
さくら 育み 学びあいプラン

さくら市生涯学習推進本部さくら市生涯学習推進本部

さくら 育み 学びあいプランさくら 育み 学びあいプラン
～大好きなさくら市をもっと育もう～

第二次さくら市生涯学習推進計画
概　要　版

基本構想　　　　　   平成２９年度 ～ 平成３８年度

基本計画【前期】　平成２９年度 ～ 平成３３年度

Ⅴ　市民の生涯学習を

支援する体制を

整備します

Ⅳ　出会い・ふれあいを

広げて深める機会を

充実します

Ⅲ　学びの成果を

生かしあえる機会を

充実します

Ⅰ　生涯にわたり

学び続けるための

基盤を充実します

Ⅱ　いつでも・どこでも

学びあえる機会を

充実します

さくら咲き　夢さき　人さき　文化さく
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いつでも・どこでも
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広げて深める機会を
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出会い・ふれあいを

広げて深める機会を
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広げて深める機会を
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基本理念と施策目標

施策目標

第二次さくら市生涯学習推進計画【さくら 育み 学びあいプラン】基本構想

平成29年度 平成38年度

計画期間

第二次生涯学習推進計画
前期計画

平成29年度～平成33年度

第二次生涯学習推進計画
後期計画

平成34年度～平成38年度

学ばなければ もったいない、学ぶだけでも もったいない。

私たちは“学びあい”と“生かしあい”の“まち育み”を進めます。

市民の生涯学習を市民の生涯学習を

支援する体制を支援する体制を

整備します整備します

市民の生涯学習を

支援する体制を

整備します

学びの成果を学びの成果を

生かしあえる機会を生かしあえる機会を
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学びの成果を
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学び続けるための学び続けるための

基盤を充実します基盤を充実します

生涯にわたり

学び続けるための
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いつでも・どこでもいつでも・どこでも

学びあえる機会を学びあえる機会を

充実します充実します

いつでも・どこでもいつでも・どこでも
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いつでも・どこでも

学びあえる機会を

充実します

出会い・ふれあいを出会い・ふれあいを

広げて深める機会を広げて深める機会を
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出会い・ふれあいを出会い・ふれあいを
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第二次生涯学習推進計画の概要
■第二次さくら市生涯学習推進計画は、第2次さくら市総合計画の部門別計画です。

■この計画は、これまでの「第一次さくら市生涯学習推進計画」の基本理念を引き継ぐとともに、市民と行政

が一体となり力を合わせて、知恵を出し合い汗をかきながら、生涯学習によるまちづくりに取り組む基本的

な考え方や内容・方法などを示しています。

■さくら市のまちづくりを支える人づくり、地域社会づくりに深くかかわる生涯学習の総合的な推進体制を整

備するとともに、市民が学習の成果を生かしてまちづくりに参画する「市民主役の生涯学習によるまちづくり」

を目指しています。

■この計画の目標は、市民一人ひとりが、人生の各時期に学習活動を盛んに行い、学習を通して多くの人と交

流をし、学習の成果を生かして活動することで、「さくら市に生まれ、さくら市で育ち、さくら市に暮らし

て本当によかった」と実感できる「人生」と「家庭」と「地域社会」を実現することにあります。

さくら咲き 夢さき　人さき 文化さく
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大分類〔施策目標〕 中分類〔施策の方向性〕
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Ⅴ　市民の生涯学習をⅤ　市民の生涯学習を

支援する体制を

整備します

Ⅴ　市民の生涯学習を

支援する体制を

整備します

Ⅳ　出会い・ふれあいをⅣ　出会い・ふれあいを

広げて深める機会を

充実します

Ⅳ　出会い・ふれあいを

広げて深める機会を

充実します

Ⅲ　学びの成果をⅢ　学びの成果を

生かしあえる機会を

充実します

Ⅲ　学びの成果を

生かしあえる機会を

充実します

Ⅰ　生涯にわたりⅠ　生涯にわたり

学び続けるための学び続けるための

基盤を充実します基盤を充実します

Ⅰ　生涯にわたり

学び続けるための

基盤を充実します

Ⅱ　いつでも・どこでもⅡ　いつでも・どこでも

学びあえる機会を学びあえる機会を

充実します

Ⅱ　いつでも・どこでも

学びあえる機会を

充実します

生涯にわたる学習活動の基礎・基本を身につけるために
【学校教育の充実】  

人間として生きるための基礎・基本を体得するために
【家庭教育支援・幼児教育・保育の充実】  

生涯学習を総合的に支援する体制の整備・充実のために
【市民協働行政システム等生涯学習推進体制の整備】 

自分らしい人生をよりよく生きるために
【生涯学習グループ・サークル活動の推進】 

活力と魅力にあふれた地域社会をつくるために
【生涯学習による“まち育み”の推進】 

すべての市民が安全で快適な生活を送るために
【安全快適な地域活動の環境づくりの推進】  

次代を担う青少年が生涯にわたって活躍できるために
【青少年健全育成の充実】  

優れた人材を育成し活動の場を提供するために
【地域の人材発掘・養成事業の充実】  

生涯にわたる学習活動を支援するために
【交流型学習の充実・生涯学習情報提供・学習相談事業の推進】 

人間としての尊厳を大切にしたコミュニティづくりを行うために
【社会参画、人権、環境、少子高齢社会、男女共同参画、国際理解の推進】 

学校と地域の連携と協働を進めるために
【家庭教育・学校教育・社会教育の連携の充実】  

生涯学習関連施設の活用と弾力的な運営を進めるために
【生涯学習関連施設の整備・活用・運営・ネットワークの充実】  

スポーツに親しみ健全な心と身体をつくるために
【生涯スポーツ・健康・レクリエーション活動の推進】 

自発的な学習活動を通じて生活の質を高め心豊かな人生を送るために
【成人教育・高齢者教育の充実】  

誇れる市民文化をつくり楽しむために
【市民文化の振興】  
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重点プロジェクト１
　
　　“人育て”プロジェクト

学びあい  つながる絆は  市民力

重点プロジェクト２
　“まち育み”プロジェクト

みとめあい  協働に育む  地域の輪

重点プロジェクト３
“未来づくり”プロジェクト

次世代と  築く未来  さくら愛
と　　 も あ　い

重点プロジェクト　～生涯学習によるまちづくり重点事業～
■ さくら市生涯学習推進計画の基本理念「さくら咲き　夢さき　人さき　文化さく」は、市民が主体者となっ

　てさくら市の特色を生かした生涯学習によるまちづくりをすすめ、誇りと自信と憧れを持って次世代に継承

　できるような自分の人生をはじめ、家庭や学校、地域社会をつくるロマンと決意が秘められています。

■ 第二次計画においては、これまでの「人づくり」「まちづくり」を発展させて「人育て」「まち育み」とする

　とともに、これからのさくら市を担っていく青少年に焦点を当てた「未来づくり」を新たに重点プロジェク

　トに加え、３つの柱で生涯学習によるまちづくりを推進していきます。

■ これら３つの重点プロジェクトは、相互に関連し、また重なり合う部分もあり、これらを意識的につなぎ合

　わせることによって、さらなる相乗効果が期待できます。

重点プロジェクト１

（人育て）

学びあい
つながる絆は
市民力

重点プロジェクト２

（まち育み）

みとめあい
協働に育む
地域の輪

と　　  も

重点プロジェクト３

（未来づくり）

次世代と　築く未来
さくら愛

あ い

「 “学びあい”と“生かしあい”の“まち育み” 」とは
　学びあいとは、市民同士、市民と行政、行政同士がお互いに学びあうことであり、

生かしあいとは、学習成果を様々な場面で相互に生かしあうことです。多様な生涯

学習の活動に多くの市民が参加し、「学ぶこと」と「学習成果を生かすこと」を繰り

返すことで、人間関係を豊かにしたり、地域コミュニティを活性化したりします。

　このような「学びあい」と「生かしあい」の活動が、魅力あふれるさくら市を

育むことにつながります。



☆ 生涯学習活動へのきっかけづくり
　（「さくら市学びガイド」の発行、ゆめ！さくら博の開催、生涯学習振興大会の開催等）

☆ 多様な生涯学習活動の場の充実と拡充
　（ゆめ！さくら博の開催・各世代を対象とした公民館講座の開催・でまえ学び塾の実施等）

☆ 市民活動リーダーやコーディネーター養成事業の推進
　（市民大学の開催、市民活動・ボランティア団体への活動支援、各種講座の開催等）

☆ 市民活動団体やボランティア団体の交流の促進による地域の“絆”づくりの推進
　（「市民活動・ボランティアの集い」の開催、ゆめ！さくら博への参加促進等）

☆ 市民活動団体やボランティア団体の情報共有化と拠点づくり
　（「さくら市学びガイド」への団体の掲載奨励、関係各課・各所との連携促進）

重点プロジェクトの方向性

　市民のニーズに対応する多様な“学びあい”の機会と場を提供し、人と人、団体と団体がつながり、主体的

に支えあう「絆」づくり活動を推進することによる市民力の向上を目指します。

重点プロジェクト１重点プロジェクト１
　
　　“人育て”プロジェクト
重点プロジェクト１
　
　　“人育て”プロジェクト

学びあい  つながる絆は  市民力学びあい  つながる絆は  市民力学びあい  つながる絆は  市民力

（「さくら市学びガイド」 の団体の掲載奨

ゆめ！さくら博 2016 市民大学「イベント企画講座」

市民活動・ボランティアの集い Vol.4

重点プロジェクト２
　“まち育み”プロジェクト

みとめあい  協働に育む  地域の輪

重点プロジェクト３
“未来づくり”プロジェクト

次世代と  築く未来  さくら愛
と　　 も あ　い



重点プロジェクト１
　
　　“人育て”プロジェクト

学びあい  つながる絆は  市民力

桜の郷づくり事業 サテライト活用事業

人権に関するイラスト展

☆ 市民・民間・行政の連携（市民協働）の推進
　（市民参画事業や民間との連携事業の推進、各種委員会の開催等）

☆ 生涯学習ゾーンの活用と生涯学習施設（サテライト）の拡大化
　（サテライトを活用したエコキャンドルコンサートの実施、生涯学習ゾーンを活用した
　 イベント等の推進、生涯学習ゾーンの周知と発掘等）

☆ 人権尊重の推進　
　（人権に関する啓発活動の実施、各種交流事業や支援事業の充実等）

重点プロジェクトの方向性

　市民の誰もが、互いに協力し、認め合いながら暮らせる“まち”を育むために、「いつでも・どこでも・だれ

でも・なんでも」学ぶことができる全市的な生涯学習の推進体制を充実します。

重点プロジェクト２重点プロジェクト２
　“まち育み”プロジェクト
重点プロジェクト２
　“まち育み”プロジェクト

みとめあい  協働に育む  地域の輪みとめあい  協働に育む  地域の輪みとめあい  協働に育む  地域の輪

重点プロジェクト３
“未来づくり”プロジェクト

次世代と  築く未来  さくら愛
と　　 もと　　 もと　　 も あ　い

桜の郷づくり事業 サテライト活用事業

施、各種交流事業や支援事業の充実等）



重点プロジェクト１
　
　　“人育て”プロジェクト

学びあい  つながる絆は  市民力

青少年センター稲刈り体験

成人式前日に花の植栽をする

青少年ボランティア

重点プロジェクト２
　“まち育み”プロジェクト

みとめあい  協働に育む  地域の輪

☆ 青少年への多様な学習活動・体験活動の充実
　（さくら市青少年センターや各課による各種事業・学習活動・体験活動の実施、世代間
　 交流事業の充実等）

☆ 青少年ボランティア活動の充実と受け入れ団体・施設の拡充
　（青少年ボランティア活動の周知と啓発、受け入れ団体・施設の発掘・拡充等）

☆ 青少年健全育成に向けた地域の醸成
　（子どもの居場所づくり・マイチャレンジ事業等の推進、青少年関係団体への活動支援、
　 青少年センター少年指導員の養成・発掘、学校支援ボランティアの養成等）

☆ 次代を担うリーダーの育成
　（青少年ボランティアリーダーの育成、さくらリーダースクラブへの活動支援等）

重点プロジェクトの方向性

　次代を担う青少年に地域活動の機会を提供し、地域ぐるみで育成するとともに、交流を通してさくら市への

愛着を深めるための幅広い支援をしていきます。

重点プロジェクト３重点プロジェクト３
“未来づくり”プロジェクト
重点プロジェクト３
“未来づくり”プロジェクト

次世代と  築く未来  さくら愛次世代と  築く未来  さくら愛次世代と  築く未来  さくら愛
と　　 も あ　いあ　い

あいさつ巡回活動
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