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はじめに

生涯学習とは、一言で表せば“生涯にわたり

行う学び”です。それぞれのライフステージの

変化に応じて行われるべき学習であり、市民の

皆様が人生を豊かに楽しいものとするためには、

欠かせないものであると考えております。

人生１００年時代を迎え、生涯学習を取り巻

く環境は日々変化しております。少子高齢化や

高度情報化などの社会構造の変化や、大規模災

害や感染症の発生による生活環境の変化に対応

するには、市民の皆様が自ら学び、必要な知識

を習得することが重要であります。

この度、教育振興基本計画を補完し、本市生涯学習推進の指針となりま

す「宮崎市生涯学習推進計画」を策定いたしました。

本計画では、「生涯学習環境の充実」、「生涯学習情報の充実」及び「地

域・学校と生涯学習活動との連携」の３つを基本方針として設定し、市民

の皆様にとって生涯にわたり学び続けることができるまちを目指してお

ります。

今後、本計画に基づき、これまで以上に市民の皆様と一体となって、様々

な生涯学習を推進する施策を展開していくことで、生涯を通して学び続け

ることの素晴らしさを感じていただき、明るく元気に“学び”を楽しんで

いただきたいと思います。

最後に、本計画の策定にあたりまして、アンケートやパブリックコメン

ト等を通じて貴重なご意見やご提言をいただきました市民の皆様、多大な

ご尽力をいただきました宮崎市社会教育委員の皆様をはじめとする関係

各位に対し、心から厚くお礼申し上げます。

令和３年１０月

宮崎市教育委員会

教育長 西田 幸一郎
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第１章 生涯学習推進計画の策定にあたって

１ 策定の趣旨

本市では、平成１８年１２月に教育基本法が改正されたことを受け、教育振興基本

計画（以下「教育ビジョン」という。）を策定し、生涯学習の推進に取り組んできま

した。

この間、少子高齢社会の進展や情報通信技術の発展など、生涯学習を取り巻く環境

は大きく変化しており、人生１００年時代を豊かに生きるためには、市民が生涯を通

じて「集い、学び、結ぶ」という生涯学習の果たすべき役割が、ますます重要なもの

となっています。

そのため、教育ビジョンを補完し、今後の本市生涯学習の推進を具体的に進めてい

く指針となる本計画を策定することとしました。

本計画の策定にあたっては、市民や社会教育団体へのアンケート結果、社会教育委

員会議、パブリックコメントを通じて、いただいた意見等を踏まえながら、今後の本

市が取り組んでいく方向性をまとめました。

２ 生涯学習の意義

生涯教育の考え方は、昭和４０年のユネスコの成人教育に関する会議において初め

て提案されて以来、国際的に普及してきたものです。

日本では、昭和４１年、中央教育審議会（以下「中教審」という。）答申において、

学校中心の教育観にとらわれて社会の諸領域における一生を通じての教育という観

点を見失ってはならないとの考え方が示され、昭和５６年の中教審答申では、生涯学

習の考え方が取り上げられ、「各人がその自発的意思に基づき、必要に応じて、自己

に適した手段・方法を自ら選んで生涯を通じて行うものであり、これを生涯学習と呼

ぶのがふさわしい」としています。

そして、平成１８年の改正教育基本法では「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、生涯学習の理念が明記されました。

生涯学習の必要性が高まっている背景としては、急激な社会変化とそれに伴う個人

の価値観やライフスタイルの多様化により、私達を取り巻く社会が複雑化し、様々な

学習が必要になってきていることが挙げられます。

また、豊かで充実した人生を送るためには、絶えず新たな知識や技術を習得してい

くことが必要となっています。長い人生において、人々は学習することで新しい可能

性を見つけ、新たな自己を発見する喜びを体験することもでき、生涯学習に取り組む

ことで、自らを豊かにすることができます。
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豊かな生涯学習社会を築いていくためには、社会の変化に対応し、乳幼児期から高

齢期にわたる各ライフステージに応じた、生きがいや人間形成を目的とする学習活動

が求められます。個人や地域が必要とする様々な活動を主体的に、人と人とのつなが

りをもって行えるよう学習条件や環境を整備していくことが必要です。

３ 計画の位置付け

（１）本市が策定する各種計画との関連性

①「第五次宮崎市総合計画」における生涯学習の推進

本市のまちづくりの最上位計画である「第五次宮崎市総合計画」（以下、「総合計

画」という。）では、将来の都市像を「未来を創造する太陽都市『みやざき』」とし、

まちづくりの基本目標の「２ 良好な地域社会が形成されている都市（まち）」に

おいて、生涯学習の推進が、次のとおり位置づけられています。

② ｢第二次宮崎市教育ビジョン」における生涯学習の推進

本市における「第二次宮崎市教育ビジョン」では、その基本目標の「３ 地域・

家庭・学校が連携した教育の充実」において生涯学習の推進が、次のとおり位置づ

けられています。

○ 重点項目２－３

一人一人が尊重され、生き生きと暮らせる「共生社会の確立」

＜主要施策２＞ 生涯学習の機会の提供

・ 多様化・高度化する市民ニーズに対応するため、大学や企業などとも連携

し、学習機会の提供と学習内容の充実を図ります。

・ 公立公民館等を市民に最も身近な生涯学習拠点として、地域の人材育成に

貢献できるよう、各種講座や教室などの内容充実を図ります。

・ 講座等で習得した経験や能力をもとに活動している人材を把握するなど、

地域における学習活動やボランティア活動に生かす取組を推進します。

・ 情報発信の拠点施設として、あらゆる世代に親しみやすい図書館の運営に

努めるとともに、利用者の利便性を高めるため、公立公民館等への配本回

収を行うなど、図書館とのネットワーク網を形成し、市民の読書活動や文

化活動を促進します。
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③ 総合計画及び教育ビジョンとの関係

本計画は①の総合計画及び②の教育ビジョンの下位計画として、総合計画と教育

ビジョンを補完しながら、総合計画と教育ビジョンに定めた目標実現のため、本市

生涯学習推進に係る各種施策を総合的にかつ計画的に推進するために策定するも

のです。

４ 計画の期間

生涯学習の推進は、長期的な視点に立って、継続的に施策を講じていくことが必要

です。そのため、本市のまちづくりの指針である総合計画及び教育ビジョンの期間に

合わせ、２０２１年度（令和３年度）から２０２７年度（令和９年度）までの７年間

の計画とします。

なお、社会情勢の変化や総合計画及び教育ビジョンの見直し状況、関係法令の改正

などを踏まえ、必要に応じて見直しを行います。

＜主な施策９ 生涯学習機会の充実＞

誰もが、自発的な学習活動を行えるようにするため、公立公民館等を拠点

として、地域の人材育成につながることを目指すとともに、市民ニーズに応

じた生涯学習機会の充実を図ります。

３－９－１ 公立公民館等の魅力の創出

・ 地域の方々の多様な学習ニーズに対応し、幅広い世代が参加しやすい

講座を開設することなどにより、生涯学習機会の充実を図ります。

【今後の展開】

・ 子どもや若い世代に配慮した講座の充実及び情報発信

・ 魅力あるまちづくり講座の充実

３－９－２ 市民の自発的な学習活動に対する支援の充実

・ ボランティア相互の交流や連携を促進するための生涯学習環境の整備

を図り、市民の多様な学習ニーズに対応するため、学習プログラムの充

実や学習機会の場を提供していきます。

【今後の展開】

・ 学習プログラムの充実や学習機会の場の提供
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＜各計画の期間＞

年度(西暦)

(年号)

2021 年

令和3年

2022 年

令和4年

2023 年

令和5年

2024 年

令和6年

2025 年

令和7年

2026 年

令和8年

2027 年

令和9年

総合計画

教育ビジョン

生涯学習

推進計画

前 期 計 画 後 期 計 画
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第２章 生涯学習の現状と課題

１ 生涯学習を取り巻く環境

（１）少子高齢社会の進展

高齢化と少子化の加速によって、医療や介護を必要とする高齢者の増加と社会を

支える人材が不足していくことが予測されています。

長寿社会を高齢者が生き生きと自活して豊かに暮らしていくために、また、社会

を支える人々が活力をもって生涯を通じて様々なことを学び、生きがいを感じるこ

とのできる生活環境を確保するためにも、生涯学習すなわち「まなぶ」機会を安定

して供給していくことが必要です。

（２）高度情報社会の進展

スマートフォンをはじめとする情報通信技術の普及は、身近に様々な情報を取得

することができ、学びのツールとしても活用できる一方で、人と人とのつながりひ

いては地域コミュニティの稀薄化が課題となっています。

豊かな地域社会を形成するためにも、各公立公民館等における活動を通じて、生

涯学習の重要な役割の一つである「つどい」を提供することにより、地域とつなが

れる環境を維持していくことが必要です。

（３）科学技術の進展とグローバル化

科学技術の進展による利便性の高い機器は、仕事や家庭における利便性を高め、

余暇の増加や生活を豊かにする一方で、家庭教育や読書活動などの稀薄化や考える

力を育む機会の減少をまねいています。

豊かな感性をもつ「みやざきっ子」を育てていくためにも、様々な教育活動や教

育施設と「つなぐ」ことによって、多様な教育に触れることのできる環境を提供し

ていくことが必要です。

（４）大規模災害や感染症の発生

地震や台風、ゲリラ豪雨などによる大規模災害や新型コロナウイルス感染症に代

表される感染症の流行など、生命や安全な生活環境が脅かされるような事態が多く

発生しています。

大規模災害や感染症から命や生活をまもるとともに、日頃からの備えや共に助け

合う心を育むためには、正しい知識を「まなぶ」ことのできる機会の提供が求めら

れます。また、感染症予防の観点からインターネットやスマートフォンなどから有

益な情報を入手できるスキルを高める情報教育の充実も必要です。
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２ 国・県等の動向

（１）国の動向

①社会教育法改正（平成２０年）

平成１８年の教育基本法の改正を踏まえ、平成２０年には、家庭や地域を含む教

育機能の充実のため、社会教育行政の体制整備を目的とした社会教育法の改正が行

われています。

改正後の社会教育法第３条（国及び地方公共団体の任務）には、国及び地方公共

団体は、「国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために

必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与す

ることとなるように努めるもの」であるとし、「社会教育が学校教育及び家庭教育

との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び

家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及

び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう

努めるもの」であることが追加され、社会教育行政が果たすべき役割が明確化され

ています。

②第３期教育振興基本計画

平成３０年６月に閣議決定された「第３期教育振興基本計画」では、超スマート

社会（Society5.0）の実現などの社会構造の急速な改革に対応した次世代の教育の

創造に向けた教育施策に関する基本的な方針を定め、「人生１００年時代を見据え、

全ての人が、生涯を通じて自らの人生を設計し活躍することができるよう、必要な

知識・技能の習得、知的・人的ネットワークの構築や健康の保持・増進に資する生

涯学習を推進し、学びと活動の循環を形成すること」を目的の一つとしています。

③「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針について」

平成３０年１２月に中央教育審議会で行われた「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」に関する答申では、新たな社会教育の方

向性として、「地域住民の主体的な参加のきっかけづくり」「ネットワーク型行政の

実質化」「地域の学びと活動を活性化する人材の活躍」の３つを掲げています。

また、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」を推進

し、学びと活動の循環を形成することで、多様化し複雑化する課題や社会の変化に

対応することを目指しており、社会教育が個人の成長と地域社会の発展の双方に重

要な意義と役割を担うと定めています。
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（２）県の動向

①「持続可能な地域社会を創るみやざきならではの生涯学習の在り方」

平成３０年７月に宮崎県生涯学習審議会で行われた「持続可能な地域社会を創る

みやざきならではの生涯学習の在り方」に関する答申では、少子高齢・人口減少社

会の中であっても地域社会を将来にわたって維持する基盤とするため、宮崎の魅力

や地域のよさを実感し、生まれ育った地域で生活し続けたいと思う県民や宮崎への

移住者を増やすことを目的とした「みやざきのよさを生かしたみやざきならではの

学び」を展開をすることが生涯学習・社会教育行政の役割であるとしています。

②宮崎県教育振興基本計画

平成３０年６月に閣議決定された「第３期教育振興基本計画」や県総合計画の改

定をうけ、宮崎県は令和元年に「宮崎県教育振興基本計画」の改定を行っています。

改定された「宮崎県教育振興基本計画」では、宮崎県の教育基本方針である、「た

くましいからだ、豊かな心、すぐれた知性」を育む教育を推進するための方針の具

体化として、生涯にわたり学び成長できるよう、様々な段階での教育の接続を更に

深め、学びが循環する社会づくりを図ることを基本姿勢とし、県民が生涯を通じて

学び、教育に参画する社会づくりを推進することを基本目標の一つとして定めてい

ます。
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回答数 ％

77 52.4

31 21.1

25 17.0

40 27.2

38 25.9

46 31.3

19 12.9

8 5.4

6 4.1

16 10.9

53 36.1

55 37.4

59 40.1

20 13.6

7 4.8

2 1.4

３　宮崎市の生涯学習の現状と課題

　●「宮崎市立図書館・佐土原図書館に関する調査」
　（市政モニターアンケート：令和元年７月　１日～７月１２日　モニター数１６６人　回答数１４９人）

　●「公立公民館等の利用状況等に関する調査」
　（市政モニターアンケート：令和２年６月２９日～７月１０日　モニター数１６１人　回答数１４７人）

（１）生涯学習関連施設の利用状況について

①「あなたは、下記の施設を過去１年以内に利用したことがありますか。」（複数回答）

　選　　択　　肢 　構　　　　　　成　　　　　　比

 1　宮崎市立図書館

 2　佐土原図書館

 3　宮崎市中央公民館
 4　 各地区公立公民館
　 や交流センター

 5　宮崎科学技術館

 6　大淀川学習館

 7　生目の杜遊古館

 8　天ヶ城歴史資料館

 9　佐土原歴史資料館

10　宮崎市総合体育館

11　宮崎アートセンター

12　市民プラザ

13　市民文化ホール

14　清武文化会館

15　安井息軒記念館

16　その他

　本市の生涯学習の現状を把握し、本計画の策定に広く市民の意見を反映させるために令和元
年７月に「宮崎市立図書館・佐土原図書館に関する調査」を、令和２年６月から７月にかけて
「公立公民館等の利用状況等に関する調査」を実施しました。その結果は次のとおりです。

　市内には、市民の学びや活動を支援する公立公民館や図書館等の生涯学習関連施設が整備さ
れています。
　モニターアンケートによる、過去１年間の施設の利用状況（複数回答）については、宮崎市
立図書館が５２．４％、市民文化ホールが４０．１％で、その他の施設は４０％以下の状況で
す。
　複数回答のため、一人で複数施設を利用している方もいる一方、どの施設も利用したことが
ないとの回答は８．２％で、ある程度利用が図られている状況でした。

　 こうした現状から、市民一人一人に各生涯学習関連施設の活動内容や利用の仕方について
更なる情報提供を行っていく必要があります。

０　　　 ２５　　　５０　 　７５　　１００％
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回答数 ％

85 57.8

62 42.2

回答数 ％

8 12.9

14 22.6

45 72.6

7 11.3

9 14.5

7 11.3

（２）公立公民館等の利用状況について

①「あなたの地区の公立公民館等を過去３年の間に利用したことがありますか。」

　選　　択　　肢 　構　　　　　　成　　　　　　比

１　利用したことがある。

２　利用したことがない。

②「あなたが、公立公民館等を利用したことがない理由は何ですか。」（複数回答）

　選　　択　　肢 　構　　　　　　成　　　　　　比
１　地域に公立公民館がある
　のを知らなかったから
２　公立公民館が何をしてい
　るのか分からなかったから
３　利用する目的（利用した
　い内容）がないから
４　利用しづらいから（利用 
  規定や時間帯など）

５　利用する時間がないから

６　その他

  市内には、公立公民館等が原則中学校区に一館、中央公民館を含めて２７館が設置されてい
ます。
  公立公民館等の利用状況は次のとおりです。

０　　 ２５　 　　５０　　　７５　　 １００％

　 身近な生涯学習施設としての公立公民館等で、利用したことのない人が４２．２％と高い
状況にあることから、地域の方々に公立公民館等をもっと身近に感じてもらうよう努める必要
があります。

　利用したことがない理由として、「利用する目的（利用したい内容）がない」が７２．６％
と高くなっています。市民の皆さんのニーズをしっかり調査・理解した上での講座の計画やイ
ベントの実施が大切になります。
　また、「地域に公立公民館等があるのを知らなかった」「公立公民館等が何をしているか分
からなかった」が合わせて３５．５％あり、地域の方々に公立公民館等を知ってもらう取組が
求められます。

０　　２５　　　　５０　　　７５　　１００％
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回答数 ％

27 31.8

34 40.0

24 28.2

20 23.5

32 37.6

1 1.2

10 11.8

回答数 ％

21 24.7

28 32.9

32 37.6

21 24.7

20 23.5

9 10.6

③「あなたは、公立公民館等をどのような目的で利用されていますか。」（複数回答）　

選　　　択　　　肢 　構　　　　　　成　　　　　　比

１　図書室を利用するため
(図書を借りる、返すためも含む。)　

２　研修や講座を受講するため

３　館のイベントに参加するため

４　ボランティア活動に参加
　するため

５　自治会の会議や活動のため

６　特に目的はない

７  その他

④「あなたは、公立公民館等の講座やイベント等の情報をどのようにして知りまし 
  たか。」（複数回答）　　 

　選　　択　　肢 　構　　　　　　成　　　　　　比

１　公民館内の掲示物

２　公民館の広報紙（館報）

３　公民館講座案内
　　「まなぶど！」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　市ホームページ

５　知人からの口コミ・紹介

６　その他

　利用目的の上位３項目は、「研修や講座を受講するため」４０％、「自治会の会議や活動に
参加するため」３７．６％、「図書室を利用するため」３１．８％となっています。
　その他の意見として、「地域の懇親会活動のため」「遊戯室で遊ぶため」などもあります。
多様な目的で地域の多くの方に利用していただいており、地域交流の場となることが求められ
ます。　

　公立公民館等での講座やイベントの情報については、公民館講座案内「まなぶど！」が　　 　
３７．６％となっていますが、利用者はいろいろな方面からの情報を得て参加していることが
分かります。今後も「まなぶど！」の周知を図るとともに様々な方法での情報の発信をしてい
く必要があります。

０　　　２５　　　５０　　　７５　 　１００％

０　　　　２５　　　５０　　７５   　１００％
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回答数 ％

5 5.9

39 45.9

31 36.5

22 25.9

7 8.2

41 48.2

10 11.8

⑤「あなたは、公立公民館等で学び身に付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）

　選　　択　　肢 　構　　　　　　成　　　　　　比
１　仕事や就職の上で
　生かしている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　家庭・日常生活に
　生かしている。
３　地域や社会での活動に
　生かしている。
４　ボランティア活動に
　生かしている。
５　他の人の学習や活動の
　指導に生かしている。
６　自分の生き方や人生を豊か
  にするために生かしている。

７　生かしていない。

０　　　２５　　　５０　　　７５　　１００％

　公立公民館等での講座や自主グループによる学習で学び身に付けた知識や技能などの成果を
どのように生かしているかについては、「自分の生き方や人生を豊かにするために生かしてい
る。」４８．２％、「家庭・日常生活に生かしている。」４５．９％など自分自身の生活に生
かしていると回答している方が多いのですが、「地域や社会での活動に生かしている。」          
３６．５％、「ボランティア活動に生かしている。」２５．９％など地域や社会のために生か
しているとの回答も多くありました。
　今後とも学びの成果を広く地域社会に生かしていけるような地域の人材づくりにも力を入れ
ていく必要があります。
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回答数 ％

58 38.9

65 43.6

24 16.1

回答数 ％

22 14.8

86 57.7

39 26.2

（３）市立図書館の利用状況について

　生涯学習関連施設の利用状況で、市立図書館、佐土原図書館を利用した割合は、高い状況が
ありました。そうした中で、図書館が行っているサービスに次のような実態がありました。

①「宮崎市立図書館・佐土原図書館所蔵の本を、インターネットで検索予約ができ
 る「インターネット予約サービス」を利用したことがありますか。」

　選　　択　　肢 　構　　　　　　成　　　　　　比

１　利用したことがある。

２　利用したことがない。

３　「インターネット予約
　サービス」を知らない。

（無回答あり）

　インターネット予約サービスを「利用したことがある。」は、３８．９％で「利用したこと
がない。」と「インターネット予約サービスを知らない。」を合わせると５９．７％と高い割
合となっています。

②「市立図書館では、ご自宅のインターネットで予約した本を、受け取りたい公民館等に
 お届けする「配本サービス」がございますが、利用したことはありますか。」

　選　　択　　肢 　構　　　　　　成　　　　　　比

１　利用したことがある。

２　利用したことがない。

３「配本サービス」を知らな
  い。

（無回答あり）

　近隣の公立公民館等で受け取ることのできる「配本サービス」について、「利用したことが
ある。」１４．８％、「利用したことがない。」「配本サービスを知らない。」を合わせると　 　
８３．９％と非常に高い割合となっています。
　このようなサービスの周知を図り、気軽に読書できる環境づくりにつなげる必要があります。

０　　　２５　　　５０　 　７５　　１００％

０　　　２５　　　５０　 　７５　　１００％
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回答数 ％

98 65.8

69 46.3

28 18.8

12 8.1

60 40.3

11 7.4

45 30.2

6 4.0

16 10.7

17 11.4

42 28.2

14 9.4

3 2.0

③「あなたが、より足を運びたくなるのはどのような図書館ですか。当てはまるも
 のを３つまで選んでください。」

　選　　択　　肢 　構　　　　　　成　　　　　　比
１　くつろいで本を読める場所や       
  設備（ソファーや椅子など）が
  ある。

２　静かで、集中して調べも
  のができる環境がある。

３　子どもに読み聞かせするなど
  親子で過ごせる場所がある。

４　地域の情報を交換できる
  ような場所がある。

５　飲食のできる場所やカ
  フェなどの飲食施設がある。

６　持ち込みパソコンが使え
  る場所と電源がある。

７　無料ＷⅰーＦⅰを設置するな
  ど、自由にインターネットを利
  用できる環境が整っている。

８　団体やグループで利用できる
  （借りられる）場所がある。

９　照明・トイレなど館内の
  設備が充実している。

10　静かな館内ＢＧＭが流れ
  ていて、くつろぎやすい。

11  本の配置が見やすく、探
  しやすく整理されている。

12 早朝や夜間に開館している。

13 その他

　上位3項目は、「くつろいで本を読める場所や設備（ソファーや椅子など）がある。」　　　　
６５．８％、「　静かで、集中して調べものができる環境がある。」４６．３％、「飲食ので
きる場所やカフェなどの飲食施設がある。」４０．３％となっています。
　市民の皆さんが利用しやすい図書館の環境を整えていく必要があります。

０　　　 ２５　　　５０　 　７５　　１００％
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回答数 ％

50 34.0

97 66.0

回答数 ％

20 40.0

23 46.0

12 24.0

2 4.0

（４）市民の学習活動について

①「あなたは、現在、サークル活動や習い事等をしていますか。」

　選　　択　　肢 　構　　　　　　成　　　　　　比

　1　している。　

　2　していない。

②「あなたは、どんなサークル活動や習い事をしていますか。」（複数回答）

　選　　択　　肢 　構　　　　　　成　　　　　　比
１　趣味を中心としたサー
    クル活動
　（音楽活動や文芸活動等）
２　健康・体力を維持向上す
  るためのスポーツ・トレー
  ニング等

３　各種ボランティア活動

４　その他

０　 　２５　　 　５０　　　７５　　１００％

　サークル活動への参加については、「参加していない。」と回答した割合が６６％と高く
なっています。市民の方々が気軽に学習できる環境づくりが必要です。

０　　　２５　　　５０　 　７５　　１００％

　サークル活動や習い事をしていると回答した方の具体的な活動内容を見ると、「健康・体力
を維持向上するためのスポーツ・トレーニング等」４６％、「趣味を中心としたサークル活動」　  
４０％、「各種ボランティア活動」２４％となっています。
　各団体が、継続的に活動できるように支援していくことが必要です。
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回答数 ％

97 66.0

68 46.3

22 15.0

30 20.4

31 21.1

37 25.2

37 25.2

44 29.9

5 3.4

回答数 ％

86 58.5

40 27.2

51 34.7

73 49.7

33 22.4

30 20.4

39 26.5

11 7.5

③「あなたが、今後学習をしようとする際にどんな情報が必要ですか。」（複数回答）

　選　　択　　肢 　構　　　　　　成　　　　　　比
１　教養・趣味・実技に
  関する情報
２　健康・スポーツに関
  する情報
３　福祉・ボランティア
  に関する情報
４　育児・家庭教育等
  子育てに関する情報
５　自然・環境に関する
  情報
６　消費生活等・生活に
  関する情報
７　まちづくり等に関す
  る情報
８　生き方・生きがいづ
  くりに関する情報

９ その他

④「あなたは、今後いつでも、どこでも楽しく学べるように宮崎市は何に取り組む
  べきだと思いますか。」（複数回答）

　選　　択　　肢 　構　　　　　　成　　　　　　比
１　各施設でのサービスの
  充実・向上
２　生涯学習専門職員の
  育成・配置
３　生涯学習を支援する
　地域人材の育成
４　生涯学習に関する情報の
  積極的な発信・充実
５　社会教育団体、ボラン
  ティア団体等の育成・支援
６　郷土の文化財を生かした
  活動の推進

７　施設の改善・改築

８　その他

　市民の学習情報へのニーズは、「教養・趣味・実技に関する情報」６６．０％が一番多く、
次が、「健康・スポーツに関する情報」４６．３％でした。それ以外の情報も２０％を超えて
おり市民の方々が幅広い情報を必要としていることが分かります。

　最も多かったのが、「各施設でのサービスの充実・向上」５８．５％で、次が「生涯学習に
関する情報の積極的な発信・充実」４９．７％となっています。
　また、生涯学習を推進する専門家の育成や地域人材の育成も挙げられていました。

０　　　２５　　  ５０　　　７５　　１００％

０　　　２５　　　５０　　７５　　　１００％
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（５）生涯学習を推進していく上での課題について

  モニターアンケートの結果から市の生涯学習を推進していくためには、次のようなことが課題
となります。

  　①市内の生涯学習関連施設を活用してもらうように各施設の情報の積極的な発信をして
　　　いくこと。

  　②公立公民館等が行う講座やイベントなどを、市民の皆さんのニーズを生かした内容と
　　　すること。

  　③生涯学習関連施設が「つどいの場」、「まなびの場」、「むすびの場]となるような
　　　地域交流の場としての環境づくりをしていくこと。

 　 ④学びの成果を地域に生かしていけるような地域の人材づくりをしていくこと。
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第３章 宮崎市の生涯学習の理念と目標

１ 基本理念

市の総合計画の重点目標の一つである「一人一人が尊重され、生き生きと暮らせる

『共生社会の確立』」では、学習機会の提供と学習内容の充実を図るとともに、市民

に最も身近な生涯学習拠点としての公立公民館等や情報発信拠点としての図書館の

充実を図ることとしています。また、習得した知識や経験を地域における学習活動や

ボランティア活動に生かす取組を推進するため、次のとおり、基本理念を定めました。

２ 基本目標

基本理念に示された本市の目指すべき生涯学習社会の姿を実現するために、

次の基本目標を定めました。

３ 基本方針

計画の基本目標を達成するために、次の３つの基本方針を設定し、具体的な施策に

つないでいきます。

方針１：生涯学習環境の充実

市民が、それぞれのライフステージに応じて集い、学ぶことができ、生涯

にわたって心豊かな生活を送れるよう生涯学習の機会や場の充実を図って

いきます。

方針２：生涯学習情報の充実

市民ニーズに合った学習活動を行えるよう必要な情報の提供を行うと

ともに、より取得しやすい情報発信に努めます。

方針３：地域・学校と生涯学習活動との連携

地域における生涯学習活動を通じて、地域との関わりをもち地域社会へ

貢献できるような活動となるよう推進します。

＜基本理念＞

共に学び合い、支え合う生涯学習社会の実現

＜基本目標＞

市民が地域とのつながりを感じ、共に支え合いながら、豊かな

生活を送ることができるよう、生涯にわたり学び続けることがで

きる「まち」を目指します。
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４　施策の体系　

基本理念：共に学び合い、支え合う生涯学習社会の実現

基本目標：市民が地域とのつながりを感じ、共に支え合いながら、豊かな生活を送ることが 
         できるよう、生涯にわたり学び続けることができる「まち」を目指します。

【基 本 方 針】   【 施 策 の 方 向 】    　　　【 主 要 施 策 】

①市民のライフステージに合った講座

②地域の課題解決や地域活性化につながる講座

③学び直しに関わる講座

①自主学習グループの支援　

②各種団体の活動支援　

①発表の場、活動の場の提供　

②人材の把握と活用

③人材の交流と連携促進

①市立図書館の充実

②様々な学習ニーズに対応した読書機会の提供

③親子読書活動の推進

④ブックスタートの充実

①施設・設備の適切な管理及び改修等   

②使いやすい施設への工夫

①施設情報の共有化　　

②連携や共同したイベント等の実施　

①特色ある講座・講師情報の集約　 

②高等教育機関からの学習情報の収集　　　　

①市ホームページ等の活用　　

②生涯学習活動の発信

①インターネット申請　

②オンライン講座等の活用

①地域まちづくり講座の実施

②地域イベントの支援　　

③地域団体への支援と連携

①地域の人材情報の活用　　

②各種団体への支援とリーダー研修会等の実施

③人材育成・確保に関する公民館講座の実施

①地域学校協働活動の推進

②イベント等の実施と児童・生徒の参画

③家庭教育事業の充実

④学習活動の支援

１　生涯学習環境
　の充実

(1)魅力ある各種講座等の
   開設

Ⅰ学習機会
　の充実

(2)市民の主体的な学習
   活動の促進

(3)学習の成果を生かせる
   仕組みづくり

(4)読書活動の充実

Ⅱ学習施設
　の充実

(1)生涯学習関連施設の充実

(2)生涯学習関連施設の連携

(1)多様な学習情報の集約

２　生涯学習情報
　の充実

(2)生涯学習情報の発信
   体制の構築

(3)講座申込み方法等の
   見直し

(1)地域まちづくりにつな
   がる生涯学習の推進

３　地域・学校と
　生涯学習活動と
　の連携

(2)生涯学習活動を支える
   人材の育成

(3)学校との連携
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第４章 施策の方向と主要施策

基本方針１ 生涯学習環境の充実 ―Ⅰ：学習機会の充実

施策の方向（１） 魅力ある各種講座等の開設

市民の皆さんが健康で豊かな生活を送ることができるように市民ニーズに合った

講座やイベント等をバランスよく開催し、市民の皆さんの学習活動のきっかけづくり

に努めます。

主要施策① 市民のライフステージに合った講座

子どもから高齢者まで、それぞれのライフステージに合った学習機会が必要です。

そのため、子育て世代や若者など、それぞれの世代が参加しやすい講座を計画的に

企画していきます。

【子育て講座（親子でスキンシップ）】 【高齢者講座（終活のすすめ）】

主要施策② 地域の課題解決や地域活性化につながる講座

それぞれの地域にある資源や人材を活用し、地域への理解を深めるとともに、地

域の課題（健康づくり、防災、ボランティア等）の解決や地域活性化につながるよ

うな講座を企画していきます。

【健康づくり講座（ナイトヨガ）】 【まちづくり講座（郷土の民踊）】
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主要施策③ 学び直しに関わる講座

人生１００年時代、子育て後や退職後などの人生をより豊かなものにするために、

歴史や文化などの知識や教養を深める講座や就業にも役立つ外国語などのスキル

アップ講座を企画し、学び直しができる環境を整えていきます。

【スマホ講座（スマホを自在に使いこなそう）】 【地域学習講座（加江田渓谷ハイキング）】

施策の方向（２） 市民の主体的な学習活動の促進

各種社会教育団体や市民活動団体、自主学習グループなど多くの自主的な学習活動

を行っている団体の支援をしながら、新たな活動につながり、新たな参加を生むよう

な講座やイベントを積極的に行います。

主要施策① 自主学習グループの支援

公立公民館等を中心に活動している自主学習グループは、スポーツや音楽活動、

創作活動等多くの活動に取り組んでいます。こうした活動の支援をしていくととも

に、新たな取組へ発展するような講座の実施や情報の提供などを行っていきます。

【会員の募集コーナー】 【市ホームページでの紹介】
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主要施策② 各種団体の活動支援

それぞれの分野・領域で活動している各種団体の活動の活性化を図ることは、市

民の皆さんが、そのような活動を知り参加するきっかけづくりにつながるほか、地

域の活性化に直結することから、継続的な支援をしていく必要があります。また、

各種団体によるイベント等の合同実施などの団体間交流はさらなる活動の活性化

が期待されます。

【四半的団体活動】 【子ども会活動（砂の造形）】

施策の方向（３） 学習の成果を生かせる仕組みづくり

日頃の学習や活動で学んだ知識や経験を生活に生かしていくとともに、学んだ成果

を広く知ってもらえるような機会を提供することにより学習意欲を喚起することが

必要です。また、技術・技能をもった方々の情報を集約し、活用できるようにするこ

とが大切です。知識や経験の蓄積によって「教わる側」から「教える側」へとステッ

プアップできるように人材の育成に努めます。

主要施策① 発表の場、活動の場の提供

活動の成果を発表（広報紙や発表会等）することは、成果の確認と更なる成長へ

の意欲づくりになります。また、市民の皆さんに活動の様子を知ってもらうことで、

活動への理解と参加を促すことにもつながります。計画的に発表や活動の場を提供

していきます。

【作品発表コーナー（七宝焼きグループ）】 【活動の成果を生かした夏休み親子体験教室】
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主要施策② 人材の把握と活用

学習や活動で身に付けた知識や技術・技能をもっ

た方々は、大切な人材です。こうした方々の情報を

収集・集約し、活動ジャンル別に登録の上、様々な

団体の研修や公民館等の講座で講師や助言者として

活用できるように情報の発信にも努めていきます。

【夢創り人ガイドブック】

主要施策③ 人材の交流と連携促進

優れた知識や技術・技能をもつ人材を幅広く知ってもらうとともに、人材同士の

交流や情報交換を促進することにより、更なるスキルアップが可能になるよう努め

ます。

【夢創り人交流会】

施策の方向（４） 読書活動の充実

日常生活において、読書は、知的好奇心や想像力を育み、生活を豊かにしてくれま

す。幅広い世代の市民ニーズに対応するとともに、読書しやすい環境づくりに努めま

す。

主要施策① 市立図書館の充実

幅広い世代に読書に親しんでもらえるよう、市民ニーズの把握を常に行いながら、

市立図書館や公立公民館等の図書室における図書等の充実を図ります。また、市民

の皆さんに安全で安心して利用いただけるよう、施設の維持管理を行いながら、館

内の掲示などにおいても、読書意欲を促進するような環境づくりを推進します。ま

た、貴重な資料については電子書籍化を行うなど、その保存に努めます。

【宮崎市立図書館全景】 【宮崎市立佐土原図書館全景】

22



主要施策② 様々な学習ニーズに対応した読書機会の提供

市民の読書機会の確保を図るために、市民の皆さんが読みたい本を検索、予約で

き、司書がおすすめする本などの情報が得られる図書システムの充実を図ります。

また、各公立公民館等への配本サービスや、各学校における調べ学習支援のための

図書の配達などを行い、効率的に読書や学習を行うことができるよう図書及び図書

資料の有効活用を図ります。

【図書検索システム】

主要施策③ 親子読書活動の推進

読書を生活の中に取り入れるには、早い段階から読書に親しむ習慣づけが大切で

す。そのため、絵本や児童書などの充実を図るとともに、図書館や生涯学習施設に

おける、読み聞かせグループの活動支援や読み聞かせ講座等を実施しながら、家庭

等における親子読書活動を推進します。

【保育園での小中学生による読み聞かせボランティア活動】
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主要施策④ ブックスタートの充実

幼少期の読み聞かせは、子どもの心の成長に大きな影響を与えます。７～８か月

児健康診査の際にブックスタートによる絵本の提供などを行いながら、親子のコミ

ュニケーションツールとしての本の活用を促進していきます。

【ブックスタート絵本贈呈】

『のせてのせて』 文/松谷みよ子 絵/東光寺 啓

（童心社）

『ぴょーん』 作・絵/まつおか たつひで

（ポプラ社）
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基本方針１ 生涯学習環境の充実 ―Ⅱ：学習施設の充実

施策の方向（１） 生涯学習関連施設の充実

公立公民館等や市立図書館、科学技術館などの生涯学習関連施設が、幅広い世代の

市民の皆さんが利用したいと思える施設となるよう、ハード及びソフトの両面での充

実を図ります。

主要施策① 施設・設備の適切な管理及び改修等

公立公民館等や市立図書館などの施設・設備については、利便性の向上を念頭に、

市民の皆さんに安全で安心して利用いただけるよう、適切な施設・設備の維持管理

を行うとともに、必要に応じて建替工事や長寿命化工事等を行います。

【生目公民館建て替え工事中（Ｒ３）】 【中央公民館蛍光灯ＬＥＤ化】

主要施策② 使いやすい施設への工夫

市民の皆さんが、施設を利用するにあたり安全に利用でき、使いやすい・分かり

やすい案内表示となっているかを常に確認しながら、気軽に相談できるような対応

に努め、再度来館したくなるような運営をしていきます。

【館内の案内表示（大淀川学習館）】 【図書の除菌ボックスの設置】

施策の方向（２） 生涯学習関連施設の連携

公立公民館等や市立図書館、科学技術館などの多くの生涯学習関連施設があり様々

な講座やイベントを実施していますが、それぞれの施設の情報共有や相互協力によっ

て、市民の皆さんにとってより魅力的なものとなり、多くの参加をいただけるような

取組を推進します。
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主要施策① 施設情報の共有化

公共施設予約システムや図書館

システムなどの充実を図り、市民

の皆さんが施設を利用する際の利

便性の向上を図ります。

【公共施設予約システム】

主要施策② 連携や共同したイベント等の実施

生涯学習関連施設がそれぞれの施設の特色を生かした取組を検討する中で、アウ

トリーチとして他の施設を活用した講座やイベントの実施、共同で開催するイベン

ト等の実施により、それぞれの施設の更なる魅力アップや、より有効な事業展開に

つなげ、多くの市民の皆さんに利用される施設となるよう努めます。

【宮崎県総合博物館民家園での 【フローランテ宮崎での寄せ植え講座】

英語案内の実践】
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基本方針２ 生涯学習情報の充実

施策の方向（１）多様な学習情報の集約

生涯学習関連施設では、それぞれ独自の特色ある講師や利用団体の活動状況などの

情報を持っています。こうした情報を集約・整理することでそれぞれの運営に生かし

市民の皆さんのニーズに応えられるようにしていきます。

主要施策① 特色ある講座・講師情報の集約

様々な機関が実施している各種講座や研修会等の講師の情報は、より魅力ある講

座等を企画・運営する上で大切な情報です。こうした情報を集約し共有することに

より、バランスよいメリハリのある講座やイベント等の実施をしていきます。

【健幸体操教室（介護保険課出前講座）】 【宮崎県まなび応援ネット】

主要施策② 高等教育機関からの学習情報の収集

大学などの高等教育機関では専門的で高度な研究や学習活動が実施されていま

す。そのような情報を収集し、連携を図る

ことでより質の高い講座や研修会、イベン

ト等を企画運営し、市民の皆さんに提供し

ていきます。

【公立公民館等での公立大学との連携講座】

施策の方向（２）生涯学習情報の発信体制の構築

多種多様な生涯学習情報を、いつでも気軽に、簡単に検索・閲覧できるようにする

とともに、生涯学習情報の発信体制を構築することで、市民の皆さんがより学びの機

会を得ることができるようにしていきます。
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主要施策① 市ホームページ等の活用

市ホームページには、目的ごとに講座やイベントなどが掲載されています。

それらの情報を結びつけて「生涯学習情報」として発信することで、市民の皆さん

が、求める情報を迷わず

検索できるようにしてい

きます。

【生涯学習情報 宮崎市ホームページより】

主要施策② 生涯学習活動の発信

生涯学習関連施設や NPO 法人、社会教育団体などが様々な特色ある活動を行って

います。それらの情報を「生涯学習情報」として発信することで、市民の皆さんが

幅広い情報を取得できるようにします。

【公民館講座情報紙「まなぶど！」】 【生涯学習関連施設情報「わくわくランド」】

施策の方向（３）講座申込み方法等の見直し

スマートフォンをはじめ様々な電子ツールが発達し、多くの方々が所有しています。

それらを用いた新たな学びの形を検討し、広く市民の皆さんのニーズに応えられるよ

うにしていきます。

主要施策① インターネット申請

窓口申請や郵送申請による申込みだけでなく、パソコンやスマートフォンなどを

活用して、講座やイベント等の申込みができるようにしていきます。

【インターネットによる申請の

入力フォーム】
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主要施策② オンライン講座等の活用

時代の変化と共に、従来の「集う」以外の学びのニーズも高まってきており、イ

ンターネットやスマートフォン等を活用したオンライン形式の講座なども取り入

れていきます。

また、市民の皆さんがオンライン形

式の講座などを受講するために必要

なスキルを身に付けることができる

ような講座等の充実も図ります。

【ＩＴスキル育成研修】
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基本方針３ 地域・学校と生涯学習活動との連携

施策の方向（１） 地域まちづくりにつながる生涯学習の推進

地域まちづくりは、人と人がつながり、地域に愛着をもって各種活動に取り組んで

いくことが大切です。このため、地域の課題解決や伝統文化の継承などに取り組む中

でネットワークが形成されるよう、住民主体のまちづくりを推進していく必要があり

ます。公立公民館等は、地域活動の拠点として、地域まちづくりを推進する取組を実

施していきます。

主要施策① 地域まちづくり講座の実施

公立公民館等では、地域の歴史や文化に関する講座や防災・減災に関する講座、

環境保全に関する講座、健康増進に関する講座等多くの講座を企画し実施していま

す。市民の皆さんの地域まちづくりに対する意識を高め、地域活動へのきっかけづ

くりになるよう努めます。

【防災に関する講座（防災食づくり）】 【地域の歴史に関する講座】

主要施策② 地域イベントの支援

公立公民館等や自治公民館などでは、地域を拠点に活動している各種団体、保育

所、幼稚園、小・中学校等の協力のもと公民館祭りや福祉イベント等を行っていま

す。地域で活動している各種団体が参加し交流することは、相互の理解を深めると

ともに、各団体の活性化につながり、さらには地域の活性化につながります。こう

した地域での活動の支援をしていきます。

【公民館祭り（野点・マルシェ）】

30



主要施策③ 地域団体への支援と連携

地域自治区内では、様々な団体が活動しています。公立公民館等が、こうした団

体と情報を交換したり活動を一緒に行ったりして連携していくことは、地域まちづ

くりを推進する上で非常に重要です。各団体をつなぐ役割に努め、団体相互の連携

や協力の結節点となるように取り組みます。

【青少年指導委員（夜間街頭指導）】 【自治会合同の防災訓練】

施策の方向（２） 生涯学習活動を支える人材の育成

生涯学習が地域社会に貢献する活動の原動力となり、また、地域活性化の気運の高

まりが生涯学習活動への意欲推進につながるようにすることが必要です。地域におけ

る生涯学習活動や地域まちづくり活動を活性化させるためには、リーダーや担い手な

どの人材の確保が重要であることから、活動を支える人材を発掘・育成する取組を推

進していきます。

主要施策① 地域の人材情報の活用

地域には様々な経験や学習で培った知識やノウハウをもつ貴重な人材が多く存

在します。そのような隠れた人材を発掘するためには、地域自治区事務所や公立公

民館等や学校などがもつ情報を相互に活用することが大切です。その上で、生涯学

習活動や地域まちづくり活動などに参画しやすくなるような仕組みづくりに努め

ます。
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主要施策② 各種団体への支援とリーダー研修会等の実施

地域で活動する団体を運営していくことは大変なことです。そのため、自治会や

地域まちづくり推進委員会をはじめとする各種団体の活動を支援するとともに、リ

ーダー同士の交流を深め、情報交換をしたり、スキルアップを目指した研修会を実

施したりするなど、活動の活性化に寄与していくように努めます。

【講師派遣を受けての自治会の活動】 【子ども会ジュニアリーダー研修】

主要施策③ 人材育成・確保に関する公民館講座の実施

公立公民館等の主催講座の企画運営にあたっては、これまでも地域人材の活用や

地域活動につながる講座を実施してきましたが、今後は一層、地域の様々な団体と

協力・連携した取組が必要です。そのため、講座やイベントの企画運営にあたって、

地域自治区事務所や地域活動団体との意見交換を行いながら、より人材の確保や地

域活動の活性化に寄与するものとなるよう取り組みます。

施策の方向（３） 学校との連携

学校は未来の地域の担い手を育成する教育機関です。地域への理解を深め、地域に

愛着や誇りをもった児童生徒を育成していくことが、将来の地域活性化への大事な取

組です。そのため、学校における教育活動への支援や地域活動への参画、地域の伝統

文化の継承など様々な取組を協働していくことで、相互に継続発展していくよう努め

ます。

主要施策① 地域学校協働活動の推進

学校運営に地域の声を生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めて

いくためには、学校・保護者・地域住民で構成する学校運営協議会の設置と地域と

学校が緩やかなネットワークでつながり、連携・協働する「地域学校協働活動」の

継続的な実施が求められます。その活動に公立公民館等や地域で活動する方々が参

画しやすいような取組を推進します。
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主要施策② イベント等の実施と児童・生徒の参画

子ども達が日頃学んだ成果を作品として出品したり、発表したりすることで、達

成感や満足感を味わえる場を設定していきます。更に、児童館や放課後子ども教室

などとの連携を図り、幼い頃からの公立公民館等との関わりの中で、将来にわたり

生涯学習活動に参画していくような人材の育成にも努めます。

【きよたけ児童文化センターでの児童の活動】 【公民館祭りでの児童の作品展示】

主要施策③ 家庭教育事業の充実

家庭教育を推進するために、子ども達の成長に合わせて、家庭でのルールや生活

習慣、コミュニケーションのとり方などについて保護者が学ぶことができるよう、

家庭教育に関する学習機会の提供や各種支援、事業実施等を行っています。

学校及び公立公民館等においては、ＰＴＡと協力しながら家庭教育学級を実施す

るほか、学校と連携して、就学時健診等の機会を活用するなど、保護者が学べる機

会を提供しています。学校やＰＴＡ、公立公民館等と連携しながら、保護者のニー

ズに合った事業を行っていきます。

【家庭教育学級合同研修会】 【公民館での子育て講座（ベビーマッサージ）】
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主要施策④ 学習活動の支援

地域への理解が深く、地域への愛着をもった児童生徒を育成していくため、地域

の人材を活用して、地域学習や歴史学習など学習活動の補助や農業体験など地域で

の体験活動、企業における職場体験学習など各種学習活動の支援を行い、地域との

つながりを深める取組を実施していきます。

【自然体験学習（飯盒炊さん）】 【安井息軒記念館での学習】
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１ 宮崎市生涯学習推進計画策定の経緯

期日 会議名等 内容等

令和元年６月 令和元年度第２回宮崎市社会教育委員会議 推進計画策定方針を決定

令和元年７月 市政モニターアンケート調査（市立図書館） 市民166人対象（回収率89.7％）

令和元年１０月 令和元年度第３回宮崎市社会教育委員会議 推進計画策定スケジュール調整

令和２年７月 令和２年度第１回社会教育委員会議 各アンケート内容調整

令和２年７月 市政モニターアンケート調査（公立公民館等） 市民161人対象（回収率91.3％）

令和２年８月 社会教育関係団体アンケート調査 15団体対象（回収率100％）

令和２年９月 第１回宮崎市生涯学習推進計画策定幹事会 骨子案説明、意見交換

令和２年１０月 令和２年度第２回社会教育委員会議 骨子案説明、意見交換

令和３年１月 令和２年度第３回社会教育委員会議 素案説明、意見交換

令和３年３月 第２回宮崎市生涯学習推進計画策定幹事会 素案説明、意見交換

令和３年３月 令和２年度第４回社会教育委員会議 修正素案説明、意見交換

令和３年５月 第３回宮崎市生涯学習推進計画策定幹事会 修正素案説明、意見交換

令和３年５月 令和３年度第１回社会教育委員会議 計画（案）説明

令和３年５月 宮崎市教育委員会 計画（案）説明

令和３年６月 パブリックコメント実施（令和6月1日～30日） 計画（案）意見募集

令和３年７月 令和３年度第２回社会教育委員会議 計画説明

令和３年８月 第４回宮崎市生涯学習推進計画策定幹事会 計画説明

令和３年９月 宮崎市教育委員会 計画説明
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２ 社会教育委員関係法令

○社会教育法（昭和二十四年六月十日号外法律第二百七号）

第四章 社会教育委員

（社会教育委員の設置）

第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。

第十六条 削除

（社会教育委員の職務）

第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務

を行う。

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見

を述べること。

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べるこ

とができる。

３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教

育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係

者に対し、助言と指導を与えることができる。

（社会教育委員の委嘱の基準等）

第十八条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必

要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委

員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

第十九条 削除
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○宮崎市社会教育委員条例（昭和 25年 4月 1日条例 16号）
（設置）

第１条 社会教育法（昭和24年法律第207号）第15条第１項の規定に基づき、本市に

社会教育委員（以下「委員」という。）を置く。

（委嘱の基準）

第２条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(１) 学校教育の関係者

(２) 社会教育の関係者

(３) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(４) 学識経験のある者

(５) その他教育委員会が必要と認める者

（定数）

第３条 委員の定数は、20名以内とする。

（任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（委任）

第５条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別

に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（昭和35年４月１日条例第８号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成26年３月18日条例第13号）

この条例は、平成26年４月１日から施行する。
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３ 宮崎市社会教育委員名簿（任期 Ｒ1. 6. 1～Ｒ3. 5.31）

氏 名 区 分 所 属 ・ 役 職 等

佐 藤 砂 子 その他教育委員会が必要と認める者 宮崎商工会議所女性会理事

上 村 秀 子 社会教育の関係者 宮崎市青少年育成連合会理事

上 野 治 雄 〃 宮崎市子ども会育成連絡協議会会長

宮 本 和 子 〃 清武町婦人会連絡協議会会長

後 城 良 謙 〃 宮崎市ＰＴＡ協議会顧問

甲 斐 眞由美 〃 元佐土原図書館司書

鬼 束 裕 治 学校教育の関係者 元中学校校長

西 野 透 〃 元小学校校長

吉 村 功太郎 学識経験のある者 宮崎大学教育学部教授

後 藤 幾 子 家庭教育の向上に資する活動を行う者 特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター理事

島 津 真 子 〃 住吉小放課後子ども教室コーディネーター

福 重 未希子 〃 恒久児童館長

柳 和 枝 学校教育の関係者 学校教育課保幼小連携アドバイザー

堅 山 秀 行 〃 元小学校校長

森 山 欣 一 〃 生涯学習部会小学校部会長（佐土原小学校校長）
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３ 宮崎市社会教育委員名簿（任期 Ｒ3. 6. 1～Ｒ5. 5.31）

氏 名 区 分 所 属 ・ 役 職 等

佐 藤 砂 子 その他教育委員会が必要と認める者 宮崎商工会議所女性会副会長

上 村 秀 子 社会教育の関係者 宮崎市青少年育成連合会理事

荒 川 正 彦 〃 宮崎市子ども会育成連絡協議会副会長

宮 本 和 子 〃 清武町婦人会連絡協議会会長

吉 村 恵 一 〃 宮崎市ＰＴＡ協議会副会長

甲 斐 眞由美 〃 元佐土原図書館司書

後 城 良 謙 〃 元宮崎市ＰＴＡ協議会顧問

西 野 透 学校教育の関係者 元小学校校長

吉 村 功太郎 学識経験のある者 宮崎大学教育学部教授

寺 町 晋 哉 学識経験のある者 宮崎公立大学人文学部准教授

福 重 佳 枝 家庭教育の向上に資する活動を行う者 NPO法人チャイルドラインみやざき代表理事

山 田 敦 子 〃 江南わくわく子ども教室コーディネーター

内 海 理 恵 〃 本郷児童館長

柳 和 枝 学校教育の関係者 学校教育課保幼小連携アドバイザー

堅 山 秀 行 〃 元小学校校長

前 村 賢 一 〃 生涯学習部会小学校部会長（小松台小学校校長）
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４ 宮崎市生涯学習推進計画策定幹事会設置要綱

（設置）

第１条 社会教育法の理念に基づき、生涯学習を総合的かつ効果的に推進し、宮崎市における推

進計画の策定について必要な事項を検討するため、宮崎市生涯学習推進計画策定幹事会（以

下「幹事会」という。）及びワーキンググループ（以下、「部会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 幹事会は次の事務を所掌する。

（１）生涯学習推進計画の策定に関する重要事項の調査検討及び調整

（２）その他目的達成に必要な事項の検討

（幹事会）

第３条 幹事会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

（１）会長、副会長及び委員は、別表１に掲げる職にある職員をもって充てる。

（２）幹事会は、会長が招集する。

（３）会長は、会務を総理する。

（４）副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。

（５）幹事会は、必要と認めたときは関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

（部会）

第４条 計画原案の作成及び調査研究を行うため幹事会に部会を置く。

（１）部会は、別表２に掲げる職にある職員をもって充てる。

（２）部会は、部会長が招集する。

（３）部会長は、会務を総理する。

（４）副部会長は部会長を補佐し、部会長が不在のときは、その職務を代理する。

（５）部会は、必要と認めたときは関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

（庶務）

第５条 幹事会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

（雑則）

第６条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が別

に定める。

附 則

この要綱は、令和 ２年 ７月 １日から施行する。
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別表１ 幹事会

別表２ 部会

役 職 職 名

会 長

副会長

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

生涯学習課長

地域コミュニティ課長

文化財課長

文化・市民活動課長

介護保険課長

スポーツランド推進課長

工業政策課長

役 職 職 名

会 長

副会長

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

生涯学習課社会教育係長

地域コミュニティ課地域学習係長

文化財課文化財整備活用係長

文化･市民活動課文化振興係長

介護保険課介護予防係長

スポーツランド推進課市民スポーツ推進係長

工業政策課雇用労政係長
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◆ 調査の目的

（1）調査期間 令和元年7月1日 ～ 令和元年7月12日 ※終了後も一定期間回収

（2）モニター数 166人

（3）回答者数 149人　（回答率89.76％）

（4）担当課 教育委員会　生涯学習課

５　モニターアンケート調査結果
　　　　アンケート調査結果の概要は、８ページから１５ページに掲載しておりますが、
　　　全体の調査結果は以下のとおりです。

宮崎市立図書館・佐土原図書館について　集計結果

　生涯学習の拠点となる公共施設である宮崎市立図書館、宮崎市立佐土原図書館の利用状況
等に関する調査を実施し、図書館環境を充実させるための施策を検討する。

◆ 調査の概要

◆ 調査結果考察

１．市立図書館・佐土原図書館の利用状況について

　問1にて、市立図書館または佐土原図書館を「利用したことがある」と回答した方は全体
の約77.9％となり、多くの方に利用されていることがうかがえる。一方で、「利用したこと
がない」と回答した方は22.1%程度となり、その理由として最も多かったのは「図書館が近
くにない（交通が不便）」だった。

　問12にて、足を運びたくなる図書館として「最新の図書が揃っている」と「雑誌や新聞の
種類が豊富である」が回答の半数以上の値を占め、図書資料等の豊富さが求められているこ
とが分かった。また、問13においては、足を運びたくなるような図書館の職員として、「明
るく笑顔で対応してくれる」回答が最も多く、6割以上を占めた。窓口での職員の応対等も
魅力的な図書館作りに不可欠と考えられる。

　問14にて、足を運びたくなる図書館として「くつろいで本が読める場所や設備がある」が
65.8%と最も多く、次いで「静かで、集中して調べものができる環境がある」が46.3%、「飲
食のできる場所やカフェなどの飲食施設がある」が40.3%となった。

◆ 調査結果まとめ

　アンケートの結果を受け、市立図書館及び佐土原図書館は、図書資料を充実させる及びく
つろいで読書ができる環境の提供を重点におき、さらに市民のニーズに応えた施設運営・改
善に努める。

令和元年度　宮崎市政モニターアンケート
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１．「宮崎市立図書館・佐土原図書館の利用状況」について、おうかがいします。

1 利用したことがある

2 利用したことがない

1 ほぼ毎日

2 週に２～３回程度

3 週に１回程度

4 一ヶ月に１回程度

5 半年に１回程度

6 年に１回程度

※複数回答者あり

○その他のご意見

＊ 地区の高齢者学習活動の一環

1

2

3

4

5

　◎ 調査結果

集計結果の数値（％）は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、内訳の比率の合計が
100％にならない場合がある。また、複数回答の設問は、比率の合計が100％を超える｡

問1 宮崎市立図書館または佐土原図書館について、あなたは過去３年（平成２９年～令和
元年）の間に利用したことがありますか。あてはまるものを、それぞれ１つ選んでく
ださい。

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

116 77.9%

33 22.1%

計 149 100.0%

問2 【問１にて「１　利用したことがある」と回答した方にお伺いします。】
あなたが宮崎市立図書館または佐土原図書館を利用する頻度（現在利用していない方は
過去に利用していたときの頻度）について、あてはまるものを１つ選んでください。

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

0 0.0%

4 3.4%

28 24.1%

43 37.1%

31 26.7%

10 8.6%

計 116 100.0%

問3 【問１にて「１　利用したことがある」と回答した方にお伺いします。】
あなたが宮崎市立図書館または佐土原図書館を利用する時間帯（現在利用していない方
は過去の利用時間帯）について、あてはまるものを１つ選んでください。

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

平日の昼間（9：00～16：00ごろ）に利
用することが多い 41 35.3%

平日の夕方（16：00ごろ～閉館まで）に
利用することが多い 8 6.9%

土日祝の昼間（9：00～16：00ごろ）に
利用することが多い 43 37.1%

土日祝の夕方（16：00ごろ～閉館まで）
に利用することが多い 0 0.0%

特に決まった利用時間はない 24 20.7%

計 116 100%

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%
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1

2

3

4

1 本や雑誌を借りる・返すため

2 本や雑誌、新聞などを館内で読むため

3 図書館の本などで調べものをするため

4 図書館員に調べものの相談をするため

5 学校や試験などの勉強をするため

6 館内のイベントなどに参加するため

7 インターネットを利用するため

8 特に目的はない

9 その他

※複数回答者あり

1

2

3

4

5

6

7

○その他のご意見

＊ 案内状が届いたから　＊ラジオできいた　＊館内でたまたま通りがかった　など

問4 【問１にて「１　利用したことがある」と回答した方にお伺いします。】
宮崎市立図書館または佐土原図書館には、どなたと多く利用されますか。

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

家族（祖父母や孫を含む） 58 50.0%

友人 0 0.0%

自分ひとり 58 50.0%

その他 0 0.0%

計 116 100%

問5 【問１にて「１　利用したことがある」と回答した方にお伺いします。】
あなたは宮崎市立図書館または佐土原図書館を、主にどのような目的で利用されます
か。あてはまるものをすべて選んでください。

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

93 80.2%

44 37.9%

32 27.6%

1 0.9%

10 8.6%

14 12.1%

3 2.6%

3 2.6%

5 4.3%

計 205 176.7%

○その他のご意見
＊ＤＶＤ・ビデオ鑑賞のため　　　　＊孫へ読み聞かせをするため　　　など

問6 【問５にて「６　館内のイベントなどに参加するため」と回答した方にお伺いしま
す。】
あなたは宮崎市立図書館または佐土原図書館内でのイベントについて、どのように知り
ましたか。あてはまるものをすべて選んでください。

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

図書館内の掲示物 8 57.1%

図書館作成の情報誌やリーフレット 2 14.3%

宮崎市の広報紙 7 50.0%

民間作成の情報誌（フリーペーパーな
ど） 1 7.1%

知人からの口コミ・紹介 1 7.1%

図書館のホームページ等 2 14.3%

その他 3 21.4%

計 24 171%

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

○その他のご意見

＊　子どもが大きくなり、足を運ばなくなった、など

問7 【問１にて「２　利用したことがない」と回答した方にお伺いします。】
宮崎市立図書館または佐土原図書館を利用しない（したことがない）理由は何ですか。
当てはまるものをすべて選んでください。

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

宮崎県立図書館など、その他の図書館
（室）を利用しているため 12 36.4%

宮崎市立図書館・佐土原図書館があるこ
とを知らなかったため 1 3.0%

図書館が近くにない（交通が不便であ
る）ため 11 33.3%

利用したい本や雑誌が図書館にないため 2 6.1%

読みたい本は自分で購入するため 8 24.2%

本は、タブレット端末やスマートフォン
などにより電子書籍を利用しているため 4 12.1%

本を読まないため 7 21.2%

インターネット上の情報で足りるため 8 24.2%

利用する時間がないため 7 21.2%

利用する目的がないため 3 9.1%

その他 1 3.0%

計 64 193.9%
0% 25% 50% 75% 100%
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２．図書館サービスについておうかがいします。

1

2

3

（無回答あり）

1

2

3

問8 　宮崎市立図書館・佐土原図書館所蔵の本を、インターネットで検索や予約ができる
「インターネット予約サービス」を利用したことはありますか。

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

利用したことがある 58 38.9%

利用したことはない 65 43.6%

「インターネット予約サービス」を知ら
ない 24 16.1%

計 147 99%

問9 市立図書館では、ご自宅のインターネットで予約した本を、受け取りたい公民館等にお
届けする「配本サービス」がございますが、利用したことはありますか。

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

利用したことがある 22 14.8%

利用したことはない 86 57.7%

「配本サービス」を知らない 39 26.2%

計 147 99%

（無回答あり）

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

○その他のご意見

＊　ゼンリン・地図　　　＊　子育て・子どものための学習の本　　＊　大活字本　など　

1

2

3

4 教養講座（文学・歴史・科学・語学など）

5 読み聞かせ講座

6 自由研究講座

7

8

9

10

11

12

13

○その他のご意見

＊　読み聞かせ技術向上のための発展的な講座希望

＊　各分野の専門家を呼んで、専門的な講座を受けたい。

＊　いろんな世代に対応した講座を実施してほしい。　　など

問10 あなたはどのような本（資料）を求めて図書館へ足を運びますか。あてはまるものを３
つまで選んでください。

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

新刊本や世間で話題になっている本 79 53.0%

雑誌や新聞 48 32.2%

絶版などの理由で入手が困難な本 15 10.1%

専門書 55 36.9%

趣味のための実用書、小説、漫画など 69 46.3%

児童書・絵本 45 30.2%

郷土資料 15 10.1%

ＣＤやＤＶＤ 8 5.4%

電子図書 1 0.7%

オンラインデータベース 1 0.7%

その他 10 6.7%

計 346 232.2%

問11 もしあなたが参加するなら、どんな図書館のイベントに参加したいですか。あてはまる
ものを３つまで選んでください。（全て本の紹介や読み聞かせなどをかねたイベントで
す）

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

おはなし会・よみきかせ会 29 19.5%

映画の上映会（大人向け・子供向け） 77 51.7%

音楽鑑賞会・図書館コンサート 65 43.6%

51 34.2%

14 9.4%

21 14.1%

料理教室 25 16.8%

工作教室 17 11.4%

夜間のイベント（天体観測） 29 19.5%

展示会 18 12.1%

書評会（ビブリオバトル） 5 3.4%

特になし 14 9.4%

その他 2 1.3%

計 367 246% 0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

○その他の主な内容

＊　キッズスペース付のお茶等が飲める場所がある

＊　最新のＤＶＤ・ＣＤがある

＊　おしゃれなカフェが併設されている　　　　　　　など

1

2

3

4

5

6

7

○その他のご意見

＊　私語等、マナーの悪い利用者へのしっかり注意してくれる職員

＊　職員が生き生きと勤務し、図書館のことが好きだという雰囲気の感じられる職員

＊　学芸員などの専門の話ができる職員　　　　など

問12 あなたがより足を運びたくなるのはどのようなサービスがある図書館ですか。あてはま
るものを３つまで選んでください。

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

最新の図書が揃っている 97 65.1%

視聴覚資料が豊富にある（ＣＤ・ＤＶ
Ｄ・音声資料など） 26 17.4%

雑誌や新聞の種類が豊富にある 71 47.7%

レファレンス（調べものへの相談）がし
やすい 31 20.8%

健康・医療情報について発信してくれる 17 11.4%

乳幼児・児童向けの図書やイベントが充
実している 34 22.8%

中高生向けの図書やイベントが充実している 7 4.7%

高齢者向けの図書やイベントが充実して
いる 22 14.8%

障がいのある方向けの図書やイベントが
充実している 9 6.0%

ビジネスマン向けの図書やイベントが充
実している 16 10.7%

外国語・国際交流関係の図書やイベント
が充実している 9 6.0%

その他 13 8.7%

計 352 236.2%

問13 あなたがより足を運びたくなるのはどのような職員のいる図書館ですか。あてはまるも
のを３つまで選んでください。

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

館内をこまめに見回り、声をかけてくれ
る 17 11.4%

お勧めの本や、図書館で人気のある本を
気軽に紹介してくれる 49 32.9%

図書に関する知識が深く、質問等に対し
て的確に回答・案内してくれる 78 52.3%

貸出、返却の手続きをスムーズに行って
くれる 68 45.6%

明るく笑顔で対応してくれる 100 67.1%

障がい者や高齢者、乳幼児連れの親子が
困っているときに、率先して手助けして
くれる

44 29.5%

その他 10 6.7%

計 366 245.6% 0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

○その他のご意見

＊　キッズスペース付のお茶等が飲める場所がほしい

＊　親子で過ごすスペースに柵等でしきりがあるといい　　　など

３．最後に、おうかがいします。

○ 主なご意見

＊　市立図書館に新しい本をもっと増やしてほしい。

＊ イベント等を定期的に開催していると、図書館に足を運びたくなる。

＊ 佐土原図書館にて勉強イスを利用したいが、数が少なく利用しにくい。

＊ 財政的に厳しいので無理だと思うが、もっと近くに図書館があればよい。

＊ 配本サービスをもっと皆さんに広く知って欲しい。

＊ 市立図書館の図書交換市を２日間または年２回開催して欲しい。

＊ コーヒーなどの飲み物を提供してもらえるスペースがあると嬉しい。

＊ 子供がうるさくても大丈夫で、飲食可の場所があるともっと、身近で行きやすくなる。

＊ 図書館周辺でイベントがある時には図書館利用者の駐車場所の確保に努めてほしい。

＊ 宮崎市立図書館職員のサービス対応をもっと研修していただきたい。

問14 　あなたがより足を運びたくなるのはどのような図書館ですか。あてはまるものを３つ
まで選んでください。

選択肢 回答数 ％ 構　成　比

くつろいで本を読める場所や設備（ソ
ファーや椅子など）がある 98 65.8%

静かで、集中して調べものができる環境
がある 69 46.3%

子どもに読み聞かせするなど、親子で過
ごせる場所がある 28 18.8%

地域の情報を交換できるような場所があ
る 12 8.1%

飲食のできる場所やカフェなどの飲食施
設がある 60 40.3%

持ち込みパソコンが使える場所と電源が
ある 11 7.4%
無料Wi-Fiを設置するなど、自由にイン
ターネットを利用できる環境が整ってい
る

45 30.2%

団体やグループで利用できる（借りられ
る）場所がある 6 4.0%

照明・トイレなど館内の設備が充実して
いる 16 10.7%

静かな館内ＢＧＭが流れていて、くつろ
ぎやすい 17 11.4%

本の配置が見やすく、探しやすく整理さ
れている 42 28.2%

早朝や夜間に開館している 14 9.4%

その他 3 2.0%

計 421 282.6%

問15 その他、宮崎市立図書館・佐土原図書館についてのご意見などがありましたら、自由に
ご記入ください。

0% 25% 50% 75% 100%
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　回答数 　　％

85 57.8

62 42.2

147 100

　回答数 　　％

0 0

2 2.4

17 20

24 28.2

22 25.9

20 23.5

85 100

　　　　　　　　　　　　公立公民館等について　　　集約結果

◆調査の目的

　 生涯学習の拠点となる公共施設である公立公民館等の利用状況等に関する調査を実施し、公民館環
境を充実させるための施策を検討する。

◆調査の概要

（１）調査期間　　　　　　令和２年６月２９日～７月１０日　　　　※終了後も一定期間回収　　

（２）モニター数             １６１人

（３）回答数                  １４７人　　（９１．３％）

（４）担当課　　　　　　　教育委員会　生涯学習課

◆調査結果考察

１．公立公民館等の利用状況について

・問１で過去３年の間に公立公民館等を利用したことのない人が４０％を越しており、その理由として「利用　
する目的（利用したい内容）がないから」が１番多く、次が、「公立公民館等が何をしているのか分からな
かったから」となっている。公民館の活動状況を積極的に発信していくとともに、市民の皆さんが参加したく
なるような魅力ある講座の工夫・改善に取り組む必要がある。
・問９の「あなたが足を運びたくなるのは、どんな公立公民館等ですか。」では、「明るく笑顔で対応してくれ
る職員がいる。」が、第１位で、第２位が、「土曜日や日曜日も講座やイベントを実施している。」であった。
また、公民館等のイメージとして暗い雰囲気があるという意見もあり、窓口対応のあり方や土日のイベント
の実施についても検討・改善していく必要がある。

◆調査結果まとめ

　アンケートの結果を受け、公立公民館等の施設や講座等の充実を図るとともに生涯学習情報の積極的
な発信など市民のニーズに応えた施設運営の工夫・改善に努める。

◎調査結果

　集計結果の数値（％）は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、内訳の比率の合計が100％になら
ない場合がある。また、複数回答の設問は、比率の合計が100％を超える。

問１　あなたの地区の公立公民館等を過去３年（平成３０年～令和２年）の間に利用したことがありますか。

　　　選　　択　　肢 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比

　１　利用したことがある。

　２　利用したことがない。　

　　　　　　　　　計

問２　【問１で　「１　利用したことがある」と回答した方にお伺いします。】（８５）名　

　　　　あなたが、公立公民館等を利用する頻度はどのくらいですか。当てはまるものを１つ選んでください。

　　　　選　　　択　　　肢 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比

　１　ほぼ毎日　　　　　　　　 　

　２　週に２～３回程度　　　　 

　３　週に１回程度　　　　　

　４　一ヶ月に１回程度　　　　

　５　半年に１回程度　　　　　 　

　６　年に１回程度　　　　　　　

　　　　　　　　　計

０　　　　　　２５　　　　　　５０　　　　　　７５　　  　　１００％

０　　　　　　２５　　　　　　５０　　　　　　７５　　　   １００％

令和２年度　宮崎市政モニターアンケート
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 回答数 　　％

23 27.1

22 25.9

21 24.7

19 22.4

14 16.5

99 116.6

 回答数 　　％

27 31.8

34 40

24 28.2

20 23.5

32 37.6

1 1.2

10 11.8

148 174.1

  回答数 　　％

21 24.7

28 32.9

32 37.6

21 24.7

20 23.5

9 10.6

131 154

問３　【問１で　「１　利用したことがある」と回答した方にお伺いします。】（８５）名

　　　　あなたが、公立公民館等を利用するときは、どのような利用が多いですか。

　　　　選　　　択　　　肢 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比

　１　自分ひとりで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　２　自主グループで
　　（習い事のグループで）　 

　３　自治会で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　４　地域の団体で（婦人会等）　　　　　　　　

　５　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　計

○その他のご意見
　＊保育園の発表会で、選挙の投票で、中学校部活動の集まりで、仕事の研修等で、　　など

問４　【問１で　「１　利用したことがある」と回答した方にお伺いします。】（８５）名　

　　　　あなたは、公立公民館等をどのような目的で利用されていますか。
　　　当てはまるものすべてを選んでください。

　　　選　　　択　　　肢 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比
　１　図書室を利用するため
　（図書を借りる、返すためも含む。）

　２　研修や講座を受講するため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　３　館のイベントに参加するため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４　ボランティア活動に参加するため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　５　自治会の会議や活動のため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６　特に目的はない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　計

○その他のご意見：
　＊地域の懇親会活動のため、遊戯室で遊ぶため、選挙の投票のため、民生児童委員会議のため、
　 　放課後子ども教室推進事業の活動を行うため、保育園の発表会を見るため、　　　など

問５　【問１で　「１　利用したことがある」と回答した方にお伺いします。】（８５）名

　　　　あなたは、公立公民館等の講座やイベント等の情報をどのようにして知りましたか。
　　 　 当てはまるものすべてを選んでください。

　　　　選　　　　択　　　　肢　 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比

　１　公民館内の掲示物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）名

　２　公民館の広報紙（館報）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　３　公民館講座案内「まなぶど！」

　４　市ホームページ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　５　知人からの口コミ・紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　計

○その他のご意見
　 ＊学校からの案内、市広報紙、自治会の回覧、選挙のハガキ、　 など

０　　　　　　２５　　　　　　５０　　　　　　７５　　   　１００％

０　　　　　　２５　　　　　　５０　　　　　　７５　　   　１００％

０　　　　　　２５　　　　　　５０　　　　　　７５　  　 　１００％
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  回答数 　　％

5 5.9

39 45.9

31 36.5

22 25.9

7 8.2

41 48.2

10 11.8

155 182.4

  回答数 　　％

8 12.9

14 22.6

45 72.6

7 11.3

9 14.5

7 11.3

90 145.2

  回答数 　　％

65 44.2

82 55.8

54 36.7

45 30.6

36 24.5

12 8.2

294 200

問６　【問１で　「１　利用したことがある」と回答した方にお伺いします。】（８５）名

　　　あなたは、公立公民館等で学び身に付けた知識や技能をどのように生かしていますか。　
　　当てはまるものすべてを選んでください。

　　　　選　　　　択　　　　肢 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比
　１　仕事や就職の上で生かして　
　　　いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　２　家庭・日常生活に生かして
　　　いる。
　３　地域や社会での活動に生
　　　かしている。
　４　ボランティア活動に生かし
　　　ている。
　５　他の人の学習や活動の指
　　　導に生かしている。
　６　自分の生き方や人生を豊か
　　　にするために生かしている。

　７　生かしていない。

　　　　　　　　　計

問7　【問１で　「２　利用したことがない」と回答した方にお伺いします。】（６２）名

　　あなたが、公立公民館等を利用したことがない理由は何ですか。当てはまるものすべてを選んでください。

　　　　選　　　　択　　　　肢 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比

　1　地域に公立公民館があるの
　　　を知らなかったから
　２　公立公民館が何をしている
　　　のか分からなかったから
　３　利用する目的（利用したい
　　　内容）がないから
　４　利用しづらいから（利用規
　　　定や時間帯など）

　５　利用する時間がないから

　６　その他

　　　　　　　　　計

○その他のご意見
　＊使用するには遠いから、地区の公民館がないから、利用方法が分からないから、　など

問8　もし、あなたが公立公民館等の講座やイベントに参加するとしたら、どのような内容の
　　 講座やイベントに参加したいですか。当てはまるものすべてを選んでください。

　　　　選　　　　択　　　　肢 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比

　１　教養講座（文学・歴史・
　　　科学等）
　２　趣味教室（調理・絵画・
　　　園芸等）

　３　スポーツ教室

　４　公民館祭り

　５　福祉祭り

　６　その他　

　　　　　　　　　計

○その他のご意見
　＊消費生活に関する講座、防災訓練講話、子どもと遊ぶような講座、今後の生活や健康維持等に関する
      講座、       など

０　　　　　　２５　　　　　　５０　　　　　　７５　　  　１００％

０　　　　　　２５　　　　　　５０　　　　　　７５　　　　１００％

０　　　　　　２５　　　　　　５０　　　　　　７５　　　　１００％
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  回答数 　　％

67 45.6

58 39.5

44 29.9

29 19.7

51 34.7

17 11.6

39 26.5

6 4.1

66 44.9

9 6.1

386 262.6

問９　あなたがより足を運びたくなるのは、どんな公立公民館等ですか。
　　　 当てはまるものを３つまで選んでください。

　　　　選　　　　択　　　　肢 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比

　１　明るく笑顔で対応してくれる
　　　職員がいる。

　２　図書が充実している。

　３　地域の情報を交換できるよ
　　　うな場所がある。
　４　乳幼児連れの親子など子育て　
　　　中の親子が集える場所がある。
　５　照明やトイレなど館内の設
　　　備が充実している。
　６　中高生向けの講座やイベ
　　　ントが充実している。
　７　高齢者向けの講座やイベ
　　　ントが充実している。
　８　障がいのある方向けの講座
　　　やイベントが開催されている。
　９　土曜日や日曜日も講座や
　　　イベントを実施している。

　10 その他

　　　　　　　　　計

○その他のご意見
　＊　図書コーナーの片隅などにちょっとしたカフェがある公民館、自習室のある公民館、単身者や子供の
     いない夫婦が参加できイベントが充実している公民館、駐車場が十分に確保されている公民館、継続
     でなく単発の講座やイベントがある、　　など

問10　その他、公立公民館等についてのご意見などありましたら、ご自由にご記入ください。

＊　公民館は、古くて暗いイメージがあるので、新しくきれいで明るい公民館は行きやすいと思う。
＊　私が行ったことのある公民館は（７ヶ所）、だいたい事務室の雰囲気が暗いです。
＊　訪ねたくなる様な雰囲気、たとえば、笑顔であったり言葉遣いであったり、市民を大事にしてくれる
      職員指導をして欲しい。
＊　転勤者や市外者にも分かりやすいようなホームページが季節ごとに更新されたりすると興味深く嬉
      しいです。
＊　どんな講座やイベントを行っているか市の広報や回覧板等で知らせて欲しい。
＊　社会との交流を続けていくためにも高齢者向けのイベントなどの回数を増やして欲しい。
＊　子どもと参加できるようなイベントを企画して欲しい。
＊　仕事をもっている時には、なかなか時間がとれないので、土日でも開催されることと、イベントや講座 
      など幅広く計画されていると、ぶらりとでも利用してみたいと思う。
＊　土、日利用ができたらありがたい。
＊　公民館は、宣伝目的では使用できないと言われたので、もっと使用できる枠を広げて欲しい。
＊　カフェがあると嬉しい。
＊　地域の人の交流の場となることを期待したい。
＊　市立図書館の本を予約してから借りられるのがとても便利です。　　　　　　など

０　　　　　　２５　　　　　　５０　　　　　　７５　　　　１００％
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  回答数 　　％

77 52.4

31 21.1

25 17

40 27.2

38 25.9

46 31.3

19 12.9

8 5.4

6 4.1

16 10.9

53 36.1

55 37.4

59 40.1

20 13.6

7 4.8

2 1.4

502 341.6

  回答数 　　％

50 34

97 66

147 100

  回答数 　　％

20 40

23 46

12 24

2 4

57 114

問11　宮崎市の生涯学習施設の利用についてお尋ねします。　　
　　　 あなたは、下記の施設を過去１年以内に利用したことがありますか。利用した施設すべてを選んでくだ
　　　さい。

　　　　選　　　　択　　　　肢 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比

　1　宮崎市立図書館

　2　佐土原図書館

　3　宮崎市中央公民館

　4　各地区公立公民館や交流
　　　センター

　5　宮崎科学技術館

　6　大淀川学習館

　7　生目の杜遊古館

　8　天ヶ城歴史資料館

　9　佐土原歴史資料館

10　宮崎市総合体育館

11　宮崎アートセンター

12　市民プラザ

13　市民文化ホール

14　清武文化会館

15　安井息軒記念館

16　その他

　　　　　　　　計

○その他のご意見
　＊田野文化会館

問12　あなたは、現在、サークル活動や習い事等をしていますか。

　　　　選　　　　択　　　　肢 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比

　1　している。　

　2　していない。

　　　　　　　　計

問13　【問１2で　「１　している」と回答した方にお伺いします。】
　　　　あなたは、どんなサークル活動や習い事をしていますか。主なものを１つ選んでください。

　　　　選　　　　択　　　　肢 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比

　１　趣味を中心としたサークル活動　
　　　（音楽活動や文芸活動等）
　２　健康・体力を維持向上するため
　　　のスポーツ・トレーニング等

　３　各種ボランティア活動

　４　その他

　　　　　　　　計

○その他のご意見
　＊地域包括センター主催のサロン、放課後子ども教室のサポーター、　　　など　

０　　　　　　２５　　　　　　５０　　　　　　７５　　　　１００％

０　　　　　　２５　　　　　　５０　　　　　　７５　　　　１００％

０　　　 ２５　　　５０　 　７５　　 １００％
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  回答数 　　％

97 66

68 46.3

22 15

30 20.4

31 21.1

37 25.2

37 25.2

44 29.9

5 3.4

371 252.5

  回答数 　　％

86 58.5

40 27.2

51 34.7

73 49.7

33 22.4

30 20.4

39 26.5

11 7.5

363 246.9

問14　あなたが、今後学習をしようとする際にどんな情報が必要ですか。
　　　　当てはまるものすべてを選んでください。

　　　　選　　　　択　　　　肢 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比
　１　教養・趣味・実技に関する
　　　情報
　２　健康・スポーツに関する情
　　　報
　３　福祉・ボランティアに関する
　　　情報
　４　育児・家庭教育等子育てに
　　　関する情報

　５　自然・環境に関する情報

　６　消費生活等・生活に関する
　　　情報

　７　まちづくり等に関する情報

　８　生き方・生きがいづくりに関
　　　する情報

　９　その他

　　　　　　　　計

○その他のご意見
　＊資格取得に関する情報、防災・減災に関する情報、パソコン操作に関する情報、　　など

問15　あなたは、今後いつでも、どこでも楽しく学べるように宮崎市は何に取り組むべ
　　　きだと思いますか。当てはまるもの３つを選んでください。

　　　　選　　　　択　　　　肢 　　　　　　構　　　　　　成　　　　　　比

　１　各施設でのサービスの
　　　充実・向上
　２　生涯学習専門職員の育成・
    　配置
　３　生涯学習を支援する地域
　　　人材の育成
　４　生涯学習に関する情報の
　　　積極的な発信・充実
　５　社会教育団体、ボランティ
　　　ア団体等の育成・支援
　６　郷土の文化財を生かした
　　　活動の推進

　７　施設の改善・改築

　８　その他

　　　　　　　　計

○その他のご意見
　＊公民館等施設（特にマイク、音響の改善）、人材は後からでいいと思いますので、箱物の整備の必要性
　　を感じます。いつでもということを考えると、夜間や土日のイベントや講座等学習機会の提供の充実。
　　公園を利用した民間事業の参入。　など

０　　　　　　２５　　　　　　５０　　　　　　７５　　　　１００％

０　　　　　　２５　　　　　　５０　　　　　　７５　　　　１００％
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