指導者や人材を幅広く確保するとともに、学習情報の

提供が大切です。 

   人生 100 年時代においては、すべての人々が生涯を通じて自らの人生を

設計し、学び続け、学んだことを生かして活躍できることが求められます。 

   超スマート社会（Society5.0）の到来もあって、若年期に身に付けた知

識や技能のみでもって、生き抜くことができなくなるといわれ、長い人生

を生きるためには、生涯を通して知識と時代の変化に応じたスキルの獲得

に投資できるよう「いつでも、どこでも、何度でも学べる環境」をつくる

ことが重要になってきます。 

   学びの継続・学び直しを推進する観点では、大学等の高等教育の情報を

提供していくことも重要です。 

   持続可能な開発目標(SDGs)でも、教育に関する目標として、目標４に「す

べての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を

促進する」と定められています。 

町民が学びたいことの情報を集め、指導できる人材を発掘し、講座を開

設して自主的な活動につなげる研修機会の拡充を図り、世代や生活環境、

関心の度合い等に応じた、幅広い情報提供ときめ細やかな対応が必要です。 

 

＜施 策＞  

① 生涯学習データバンクの整備・拡充 

  ② 各種機関・団体・企業の人材活用 

③ 生涯学習指導者の養成と指導体制の充実 
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４）生涯学習拠点施設の整備 

 

＜現状と課題＞    

   本町の社会教育施設は、コミュニティセンターや児童福祉会館（図書館）

などが分散しており利用しにくい状況にあります。 

限られた施設のなかで、｢人的配置｣や｢設備の拡充｣等の問題点を整理す

るとともに、利用方法についても情報発信し、施設の利便性を高めていく

必要があります。 

        

＜施 策＞     

① 図書検索システムや図書館ネットワーク化の推進 

② 障がい者や高齢者が利用しやすい施設の整備促進 

③ IT（情報技術）とインターネットなど、住民の利活用の促進 

 

 

５）家庭教育の支援・学校教育・社会教育の充実 

 

＜現状と課題＞     

  家庭においては、すべての教育の出発点として、教育基本法第１０条に

おいて、父母その他の保護者は、この教育についての第一義的な責任を有

し、「生活習慣」、「自立心の育成」、「心身の調和のとれた発達」を図るよう

努めることとされており、また国や地方公共団体は、家庭教育の自主性を

尊重しつつ、保護者に対する支援を行うこととされています。 

  その後、学齢期に入り学校教育では、教育基本法第６条において、「教育

の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的

な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受

ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進ん

で学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。」

と定められ、社会教育へと移行していきます。 

社会教育は、社会教育法第２条によって、「学校の教育課程として行われ

る教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教

育活動（体育及びレクリエーションの活動を含む。）をいう」と定義されて

おり、家庭教育、学校教育、社会教育の三者が連携し、互いの教育力を高

めていくことが大切です。  

本町では、コミュニティ・スクールの推進を図ってきましたが、これま
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での学校教育に依存しがちな考え方を改める必要があります。家庭教育を

支援し、家庭教育・学校教育・社会教育が連携し、一体化して教育活動を

推進していくことが必要です。 

 

＜施 策＞      

 ① 家庭教育の支援を通じた情報提供の推進 

② 父親の家庭教育への参加促進を図るための企業等への働きかけの実施 

③ 乳幼児健診や就学時健診等の機会を活用した、家庭教育に関する学習機

会の提供 

 

 

６）学校・家庭・地域の連携推進 

 

＜現状と課題＞   

   今日の技術革新はめまぐるしいスピードでもたらされ、「子どもたちの

６５％は、将来、今存在していない職業に就く」といった予測や「１０年

後には半数近い仕事が自動化される可能性が高い」といった予測もありま

す。 

   IoT や AI の進展でもたらされるこれらの事柄は、ライフスタイルの変化

や、家庭環境の変化、人口減少や人口構造の変化等により、今後も、家庭

や地域、学校に対して確実に影響を与えると考えられています。 

   このような状況にあるにもかかわらず、学校のみが日々生起する様々な

課題に対する責任と役割を有しているかのような、誤った認識が生じやす

い状況にあります。 

   学校・家庭・地域が有する教育機能はそれぞれに異なるのであって、い

ずれか一つの教育機能のみで子どもの育成が図られるわけではありません。 

   学校・家庭・地域の三者がそれぞれの立場から子どもの教育に責任を持

つとともに、相互に連携・協力しながら育んでいくことが重要です。 

 

＜施 策＞ 

① コミュニティ・スクールを推進し、地域ぐるみで教育を推進 

② 「早寝早起き朝ご飯運動」による子どもの生活リズムの向上 

  ③ 学童保育等による体験・交流活動と学習活動の充実 
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７）ボランティア活動の推進 

 

＜現状と課題＞ 

生涯学習とボランティア活動の緊密な関係は、「ボランティア活動そのも

のが自己開発、自己実現につながる生涯学習になること。」、「ボランティア

活動を行うために必要な知識や技術を修得するための学習として生涯学習

があり、学習の成果を生かし、深める実践としてボランティア活動がある

こと。」、「人々の学習を支援するボランティア活動によって、生涯学習の進

行が一層図られること。」に示されています。 

人口の減少等にともなうコミュニティの衰退を受けて、人づくり・つな

がりづくり・地域づくりの重要性はますます大きくなっており、生涯学習

の振興の観点からもボランティア活動の支援・推進を図るための環境づく

りが必要になってきています。 

本町では、福祉、図書館活動、少年団、体育協会などのほか、一般のボ

ランティアグループも発足し、介護施設などでの活動も行われていますが、

団体の育成や活動の支援は十分とはいえません。今後も、講座や教室など

の学習の支援や図書館での読み聞かせや博物館での展示案内などを行う

「ボランティア」の充実のためには、サークルの育成や活動の場の提供、

学習機会の拡充を図ることが必要です。 

 

＜施 策＞ 

① ボランティア活動の理念に関する学習・研修の機会・内容の充実 

② ボランティア団体育成と支援 

  ③ 施設ボランティア活動の促進 

  ④ ボランティアセンター連絡協議会の支援 

 

 

８）情報化・国際化の推進  

 

＜現状と課題＞ 

   インターネットやスマートフォンの急速な普及に伴い、ＳＮＳ等のコミ

ュニケーションや情報検索、ナビゲーションなどの利用内容が多様化し、

子どもたちの生活にも広く浸透してきています。また、それらの利用に伴

う犯罪被害等も生じている現在、加害者や被害者にならないよう、子ども

のころから情報社会におけるコミュニケーションのルールやマナーの意義、
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情報通信技術の安全な活用、情報セキュリティを確保する方法等について

理解し、適切に判断する能力が求められています。 

内閣府の「平成 30 年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」で

は、青少年の 93.2％が、いずれかの機器でインターネットを利用しており、

特にスマートフォンについては、小学生の利用が 45.9％、中学生では 70.6％

となるデータもあります。 

このため、ＳＮＳ等を通じた出会いの危険性や犯罪被害者とならないた

めの注意喚起や、携帯電話・スマートフォン利用の低年齢化への対応とし

て、SNS に対するメリット、デメリットの理解を深め、ネットリテラシー

（インターネットを正しく使いこなす知識や能力）を身に付けることが必

要です。 

   ますます高度化する情報通信技術に対応した学習情報の提供や学習機会

の充実を図る必要があります。 

国は訪日外国人旅行者数を 2020 年に 4,000 万人、2030 年に 6,000 万人

とすることを目指しています。外国人労働者の受け入れも本格化しており、

国内外において、グローバル化の急速な進展が、社会のあらゆる分野に影

響する現在やこれからの社会の在り方を考えると、外国語、特に国際共通

語としての英語によるコミュニケーション能力は、子どもたちがどのよう

な職業に就くとしても、生涯にわたる様々な場面で必要とすることが想定

されます。 

   本町では､中・高校生の海外派遣や短期留学生の受け入れなど､国際交流

を推進しています。また､英会話指導員を配置しキッズ英会話教室も展開し

ており、英語の学習機会の提供を継続していくことが極めて重要です。 

 

＜施 策＞ 

① インターネット等の利用機会の充実 

② 学校・図書館など社会教育施設間のネットワークの推進 

③ 外国語の学習機会の充実 

④ 在道外国人の招待など国際理解教育の充実 

⑤ 芸術文化などによる国際交流の推進 
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９）男女共同参画社会の実現 

 

＜現状と課題＞ 

平成１１年に制定された「男女共同参画社会基本法」第２条において男

女共同参画社会とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もっ

て男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することが

でき、かつ、共に責任を担うべき社会と定義されています。 

しかし、内閣府の「男女共同参画社会に関する世論調査」によれば、社

会全体における男女の地位の平等感においては、男女の地位について平等

と考えている人は２割しかいなく、73.2％が「男性の方が優遇されている」

と考えており、この回答傾向は過去 10 年程度変わっていないため、男女平

等の実現に向けては、なお一層の努力が必要とされています。 

少子高齢化の進展や社会経済情勢の急激な変化に対応していくうえでも、

女性と男性が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性

別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共

同参画社会の実現は喫緊の課題とされています。 

労働力人口の維持には女性の労働力率の上昇が期待されていますが、特

に子育て期以降、第 1 子出産を機に女性の約５割が離職していることから

も、女性が安心して子育てしながら再チャレンジできる社会の実現が必要

です。 

 

＜施 策＞ 

① 男女共同参画に関する学習機会の拡充と地域のネットワークづくり 

② 職場・家庭・地域などにおける慣行の見直し 

③ 再チャレンジ希望女性に対する「学び」への支援の推進 

 

 

 10）企業の社会的責任(CSR)活動の推進 

 

＜現状と課題＞ 

企業の社会的責任（CSR：Corporate Social Responsibility）活動として、

教育分野を含む多彩な地域貢献活動が求められています。 

北海道では「北海道家庭教育サポート企業制度」を発足しており、家庭

教育支援をいっそう推進するために、行政と企業で協定を結び、企業が家
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庭教育や社会教育の重要性を認識し、自ら積極的に参加し、またその従業

員に学校教育や社会教育へ参加することを目的としています。 

この協定の内容は、次に掲げる取組 1 から取組 4 までのうちから１項目

以上並びに取組 5 及び 6 のうちから 1 項目以上に取り組まなければならな

いとされています。 

取組 1 職場の子育て環境づくり 

取組 2 職場見学や職場体験の実施 

取組 3 地域行事への協力・支援 

取組 4 学校行事への参加促進 

取組 5 生活リズム向上の取り組み 

取組 6 「道民家庭の日」等の普及 

本町は「家庭教育サポート企業、広尾っ子応援団タイアップ事業（案）」

として、広尾町商工会、広尾っ子応援団本部、北海道教育委員会が相互に

協力し、本町における家庭教育及び地域教育の一層の推進を図ることが求

められています。 

 

＜施 策＞ 

① 北海道家庭教育サポート企業制度への登録・推進 

② 北海道教育委員会との連絡調整 

③ 協定の締結にかかる情報発信 

④ 家庭教育サポート企業としての取組のＰＲ  
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３ 生涯の各期における学習目標 

 

(１)幼児期  

幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、近年の

国際的な研究成果等により、その重要性の認識はますます高まっています。 

   少子高齢化の進展や保護者の働き方の変革などの社会環境が変わり、「子

ども・子育て支援新制度」の開始に伴い保育所や認定こども園を通じた幼

児教育・保育の環境整備が進められていますが、すべての子どもに質の高

い幼児期の教育が提供されなければなりません。 

   Society5.0 時代を迎え、幼児教育に情報通信技術(ICT)の活用が始まって

も、遊びや具体的な経験を通じて行われるという幼児教育の基本は今後も

大切にされなければなりません。 

   幼児期の教育において、幼児の自発的な活動としての遊びを中心とした

生活を通して、一人一人に応じた総合的な指導を行います。 

   子ども同士の関わり合いや自然との触れ合いを経験できる環境を維持し、

幼児の自発的な遊びを生み出すことを目標とします。 

 

 

(２)小・中学校時代 

   Society5.0 時代を迎え、社会の構造が劇的に変化し、必要とされる知識

も急激に変化し続けることが予想される中、小・中学校時代は学びの基盤

を固める事が求められています。 

   このような時代に入っても、基礎的読解力、数学的思考力などの基盤的

な学力や情報活用能力をすべての児童・生徒が習得できるよう、新学習指

導要領の着実な実施が必要です。 

   グローバル化・情報化の進展や子どもの貧困、地域間格差の拡大が、子

どもたちの学びに格差を生むことがないようにしなければなりません。と

りわけ、貧困を背景とする学力の格差は小学校中学年ころを境に開き固定

化されるという「貧困の連鎖」には早期の対応が必要とされています。 

   家庭環境の変化や情報化の進展の中で、特に義務教育段階の子どもたち

の読解力に課題があるとの指摘もあります。子どもたちがそれぞれの学校

段階における教科書を理解できるようにし、生涯学び続けることができる

ための基礎的読解力を身に付けることを目標とします。 
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(３)高等学校時代 

   現行の高等学校は約 98％の生徒が進学する教育機関となっており、義務

教育を終えた子どもたち一人一人が生き抜くために必要な力をそれぞれ身

に付けることができるような初等中等教育最後の教育機関です。 

   高等学校の現状を見ると、普通科約 7 割(80 万人)・専門学科約 3 割(30 万

人)となっていて、普通科においては、文系が約 7 割(50 万人)といった実態

があり、多くの生徒は 2 年生以降、文系・理系に分かれ、特定の教科につ

いては十分に学習しない傾向にあります。 

   平成 27 年 6 月の公職選挙法の改正により、選挙権年齢が 18 歳以上に引

き下げられ、生徒にとって政治や社会がより一層身近なものとなっている

今こそ、生徒一人一人が、Society5.0 における自らの将来の姿を考え、そ

してその姿を実現するために必要な学びが能動的にできるよう「社会に開

かれた教育課程」による学びを進める必要があります。 

①「何を理解しているか、何ができるか（生きて働く「知識・技能」の

習得）」、②「理解していること、できることをどう使うか（未知の状況に

も対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成）」、③「どのように社

会・世界と関わり、より良い人生を送るか（学びを人生や社会に生かそう

とする「学びに向かう力・人間性」の涵養）」の三つの柱で整理し、こうし

た資質・能力を社会や世界との接点を重視しながら育成することを目標と

します。 

 

 

(４)社会人時代 

   少子化による人口減少、急速な高齢化、グローバル化、第 4 次産業革命

の進展など大きな変革の中にあって、本町においても、地域経済の縮小や

地方財政の悪化、医療・介護のひっ迫、ひとり親世帯の増加を背景とした

貧困問題、地域の伝統行事の担い手の減少、人と人とのつながりの希薄化

による社会的孤立の拡大など、様々な課題に面しています。 

   今後、人口減少の更なる進行や人生 100 年時代と言われる長寿命化の中

で、新たな社会の姿として Society5.0 の実現など、更に大きな社会の変化

が訪れようとしています。 

   特に、人生 100 年時代には「高齢者から若者まで、すべての人に活躍の

場があり、すべての人が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすこ

とができる社会をつくる必要」があるとされており、その重要な鍵を握る

のは、生涯学習社会の実現にあると考えられています。 
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   一人一人が、学びを通じてその能力を維持向上し続けることができるよ

う、誰もが生涯にわたり必要な学習を行い、その成果を個人の生活や地域

での活動に生かすことのできる「生涯学習社会」実現への取り組みを進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


