
平成29年度 第4回近江八幡市総合教育会議

生涯学習推進の課題と取組について

近江八幡市教育委員会事務局生涯学習課
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資料５



生涯学習課事業の中から

１ 学校支援地域本部事業

２ コミュニティスクール

３ 中央公民館講座

４ 市民大学講座

５ 「ふるさと学習」教職員等現地研修会

生涯学習社会づくり構想・実施計画（平成28年3月）

はじめに 〈近江八幡市長 冨士谷 英正〉

・生涯学習は、夢や希望や幸せを実感できる豊かな人生につながるものです。
・生涯学習を通じて、地域のつながりや教育力の向上に向けて重要な役割を果たすと言えます。

近江八幡市がめざす生涯学習社会

教育大綱の基本理念

「子ども」が輝き 「人」が学び合い
ふるさとに 愛着と誇りをもち

躍動する 元気なまち 近江八幡
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これらの事業に対するこれまでの外部・内部評価から

「地域支援本部事業・コミュニティスクール事業」
・本市の地域支援本部事業は、他市にも例がないほど充実している。
・近江八幡市ならではの事業を実施してほしい。
・コミュニティスクールとして、地域の思いを受けとめた学校であってほしい。
・地域の方を講師として子どもたちに伝えることはふるさと教育にもつながる。
・コーディネーターの人材発掘のために、生涯学習課の学校への支援が必要である。

「中央公民館講座・市民大学講座・ふるさと学習」
・平成２８年度、２９年度の年間プログラムでのチラシ広報はよかった。
・講師陣に著名人を入れて、集客に努めてもよかった。
・楽しめる大学講座を、廉価で企画するのはどうか。
・座学だけでなく、実践を取り入れた講座も開設してはどうか。
・ニーズに合うだけでなく、掘り起こすことのできる講座を企画してはどうか。
・他課とも積極的に連携して、学びの機会を提供してほしい。
・「ふるさとに愛着と誇り」の本体となるべき事業であり、ふるさと学習の必要性
は高い。
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１ 学校支援地域本部事業 平成23年度 文部科学省



本市における学校支援地域本部事業実施校園所数

平成２０年（２００８年）度 安土町実施
２１年（２００９年）度 ３校 北里小・武佐小・八幡西中・安土町｢合併｣
２２年（２０１０年）度 ５校 北里小・武佐小・岡山小・八幡西中・安土中
２３年（２０１１年）度 ９校 ７小学校 ２中学校
２４年（２０１２年）度 １４校園 金田幼・安土幼 １０小学校 ２中学校
２５年（２０１３年）度 ２１校園 ６幼稚園 １２小学校 八幡西中・安土中・八幡中
２６年（２０１４年）度 ２１校園
２７年（２０１５年）度 ２３校園 ７幼稚園 １こども園 １２小学校 ３中学校
２８年（２０１６年）度 ２５校園 ８幼稚園 １こども園 １２小学校 ４中学校
２９年（２０１７年）度 ２７校園所 ２保育所 ７幼稚園 ２こども園 １２小学校 ４中学校
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学校支援地域本部事業の趣旨
・地域住民がボランティアとして学校の教育活動を支援する。

活動内容
・地域コーディネーターを配置し、学校へのボランティア活動の人材を地域から募る。
・人材バンクを作成する。
・活動支援の調整と実施をおこなう。
・広報活動も担う。
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平成29年度 学校支援地域本部事業の活動

安土小学校

長ねぎの収穫体験

沖島小学校

エビたつべ漁 体験
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馬淵小学校

書道体験

八幡小学校

よもぎだんご作り
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安土中学校

浴衣着付け体験

八幡中学校

剣道実習

桐原保育所

園外保育の交通安全指導



近江八幡市立老蘇小学校は
コミュニティスクールへ移行します

コミュニティスクールとは、学校と保護者・地域のみなさまが
ともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一
緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともに
ある学校づくり」を進める仕組みです。

近江八幡市教育委員会

老蘇小学校教育目標
自分や友だちを大切にしながら 進んで学び 力を合わせてやり抜く子

・ふるさとへの愛を育む ・健やかな体と心をつくる ・自ら学ぶ力を伸ばす
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老蘇小学校は明治８年６月１日に創立され、
今年で創立１４２年目を迎える伝統ある学校で
す。校区は、北に観音寺山、東に箕作山、中央
に老蘇の森が広がる自然に恵まれた歴史ある地
域です。
本年度（平成２９年度）から実施するコミュ

ニティスクールは、地域・保護者と学校を結ぶ
架け橋になるものです。老蘇小学校は、みなさ
まに支えられていることに感謝して、共に歩ん
でいきます。
そして、教育目標の実現をめざし、老蘇小学

校ならではの創意や工夫を生かした特色ある学
校づくりを進めていきます。

〈老蘇小学校の特色ある取組〉
・老蘇まちづくり協議会との連携
・老蘇コミュニティセンターとの協力
・隣接する老蘇こども園との交流
・ビオトープコンサートやお月見コンサート
・ビオトープ整備作業や自然観察会
・オープンスクールデーでのふるさと学習

など

老蘇ふるさと絵屏風（老蘇コミュニティセンターに展示）

ビオトープコンサート米作り（脱穀）体験
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平成29年度 コミュニティ・スクールの取組

ふるさと学習 戦争体験学習

放課後学習 お米感謝祭



心がゆさぶられる 「聲の形」
上映日時と会場
平成２９年(2017年)
①７月２０日（木） 岡山コミセン
②７月２１日（金） 八幡コミセン
③７月２２日（土） 島 コミセン
④７月２７日（木） 沖島コミセン
⑤７月２９日（土） 北里コミセン
⑥８月 ９日（水） 金田コミセン
⑦８月１７日（木） 桐原コミセン
⑧８月２３日（水） 安土コミセン
⑨８月２４日（木） 馬淵コミセン
⑩８月２５日（金） 武佐コミセン
⑪８月２９日（火） 老蘇コミセン

すべて１６時 上映開始（３０分）
上映後、３０分 程度の意見交流会を持ちます。

１７時終了予定です。
入場無料・事前申し込みは必要ありません。

あなたは「いじめ」について、どう思っていますか？

ｉｎ コミセン

平成29年度中央公民館講座「いじめについて考える」
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平成29年度中央公民館講座「いじめについて考える」
心がゆさぶられる映画「聲の形」ｉｎコミセン〈講座総括およびアンケート集約〉

〈講座の概要および会場と参加者人数〉
・開催日 ７月２０日（木）～８月２９日（火）の１１日間
・会場 市内１１のコミュニティセンター
・１６時、上映開始（３０分間）上映後、３０分程度の意見交流会を持った。
・入場無料・事前申し込みなしで、実施
・総参加者数：１２５人
・実施会場：市内１１ヶ所コミュニティセンター

・アンケート総数： ９６人（男女別：男２６人・女７０人）
・アンケート回答年代

20代未満1人・20代17人・30代15人・40代28人・50代17人・60代8人・70代10人
・講座を知った方法

チラシ71・広報8・ＨＰ5・ＺＴＶ1・学校２・仕事先2・家族１・島内放送1

〈近江八幡市のまちづくりに必要なこと〉

・人との交流やつながり、優しさやあたたかさ・助け合いや声かけ
・安心して暮らせる心の豊かなまち、地域の安心感、年老いても住みたいまち、ひとり暮らしを見守れるまち
・生きる力を身につける教育、学校の雰囲気、福祉、医療、ボランティア活動の活性化
・親子や友だちとの交流が持てる事業、体験活動、子どもが安心して過ごせる環境、未就学児の遊び場
・子育て支援、介護支援、子育てしながら働くことのできる環境や施設、仕事、工場誘致
・差別のない社会、人権感覚の向上、多様性の理解、障がい者への理解、バリアフリー、わかりやすい表示
・交通の便や交通整備、防犯対策、治安
・みんなの意見の反映、住民主体の行事、祭り
・自然や緑、公園
・観光
・市長のリーダーシップ
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懐かしの名画 安土

上映作品と日時 すべて１５時上映開始

平成２９年(2017年)
①１１月１８日（土）「シェーン」

1953年アメリカ
②１１月２５日（土）「駅 馬 車」

1939年アメリカ
③１２月 ２日（土）「雨に唄えば」

1952年アメリカ

会場：滋賀県近江八幡市立安土図書館
参加無料です。事前の申し込みは不要です。

平成29年度近江八幡市中央公民館講座

参加されたみなさまから、たくさん
の声をかけていただきました。

・家にDVDがあるけど、大きなスク
リーンで観たくて、来ました。

・昭和30年代に、京都でジョン・
ウェインに会いましたのよ。

・来年も上映してほしいですね。
・来年度の上映は、14時開始にしま
しょう。

「懐かしの名画in安土」と題しま
して、今年度３回の上映をさせてい
ただきました。たいへん好評で、総
数１４８人の方々にご覧いただけま
したこと、心より感謝申しあげます。

みなさまからいただきましたご意
見を、来年度に生かして参りたいと
思います。
ぜひ、またお出かけください。お

待ちしております。
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やりがいある仕事をもてることです。

私は介護の仕事をしていますが、利用者さんもみんな、感じてい
る心は同じです。残り少ない、わずかな時間を一 生懸命に生きて
います。
一期一会の出会いを大切にしながら介護の仕事を続けていきたい
です。

子育てにも男女共同参画が大切です。

男性側の目線と女性側の目線の両方が子育てには必要です。
男女共に意識を改革し、一緒に子育てを楽しみましょう。
みんなで仲良く暮らしましょう。

地域の協力と親育ちが大事です。

地域の人々に協力してもらいながら、子どもたちの成長を見守りま
しょう。

子どもを育てながら、子どもによって親自身が親へと育ててもら
うのです。

「第2期ローカルマニフェスト（男女共同参画事業）」平成２９年度近江八幡市「中央公民館講座」

３人の女性によるパネルディスカッション

テーマ「女性が活躍できるまちづくり」
平成29年10月21日(土) 10時～ひまわり館２階研修室

「女性が活躍できるまちづくり」のキーワードは？

岡山幼稚園PTA
会長 柴田 智子さん

近江八幡市ＰＴＡ連合会
会長 橋 有日子さん

市子ども会育成者連合会
副会長 河村 加恵さん



台風が近づく中、ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。
近江八幡市で現在ご活躍中の女性たちに、熱い想いを語っていただきました。

会場の参加者からも質問や意見が出て、和やかな雰囲気でデスカッションが進
みましたこと、お礼申しあげます。

パネラー

橋 有日子さん 河村 加恵さん 柴田 智子さん
市P連 会長 市子連 副会長 岡山幼稚園PTA会長
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「第2期ローカルマニフェスト（男女共同参画事業）」平成２９年度近江八幡市「中央公民館講座」

フォークグループ「紙ひこうき」公演
（童謡・唱歌・歌謡曲に込められた物語）

平成29年10月29日(日) 14時～ ひまわり館１階ホール 参加者総数57名

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。
こま江さんの美しい歌声♪と、会場からの温かい声援や拍手で、大盛況のコンサートとなりまし

た。心よりお礼申しあげます。
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① 平成29年 6月２１日(水)午後３時３０分～ 辻 延浩 教 授
「賢く、健康に生きるための睡眠力！！」

② 平成29年 7月 ５日(水)午後３時３０分～ 安藤 哲郎 准教授
「地理の視点から歴史を読み解く」

③ 平成29年 7月１８日(火)午後３時３０分～ 芦谷 道子 准教授
「ストレス・マネジメントとカウンセリング・マインドの体験」

④ 平成29年10月２７日(金)午後６時００分～ 森 太郎 准教授
「人と環境を考えた食料生産をめざして」

⑤ 平成29年1１月1０日(金)午後６時００分～ 窪田 知子 准教授
「発達障害！？ ちょっと気になる子どもたちの話」

⑥ 平成29年11月2１日(火)午後６時００分～ 中村 史朗 教 授
「名筆に学ぶ ー その書法と精神 ー」

会場はすべて 近江八幡市ひまわり館１階ホールです。

参加費は無料です。事前申し込みも不要です。
どの講座も講演は約１時間です。

滋賀大学
教職大学院
教授
辻 延浩氏

滋賀大学
教育学部
准教授
安藤 哲郎氏

滋賀大学
教育学部
准教授
芦谷 道子氏

滋賀大学
教育学部
准教授
森 太郎氏

滋賀大学
教育学部
准教授
窪田 知子氏

滋賀大学
教育学部
教授
中村 史朗
氏

平成２９年度 近江八幡市

市民大学講座
参加者総数２０４名
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安土城考古博物館～桑實寺
～観音正寺～観音寺城跡
～瓢箪山古墳～安土城考古博物館

ふるさと学習 第２弾

ぶらりはちまん 安土城と城下町

第2回『ぶらりはちまん』－安土城と城下町－
日 時 平成29年8月21日（月）8:30～11:00
内 容 安土城（登城）・ガイダンス施設・東家・セミナリヨ
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近江八幡市教育委員会事務局生涯学習課

今後の方向性
・地域支援本部事業の継続とともに、コミュニティスクールの広報とさらなる導入
・１１の全てのコミセンでの中央公民館講座の実施
・著名人ふたりを入れた年間６回の市民大学講座の実施
・島学区での「第４回ふるさと学習現地研修」の実施と、ふるさと学習授業研究


