


は じ め に

現在の「生涯学習」という概念は、1965 年（昭和 40 年）に、Ｐ.ラングラン

（当時のユネスコの成人教育課長）がユネスコの成人教育推進国際委員会に提

出したワーキング・ペーパーを踏まえて同委員会が行った提言をきっかけに、

国際的に認知されるようになりました。

我が国においては、1981 年（昭和 56 年）中央教育審議会の答申により、「各

人が自発的意思に基づいて行う具体的な学習活動」が生涯学習として定義され

ました。その後、2006 年（平成 18 年）の教育基本法の改正により、法第３条に

おいて「生涯学習の理念」が条文化されました。

本市における初めての生涯学習計画を策定するにあたり、教育委員会が、旺

盛な学習意識をもつ武蔵野市民にまず示すべきことは、「市民が自らの意思に基

づいて学ぶ機会を保障すること」であると考えました。このため、計画策定に

おいては基本に立ち返り、市民の学習に対する意欲をきちんと受け止めながら、

生涯学習をベースとした人づくり、まちづくりによる武蔵野らしい文化の醸成

を図るとの想いを理念といたしました。

本計画のもうひとつの役割は、市や教育委員会等で実施している事業を、市

民による「学び」という視点で整理してお示しすることでした。「いつまでも健

康で心豊かに暮らし続けたい」という人々の普遍的な望みに応えるためには、

市民が多様に学び、参加できる生涯学習の機会を拡充することが必要ですが、

今後は、行政として引き続き事業を実施していくと同時に、ＮＰＯや生涯学習

関係団体等を含めた多様な事業主体と連携することにより、メニューの充実と

生涯学習情報の共有化を推進します。

結びにあたり、本計画の策定にご尽力いただきました「武蔵野市生涯学習計

画（仮称）策定委員会」委員の皆様をはじめ、策定過程において計画へのご意

見をいただいた武蔵野市社会教育委員の皆様、パブリックコメントをお寄せい

ただいた市民の皆様に心より感謝申し上げます。

平成 22 年４月

武蔵野市教育委員会
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１ 武蔵野市生涯学習計画策定の趣旨

■ 計画策定の背景

○ 平成 18 年の教育基本法の改正、そして、これを踏まえ平成 20 年に改正された社

会教育法等による社会教育に関する国および地方公共団体の任務に関する規定の整

備等、この数年来、生涯学習に関わる一連の法制度の整備が実施されました。また、

本市においても、昭和 48 年の払い下げの要望書提出以来、30 年以上の課題となっ

ていた武蔵境駅南口駅前の農水省食糧倉庫跡地に建設中の図書館機能を中心に４つ

の機能が連携する「ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス」（以下「武蔵野プ

レイス」という。）が、平成 23 年夏に開館する等、生涯学習をめぐる環境は大きく

変化しています。これらの変化を契機として、今後、本市がめざすべき生涯学習に

ついて、市民と行政が共に考え、方向性を示すとともに、本市における生涯学習事

業を体系化し、生涯学習施策を総合的に推進することを目的として、武蔵野市生涯

学習計画を策定します。

＜国による法的位置づけ～法および答申から～＞

年 法および答申名 生涯学習の位置づけ等

昭和 22 年 教育基本法

昭和 24 年 社会教育法
「生涯学習」に関する記述なし

昭和 56 年
中央教育審議会 *1

答申

「各人が自発的意思に基づいて行う具体的な学習活動」を生

涯学習と定義

平成 ２年 生涯学習振興法 生涯学習振興のための体制整備

平成 18 年
教育基本法

（改正）

「生涯学習の理念」を定義

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。

中央教育審議会答

申

「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の

循環型社会の構築を目指して～」

・今後の生涯学習の振興方策について

・施策を推進するに当たっての行政の在り方
平成 20 年

社会教育関係三法

の改正

【社会教育法、図書館法、博物館法】

・教育基本法において生涯学習の理念が明示されたこと等を

踏まえ、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務に関

する規定を整備（社会教育法）他

*1 中央教育審議会

文部科学省に設置され、文部科学大臣の諮問に応じて、教育、生涯学習、スポ
ーツ等に関する政策について審議し、意見を述べる機関。「中教審」と略される。
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■ 計画の範囲

○ 本計画の範囲としては、教育基本法における主として行政が行う社会教育、学校

教育、家庭教育への支援のほか民間企業や市民、団体が自主的に行う教育活動を含

めて「生涯学習」ととらえ、これを基本とします。

ただし、学校教育の推進については、平成 21 年度に策定の「武蔵野市学校教育

計画」に委ねることとし、また、この計画が市の行政計画であることに鑑み、「民

間の活動」については、行政分野からの働きかけが可能な連携施策を範囲とします。

分 野 施策等分類例

教育基本法・

社会教育法

にいう

社会教育

成人教育/青少年教育/

社会教育関係団体活動支援/図書館/

自然・野外活動体験/市民活動支援/

芸術振興/スポーツ振興

教育基本法にいう 家庭教育

教育基本法・学校教育法にいう 学校教育

本計画における

生涯学習

[家庭・学校を含

み広く社会で行

われる学習活動]

民間による

教育活動

大学等による公開講座

ＮＰＯ*2・ボランティア団体・市民活動団体等に

よる学習支援・教育活動

専門学校・カルチャーセンター等民間教育機関に

よる学習機会の提供

企業による教育訓練、能力開発等の活動

生涯学習

[理論上、あら

ゆる学習を包

含するもの]

意図的に提供された機会であるなしを問わず、また、本人の学習意思の有無を

問わず、人々が生涯にわたって行う学習全体

●自己学習活動【学習する意思を持ち自ら学ぶこと】

●偶発的学習 【学習する意思を持たないが、読書・映画鑑賞・旅行・通勤・食事・

散歩・その他生活のあらゆる活動の中で、結果として、たまたま何か

を学ぶこと】

*2 NPO （Non Profit Organization）

「民間非営利組織」または「民間非営利団体」等と訳される
ことが多い。団体独自の理念（ミッション）を持ち、営利を
目的としない社会活動を行う団体の総称。



3

○ 本計画は、平成 21

年度策定の「武蔵野市

学校教育計画」ととも

に、第四期長期計画・

調整計画を踏まえ、教

育・文化行政推進のた

めの武蔵野市の基本

計画として策定しま

した。平成 20 年度に

策定された「武蔵野市

スポーツ振興計画」、

平成 21 年度策定の「武蔵野市図書館基本計画」は、ともに本計画の個別計画として

位置づけられます。なお、本計画は教育行政だけにとどまらず、「第三次子どもプラ

ン武蔵野」等、武蔵野市の他の各種個別計画とも連携して実施していきます。

○ 計画の期間は、平成 22 年度～31 年度までの 10 年間とします。今後は、教育委員

会の基本方針や第五期基本構想・長期計画に反映していくとともに、必要に応じて

成果と課題を確認しつつ、計画期間中に見直しをすることにより、生涯学習施策の

充実を図っていきます。

※ は計画策定期間

※ 第五期基本構想・長期計画については予定

■ 計画の位置づけと計画期間

■武蔵野市教育委員会 各計画の関係図■

■関連する計画の計画期間■

平成 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 年度

生涯学習計画

実行計画

第四期基本構想・長期計画

展望計画

第四期長期計画・調整計画

第五期基本構想・長期計画

第二次男女共同参画計画

第三次子どもプラン武蔵野

スポーツ振興計画

図書館基本計画

特別支援教育推進計画

学校教育計画
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■ 計画の策定過程

○ 本計画については、多くの市民の皆様の参画を得て策定するとともに、本市の生

涯学習施策を市民と行政が協働して推進していくために以下の取組を行いました。

（１） 武蔵野市生涯学習計画（仮称）策定委員会の設置

本市の生涯学習について、すでに行われている施策や現状における課題等につ

いての検討と合わせて、より広い視野から本市における生涯学習の方向性を議論

するため、学識経験者、社会教育委員、学校教育関係者、生涯学習機関および団

体関係者、公募市民からなる武蔵野市生涯学習計画（仮称）策定委員会（以下「策

定委員会」という。）を設置しました。

（２） 市民委員の公募

市報と市のホームページ上で公募し、10 名の市民の応募がありました。武蔵

野市生涯学習計画（仮称）策定委員会公募委員選考委員会による選考を経て、

１名の市民委員を委嘱しました。

（３） 策定委員会および会議要録の公開

策定委員会において確認し、会議と会議要録を公開しました。会議については、

毎回、市報とホームページ上で開催日時等を掲載し、会議要録についても、順次、

市のホームページ上で公開しました。策定委員会配布資料や会議要録は、市政資

料コーナーに設置し閲覧に供しました。

（４）策定委員会と社会教育委員との意見交換

第１回目は、市教育委員会における社会教育の実情や課題等について社会教育

委員からご意見をいただき、計画案の作成に当たっての参考としました。また、

「中間のまとめ」を公表後、最終答申に向けて第２回目の意見交換を行いました。

（５）計画案（「中間のまとめ」）の公表

策定過程において「中間のまとめ」を作成し、市ホームページ上に公表する他、

印刷物については、市民会館*3、図書館、市政センター、コミュニティセンター

等で配布しました。

（６） 「中間のまとめ」に対するパブリックコメントの募集

市民から意見を伺い、さまざまな角度から計画について検討するため、「中間

のまとめ」に対する意見を募集し５名の方から意見をいただきました。意見に

ついては策定委員会で検討し、取扱方針を計画書資料編に掲載しました。

*3 市民会館
講座室、音楽室、料理室、図書室等において、自主事業および施設
貸出を実施している市の生涯学習の拠点のひとつで、社会教育法第

42 条に規定される公民館類似施設。利用団体による学習成果の発
表、団体間の交流の場として「市民会館文化祭」を毎年開催してい
る。
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（７） 庁内ワーキングチームの設置

「武蔵野市生涯学習計画（仮称）策定のための事業等実態調査」（以下「事業等

実態調査」を実施するにあたり、教育委員会および市長部局職員 13 名をメンバ

ーとする武蔵野市生涯学習計画（仮称）策定委員会ワーキングチームを設置しま

した。

（８） 「武蔵野市生涯学習市民意識調査」および「事業等実態調査」の実施

生涯学習に対する市民の意識や意向を把握するために、平成 20 年度に「武蔵

野市生涯学習市民意識調査」（以下「意識調査」という。）を実施しました。調査

内容は策定委員会に報告し、計画策定の参考としました。

また、平成 21 年度は、市長部局、財政援助出資団体および教育委員会が実施

している事業を中心に事業等実態調査を実施し、策定委員会に報告しました。調

査結果は、計画書資料編に掲載しました。

・武蔵野市生涯学習市民意識調査～市民の学びに関するアンケート調査～

一般 調査対象:市内在住の 16 歳以上の男女 2,000 人

有効回答数:682、回収率:34.1%

調査期間:平成 20 年 11 月 26 日～12 月 10 日

団体 調査対象:登録されている社会教育関係団体 200 団体

有効回答数:154、回収率:77.0%

調査期間:平成 21 年 1月 15 日～1 月 27 日

・生涯学習計画(仮称)策定のための事業等実態調査

調査対象: 平成21年度に庁内各課および財政援助出資団体で行われ

ている（予定を含む）生涯学習関連事業等

調査期間:平成 21 年 6月 19 日～7 月 1日

■ 計画進行の管理

○ 本計画の着実な推進のためには、計画の実施状況を適正に管理し、その結果を市

民とともに共有していくことが必要です。現在、市教育委員会では、平成 20 年 4

月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」の施行に

おいて位置づけられた、教育委員会による、その権限に属する事務の管理および執

行の状況についての点検および評価、報告書の議会への提出と公表を実施していま

す。本計画の重点施策についても、この制度を活用し、進行管理を進めていきます。
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２ 武蔵野市の生涯学習をめぐる現状と課題

■ 武蔵野市の生涯学習関連施策の経緯と現状

○ 社会教育法が施行された昭和 24 年、市教育委員

会発足前の市教育課に初めて社会教育係が置かれ、

その後、成人学校、青年学級、婦人学級等の事業

が順次実施されました。

○ 昭和 30、40 年代、都市化に伴い市民の意識が

変化するにつれ、市主導の講座だけでなく、広く

文化やスポーツの同好会組織や自主的な学習会

の開催等、市民主体の学習活動が実施されるよう

になりました。このように自ら主体的に学ぶ市民

の活動は受け継がれ、現在も 400 を超える社会教

育団体が登録されています。

○ 昭和 46 年に策定された

「武蔵野市長期計画」では、

「武蔵野市コミュニティ構

想」が示され、地域生活単

位の構成として、市を８地

区のコミュニティ地区に分

け、それぞれに市民施設を

平等かつ適切に配置すると

ともに、市民自身によるコ

ミュニティづくりが想定

されました。また、この市

民施設の検討過程において、市民自身による運営を行うことと、婦人会館、教育会

館、労働会館といった単一目的の会館の建設はできるだけ避けること等、現在のコ

ミュニティセンターの性格が位置づけられました。

○ コミュニティ施設の整備に当たっては、当初８地区であったコミュニティ地区を

11 地区に見直す等、さらに検討が進められ、昭和 51 年には、第 1 号のコミュニテ

■武蔵野市コミュニティ構想（昭和 46 年）■

「武蔵野市基本構想・長期計画（昭和 46 年～50 年）」より

成人学校企画委員会を

伝える市報記事

「武蔵野市報第 64 号

（昭和 27 年１月）」より
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ィセンターである境南コミュニティセンターが開館しました。「自主参加、自主企画、

自主運営」を基本理念に、地域住民で構成するコミュニティ協議会が運営するコミ

ュニティセンターは、現

在では、分館を含めて市

内に 20 館あります。各

コミュニティセンター

では、スポーツや健康づ

くり、パソコン学習、料

理講座、子ども向け講座

等、毎月さまざまな生涯

学習の場を地域に提供

しています。

○ 優れた芸術文化の提供、市民自ら行う芸術文化の創造活動の援助等を目的に、昭

和 59 年に設立された財団法人武蔵野文化事業団は、クラシックやオペラ、ジャズ、

民族音楽、伝統芸能、演劇、ダンス、展覧会等、年間 100 以上の自主事業により市

民に芸術鑑賞の機会を提供し、内外ともに高い評価を得ています。また、市民文化

会館をはじめ７つの文化・市民施設の管理も担っています。

○ 昭和 28 年から続く市民文化祭や昭和 59 年の市民文化会館の開館をきっかけに、

昭和 63 年に 157 団体で創立された武蔵野市芸術文化協会は、30 近い行事で秋の市

民文化祭を担う他、市民芸術文化講座等で、市民が多様な文化・芸術に触れる機会

を提供しています。

○ 現在、生涯学習の場として、中央・西部・吉祥寺の３つの図書館や市内全域のコ

ミュニティセンター、東部地域の公会堂、吉祥寺美術館、吉祥寺シアター、中央地

域の市民文化会館、芸能劇場、総合体育館、西部地域の市民会館、スイングホール、

桜堤児童館等、多くの公共施設を有しています。また、18 校ある市立小・中学校は

学校施設開放条例により市民の活動の場を提供しています。

○ 市内および周辺には、大学や研究機関が

多く存在します。昭和 37 年には成蹊大学の協力

を得て公開講演会である市政講座を開設する等、

その後も、大学の専門性を活かした連携事業を継

続的に実施しています。昭和 56 年に成蹊大学と

の協力により実現した「シルバー聴講生」制度は、

■市内コミュニティセンター配置状況■

「平成 21 年度版武蔵野市コミュニティセンターガイド」より

■学長懇談会による五大学共同講演会■
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平成５年の武蔵野地域学長懇談会設立を経て、武蔵野市と地域の五大学（亜細亜大

学、成蹊大学、東京女子大学、日本獣医生命科学大学、武蔵野大学）が連携して継

続的な学習機会を提供する武蔵野地域自由大学へと結実しました。この地域自由大

学も、平成 15 年度の創設以来、８年目を迎え、聴講可能な大学正規科目数は 1,885

科目(平成 21 年度)、学生数も平成 20 年度末で 1,553 名を数えています。

○ 社会教育事業には長い経緯を持つ事業も少なくありません。昭和 40 年に開設した

家庭教育学級は、子育て中の市民が参加できる事業である「モーニング・コンサー

ト」として生まれ変わり、平成 21 年度には第 50回を迎えました。高齢者の学習と

交流の場として昭和 41年から始まった老壮大学は「いきいきセミナー」と名称を変

え、現在も多くの参加者を得て実施しています。その開催期ごとの受講者が結成す

る同窓会的組織の連合体である武蔵野市老壮連合会は、定期的な老壮シニア講座の

開催を通して、自らの学びを進めるだけにとどまらず、幅広く市民に対して学ぶ機

会を提供しています。また、昭和 47 年に始まった「むさしのジャンボリー」は、担

当課を教育委員会から市長部局へと移し、現在も毎年約 1,000 名の児童の参加を得

ている他、中・高校生によるサブリーダーの活躍等、人材育成の場としても機能す

るようになっています。

○ 平成 14 年度からの完全学校週五日制への対応事業として、平成 13 年度の試行を

経て、翌年度から本格実施した土曜学校は、学校教職員や地域の五大学、各種地域

団体の協力を得て、「ひらめく かんじる かんがえる」をキーワードにさまざまな

体験型の講座を開催しています。平成 21 年度は、サイエンス、異文化理解*4、伝統

文化、自然体験、スポーツ等、多彩なテーマで 23 の講座を実施しています。昭和

30 年代からの実績を持つ「科学教室」を再編した、「土曜学校・サイエンスクラブ」

は、平成 19 年度の市制施行 60 周年記

念事業としてスタートした「むさしの

サイエンスフェスタ」の母体ともなり

ました。このサイエンスフェスタには、

理科の教職員を中心に、大学や企業、

環境や自然科学等、多様な市民活動団

体等によるさまざまな理科実験のブー

スが出展され、平成 21 年度は 1,000

名を超える参加者がありました。

■むさしのサイエンスフェスタ■

*4 異文化理解

生活様式や社会習慣、ものの考え方等の異なる文化について、学
習や体験をつうじて、その違いを知るとともに、異なる文化をも
つ相手の立場にたって共感的に理解すること。
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○ 現在、生涯学習を所管する教育委員会教育部生涯学習スポーツ課では、土曜学校、

武蔵野地域自由大学、学校施設開放、芸術文化団体の育成等による芸術・文化の振

興、文化財保護・普及事業、スポーツ振興、市民会館の運営等を所管事項として実

施し、広く市民の生涯学習の振興に努めています。また、教育委員会だけでなく市

長部局の各部課や、市国際交流協会、市子ども協会、健康開発事業団等の財政援助

出資団体では、環境・交流・健康等、さまざまな施策を実施していますが、これら

は「市民の学び」という切り口で見ると、生涯学習としての側面も持ち合わせてお

り、このことは、「施策実施」と「学び」という複眼的な視点により武蔵野らしい独

自施策を推進してきた本市の特長の一つでもあります。しかしながら、個々の事業

はそれぞれの目的をもって実施しているところですが、類似した事業が個別に実施

されることもあり、事業の重複が課題となってきています。

○ 平成 23 年の夏には、武蔵境駅南口に、

図書館・生涯学習支援・市民活動支援およ

び青少年活動支援の各機能を有する武蔵

野プレイスを開設し、各種事業の開始を予

定しています。武蔵野プレイスの開設によ

り、昭和 60 年の第二期長期計画・第一次

調整計画において示された市内３駅勢圏

に図書館を１館ずつ設置する図書館３館

構想が完成します。

■建設の進む武蔵野プレイス■

（平成 22 年１月現在）



10

■ 武蔵野市の生涯学習における課題

経緯と現状として示したように、これまでも武蔵野市では、さまざまな機会や場をと

らえて、生涯学習に関する取組がなされてきました。こうした蓄積のうえに、今後の武

蔵野市における生涯学習の更なる発展に向け、以下のような課題があげられます。

生涯学習事業の全体像の把握

本市における生涯学習事業は、教育、健康・福祉、子ども、緑・環境・市民生活、

都市基盤等の分野において全庁的に行われており、市民にとってはさまざまな選択肢

がある反面、「重複して見える」「体系化されていない」「年間を通した実施時期がわ

かりにくい」等の声がありました。そこで、本計画の策定にあたり、事業の実態に基

づき市関係の生涯学習事業を体系化する過程を経て、市民に本市の生涯学習関係事業

の全体像を示すことを課題ととらえました。

機能連携を可能とする場の創設による市民活動の推進

武蔵野プレイスは、駅前立地という利便性、公

園との一体的な管理による滞在型の場の設置、複

数の機能が集まる利点、青少年や会社員といったこ

れまで公共施設を利用する機会の少なかった利用者

層への視点、施設を利用する市民相互の出会いや交

流等を施設づくりの基本的な考え方として、構想が

形づくられてきました。武蔵野プレイスでは、個々

の機能が単立することなく、相互に関係しあうことにより、多様な目的で活動する人

や団体をつなぎ、ときに応じて支援しあったり、その中から新たな活動が芽生える等、

これまで以上に市民の多彩な活動を推進する場としての役割を担っていきます。計画

期間内である平成 23 年の開設に向け、その施設の特性をより具体化していく必要が

あります。

■武蔵野プレイス外観イメージ■
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「活動」に根ざした団体支援の必要性

本市では、すでに多くの生涯学習関係団体が活動していますが、今後、さらに生涯

学習を推進するためには、団体の自律的な活動を尊重し支援することが必要となって

きます。現在も市では個人への生涯学習活動支援だけでなく団体への活動の支援を行

っていますが、これまでは、その対象となる団体が限定される傾向がありました。今

後は、より多様な生涯学習団体による自律的な活動に対する支援を拡大し、さらなる

生涯学習の発展を図る必要があります。

多様な事業主体との関係

意識調査にも見られるように、市が提供する生涯学習事業については、メニューの

豊富化や実施時間帯の工夫を望む市民の声は少なくありませんが、専門的なノウハウ

や機能、また、予算・人員の面からも、行政のみによるサービスの拡大を図ることは

非効率かつ困難です。市民により多くの生涯学習の機会を提供していくためには、行

政と多様な事業主体との連携や、団体間の連携を促進し、「１＋１が３になる」よう

な効果に着目した連携推進を図る必要があります。

生涯学習情報の提供手法

生涯学習に関する情報をそれぞれの主管課ごとに市報や市ホームページ、チラシ等

によりお知らせする現在の手法は、提供される側である市民にとっては、情報の全体

像が見えにくく、わかりづらいものとなっています。実施時期、対象、参加条件等、

利用者の視点に立った生涯学習情報の共有化が求められています。

一般（総数：682）
(ともに複数回答)

団体（総数：154）

■生涯学習の情報を入手するためにあるとよいと思うもの■

「武蔵野市生涯学習市民意識調査」より
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学習活動のさらなる発展

ほとんどの地域に町内会や自治会等の組織をもたず、一年間で２割近い住民が入れ

替わる本市では、市民同士の交流や仲間づくりという課題に対し、行政としてさまざ

まな施策を実施してきました。また、コミュニティづくりの自主三原則（自主参加、

自主企画、自主運営）にも示されるように、本市では、市民が主体的に活動する気風

があります。生涯学習の分野でも、講座やイベント等は、共催や市民の運営への参加

等により、市民との協働で進めています。人々が生涯学習活動を継続する中で、人と

人との出会いや結びつきが生まれ、そうした交流や仲間づくりから市への愛着につな

がり、結果として武蔵野らしい文化発信が行われ、継承されていくことは、多くの市

民が期待していると考えられます。
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３ 武蔵野市の生涯学習がめざすもの

■ 基本理念

知ることに親しみ、学ぶことを求める人々の知的好奇心に応え、学びたいときに、

いつでも学びはじめることができるようなきっかけづくりや環境を整備します。

また、市民が学びを継続することを通して自分づくりやまちづくり、地域に関わる

人づくりができるように支援し、成熟した生涯学習社会の実現をめざします。

市民と行政がこのような理念を共有し、協働して活動するために、武蔵野市生涯学

習計画は、次のような役割を果たします。

◇ 市民の生涯学習に対するイメージを、従来の講座等による学習をはじめ自主的に

行うさまざまな学びの活動にまで拡げることにより、学習目的を共有する人々の

活動を活性化し、武蔵野市らしいコミュニティづくりに寄与します。

◇ 生涯学習情報の共有化や発信方法をさらに工夫することにより、青少年や勤労者、

子育て世代等を含め、学びに参加しやすい環境づくりを進め、共に学ぶ層を拡げ

ます。

◇ 本市では、すでに多くの生涯学習事業が行政と市民・団体との協働事業として実

施されています。今後も、市民サービスの向上を第一の目的に、多様な担い手に

よる事業展開をめざし、生涯学習を通した市民協働の推進に寄与します。

◇ 生涯学習団体・ＮＰＯ・民間等、多様な事業主体や市民による自律した生涯学習

活動を支援します。

◇ 学びを通した精神的な豊かさを追求するとともに、武蔵野市というまちの特性を

活かし、新しい文化を創造したいと思う人々の響き合う心＝「交響力」を応援し

ます。

ともに学び、つなぎあう ひと・まち・文化
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■ 施策体系

基本理念を実現するため、

学びにおけるさまざまな段階に

着目して、｢学びを育む基礎づく

り｣｢多様に学ぶ機会の拡充｣｢学

びの成果の共有｣「市民文化の発

信｣という４つの柱を基本目標に

設定しました。人として、心豊か

な充実した人生を送るうえで、知

ることに親しみ、学ぶ機会を求め

ることは自然な欲求ですが、本計

画の策定により、誰もが学びたい

ときに学びはじめることができ、

住み慣れた身近な地域でさまざ

まな分野の学びに触れることができるよう、行政としてきっかけづくりや環境整

備を推進します。また、市で実施している事業のうち、講座や講演会だけでなく、

学びの要素があるような活動についても生涯学習事業の一環として総合的に推進

します。

さらに、これら４つの学びの段階を、常に検証しつつ長期的に継続するための

「生涯学習社会基盤の強化」と、知的創造活動としての生涯学習が、これら４つ

の段階を経て、現代の課題や未来へのメッセージを次の世代に伝えることができ

る可能性を確かなものにするために「未来への学びの継承」の２つを基本目標に

加えました。

以上、あわせて６つの基本目標の関係は上図のような構造となっています。各

段階での学びへの参加として示した４つの基本目標については、「学びはじめ」か

ら「文化発信」まで、どこからはじめても、どこで小休止しても、誰もが生涯を

つうじて学びに触れることができ、自主的に継続できるよう、それぞれの段階に

おける基本理念の実現化を図ります。また、これらを支える基盤の強化と未来へ

の学びの継承の２つの基本目標の位置づけを明確にするとともに、各課を対象に

実施した「生涯学習計画策定のための事業等実態調査」による事業の実施状況を

踏まえて、本計画の施策体系としました。

■施策体系における６つの基本目標の関係図■
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施策体系図 ※基本施策欄の太枠は重点施策

基 本 目 標 施 策 の 考 え 方 基 本 施 策理 念

学校と地域との連携支援

未来に向けての人材育成

多様な事業主体との連携推進

五大学や研究機関との連携

生涯学習情報の共有化

市の歴史や文化の知識の提供

人権・男女共同参画について学ぶ機会の提供

平和・環境について学ぶ機会の提供

出前講座等の提供

コミュニティセンター事業支援

ボランティア養成講座の開催

と

も

に

学

び

、
つ

な

ぎ

あ

う

ひ

と

・

ま

ち

・

文

化

生涯学習推進体制の確立

市民の祭典などによる交流機会や場の提供

国際交流・国内交流の推進

ボランティア活動やＮＰＯ団体への支援

グローバルな文化発信の支援

豊富な人的資源の活用

学びの成果を活かす事業運営支援

市民会館等既存施設の有効活用

安全に暮らすために学ぶ機会の提供

武蔵野らしい文化の醸成

シニア世代による生涯学習事業への協力

野外・自然体験機会の提供

食について学ぶ機会の提供

福祉について学ぶ機会の提供

地域の再発見につながる学びの機会の提供

市民協働推進につながる取組

学びの活動から地域への還元

生涯学習関係団体活動支援の充実

1

健康づくり支援

高齢者の学びの継続支援

障害のある方の学びやともに学ぶ活動の支援

働きながら学べる機会の提供

ライフステージにおける自己実現の支援

子育てや介護中の生涯学習支援

起業・就労・キャリアアップ支援

文化・芸術・語学について学ぶ機会の提供

スポーツ・レクリエーション体験機会の提供

2

3

2

乳幼児教育・家庭教育の支援

学校教育との連携

青少年への生涯学習機会の提供

自ら学ぶきっかけづくり

図書館サービスの充実

武蔵野プレイスにおける機能連携

学ぶ機会の保障

4

5

4

3

2

4

2

3

2

1

2

7

1

3

1

1

3

2

3

1

5

3

4

6

3

4

1

2

1
1

2

3

1

2

学びを育む基礎づくり

3

1

共助につながる学び

健康で学び続けるための
支援

ライフスタイルに応じた
学びの支援

誰でも、いつでも、どこ
でも学べる環境づくり

さまざまなテーマによる
学習機会の提供

2

1

2

3

4

1

2

3

1

人それぞれの「学びはじ
め」の支援

2

学びの成果の共有

4 市民文化の発信

3

多様に学ぶ機会の拡充

6 未来への学びの継承

1

2

生涯学習社会基盤の強化5

1

1

2

1

2

自主的な学びと活動の活
性化

1

次世代へ広がる学び

発表や交流の促進

市民・団体の自律的な活
動への協力

地域資源との連携強化

学びを促進する体制の整
備

2
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■ 施策概要

施策体系図にも示したとおり、基本目標推進のため、施策の考え方に沿った基本施策

を定め、合わせて事業の位置づけを整理しました。各施策の概要は以下のとおりです。

基本目標１ 学びを育む基礎づくり

１－１ 人それぞれの「学びはじめ」の支援

人生のスタートである乳幼児から青少年までは、それぞれの段階に適した「学び

はじめ」を提供します。また、成人については、身近な場所で気軽に知的好奇心を

満たすことのできる講演会やフォーラム等への参加を通して、「学びはじめたい」

「学び続けたい」という意欲につながる機会を充実します。

§基本施策１－１－１ 乳幼児教育・家庭教育の支援

市ではこれまでも、保育園や幼稚園において環境教育や食育を実施している他、

０１２３吉祥寺*5、０１２３はらっぱ*5、桜堤児童館等、自由来所型の施設におい

ても、子育てに関するさまざまな講習会や講演会の機会を設けてきました。また、

保健センターでは「健康」という視点で、乳幼児と保護者を対象とした学習の機

会を設けています。

いつでも、学びたいときに学びはじめることができるような機会を充実するとと

もに、個々人それぞれの学習活動が継続できるよう支援します。また、市民の学び

の拠点となる図書館および平成 23 年度に開設される武蔵野プレイスにおける施策

を推進します。

さらに、「学びはじめ」に至るまでにサポートを必要とする市民には、身近な場所

で生涯学習に手が届くよう「学びやすい環境」を保障します。

＊事業（例）は、平成 21 年度に実施されたものから抜粋しました。

＊事業（例）を示す表中の「事業(例)」欄における◎ゴシック体は、平成 22 年

度以降に実施を予定している新規事業です。

＊「主対象」欄について

成人：市内在住であるか否かを問わず原則として 18 歳以上の成人

市民：成人・未成年を問わず市内に在住している市民

*5 ０１２３吉祥寺 ０１２３はらっぱ
保育ニーズの多様化に対応する施策の一つとして、０歳～３歳までの

乳幼児とその親を対象に子育て支援と親同士のネットワークを地域
に広げることを目的につくられた自由来所型施設。
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生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極めて重要な時期である乳幼児期に

おける学びや、個々の家族の家庭教育を支援するために、親と子の絆、家族のふ

れあいを育む生涯学習事業を実施していきます。なお、市民会館事業については、

平成 23 年度の武蔵野プレイス開設に伴い、桜堤児童館等の事業と一体的に調整

のうえ、乳幼児対象事業の全市的展開に沿った体系的な事業運営を図ります。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

育児学級
乳幼児期の健康・育児につ

いての講座

乳幼児

保護者

健康課

（保健センター）

乳幼児対象事業
子どもと保護者向けの体

操、伝統遊び講座

乳幼児

保護者

児童青少年課

（桜堤児童館）

母と子の教室、親と

子の広場

子育て応援講座、親子リト

ミック・わらべうた講座等

幼 児

保護者

生涯学習スポーツ課

（市民会館）

むさしのブックスタ

ート

乳幼児健康診断受診に合わ

せた絵本の読み聞かせと配

布。フォローアップ事業と

して、お話会や講演会

３～４ヶ月児

３歳児
図書館

§基本施策１－１－２ 学校教育との連携

地域教育の核である学校教育については、「学校教育計画」に基づき充実を図

ります。同時に、学齢期の子どもたちにとっては、家庭や地域をはじめ日常的に

あらゆる場面でのさまざまな学びとしての生涯学習に出合う機会もまた大切で

す。図書館や美術館等の活用をはじめ、地域や大学、企業、研究機関等が行う生

涯学習活動と学校との連携を深め、子どもたちが楽しみながら質の高い学びを得

ることができるよう図ります。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

小中学生の音楽活

動支援事業

市立小中学校の音楽活動指

導等の支援

小学生

中学生
生涯学習スポーツ課

読書の動機付け指

導

講師と図書館職員が市立小

学校を訪問して行う読書指

導

小学３年生

保護者
図書館

学校における市立

図書館資料の活用

調べ学習、修学旅行等の事前

学習用資料の貸出
市立小中学校 図書館

武蔵野子ども文芸

賞

小説、童話、俳句、読書感想

作品等の募集および表彰

小学生

中学生
図書館
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§基本施策１－１－３ 青少年への生涯学習機会の提供

青少年が「生きる力」を身につけ、次代を担う気概を持つ大人として健全に育

つことができるよう中・高生の知的好奇心を刺激し、さまざまな活動に気軽に参

加できる生涯学習の機会を提供します。

青少年問題協議会等の市民による「地域で青少年を育てる」事業を引き続き支

援する他、平成 23年度開設予定の武蔵野プレイスでは、「青少年活動支援フロア」

を設置し、複合施設としては初めて青少年のみを対象とする利用時間を設ける等、

中・高生が自主的な創作活動や読書等が可能な居場所づくりをすることで、気軽

に生涯学習に取り組める環境整備を進めます。

一方、土曜学校については、平成 14 年度の開始以降、子どもたちの土曜日の

過ごし方にも多様性が見られるようになったこと、また、学校での活動において

も土曜日の活用の仕方等に変化が見られることから、今後は、「居場所づくり」

から「生涯学習のきっかけづくり」へ転換を図ります。

事業（例）

（◎は新規事業）
事業概要 主対象 主管課

むさしのジャンボリー
宿泊での共同生活をつうじた、

地域での青少年育成
小学生 児童青少年課

中学生・高校生リーダー

養成講座

地域活動の担い手として活躍

できる力を身につけるための

講習会や体験事業

中学生

高校生
児童青少年課

◎地域青少年リーダー

制度の整備と運営

「中高校生リーダー養成講座」

修了者登録の制度化、講習会・

研修

中学生

高校生
児童青少年課

土曜学校

サイエンス、異文化理解、朗読

等、土曜日を利用した体験型講

座

小学生

中学生
生涯学習スポーツ課
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§基本施策１－１－４ 自ら学ぶきっかけづくり

学びはじめは、それぞれの市民がその意欲を持ったときがスタートであるとい

えます。学びはじめに年齢は不問です。また、１回限りでも、連続であっても、

あるいは、講演型であっても、鑑賞型であっても、住み慣れた地域で、気軽に参

加でき、かつ、自らの意思に基づく「学びはじめ」のきっかけとなるよう知的好

奇心を刺激する講座・事業を開催します。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

各種講演会、フォーラ

ム

「分権時代の自治体運営の基本

ルールを考えるシンポジウム、

パネルディスカッション」「教育

フォーラム」他

成人
企画調整課

指導課他

オルガンワンダー

ランド

市民文化会館設置のパイプオル

ガンを活用した「レクチャーコ

ンサート」およびオルガンに触

れることができる「親子で楽し

むオルガン体験講座」

成人

親子

生涯学習スポーツ課

市民協働推進課

（文化事業団）

五大学共同講演会、

五大学共同教養講座

統一テーマに基く基調講演と各

大学による講座、各大学が４回

ずつ受け持つ連続20回長期講座

成人 生涯学習スポーツ課

１－２ 誰でも、いつでも、どこでも学べる環境づくり

多くの市民が、学習活動への意欲を持ち、学びを継続していくためには、誰でも、

いつでも、どこでも学べる環境づくりを進めていく必要があります。市民の学びに

とって拠点となる図書館については、「図書館基本計画」に基づき充実を図ります。

武蔵野プレイスについては、生涯学習の新たな拠点のひとつとするべく、重点施

策として取り組みます。また、障害のある方や在住外国人等、誰もがそれぞれ必要

とする学びに手が届くよう生涯学習を通して支援します。

§基本施策１－２－１ 図書館サービスの充実

知の宝庫ともいえる図書館は、市民の学びにとって拠点となる施設です。図書

館基本計画では、「市民の課題解決を支援し、生涯学習に役立つ多様な情報を提

供する」｢身近に本のある豊かなライフスタイルを提案する｣等の図書館の将来像

が提案されています。武蔵野プレイスの開設により実現されることとなる３館構

想をさらに推進し、生涯学習の基盤となる図書館施策の充実を図ります。
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事業（例）

（◎は新規事業）
事業概要 主対象 主管課

◎図書館運営の充実

図書館施設・機能の充実、安心して利用でき

る図書館環境の構築、質の高いサービスを支

える体制の整備

市民 図書館

◎図書館サービスの

充実

地域の情報拠点としての情報の蓄積、関係機

関と連携したサービスの充実、図書館の活用

と情報収集の支援、市民の学びと課題解決の

支援、利用者対象別の図書館サービスの充実

市民 図書館

§基本施策１－２－２ 武蔵野プレイスにおける機能連携

平成 23 年に開設される武蔵野プレイスは、さまざまなライフステージに対応

した滞在型の図書館、市民相互や各種機関との連携を重視した生涯学習支援、開

かれたネットワーク形成を支援する市民活動支援、居場所としての役割を担う青

少年活動支援という４つの機能を有します。それぞれの機能を充実させるととも

に各機能を融合させ、新たな事業構築を図ります。また、大学や研究機関・企業、

ＮＰＯ等地域の機関や活動との連携により、多様な事業展開を進めます。

事業（例）

（◎は新規事業）
事業概要 主対象 主管課

◎武蔵野プレイス

の開設

・地域の教育機関、企業および

施設と連携したコンソーシア

ム*6型の講演会・公開講座・シ

ンポジウムの開催

・武蔵野地域自由大学の運営

・「地域アーカイブ*7」システム

の構築による市関係映像情報

等のデジタル化による保存・

継承および共有化

市民

市民活動

団体

青少年

武蔵野プレイス開設

準備室

図書館

市民協働推進課

児童青少年課

生涯学習スポーツ課

*6 コンソーシアム （consortium）
特定の目的のために、複数の組織等が、それぞれの独立性を保
ちながら形成する共同事業体のこと。

*7 アーカイブ （archive） アーカイブス （archives）

元来は、公文書、公文書保管所の意味。コンピューターやイ
ンターネットの世界で、複数のファイルを一つにまとめた書
庫ファイルの意味で使われ、そこから転じて、画像・映像・

文字等、さまざまな有形・無形の文化資源等をデジタル化し
て保存を行うことをいう。
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§基本施策１－２－３ 学ぶ機会の保障

学びを求める市民にとって、生涯学習をはじめる段階で支障となり得るものが

ある場合には、学びを通したフォローを行います。誰もが住み慣れた身近な地域

で、必要な学びに手が届き、それらを自主的に継続していけるよう生涯学習機会

の保障に努めます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

パソコン学習会

パソコン操作の基本、インター

ネット体験、Eメール体験、文

字入力演習他

成人

市民協働推進課

（各コミュニティ

センター）

初心者向け高齢者

パソコン教室

中学校教諭が講師、生徒が助手

として高齢者に教えるパソコ

ン教室

高齢者 高齢者支援課

日本語サロン
市および近隣の在住外国人を

対象とした日本語学習の支援
成人

交流事業課

（市国際交流協会）

障害者サービス事

業

録音図書、情報テープ等の貸

出、対面朗読等
視覚障害者等 図書館

１－３ 健康で学び続けるための支援

生涯学習施策では、市民の「自主的な学び」を通して、「いつまでも健康で心豊

かに暮らし続けたい」という人々の普遍的な望みを側面から支援します。高齢者や

障害のある方を含め、すべての市民がいきいきと学び続けることができるような生

涯学習の機会を、健康、高齢者支援、障害のある方への支援等さまざまな視点から

提供します。

§基本施策１－３－１ 健康づくり支援

心身ともに豊かな人生を送るためには、年齢を問わず、市民自らが健康づくり

について積極的に取り組む姿勢が大切です。身近な地域で日常的に、健康づくり

や健康維持に役立つ知識を習得し実践できるよう、生涯学習では「学び」を通し

て市民の健康づくりを支援します。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

健康づくりの集い

講演会、健康講座、体操実演、通

信講座・健康づくり活動団体の紹

介、出前講座

成人

健康課

（健康づくり支援セ

ンター）
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§基本施策１－３－２ 高齢者の学びの継続支援

高齢期の充実のためには仲間とともに生きがいを持って学び続けることが大

切です。市や関係団体が有する高齢者福祉施策の知識や情報、人的ネットワーク

を活かし、仲間と一緒に、楽しみながら学ぶ機会を提供することにより、高齢者

がいつまでも生きがいをもって暮らし続けることができるよう支援します。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

社会活動センター事

業

バイオリン・書道・カラ

オケ、パステル画等、約

50 講座

高齢者支援課

（高齢者総合センター）

60 歳からのやさしい

運動教室

歩き方や体操、ストレッ

チ等で足腰を中心に運動

60歳以上

生涯学習スポーツ課

（スポーツ振興事業団*8）

§基本施策１－３－３ 障害のある方の学びやともに学ぶ活動の支援

ハンディキャップのある方が、学びによってより充実した生活ができるよう支

援します。例えば、必要に応じて、手話通訳や要約筆記*9サービスを行う等、聴

覚障害のある方とボランティアや市民が一緒に学びを育むことがきるような生

涯学習の場を提供していきます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

日常生活訓練事業
華道、卓球、囲碁、書道、

絵画他
障害のある方

障害者福祉課

(障害者福祉センター)

聴覚障害者教養講

座

市民団体企画の講演会。

手話通訳・要約筆記を

設置

障害のある方他 生涯学習スポーツ課

*9 要約筆記
聴覚に障害のある方等に対して、会議や講演等の内容を要約
して文字として伝える情報保障手段の一つ。手話が不得意な

方等の社会参加も促すことができる。筆談、OHP、OHC,パソコ
ン等、場所や機材、利用者等の条件により、さまざまな実施
形態がある。

*8 スポーツ振興事業団 （現『財団法人 武蔵野スポーツ
振興事業団』。平成 22 年４月 1 日より『財団法人 武蔵野生

涯学習振興事業団』に改組）
生涯体育の視点からスポーツ振興事業を行い、健康と体力の
増進を図り、豊かで潤いのある市民生活の形成に寄与するた

め、平成元年に設立した市の財政出資団体。平成 17 年から、
指定管理者として市の主なスポーツ施設の管理運営を担って
いる。



23

基本目標２ 多様に学ぶ機会の拡充

２－１ ライフスタイルに応じた学びの支援

卒業、就職、結婚、出産、退職等のライフイベントや年齢で区分されるライフス

テージだけでなく、人それぞれの生き方である｢ライフスタイル｣に応じて学ぶこと

ができるよう、情報提供を含めた学びの機会の充実を図ります。

§基本施策２－１－１ 働きながら学べる機会の提供

意識調査では、48.8％の人が、学習活動をしていない理由に「多忙による時間

不足」をあげています。仕事や家事等で忙しい社会人にとって、学びたいことが

ありながら、あるいは、学ばなければならないことがわかっていながら学習活動

をはじめる機会やきっかけを得られないでいる状況は社会的な課題といえます。

立地の良い場所で夜間・休日開館を実施する武蔵野プレイスの開設を含め、働き

ながら学べる機会や社会人向けの情報を増やし、社会人の学びへの高いニーズに

応えます。

事業（例）

（◎は新規事業）
事業概要 主対象 主管課

武蔵野プレイスにおける

図書館の夜間開館時間の延長
成人

プレイス開設準備室

図書館◎武蔵野プレイス

の開設 夜間・休日の生涯学習事業の展

開
成人

プレイス開設準備室

生涯学習スポーツ課

ワンデーレッスン

事業

夜間開催のエアロビクス、ヨ

ガ、弓道他の講習
成人

生涯学習スポーツ課

（スポーツ振興事業団）

§基本施策２－１－２ ライフステージにおける自己実現の支援

入学・卒業、就職・退職等による生活や環境の変化や人生のさまざまな転換期

に、人は戸惑うことが少なくありません。そのような場合でも「学び」により、

自ら課題を解決する力を身につけ、あるいは、仲間とともに学ぶことにより、地

域や社会の中での居場所を見つけ、ネットワークづくりや社会参加につながる等、

高度情報化、グローバル化、多文化共生等、私たちを取り巻く社会は急激に変化

し続けています。本市の生涯学習では、人生の節目や年齢で区分される「ライフス

テージ」に応じた学びだけでなく、年齢にとらわれない人それぞれの生き方である

「ライフスタイル」による学習手段やテーマ等の選択肢の多様化に応じた生涯学習

機会の充実・拡充に努めます。
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人それぞれの自己実現を図ることができます。こうしたそれぞれのライフステー

ジにおける自己実現を「学び」を通じて支援します。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

いきいきセミナー
半年 17 回にわたる講座と仲

間づくり
60歳以上 生涯学習スポーツ課

お父さんお帰りなさ

いパーティ

定年前後のお父さんとボラ

ンティア・地域団体との交流

会

退職後の

男性

生活福祉課

（ボランティアセンタ

ー武蔵野）

引きこもりサポート

事業

社会参加をめざす若者と家

族を対象とした講演会、セミ

ナー

若者と

家族
障害者福祉課

§基本施策２－１－３ 子育てや介護中の生涯学習支援

子育てや介護をしている間は、毎日時間に追われるなかで、もっとも「学び」か

ら遠くなってしまう時期でもあります。また、多くの時間を家庭の中で、家族とだ

けで過ごすことも少なくありません。学びを通して、家族等を介護している方の役

に立つ知識や技術、お母さん・お父さん同士が情報共有できる場を提供し、子育て

中や介護中であっても途切れることなく学び続けることができるよう機会の充実

に努めます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

介護技術講座

在宅で家族介護をして

いる方や、今後の介護が

不安な初心者対象の介

護技術講座

介護者他 高齢者支援課

モーニング・コンサート
子育て中

の方
生涯学習スポーツ課

子育てママのスポーツ

教室

芸術鑑賞やスポーツを

通して子育て中の親の

学びを支援。託児つき
子育て中

の方
生涯学習スポーツ課

§基本施策２－１－４ 起業・就労・キャリアアップ支援

仕事上必要な法律や知識について学んだり、さまざまな資格を身につけること

を目的とした学習は、社会人にとってニーズの高い生涯学習です。また、経済状

態・社会環境の変化により、人生のさまざまなステージで就労を希望する機会が

増えつつあります。起業や就労、キャリアアップに向けて学ぶ方法の充実に努め

ます。
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事業（例） 事業概要 主対象 主管課

労働講座 就業規則セミナー 成人

生活経済課

（共催：東京都労働相談

センター）

就職支援セミナー

起業・キャリアアップ・再

就職サポート・外国人向け

就職セミナー等

成人

生活経済課

（共催：ハローワーク三

鷹・東京しごとセンタ

ー）

武蔵野地域自由大学

基本簿記、会社法、現代フ

ァイナンス等の大学正規

科目の聴講

成人 生涯学習スポーツ課

２－２ さまざまなテーマによる学習機会の提供

これから生涯学習に取り組む人も、すでに学びはじめている人も、誰もが、日々

の暮らしの中で新たな分野に挑戦できるよう、さまざまな生涯学習のテーマに触れ

る機会を提供します。本施策体系における分野については、意識調査で、「生涯学

習をする場合に興味があること」に対して回答率の高かった「文化・芸術」「スポ

ーツ」の他、本市が施策として力を入れてきた福祉、自然体験事業、食育基本法*10

制定により現代の課題として注目を浴びている「食」等を取り上げています。

また、人々が安心して安全に暮らすために必要と思われる分野については、すべ

ての市民に共通する生涯学習テーマとして積極的に実施すべきであると考えてい

ます。

§基本施策２－２－１ 文化・芸術・語学について学ぶ機会の提供

文化・芸術は多くの市民が関心を持つ生涯学習のテーマのひとつです。文化・

芸術作品に触れ、あるいは創造していくことは、人生に豊かな実りをもたらしま

す。また、意識調査でも 43.1％の市民が興味の対象として「文化・芸術鑑賞」

を選択しました。

特に生涯学習という意識をもたずに日常の中で行っている鑑賞型の学びや、

「語学」、「習いごと」といった参加型の学び等、人それぞれに合った方法と情報

が提供されることは生涯学習の推進にとって重要です。

*10 食育基本法
生活習慣病の増加や「食」の安全性に関する問題の多発等、

近年の「食」を巡る状況に対応し、国民が健全な心身を培い、
豊かな人間性を育むため、食育に関する施策を総合的かつ計
画的に推進することを目的として制定された法律。平成 17 年
に成立、施行。
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事業（例） 事業概要 主対象 主管課

文化事業団主催・共催

事業

クラシック、ジャズ、邦楽、

演劇、落語といった舞台上演、

美術展等

成人
市民協働推進課

（文化事業団)

芸文協主催事業
市民文化祭の企画運営、市民

芸術文化講座の開催
成人

生涯学習スポーツ課

（市民芸術文化協会）

外国語会話交流教室

在住外国人が講師となるアラ

ビア語やインドネシア語を介

した語学交流教室等

成人
交流事業課

（市国際交流協会）

§基本施策２－２－２ スポーツ・レクリエーション体験機会の提供

スポーツについても多くの市民が関心を持っているテーマです。意識調査でも、

「現在、生涯学習を行っている理由」については、40.1％の市民が「健康・体力

づくりのため」と答えており、また、今後、生涯学習をする場合にも、「文化・

芸術」に次いで 38.3％の市民が「スポーツ」を興味の対象としてあげています。

生涯学習において普遍的なニーズと実績が顕著である分野として、平成 20 年度

に策定した「スポーツ振興計画」に基づき、スポーツやレクリエーションの機会

を提供していきます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

ファミリースポーツ

フェア

スポーツをはじめるきっか

けづくりと家族・友人とのふ

れあいを推進

市民 生涯学習スポーツ課

スポーツ振興事業団

主催事業
各種スポーツ教室、イベント 市民

生涯学習スポーツ課

（スポーツ振興事業団）

§基本施策２－２－３ 野外・自然体験機会の提供

武蔵野市では現在も多くの「野外・自然体験学習」の機会を提供しています。

これまで、市民ニーズを勘案し、各部署で新たな事業を展開してきた結果、市民

から見て、対象や実施時期・場所等が重複し、わかりにくい状況が生じています。

今後は、夏休みや学校行事のない土曜日等に実施時期が重複しやすい子ども自

然体験については、関係各課と調整のうえ、総合的に見直し、事業の再構築と体

系的推進を行います。
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事業（例） 事業概要 主対象 主管課

土曜学校

「森林体験教室」

青梅市二俣尾における、日常

の生活では得がたい自然体

験や林業体験

小学生

中学生
生涯学習スポーツ課

スポーツ振興事業団

主催事業

「野外活動事業」

親子野あそびクラブ、天体観

望会、登山スクール等
市民

生涯学習スポーツ課

（野外活動センター）

§基本施策２－２－４ 食について学ぶ機会の提供

生涯学習を通して、「地産地消」や「食の安全」、「食生活・食習慣」について

知識や体験を得ながら学ぶことができるよう、「食」をテーマにしたさまざまな

事業を展開します。

特に、若年層には、平成 17 年に制定された食育基本法や、平成 20年度に開始

した中学校給食における食育等を契機に、改めて食への関心と意識を高めてもら

えるよう親子・家族を対象とした事業も実施していきます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

親子食育ウォーキン

グ教室
食に対しての知識習得 親子

健康課

（健康づくり支援セ

ンター）

家族で手作り・楽しい

食卓キャンペーン

市内農生産者宅訪問による

地場野菜の見学・収穫（「武

蔵野野菜・たんけん隊」）、

親子でクッキング等

親子 子ども家庭課

高齢期すこやか食生

活事業

「正しい食生活のための料

理講習会」をコミセンを会

場に実施

60 歳以上

高齢者支援課

（市老人クラブ連合

会）

高齢者食事学事業
シニア料理教室、男性のた

めの料理講習会他
介護者他 高齢者支援課

農業写真展
農業体験と食育事業を紹介

する写真展
市民 生活経済課
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§基本施策２－２－５ 安全に暮らすために学ぶ機会の提供

住み慣れた地域で、いつまでも安心で安全に暮らすために、年齢を問わず、市

民として知っておくべき知識、例えば、防犯・災害対策や消費者保護といった生

活の危機管理としてくらしの安心確保のための施策を提供していきます。

また、近年、私たちを取り巻くメディア環境が急速に変化するなか、高度情報

化社会で安全安心に暮らすためには、あふれる情報を主体的に読み解く能力（メ

ディア・リテラシー）を高めることのできる学びが大切です。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

ＣＡＰワークショップ
子どもが犯罪等から自ら身を

守るための実践型学習

小学３

年生
児童青少年課

防災推進員の研修・訓

練

救急救命講習会、防災推進員

の研修
市民 防災課

消費生活センター事業
消費者被害の未然防止啓発講

座、消費生活講座
市民

生活経済課

（消費生活センター）

男女共同参画実践講座
「メディアを読み解く」実践

講座
市民 市民協働推進課

武蔵野地域自由大学

メディア法、メディア文化等

のメディア・リテラシー関連

講座の聴講

成人 生涯学習スポーツ課

§基本施策２－２－６ 福祉について学ぶ機会の提供

市や各種団体等、多様な主体が施策を実施してきた福祉分野については、市民

が、住み慣れた地域で、いつまでも尊厳をもって暮らし続けることができるよう、

専門家による実践的な学習機会を提供していきます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

老いじたく講座
成年後見制度等権利擁護に関

する講習会
成人

高齢者支援課

（福祉公社）

介護予防教室

市内６ヶ所の在宅介護支援セ

ンターにおいて介護予防に関

する啓発。情報提供等を実施

成人
高齢者支援課

（在宅介護支援センター）
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§基本施策２－２－７ 地域の再発見につながる学びの機会の提供

市内にはさまざまな地域の特色をもった施設や機関があります。日ごろの生活

においては気づきにくい本市のまちの姿を見る機会を提供し、地域の再発見につ

なげます。また、日常的に地域やまちの機能を支えるさまざまな施設、自然等を

理解するため、施設見学やまち歩き等の機会を提供します。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

施設見学会

水道、下水道、ごみ、ク

リーンセンター等につ

いて学ぶ施設見学等

成人

親子等

水道部工務課

下水道課

ごみ総合対策課

クリーンセンター

フレッシュサラダ作戦

農家見学会および生産

者による市内産農産物

の直売会

市民 生活経済課

防災タウンウォッチング
防災の観点で、市民と行

政がまち歩き
市民

防災課

（市民防災協会）
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基本目標３ 学びの成果の共有

３－１ 自主的な学びと活動の活性化

コミュニティセンター事業や団体活動を通して、自主的に生涯学習を継続してい

る市民の「学びを通した活動」のさらなる活性化を図ります。また、情報や知識を

有する市や専門家が、学びたいと思う人にそれらを届ける「出前講座」等を行い、

地域を知り、地域の課題を市民と行政が一緒に発見し解決していけるような取組を

さらに活性化させます。

§基本施策３－１－１ 生涯学習関係団体活動支援の充実

市内では多くの団体がさまざまな学習活動を行っています。新たに活動をはじ

める団体や、より多様な団体による広く市民に開かれた事業の実施を促します。

例えば、事業の提案・選考・実施を市民と実施団体が協働で行う等、市民が活動

団体を育てる仕組みを検討します。また、支援の推進にあたっては、限られた資

源を有効に活用するために既存の団体活動支援のあり方についての検討も視野

に入れ、誰もが参加することができる生涯学習活動を推進します。

事業（例）

（◎は新規事業）
事業概要 主対象 主管課

◎生涯学習事業市民

選考プロポーザル

制度

団体が企画・提案する生涯学

習事業を市民が選考し、採択

された事業に対して、会場や

事業費、広報等を支援

団体 生涯学習スポーツ課

社会教育関係団体支

援事業

・社会教育事業講師謝礼援助

額を参加予定者数に応じた

援助への変更

・社会教育関係団体への借上

バスの補助限度額の見直し

社会教育

関係団体
生涯学習スポーツ課

地域スポーツイベン

ト補助

スポーツイベントを通じて地

域コミュニティの醸成を図る

ため補助金を交付

団体 生涯学習スポーツ課

学びは人の心を豊かにすると同時に、地域やまちの豊かさにもつながります。生

涯学習活動を継続する中で生まれる「人と人との結びつき」を基本に、学びの成果

を共有したいと思う人や団体相互の活動を支援します。



31

§基本施策３－１－２ コミュニティセンター事業支援

昭和46年に策定されたコミュニティ構想に基づき市内に20館設置されている

コミュニティセンターは、市民の多様な活動の拠点です。「自主参加・自主企画・

自主運営」の三原則を維持しつつ、市民の学習の場として各地域で活用されてい

るコミュニティセンターにおける市民レベルの生涯学習事業を支援します。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

コミセン文化祭
各コミセンにおける文化

祭（発表会、展示等）
市民

市民協働推進課

（各コミュニティセンター）

コミセン自主事業
体育、健康、趣味・教養教

室
市民

市民協働推進課

（各コミュニティセンター）

§基本施策３－１－３ 出前講座等の提供

健康・福祉、環境、教育等、市や関連組織ならではの施策や制度等に関する情

報について、団体等が希望する内容、時期、場所に合わせて、市職員や専門家を

講師として派遣します。また、これまでの実績をもとに出前講座リストを作成し、

生涯学習活動団体や市民へ情報提供を行う仕組みをつくります。

事業（例）

（◎は新規事業）
事業概要 主対象 主管課

ゲストティーチャーの派遣
市職員派遣によるごみに

関する講義
市民 ごみ総合対策課

出前講座
専門家等の派遣による健

康・生活習慣病予防講座
市民

健康課

（健康づくり支援セ

ンター）他

◎出前講座リストの作成

専門家等や市職員による

出前講座の実績リストを

作成し、生涯学習活動を行

う団体等への情報提供に

ついての検討

団体

市民
生涯学習スポーツ課
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３－２ 共助につながる学び

学びの成果を活かした事業や、ボランティア養成講座等で学んだことが、他者に

対する意識の変化のきっかけとなり、市民同士がお互いを思いやる「共助」につな

がる活動となるような生涯学習の場を設けます。

§基本施策３－２－１ 市民協働推進につながる取組

テーマを持って市民が集い、学習することにより市民協働へつながるような機

会や場を提供し、新旧市民の交流を軸とした市民自治の発展への後押しをします。

武蔵野プレイスにおいては、平成 19 年度を初年度とする「市ＮＰＯ活動促進

基本計画」の活動拠点として、団体間の開かれたネットワーク形成を支援します。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

サロンカフェ

市民協働サロンで行われ

る、ＮＰＯ・市民活動団体

を紹介する事業

市民 市民協働推進課

協働推進連続講座
ファシリテーション連続講

座
成人 市民協働推進課

§基本施策３－２－２ 学びの活動から地域への還元

市内では、多くの分野において、各種団体が自主的に学びを展開しています。

その中には、団体内で学習するだけでなく、学んだことを広く市民に伝えたい、

市民と一緒に学び、より住みやすいまちづくりに向けて貢献したいと考えている

団体も少なくありません。さまざまな学びの蓄積を有する団体による「学びの地

域への還元」に協力していきます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

認知症サポーター養

成講座

認知症に関する正しい知識の普及・

啓発
市民 高齢者支援課

環境まちづくり協働

事業

環境保全に関して、市民団体等と協

働で行う事業
市民 環境政策課

§基本施策３－２－３ ボランティア養成講座の開催

生涯学習への取組には人それぞれ、さまざまな理由がありますが、ボランティ

ア養成講座については、受講者自身が「学んだ後に活動する場を望んで受講する」

という具体的な目的を持っていることが特徴です。ボランティア等の人材育成、

養成講座については、受講者の意欲を損なうことのないよう、活動の場や機会、
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ニーズを見極めたうえでの開催または開催の支援を行う視点が大切です。

学んだことが具体的な活動につながり、人々の活動が豊かなまちづくりにつな

がるような学びのサイクルの構築を推進します。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

日本語交流員養

成講座

在住外国人の日本語学習支援ボ

ランティアを養成するための講

座

市民
交流事業課

（市国際交流協会）

日常生活訓練事

業

手話、点字等のボランティアを養

成するための講座
市民

障害者福祉課

（障害者福祉センター）

ライター入門講

座

情報紙「まなこ」の執筆や編集に

つなげる講座
市民 市民協働推進課

子ども自然体験

指導者講習会

子どもの指導者としての役割に

関する講義、宿泊キャンプ体験
15 歳以上 児童青少年課
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基本目標４ 市民文化の発信

４－１ 発表や交流の促進

学んだことを誰かに伝えたい、努力した成果を家族に、友人に、仲間に見てほし

いと考えることは、人として自然な欲求です。また、発表や交流の場を経験するこ

とにより、さらに学びに対する意欲や目的が明確になって、社会全体の雰囲気が生

涯学習を後押しすることにもつながります。学びを継続している市民に、発表や交

流の場を提供して多くの市民の関心を高めることにより、人々の交流を通した生涯

学習を促進します。

§基本施策４－１－１ 市民の祭典などによる交流機会や場の提供

地域の持つ課題について気づくきっかけとなる、担い手と来場（館）者双方

の市民による交流を通した市民文化発信の「場」を提供していきます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

青空市
市内農産物・友好都市物産販

売、約 60 市民団体が出店
市民

生活経済課

（消費生活センター）

市民文化祭

芸術文化活動を行う市民へ

の創造・発表・交流を目的と

して、毎年秋に開催

市民 生涯学習スポーツ課

むさしの環境フェスタ

地球温暖化防止に関する展

示・発表、省エネコンテスト

等

市民

企業
環境政策課

吉祥寺という一大商業地域を有する本市においては、地元商業者や民間企業等に

よって、にぎやかなお祭り、フェスティバル、実験的な食文化の発信や、井の頭公

園を中心とする都市の中の自然・憩いを背景とした映画やテレビ、雑誌の制作等に

よる文化発信が繰り返し行われています。まちで出合ったことや体験したことをき

っかけに、さらに何かを調べたり、はじめたりすることもまた生涯学習となり得る

ものですが、本計画では、学ぶことにより、市民が、受け手側と発信者側を自由に

行き来できるような自由闊達な市民文化の発信をめざします。

古いものと新しいものを混在させつつ変化を遂げてきた武蔵野市が、自らの未来

を市民の力で切り拓くことができるよう、学びをベースとした市民文化の発信とい

う観点から、市民や団体の自律的な活動を支援します。
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§基本施策４－１－２ 国際交流・国内交流の推進

武蔵野市では、専門の担当部署を設置して、国内・国外のさまざまな都市と積

極的に交流を重ねてきました。インターネットやテレビ等のメディアを通してで

はなく、直接、交流先の地域や人に関するさまざまなことを知ることにより、自

国や武蔵野市のアイデンティティーについて考え学ぶ機会をつくります。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

友好都市市民交流

の実施

南砺市、安曇野市、川上村、南房総

市、遠野市、長岡市、大崎上島町、

酒田市、岩美町との交流

成人 交流事業課

むさしの国際交流

まつり

在住外国人が担い手となり、市民に

自国の文化や民俗についての理解

を深める祭典

市民
交流事業課

（市国際交流協会）

§基本施策４－１－３ グローバルな文化発信の支援

日常的に学んでいる趣味の先に「世界」が見えたとき、その学びは「文化発信」

につながる可能性があります。趣味を特技に変えるまでの努力や達成した喜び、

文化の異なる人々との相互理解等、学びをきっかけとして芸術文化の道をめざす

こととなった若者等によるグローバルな文化発信等を支援します。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

国際オルガンコンクー

ル

４年に１度、優秀なオルガン奏

者を見出すことと国際交流を

目的に開催

成人
市民協働推進課

（文化事業団）

ルーマニアブラショフ

市日本武蔵野センター

事業

武蔵野市とブラショフ市の交

流拠点となるセンターにおけ

る、国際交流・協力活動の推進

成人
交流事業課

（市国際交流協会）

４－２ 市民・団体の自律的な活動への協力

企画から運営まですべてを自律的に実施している市民・団体に対して、協働等を

通して活動への協力を行います。

§基本施策４－２－１ ボランティア活動やＮＰＯ団体への支援

ボランティアとして活動することにより、学びの意欲が高まり、あるいは、さ

らなる学習が求められる状況に遭遇することがあります。また、ＮＰＯ団体によ

るさまざまなまちづくりへの参加が進んでいます。
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学びにつながるボランティア活動を行う個人を支援し、また、自立した活動団

体であるＮＰＯ団体が、地域づくりへ参加できるよう支援を進めます。

事業（例）

（◎は新規事業）
事業概要 主対象 主管課

夏！体験ボランティア ボランティア体験 中学生以上

生活福祉課

（ボランティアセンタ

ー武蔵野）

◎武蔵野プレイスの

開設

市民活動団体の支援とし

て、活動に関する情報の

収集・提供・蓄積・編集・

発信、情報交換スペース

の提供、団体経営マネジ

メント講座の実施、団体

設立コンサルティング等

市民
プレイス開設準備室

市民協働推進課

§基本施策４－２－２ シニア世代による生涯学習事業への協力

現役をリタイアしたシニア世代の経験やノウハウ等は地域の貴重な財産です。

シニア世代が市民に向けて広く発信する事業について市が積極的に周知し、経験

豊富なシニア世代による生涯学習事業の実施に協力していきます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

老壮シニア講座

高齢者が豊かな生活を送

ることを目的とした老壮

連合会共催事業

成人
生涯学習スポーツ課

（市老壮連合会）

シルバーシティプラ

ン推進事業

老人クラブ連合会運営に

より社会参加、余暇活動の

広がりを推進

60 歳以上
高齢者支援課

（市老人クラブ連合会）

§基本施策４－２－３ 学びの成果を活かす事業運営支援

福祉施設の運営や公園管理等、市内には市民の団体が担っている行政との協働

事業があります。そこに参画している方々は、日々新たな課題を発見し、団体の

仲間と共に学びながら、事業運営に努力を重ねています。市民が自発的に学びな

がら事業を運営する機会を保障し、市民協働による豊かなまちづくりを支援しま

す。
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事業（例） 事業概要 主対象 主管課

テンミリオンハウス等の施設

運営を通した福祉や経営知識

の実践的習得

団体 高齢者支援課

協働事業における生涯

学習活動 市民有志(団体)による公園・プ

レーパーク運営事業における

生涯学習活動

市民

団体

児童青少年課

緑化環境センター

§基本施策４－２－４ 学校と地域との連携支援

学校教育をはじめとする小中学校の活動は、地域に支えられながら行われてい

ます。子どもたちを、家庭・学校・地域・行政の連携や補完によって面的に支え

るネットワークは必要不可欠なものであり、地域の核である学校にとっては、こ

れまで以上に地域との連携を深めることが大切です。「学校教育計画」との整合

性を図りながら、生涯学習の側面から学校と地域の連携を支援します。

事業（例）

（◎は新規事業）
事業概要 主対象 主管課

開かれた学校づくり協議会

学校運営の充実を図るために各学

校に設置。平成 21 年度には代表者

会議を設置し、各校の情報を共有

化

学校

保護者

有識者

指導課

◎学校支援ネットワーク

体制の研究

これまで学校ごとに活用していた

地域人材・企業等についての情報

の一元化およびネットワーク体制

の研究

学校

保護者

有識者

指導課
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基本目標５ 生涯学習社会基盤の強化

５－１ 地域資源との連携強化

個人や各種機関、団体、既存施設等、本市における恵まれた環境を最大限に活か

すことにより、市民の負担を増大させることなく、市民が望む生涯学習施策の継続

に努めます。

§基本施策５－１－１ 豊富な人的資源の活用

本市は、文化勲章受賞者をはじめ、世界的学者や彫刻家、作家、音楽家、漫画

家等、さまざまな分野における知識人、文化人等が存在する非常に恵まれた自治

体です。生涯学習を通して、市民の知的好奇心と、本市における知の財産をつな

ぎます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

五大学共同講演会基

調講演

市内在住または市にゆかりの

ある文化人による講演等
成人 生涯学習スポーツ課

土曜学校
市立小中学校教員の協力によ

る小中学生対象講座

小学生

中学生
生涯学習スポーツ課

§基本施策５－１－２ 五大学や研究機関との連携

市内に亜細亜・成蹊・日本獣医生命科学という３つの大学を有し、また隣接す

る区市に東京女子・武蔵野の２つの大学が立地する環境は、人的資源同様、大変

恵まれたものです。これら地域の知の殿堂である五大学とは学長懇談会を通して

連携を継続します。さらに、地域自由大学交流センター機能を武蔵野プレイスに

基本目標１から４により、本計画の理念である｢ともに学び、つなぎあう ひと・

まち・文化｣が達成されることをめざすとともに、達成された状態が継続され、未来

にわたって私たちの学びが継承されるために設に伴い、図書館３館構想における図書

室機能が武蔵は、生涯学習社会の基盤強化は欠かすことのできない条件です。本市な

らではの豊富な人的資源の活用や、五大学・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の多様な事業主体との

連携により、誰もが自らの意思で生涯学習に取り組むことができる社会基盤の強化を

図ります。

また、既存施設の有効利用の観点から、武蔵野プレイスの開境駅圏内に重複するこ

ととなる市民会館については、順次見直しを行っていきます。

情報を必要とする市民に必要な情報が届くよう共有化を工夫し、市民が学習活動に

触れることができる機会を増やします。
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移し、これら五大学を中心としてさまざまな研究機関、専門機関との連携も深め

ていきます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

五大学共同教養講座
１大学４回で全 20 回にわたる長

期連続講座
成人 生涯学習スポーツ課

武蔵野地域自由大学

大学正規科目等の聴講や独自講

座の開講、1,500 名を超える方が

登録済み

成人 生涯学習スポーツ課

中近東文化センター

寄付講座

センターの専門性を活かした市

民向け講座
成人 生涯学習スポーツ課

§基本施策５－１－３ 多様な事業主体との連携推進

子どもから大人まで市民の生涯学習の機会や場を広げるため、公共機関や民間

団体とのよりよい連携を促進し、生涯学習講座のさらなる充実を図ります。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

むさしのサイエンス

フェスタ

市立小中学校教員、ＮＰＯ、

企業、大学等による体験型実

験ブース

小学生

保護者

市民

生涯学習スポーツ課

健康フェスティバル

高齢者筋力向上プログラム

を市内民間スポーツジムと

の連携により開催

市民

健康課

（健康づくり支援セ

ンター）

文化事業団主催事業

クラシック、ジャズ、邦楽、

演劇、落語等の舞台上演、美

術展等

成人
市民協働推進課

（文化事業団)

§基本施策５－１－４ 市民会館等既存施設の有効活用

平成 23 年度の武蔵野プレイス開設に伴い、地域・機能がともに重複する市民

会館については、一部の機能を見直し有効活用します。また、市内の公共的施設

で行われているその他の生涯学習活動についても、既存施設を有効利用して身近

な生涯学習の場を広げていきます。
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事業（例） 事業概要 主対象 主管課

市民会館事業の検討

武蔵野プレイスと機能が重

なる図書室の発展的解消に

よるスペースの有効活用

市民 生涯学習スポーツ課

学校施設開放事業

学習、文化、スポーツ等の生

涯学習活動のための学校施

設貸出し

成人 生涯学習スポーツ課

５－２ 学びを促進する体制の整備

情報を必要とする人に必要な情報をつなぐことは、誰もが重要であると認識して

いますが、現状の市報・季刊誌・ホームページ・各種通信等の活用だけでは、生涯

学習情報が届かない方が存在することは否定できません。情報提供の工夫、横断的

な連絡会議の設置等、生涯学習を具体的に促進する体制を整備します。

§基本施策５－２－１ 生涯学習情報の共有化

生涯学習について必要な情報が得られることは、学習の機会を得るための第一

歩です。情報発信の充実や市内のさまざまな場で行われる生涯学習の情報を市民

が共有できるような体制について検討していきます。

事業（例）

（◎は新規事業）
事業概要 主対象 主管課

◎生涯学習情報パ

ンフレット（仮

称）の発行

内容、対象、開催場所等が年間

にわたって一覧できる等、市民

にとって手軽で見やすい形態よ

る情報提供

市民 生涯学習スポーツ課

◎施設・事業情報

の一元的な管理

とさまざまな提

供方法の検討

自由大学、五大学関係の各種講

座、武蔵野プレイスが連携する

民間等が行う講座や施設情報を

効率的に収集、一元的に管理し、

さまざまな媒体や機会等を活用

した情報提供方法の検討

市民 プレイス開設準備室

◎講座お知らせメ

ールサービスの

試行

主管課所管の託児つき事業を希

望者にメールサービスで通知

し、子育て中の市民にとって使

いやすい情報ツールを試行

子育て中

の方
生涯学習スポーツ課
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§基本施策５－２－２ 生涯学習推進体制の確立

生涯学習関連事業は、市や財政援助出資団体等、さまざまな実施母体によって

行われています。このことは、多くの事業が展開できる利点がある一方で、各組

織・部署が各々の経緯に従って事業を開始したため、内容や時期が重複する等、

参加者にとってわかりにくい状況を生んでいます。限られた資源・財源のなか、

生涯学習施策をさらに効果的に推進するために横断的な全庁連絡会を設置し、現

状を把握しつつ実施事業について再検討をしていきます。

また、既存組織である財団法人武蔵野スポーツ振興事業団を改組して財団法人

武蔵野生涯学習振興事業団とし、武蔵野プレイスの指定管理者とする等、本市に

おける生涯学習施策を文化およびスポーツの両面から一体的に推進します。

事業（例）

（◎は新規事業）
事業概要 主対象 主管課

◎生涯学習推進連絡会

（仮称）の設置

内容・対象・時期等の調整

を行い、重複・偏りのない

事業実施を企図

関係各課 生涯学習スポーツ課

◎武蔵野スポーツ振興

事業団の改組による

生涯学習施策の一体

的推進

武蔵野プレイスの開設を

契機に、既存法人を財団法

人武蔵野生涯学習振興事

業団に改組し、文化および

スポーツ施策を一体的に

推進

スポーツ

振興事業

団

生涯学習スポーツ課
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基本目標６ 未来への学びの継承

６－１ 次世代へ広がる学び

市固有の歴史や文化、平和や環境、人権等の普遍的な学びを通し、現代のさまざ

まな課題を考えるきっかけを提供します。

§基本施策６－１－１ 市の歴史や文化の知識の提供

井の頭池周辺に存在する旧石器・縄文時代の遺跡群、江戸時代の大火を契機と

した江戸の住民の武蔵野への移転・開墾、４ヶ村からなる 1889 年の武蔵野村誕

生にはじまり現在へと至る歴史等、本市には、先人たちの築いてきた歴史や文

化があります。自らが住む地域の歴史や民俗を学び、まちの新たな姿を知る機

会を提供します。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

古文書解読講座
市内に現存する近世古文書

の解読等
成人 生涯学習スポーツ課

開村 120 周年記念

連続歴史講演会

市内旧４ヶ村（吉祥寺村、西

窪村、関前村、境村）の成立

と展開について、市内３地域

において連続講座を開催

成人 生涯学習スポーツ課

文化財散策マップの

発行

武蔵野村誕生以前の旧４ヶ

村を歩くモデルコースや、市

の郷土資料や天然記念物を

掲載

成人 生涯学習スポーツ課

子ども武蔵野市史の

発行

本市の成り立ちや地域に伝

わる年中行事等について、小

中学生向けに編集・発行

小学５年生

～中学生他
図書館

現在に生きる私たちには、市民による自律した生涯学習を将来にわたって推進する

ための人材の種を撒き、また、過去から受け継ぎ、学び続けてきたことを、未来に伝

えていく責任があります。

普遍的な学びを通して、自らを研鑽し、精神的な豊かさを得る喜びを未来へ継承し

ます。
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§基本施策６－１－２ 平和・環境について学ぶ機会の提供

戦後 60 年以上の歳月が経ち、戦争体験を次世代に伝えることが難しくなって

います。しかし、世界の各地では今でも戦禍を被っている地域が存在しています。

戦争の悲惨さ、平和の尊さを伝え、世界の平和について改めて学ぶ機会を提供し

ていきます。

また、地球環境から身近なごみの問題まで、環境に関わる課題は市民一人ひと

りの問題です。さまざまな環境問題に対し学びの機会を提供していきます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

憲法月間記念行事
記念講演会、憲法作品募集・

展示
市民 市民協働推進課

非核都市宣言平和事業
写真パネル展、講演会、映画

等
市民 市民協働推進課

こどもエコクラブ
小中学生と助言者（サポータ

ー）による環境保護活動

小学生

中学生

成人

環境政策課

（環境省事業）

クリーンセンター

環境啓発講座

市内の各市民団体による「エ

コクッキング」や「生ごみ堆

肥化装置の紹介」等の環境啓

発講座

市民 クリーンセンター

§基本施策６－１－３ 人権・男女共同参画について学ぶ機会の提供

すべての市民には人権が保障されなければなりません。同時に男女は差別なく

社会に等しく参加する機会を有します。市民社会の基盤となる普遍的な学びとし

て、人権や男女共同参画等について学ぶ機会を提供していきます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

人権週間行事 講演、映画会等 成人 市民協働推進課

男女共同参画週間事業 パネル展示等 成人 市民協働推進課

男女平等情報誌「まなこ」

の発行

市民編集委員により年４回、

各 7,800 部発行
成人 市民協働推進課
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§基本施策６－１－４ 未来に向けての人材育成

市民による自律した生涯学習を将来にわたって推進できる人材の種を撒き、

また、現代に生きる子どもたちや青少年にバーチャル（疑似体験）でない直接的

な体験、触れ合いを通した学びの機会を提供することにより、さまざまな世代が

共に未来を切り拓き、次世代を担う気概を持つことができるよう支援します。

未来を担う子どもたちは、これからの地域を築いていく貴重な人材です。武蔵

野市のよりよい未来に向けて、生涯学習を通して若者の成長を育みます。

事業（例） 事業概要 主対象 主管課

ＮＰＯ活動促進事業 市民協働ハンドブック研修会
市職員

他
市民協働推進課

青年のための国際理解

フォーラム

地域における国際理解の促

進、多文化共生をねらいとし

たフォーラム

大学他
交流事業課

(市国際交流協会)

未来をひらくはたちの

つどい（成人式）

司会、案内状・プログラム製

作等を実行委員会が企画する

協働型事業

新成人 生涯学習スポーツ課

ジュニア交流団派遣事

業（相互交流）

アメリカ合衆国ラボック市で

の青少年交流、ホームステイ、

野外自然体験等

中学生 交流事業課

青年の翼親善使節団派

遣事業（相互交流）

中華人民共和国北京市他での

青少年交流、ホームステイ、

野外自然体験等

高校生 交流事業課

韓国青少年交流団派遣

事業（相互交流）

大韓民国忠州市、ソウル特別

市江東区での青少年交流、ホ

ームステイ、野外自然体験等

中学生

高校生
交流事業課

§基本施策６－１－５ 武蔵野らしい文化の醸成

本市は、市内とその周辺に多数の大学や研究機関を有し、多様な生涯学習活動

が幅広い市民によって担われている文化都市です。その一方で、都内でも独自の

色彩をもつカルチャースポットである吉祥寺では、ジャズやアニメ、演劇等、武

蔵野市を拠点に多くの人々が自ら楽しみ育む文化が醸成されています。

古いものと新しいものが混在し、老若男女を惹きつける魅力を持つ多様な文化

活動を、生涯学習の視点からも推進し、武蔵野らしい文化の醸成を図ります。
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事業（例） 事業概要 主対象 主管課

大学との共同事業

･武蔵野地域自由大学

･五大学共同講演会

･五大学共同教養講座

･寄付講座

五大学の協力により、大学の正

規科目、市との共同開発講座等、

高度で多彩な生涯学習事業を展

開。五大学共同講演会では、市

内在住や市にゆかりのある著名

人等の基調講演を開催

成人

小中生
生涯学習スポーツ課

吉祥寺シアター

ワークショップ

シニアのためのダンスワークシ

ョップ、夏休み親子体験プログ

ラム（日舞）、子どものための体

験型ワークショップ（演劇）等

シニア

親子

子ども

市民協働推進課

（文化事業団）

武蔵境ジャズセッシ

ョン

地元商店会の協力による武蔵境

スイングホールを拠点としたジ

ャズフェスティバル

市民 生活経済課

吉祥寺アニメワンダ

ーランド

地元商店会・クリエイター・商

工団体による共同事業。地元の

若手映像・アニメ作家作品を在

住クリエイターが審査する『吉

祥寺アニメーション映画祭』等

を実施

市民 生活経済課

吉祥寺薪能

江戸時代の吉祥寺村開拓時代か

ら、まちの存在を形作ってきた

四軒寺の一つである「月窓寺」

で行われる野外能。吉祥寺駅か

ら徒歩２～３分の緑豊かな境内

に松明を掲げ、能、狂言、仕舞

の舞台を実施

市民
まちづくり推進課

（開発公社）

吉祥寺音楽祭

吉祥寺ウエルカムキャンペーン

事業。吉祥寺で活躍する音楽の

プロ集団（ライブハウス、ＣＤ

ショップ、音楽製作、企画会社、

各種媒体等）と吉祥寺を拠点に

活動するミュージシャンとの協

力により実施

市民
まちづくり推進課

（開発公社）
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■ 重点施策

従来より市や財政援助出資団体が実施してきた生涯学習事業については、基本目

標１「学びを育む基礎づくり」、基本目標２「多様に学ぶ機会の拡充」により引き続

き実施していきます。今後は、それらをベースとして、参加者同士が学びを共有し、

武蔵野らしい文化発信へとつながる生涯学習活動を推進するため、本計画における

重点施策は、主に市民の自主的・自律的生涯学習活動が中心となる、基本目標３「学

びの成果の共有」以降に指定しています。

なお、武蔵野プレイスについては、施設としての機能および規模、立地条件や長

時間の開館等により将来にわたり生涯学習活動の拠点となることが予想されること

から、重点施策として推進します。

◇ 武蔵野プレイスにおける機能連携

平成 23 年に武蔵境駅南口に開設を予定している武蔵野プレイスは図書館、市民

活動支援、青少年活動支援、生涯学習支援という複数の機能を有します。

「ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス」管理運営指針 より
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市民活動支援フロアは、打合せスペースや印刷室を設置する他、ＮＰＯ法人の設

立や財務・会計等に関する相談やコンサルティングを行うことにより、本市におけ

る非営利団体活動の拠点としての機能を有します。

青少年活動支援フロアには、予約なしで使えるオープンスペースをはじめ、音楽

スタジオやダンスや演劇等ができるパフォーマンススタジオ、ものづくりが可能な

クラフトスタジオ等を設置します。また、青少年のみの利用時間帯を検討すること

により「青少年の居場所」づくりを進めます。

生涯学習機能としては、現在、既存の五大学と行っている事業（大学正規科目等

の聴講や独自講座の開講等）に加えて、その他の教育機関や、地域の企業と連携し

たコンソーシアム型の事業を展開する他、ＮＨＫアーカイブスを活用した地域アー

カイブシステムの構築により、武蔵野市に関する資料や映像を市民共有の文化資産

として保存し活用します。

武蔵野プレイスでは、これら４つの機能を積極的に融合させるとともに、多様な

地域の機関・活動と連携することで、人と人をつなぎ、交流を生み出し、文化創造

や地域の活性化を図るような多様な生涯学習活動を実施します。

◇ 生涯学習関係団体活動支援の充実

団体には、自らの学びを楽しむ一方で、本市の生涯学習を推進する担い手として

の側面があります。そこで、例えば、生涯学習関係団体が武蔵野市民に提供する生

涯学習事業を支援するため、団体による事業プロポーザルを参加者となる市民が選

考する等、市民が団体を育てる仕組みを検討します。また、支援の推進にあたって

は、限られた資源を有効に活用するために既存の団体活動支援のあり方についての

検討も視野に入れ、誰もが参加することができる生涯学習活動を推進します。

■生涯学習事業市民選考プロポーザル制度の新設

団体が企画・提案する生涯学習事業を、市民による選考委員会が評価し、

行政は、会場・事業費・広報等、団体が必要とするサポートを行います。

平成 22 年度は、制度設計と選考委員の募集および第１回事業プロポー

ザルを実施し、平成 23年度以降は、実施状況を検証しながら継続していき

ます。

当面の取組
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◇ 多様な事業主体との連携推進

人々の価値観やライフスタイルが多様化するなか、生涯学習に対する期待やニー

ズに応えていくためには、行政だけでなくさまざまな事業主体との連携が効果的で

す。市民が多様に学び、参加できる生涯学習の機会を拡充するため、ＮＰＯやＮＧ

Ｏ、生涯学習関係団体等、広く市民に貢献することができる団体に積極的な働きか

けを行うことにより、その団体の活動と行政との連携を推進します。

■社会教育関係団体支援事業の推進と見直し

本市の社会教育関係団体として認定された団体には、会員以外の一般

市民の参加を受け入れて「公開」で行う事業で、生活課題、社会問題、

地域課題をテーマとする講演会や、文化、スポーツ、レクリエーション

活動等の学習会・講習会等を行う場合に、１団体につき年１事業・２万

円を上限とする講師謝礼の援助制度があります。平成 23 年度から、参

加予定者数（会場定員等）や事業規模に応じて援助額を拡大し、社会教

育関係団体が実施主体となって広く市民を対象に行う自主的社会教育

事業の充実を図ります。

また、団体が会員同士の学習活動の一環として利用できる借上バスの

援助については、平成 22 年度より補助限度額の引き下げを行い、限ら

れた財源の中でより多くの生涯学習活動を支援できるよう見直します。

■地域スポーツイベント補助金制度の運用

地域において広く市民を対象に行われるスポーツイベントに対して、補

助金を交付し、スポーツを通じた地域コミュニティの形成を図ります。

■むさしのサイエンスフェスタにおける連携推進

むさしのサイエンスフェスタは、市立小中学校教諭、ＮＰＯ、児童・

生徒、保護者等の協力により、子どもたちに科学の楽しさを体験しても

らうことを目的に、年１回、学校の体育館を使って実施しています。

平成 22 年度は、実行委員会による出展ブースの公募・調整を行い、子

どもたちが日常的に体験できるよう身近なものを使った実験プログラム

から、企業や大学等、専門性を有する団体による高度な実験等、より多

様なプログラムを展開し事業の充実を図るため、さまざまな団体との連

携を推進します。

当面の取組
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◇ 生涯学習情報の共有化

すでに生涯学習活動に参加している人だけでなく、これまで比較的参加が少ない

中・高校生等の青少年や、仕事や子育て等でまとまった時間がとりにくい人々に対

しても生涯学習に関する情報が簡単に手に取れるよう、ペーパーメディアや電子情

報といった媒体を活用し、手軽に得られる方法による生涯学習情報の共有化を推進

します。

■施設・事業情報の一元的な管理とさまざまな提供方法の検討

現在、施設予約については、個々の施設あるいは管理団体でのシステ

ムとなっています。団体間の調整を進め、ホームページでの施設情報の

一元化に向けて検討を進めます。

また、自由大学、五大学関係の各種講座、武蔵野プレイスが連携する

民間等が行う講座を合わせた情報提供についても、あわせてさまざまな

媒体や機会等をつうじた提供を検討します。

■生涯学習情報パンフレット（仮称）の発行

内容、対象、開催場所情報等を、年間にわたって一覧できる等、利用

者の視点に立った手軽で見やすい形態による情報紙を発行します。

平成 22 年度は、春に児童・青少年向けに「土曜学校ガイド」「子ども

自然体験ガイド」を、秋に成人向け生涯学習情報パンフレットを発行し

ます。

■講座お知らせメールサービスの試行

生涯学習スポーツ課で行う託児つき事業の開催について、通知を希望

する子育て中の市民にメールサービスでお知らせします。

事業実施時には、周知方法についてアンケートを行い、外出等がしに

くい子育て中の市民への情報提供のあり方について検討します。

当面の取組
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◇ 武蔵野らしい文化の醸成

武蔵野市は、市内とその周辺に大学や研究機関が点在しています。これらの知的

資源の活用により、武蔵野地域自由大学をはじめとする専門性の高い学びが継続し

て行われ、それらが多くの市民の参加によって支持され続けていることは武蔵野ら

しさの一つです。その一方で、都内でも独自の色彩をもつカルチャースポットであ

る吉祥寺は、古いものと新しいものが混在し、老若男女を惹きつける魅力を持って

います。

豊かな文化活動を展開するまちでありつつ、落ち着いた住宅街でもあるという市

の特性を活かし、今後とも、武蔵野らしい文化の発信が継続できるよう、民間機関

と協力しながら、市民文化の醸成を図ります。

■大学との共同事業の推進

現在も、市内及び近隣の５つの大学の協力により、大学の正規科目、

市との共同開発講座等、高度で多彩な生涯学習事業を展開しています。

五大学共同講演会では、市内在住や市にゆかりのある文化人の基調講演

に続き、各大学ごとに統一テーマに則った連続講演会を実施しています。

今後は、平成 23 年の武蔵野プレイス開設にあたり、五大学以外の大学

や研究機関との連携も視野に入れながら、武蔵野らしい学びの文化を発

信します。

当面の取組
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■武蔵野市生涯学習計画（仮称）策定委員会設置要綱■

（設置）

第１条 武蔵野市第四期基本構想・長期計画に基づき、本市における生涯学習事業を体系

化し、生涯学習施策を総合的に推進することを目的として武蔵野市生涯学習計画（仮

称）（以下「計画」という。）を策定するにあたり必要な事項の検討等を行うため、

武蔵野市生涯学習計画（仮称）策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所管事項）

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討して計画の案を作成し、武蔵野市教育委

員会教育長（以下「教育長」という。）に報告する。

(1) 幅広い市民の多様な生涯学習活動を総合的に推進するための施策に関すること。

(2) 市民の主体的な学習活動に関すること。

(3) 武蔵野市教育委員会における生涯学習施策の再構築に関すること。

（組織）

第３条 委員会は、次に掲げる委員で組織し、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 ２人

(2) 社会教育委員 １人

(3) 学校教育又は生涯学習に関する機関又は団体に属する者 ４人

(4) 公募による市民 １人

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。

２ 委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

３ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。

（委員の任期）

第５条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第２条の規定による報告を行う日までとす

る。

（会議）

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

２ 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴

くことができる。
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（報酬額）

第７条 委員の報酬額は、武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和36

年２月武蔵野市条例第７号）第５条第１項の規定により、教育長が市長と協議のうえ

別に定める。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、教育部生涯学習スポーツ課が行う。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が別

に定める。

付 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成21年５月１日から施行する。

（武蔵野市生涯学習庁内推進会議設置要綱の廃止）

２ 武蔵野市生涯学習庁内推進会議設置要綱（平成６年２月15日施行）は、廃止する。
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■武蔵野市生涯学習計画(仮称)策定委員会委員名簿■

（敬称略）

委員氏名 所 属

委員長 林 大樹 一橋大学教授

副委員長 倉持 伸江 東京学芸大学講師

委 員 小町 友則 NPO 法人 武蔵野自然塾

委 員 白井 龍男 武蔵野市立第一小学校校長

委 員 飛山 堪子 自由大学銀蹊会会長

委 員 冨川 昌美 公募委員

委 員 渡邉 一衛 成蹊大学教授/社会教育委員の会議議長

委 員 萱場 和裕 武蔵野市教育委員会教育部長

(任期：平成 21年５月 29 日から平成 22年３月 31 日まで)
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■武蔵野市生涯学習計画（仮称）策定委員会等開催状況■

委員会等 開催日 主な内容

第１回
平成 21 年

５月 29 日(金)
委嘱状交付、正副委員長の選出、意見交換 等

第２回 ６月 29 日(月)
市内施設見学（市民会館、高齢者総合センター、けやき

コミュニティセンター、０１２３はらっぱ 他）

第３回 ７月 13 日(月)
「生涯学習｣等の定義について、生涯学習施策の現状と課

題について、生涯学習施策の体系化について 等

８月 14 日(月)

第４回 ９月７日(月)
生涯学習施策の体系について、重点施策について、中間

のまとめについて、基本理念について 等

第５回 10 月 23 日(金)
中間のまとめについて

パブリックコメントの取扱について

意見交換会２ 11 月 16 日(月) 中間のまとめについて 社会教育委員と意見交換

第６回 11 月 25 日(水)
中間のまとめに対するパブリックコメントについて

答申に向けての課題の検討について

第７回 12 月 25 日(金)
施策体系図について

答申に向けての課題の検討について

第８回
平成 22 年

１月 25 日(月)
生涯学習計画（案）の検討について

第９回 ２月９日(火) 生涯学習計画（案）の決定について

生涯学習の現状について 社会教育委員と意見交換意見交換会１
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■パブリックコメントについて■

◆パブリックコメント募集の趣旨

武蔵野市生涯学習計画（仮称）策定委員会で作成した『武蔵野市生涯学習計画中間のまとめ』（以

下「中間のまとめ」という。）について、市民の皆様から幅広くご意見をいただき、さらに内容を深

めて計画案を検討するために、パブリックコメントを募集しました。

◆周知方法

「中間のまとめ」の発行及びパブリックコメント募集について、11月１日号市報に掲載しました。

「中間のまとめ」の冊子を、図書館、市政センター、市民会館、コミュニティセンター、市政資料

コーナー他で配布しました。

◆募集方法

電子メール、FAX または郵送のいずれか

◆募集期間

平成21年11月１日（日）～11月20日（金）まで

◆応募状況

５人（10 件）

◆意見要旨と取扱方針

No パブリックコメント（要旨） 取扱方針

【実績加筆について】

「武蔵野市の生涯学習関連施策の経緯と現状」には、男女

共同参画、国際交流・理解等の活動や施設についてもぜひ

記載していただきたい（例；むさしのヒューマンネットワ

ークセンター、国際交流協会、子育て施設、高齢者施設、

公園等）

実績については、施設等における活動実績

を加筆し、市における普遍的な行政課題

が、生涯学習の視点から見えるよう表現し

ました。

記載箇所：９ぺージ参照

１

）

11

／

16

受

理

（

【第四期長期計画・調整計画との関係について】

文化創造・継承・発信のベースには生涯学習がある。その

視点から、以下の内容について調整計画との整合性はいか

がか。

①市の特色ある市民文化（緑、自治）

②歴史資料館

③市民文化振興総合計画（仮称）の検討

・本計画では、個人の学習から文化発信に

至ることを含めた学びを対象と捉えて

いますが、「緑」や「自治」等の市民文

化の振興は含めていません。①③につい

ては、別途検討すべきものと考えます。

・歴史資料館については、「武蔵野市歴史

資料館（仮称）調査検討委員会」による

検討を行いました。
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No パブリックコメント（要旨） 取扱の方向性（案）

【人材育成、専門職配置について】

武蔵野プレイスでの「複数の機能を融合させる」「人と人を

つなぐ」については、普通の市民には無理なので、専門職

をどこに配置するか、専門的な能力を持った職員が必要と

考える。

次代に備えるための人材育成が盛り込まれていない。

・市の生涯学習の推進は、専門職の配置で

はなく、生涯学習活動を支援することに

より、活動を通して市民の人材育成を図

る方向で行うべきものと考えます。

・人材育成については、「共助につながる

学び」および「未来に向けての人材育成」

に記載しています。

記載箇所：32、33、44 ページ参照

２

）

11

／

17

受

理

（

【西部図書館跡の利用について】

「中間のまとめ」を読んで、西部図書館跡の利用は、専門

的な職員との協働でできると安心した。

・本計画では、西部図書館跡についての記

載はしていません。

・西部図書館の跡地利用については、「武

蔵野市公共施設配置の在り方検討委員

会」により検討中です。

３

）

11

／

17

受

理

（

【武蔵野プレイスの位置付け及び機能について】

武蔵野プレイスは生涯学習計画の中で「インキュベート施

設」と位置付け、以下の具体的な機能を盛り込んでほしい。

知的資産の活用などが活発化してくると武蔵野らしい文化

の醸成も深まっていくように思う。

①総合窓口と相談機能

②学習機能

③研究・開発機能

①②については、施策概要及び重点施策の

「武蔵野プレイスにおける機能連携」に記

載しました。

記載箇所：20、46、47 ページ参照

③については、市域及び人口規模から、現

時点では本市に適した機能であるとは考

えておりません。

【「武蔵野市の郷土史」作成・発行について】

「2-3-1 武蔵野市の歴史や文化に関する知識の提供」、

「4-3～市民が自分たちの住むまちについて積極的に学

び･･･」、重点施策「武蔵野らしい文化の醸成」との記述が

あるが、そのベースとなる具体的事業「武蔵野市の郷土史

の作成・発行」を早急にすべきである。

「子ども武蔵野市史」については、「市の

歴史や文化の知識の提供」に記載しました

（平成 21年度発行）。

記載箇所：42 ページ参照
４

）

11

／

19

受

理

（

【市民会館の機能転化による郷土資料展示について】

武蔵野プレイスの完成にあわせて、（機能が重複する）武蔵

野市民会館の一部を活用して「郷土のあゆみ資料展示室」

を設けるか、または「郷土博物館の完成」を計画に入れる

べきである。

・市民会館の今後のあり方については、他

施設と重複する「乳幼児対象事業」や「図

書室機能」の調整をはじめ、一部の機能

を見直し有効活用を図る旨、記載しまし

た。

記載箇所：17、39、40 ページ参照

・歴史資料館については、「武蔵野市歴史

資料館（仮称）調査検討委員会」による

検討を行いました。
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No パブリックコメント（要旨） 取扱の方向性（案）

【生涯学習の具体的各論の総合調整の必要性について】

生涯学習は、教育委員会が主管するもののほかに市長部局

が実施するものがあるが、その総合調整・整合がなされて

いるかが問題である。

課題として充分認識し、「市の生涯学習に

おける課題」に記載しています。

本計画の策定により、市で実施している生

涯学習事業の体系化を図るとともに、今後

は、庁内に横断的な会議を設置する等して

生涯学習推進を図ります。

また、武蔵野プレイスの開設を契機に、既

存の法人を財団法人武蔵野生涯学習振興

事業団に改組し、文化及びスポーツ施策を

一体的に推進します。

記載箇所：10、41 ページ参照

【自主的・自律的市民の学習計画に対する行政の支援強化

について】

これからの生涯学習計画は行政主導から市民主導に代わっ

ていかざるを得ないと思うので、市民の自助活動に対して、

施設・場所の貸与・提供など要請に応じた援助を惜しまぬ

ことが大切である。

本計画では、行政主導から市民主導の生涯

学習を推進するため、行政が学習機会を提

供することに主眼を置いた「基本目標２

多様に学ぶ機会の拡充」には重点施策を設

定していません。

記載箇所：15 ページ参照

市民の自律した活動に対する新たな支援

策を含め、「生涯学習関係団体活動支援の

充実」に記載した施策を推進します。

記載箇所： 30、47 ページ参照

５

）

11

／

20

受

理

（

【用語としての生涯教育と生涯学習の使い分けについて】

高齢者の学習活動については、自ら求めて学ぶ生涯学習と

いう用語に統一してほしい。

生涯学習と生涯教育が混在していた箇所

を精査するとともに、本計画の範囲を明確

にするために「計画の範囲」に記載しまし

た。

記載箇所：２ページ参照



■対象者区分

対象者区分 分類の基準

親子で学べる 親子が一緒に学ぶことのできる事業

子どもや若者が学べる 未就学児から大学生までを対象とした事業

誰もが学べる 成人、市内在住者や在学・在勤者など、対象者の範囲が広い事業

高齢者同士で学べる 高齢者を対象とした事業

その他 上記以外の限定された方を対象者とする事業

■実施時期区分

実施時期区分 分類の基準

夜間に学べる 夕方６時以降に学ぶことができる事業

土日祝日に学べる 週末や祝日に学ぶことができる事業

土日祝日も学べる 平日と週末、祝日の両方で学ぶことができる事業

長期休みに学べる 夏期、冬期、春期の学校等の長期休み期間に学ぶことができる事業

平日の昼間に学べる 平日の昼間のみで学ぶことができる事業

その他 上記以外の特殊な開催時期の事業

■平成21年度生涯学習関連事業実態調査のまとめ■

・平成21年度に庁内各課および財政援助出資団体で行われた生涯学習関連事業を対象者と時間帯に分けて一覧
  にしたものです。

・「事業名」は、原則として「21年度予算書」の事業名となっています。

・「講座・教室等の名称」については、原則として「事務報告書」に掲載される区分となっています。

・事業は、まず対象者別に分類し、さらにその中で実施の時間帯や曜日等別に分類しています。

・対象者の区分及び実施時期の区分とその内容は以下に示す通りです。

・なお、例えば『誰もが学べる』で、市内在住者限定などの制限がある場合は、備考欄に詳細内容を記載して
  います。
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１　親子で学べる

1 親子で学べる
１－１夜間に学べる

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

1 緑化推進事業 ホタル観察会 むさしの自然観察園
緑化環境セン
ター

緑化係

１－２土日祝日に学べる(土日祝日のみ実施)

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

2 健康づくり支援センター事業 チャレンジキッズ 保健センター他 健康課
（財）武蔵野健康開発事
業団

3
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

親子食育ウォーキング教室
保健センター、コミセ
ン、市内農家他

健康課
（財）武蔵野健康開発事
業団

4
子育て支援事業
（「家族で手作り・楽しい食卓」
キャンペーン事業）

武蔵野夏野菜・たんけん隊 市内農家 子ども家庭課 子ども家庭係

市内在住の３～12
歳児とその保護者
（武蔵野野菜・たん
けん隊は5歳～）

5
子育て支援事業
（「家族で手作り・楽しい食卓」
キャンペーン事業）

親子でクッキング！ 二葉栄養専門学校 子ども家庭課 子ども家庭係
市内在住の5～12歳
児とその保護者

6 ０１２３施設の管理運営 （地域交流事業）０１２３まつり
０１２３吉祥寺、０１２
３はらっぱ

子ども家庭課
子ども家庭係
武蔵野市子ども協会

０１２３吉祥寺まつり
は、毎年11月の土
曜日を予定
０１２３はらっぱまつ
りは、毎年5月5日を
予定

7 スポーツ振興事業
親子水中体操
（親子で水中体操体験レッスン）

温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団

8 スポーツ振興事業 サンタさんと親子運動会 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団

9 野外活動事業 親子野あそびクラブ 千葉県印旛沼　他
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団

10 スポーツ振興事業 幼児器械運動 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 未就学児

11 スポーツ振興事業
テニスコートリニューアル記念イ
ベント

庭球場
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団
小学生と保護者
一般成人

12 来館者対象事業 ワーイ！こどもの日 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 祝日
乳幼児と保護者、小
中学生

13 館外事業 じどうかん演劇フェスティバル 市民文化会館 児童青少年課 桜堤児童館
４歳以上の乳幼児と
保護者、小中学生

14 青少年活動育成事業 家族で楽しむ！二俣尾自然体験
東京都青梅市二俣
尾武蔵野市民の森
自然体験館

児童青少年課 児童青少年係

15 青少年活動育成事業 親子棚田体験
新潟県長岡市小国
町

児童青少年課 児童青少年係  宿泊

16 児童サービス事業 どっきんどようび 各図書館 図書館 サービス担当 第2土曜日
幼児・小学生とその
保護者

17 子育てフェスティバル 子育てフェスティバル
スイング、コミセン、
保健センター

保育課 管理係

18 福祉学習事業 ふれあい福祉学習会
市役所会議室、高齢
者施設

生活福祉課 市民社会福祉協議会
小学３～６年とその
保護者

１－３土日祝日も学べる(土日祝日と平日)

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

19 学校給食 調理実習と調理場見学
共同調理場（北町調
理場・桜堤調理場）

給食課
小学生とその保護
者

20
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

食べ力のびのび教室 保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター

21
国際交流及び協力に関するボラ
ンティア活動の推進

こども国際交流クラブ
MIA会議室、市民会
館、及びスイング
ホール

交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会
（略称：ＭＩＡ）

22 ０１２３施設の管理運営

・ひろば事業
・つどい事業
・地域交流事業
・相談事業

０１２３吉祥寺、０１２
３はらっぱ

子ども家庭課
子ども家庭係
武蔵野市子ども協会
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１　親子で学べる

１－３土日祝日も学べる(土日祝日と平日) つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

23 ０１２３施設の管理運営 （つどい事業）年齢別広場
０１２３吉祥寺、０１２
３はらっぱ

子ども家庭課
子ども家庭係
武蔵野市子ども協会

24 ０１２３施設の管理運営 （つどい事業）誕生日のつどい
０１２３吉祥寺、０１２
３はらっぱ

子ども家庭課
子ども家庭係
武蔵野市子ども協会

25 体育指導委員事業 ブロックスポーツ交流会 市立小学校体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係

26 自主事業 遊びのミニ学校 市民会館
生涯学習スポー
ツ課

市民会館

27 学級・講座開催事業
夏休み親子講座「オルガンワン
ダーランド」

市民文化会館
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係

28 青少年活動育成事業
鳥取県家族ふれあい長期自然体
験

鳥取県 児童青少年課 児童青少年係  宿泊

29 各保育園での保育事業
各園で実施する環境教育、食育
などの活動

各市立保育園 保育課 管理係

30 スポーツ振興事業 一時保育 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団

１－４長期休みに学べる

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

31 ＰＲ活動 夏休み親子施設見学会 都内下水道施設 下水道課 夏期休暇中
小学生とその保護
者

32 子育て支援事業 親子ミニミニジャンボリー
山梨県・静岡県富士
山周辺

子ども家庭課 子ども家庭係 夏期休暇中 宿泊
市内在住の3歳以上
の未就学児とその
保護者

33 野外活動事業 親子キャンプ 自然の村
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 夏期休暇中 宿泊

34 学級・講座開催事業
夏休み体験講座中近東文化セン
ター「中近東・秘密の植物園」

中近東文化センター
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 夏期休暇中

35 学級・講座開催事業 家族ふれあい自然体験 岩手県遠野市
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 夏期休暇中 宿泊

36 来館者対象事業 夏期行事 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 夏期休暇中
乳幼児と保護者、小
中学生

１－５平日の昼間に学べる

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

37 地域子育て支援事業
保育園子育て支援事業（プレママ
のひろば、あかちゃんのひろば、
その他）

市内認可保育園
関前コミセン
ハートらんど富士見

保育課 管理係

38 学校給食 新作メニュー発表会 スイングホール 給食課
小学生とその保護
者

39 母子保健事業 育児学級　もぐもぐ教室 保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター

40 母子保健事業 育児学級　かみかみ教室 保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター

41 母子保健事業 育児学級　小児科医の話 保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター

42 母子保健事業
育児学級　おやこであそぼう
コアラクラス

保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター

43 母子保健事業
育児学級　おやこであそぼう
カンガルークラス

保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター

44 母子保健事業 育児相談
保健センター、市民
会館、武蔵野公会堂

健康課 武蔵野市立保健センター ２ヶ月～６歳児

45 母子保健事業 乳幼児歯科相談 保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター
１歳６ヶ月から４歳
前後の幼児

46 ごみ減量資源化推進事業 親子ごみ探検隊 千葉県君津市 ごみ総合対策課 減量指導係
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１　親子で学べる

１－５平日の昼間に学べる  つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

47 スポーツ振興事業 親子体操 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団

48 スポーツ振興事業 親子水泳 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団

49 自主事業 母と子の教室 市民会館
生涯学習スポー
ツ課

市民会館

50 自主事業 親と子の広場 市民会館
生涯学習スポー
ツ課

市民会館

51 乳幼児対象事業 ちびっこランド　オー・ワン・ニャン 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館

52 乳幼児対象事業
プレピッコロひろば・ピッコロひろ
ば

桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 年間申込制

53 乳幼児対象事業 ゆう・遊・グーの日 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館

54 乳幼児対象事業 いたずラッコ 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館

55 保護者対象事業 子育て講座・子育て談話室 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 子育て中の保護者

56 保護者対象事業 リフレッシュタイム 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 子育て中の保護者

57 来館者対象事業
じどうかんまつり・じどうかんまつ
り準備委員会

桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館
乳幼児と保護者、小
中学生

58 来館者対象事業 新春演芸会 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館
乳幼児と保護者、小
中学生

59 来館者対象事業 春休みわいわいランド 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館
乳幼児と保護者、小
中学生

60 来館者対象事業
おはなし玉手箱・小さなおはなし
会

桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館
乳幼児と保護者、小
学生

61 その他行事 ヨガサークル 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 子育て中の保護者

62 その他行事 はなまるフレンズ 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 子育て中の保護者

63 その他行事 地域クラブ交流会・学習会 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 子育て中の保護者

64 その他行事 人形劇 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館
乳幼児と保護者、小
中学生

65 その他行事 ヨガ体験 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 子育て中の保護者

66 子どもを守る家関連推進事業 ＣＡＰワークショップ 市内小学校 児童青少年課 児童青少年係

67 夏休み親子〈水〉体験事業 小菅川源流体験「沢登り」
山梨県北都留郡小
菅村小菅川上流域

水道部総務課 総務係 小学３年生以上

68 消費生活センターの運営事業 児童・生徒教室 消費生活センター他 生活経済課 消費生活センター

69 読書指導事業 読書の動機づけ指導 市内公立小学校 図書館 サービス担当 　
小学３年生とその保
護者

70 児童サービス事業 おはなし会 各図書館 図書館 サービス担当
幼児・小学生とその
保護者

71 児童サービス事業 むさしのブックスタート 保健センター 図書館 サービス担当
３・４ヶ月健診、３歳
児健診対象者

72 児童サービス事業
ブックスタート講演会・乳幼児向け
おはなし会

中央図書館 図書館 サービス担当 　
乳幼児とその保護
者

73 こどもテンミリオンハウス事業 あおば子育て支援事業
こどもテンミリオンハ
ウスあおば

保育課 管理係

74 日本語学習の支援
親子でも参加出来る朝の日本語
コース

MIA会議室及び市内
各所

交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

教室でのレッスンは
ＭＩＡ、マンツーマン
レッスンは市内各所
で学習者と交流員
で日程調整
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１　親子で学べる

１－６その他

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

75 みどりのこども館管理運営事業
遊び場事業、イベント・地域交流
事業

みどりのこども館 障害者福祉課 おもちゃのぐるりん
市民（未就学児とそ
の保護者）

76 児童サービス事業 こどもまつり 各図書館 図書館 サービス担当 ７月下旬（10日間）
幼児・小学生とその
保護者

77 公園等建設事業
プロ野球選手による公園での親
子キャッチボール

むさしの市民公園（Ｈ
20年度）

緑化環境セン
ター

公園係 年1回

78 公園等維持管理事業 関前公園とんぼ池のかい堀 関前公園とんぼ池
緑化環境セン
ター

公園係 年1回実施
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２　子どもや若者が学べる

２ 子どもや若者が学べる
２－１土日祝日に学べる(土日祝日のみ実施)

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

79 各種大会開催 少年少女サッカー大会 市内体育施設等
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係 小学生と中学生

80 各種大会開催 少年野球大会 市内体育施設等
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係 小学生と中学生

81 土曜学校事業 ドッチビー教室 市立小学校体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係 小学生と中学生

82 土曜学校事業 ミニバスケット教室 市立小学校体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係 小学生と中学生

83 スポーツ振興事業 ジュニア器械運動 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 小学生

84 スポーツ振興事業 ジュニアテニス 庭球場
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 小学生

85 スポーツ振興事業 ジュニアインラインスケート
ストリートスポーツ広
場

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 小学生

86 野外活動事業 ジュニアスノーボード日帰り
埼玉県所沢市狭山ス
キー場

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 小学生

87 スポーツ振興事業 ジュニアスケートボード
ストリートスポーツ広
場

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 小学生と中学生

88 野外活動事業 自然クラブ・自然のたより発行 総合体育館 他
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 小学５年生～18歳

89 土曜学校事業 世界を知る会　ジュニア 第四中学校
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生

90 土曜学校事業 世界を知る会 総合体育館ほか
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生

91 土曜学校事業 こどもおどり教室 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生

92 土曜学校事業 森林体験教室
二俣尾・武蔵野自然
の森

生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生

93 土曜学校事業 亜細亜大学経営学教室 亜細亜大学
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生

94 土曜学校事業 成蹊大学ロボット教室 成蹊大学
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生

95 土曜学校事業
東京女子大学パイプオルガン探
検隊

東京女子大学
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生

96 土曜学校事業 武蔵野大学ドラムサークル 武蔵野大学
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生

97 土曜学校事業 ピタゴラスクラブ 学校
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生

98 土曜学校事業 サイエンスクラブ 大野田小学校
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生と中学生

99 土曜学校事業 朗読ことばあそび倶楽部 第四中学校
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生と中学生

100 土曜学校事業 こども茶道教室 松露庵
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生と中学生

101 土曜学校事業 雅楽クラブ 市民会館、コミセン他
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生と中学生

102 土曜学校事業
日本獣医生命科学大学アニマル
ファーム体験クラブ

富士セミナーハウス
（山梨県）

生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生と中学生

103 土曜学校事業 むさしのばやしチビッコ教室 第一中学校体育館
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生と中学生

104 一般教育振興事業
ジュニアバンド・ジョイントコンサー
ト

武蔵野市民文化会
館大ホール

指導課 指導事務担当 ３月第一土曜日
市立小学校
吹奏楽クラブ
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２　子どもや若者が学べる

２－１土日祝日に学べる(土日祝日のみ実施) つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

105 一般教育振興事業
青少年コーラス・ジョイントコン
サート

武蔵野市民文化会
館大ホール

指導課 指導事務担当 ３月第二土曜日
市立小中学校合唱
クラブ他

106 青少年活動育成事業 遠野市児童交流 岩手県遠野市 児童青少年課 児童青少年係  宿泊 小学生

２－２土日祝日も学べる(土日祝日と平日)

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

107 地域子ども館あそべえ
開放事業（教室・図書館・校庭）、
イベント事業

市立小学校 子ども家庭課 子ども家庭係

小学生〈※ただし、
校庭開放のみ市民
（在住・勤・学）すべ
てを対象とする〉

108 各種大会開催 武蔵野ラグビースクール 市内体育施設等
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係 小学生と中学生

109 児童生徒指導
友好都市交流（南砺市利賀村訪
問）

富山県南砺市利賀
村

指導課 指導事務担当  宿泊
市立小学校６年生
の希望者

110 むさしのジャンボリー事業 むさしのジャンボリー
長野県川上村　自然
の村

児童青少年課 児童青少年係  宿泊 小学４～６年生

111 青少年活動育成事業 プレーパーク運営 境冒険遊び場公園 児童青少年課 児童青少年係
子ども（概ね高校生
ぐらいまで）

112 青少年活動育成事業 中高生リーダー養成講習会
市内および二俣尾自
然体験館

児童青少年課 児童青少年係 中学生と高校生

113 インターンシップ事業 インターンシップ制度
市民社会福祉協議
会

生活福祉課 市民社会福祉協議会 大学生

114 明るい選挙常時啓発事業 就学生向け選挙読本の配布 市内小学校
選挙管理委員会
事務局

小学６年生

115 環境対策推進事業 こどもエコクラブ 市内ほか 環境政策課 環境政策係 子ども、指導者

２－３長期休みに学べる

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

116 スポーツ振興事業 春休み器械運動幼児チャレンジ 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 春期休暇中 未就学児

117 スポーツ振興事業 春休み幼児水泳 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 春期休暇中 未就学児

118 スポーツ振興事業 夏休み幼児スポーツ 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 夏期休暇中 未就学児

119 スポーツ振興事業
春休み器械運動ジュニアチャレン
ジ

総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 春期休暇中 小学生

120 スポーツ振興事業 春休みジュニア水泳 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 春期休暇中 小学生

121 野外活動事業 スノーキャンプ
新潟県上越市キュー
ピットバレイ

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 春期休暇中 宿泊 小学６年生～18歳

122 スポーツ振興事業 夏休みジュニアスポーツ 緑町スポーツ広場
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 夏期休暇中 小学生

123 スポーツ振興事業 夏休みジュニア水泳 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 夏期休暇中 小学生

124 野外活動事業
夏休み自然なんでも相談室と標
本教室

総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 夏期休暇中 小学生

125 野外活動事業 スキンダイビングジュニア
温水プール・静岡県
大瀬崎

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 夏期休暇中 宿泊 小学生と中学生

126 野外活動事業 アクティブキャンプ 自然の村
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 夏期休暇中 宿泊 中学生～18歳

127 スポーツ振興事業 お正月ジュニアスポーツ 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 冬期休暇中 小学生
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２　子どもや若者が学べる

２－３長期休みに学べる つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

128 日常生活訓練事業 子どもボランティア教室 障害者福祉センター 障害者福祉課 障害者福祉センター 夏期休暇中
市内在住の小学２
～６年生

129 友好都市交流事業 ジュニア交流団派遣
アメリカ合衆国テキ
サス州

交流事業課

130 友好都市交流事業 青少年の翼親善使節団派遣 中国北京市ほか 交流事業課

131 友好都市交流事業
韓国ソウル特別市江東区への青
少年交流団派遣事業

韓国ソウル氏特別市
江東区

交流事業課

132 友好都市交流事業
韓国忠州市への青少年交流段派
遣事業

韓国忠州市 交流事業課

133 ごみ減量資源化推進事業 夏休みごみ探検隊
東京都瑞穂町、東京
都青梅市

ごみ総合対策課 減量指導係 夏期休暇中
小学生〈小学校１～
２年生のみ保護者
の同伴が必要〉

２－４平日の昼間に学べる

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名 備考

開催日等 対象者その他

134 スポーツ振興事業 幼児体操 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 未就学児

135 スポーツ振興事業 幼児水泳 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 未就学児

136 ごみ減量資源化推進事業 高校生ごみ意識ミーティング
市庁舎,千葉県君津
市

ごみ総合対策課 減量指導係
高校生〈市内にある
高校を対象〉

137 環境対策推進事業
環境まちづくり協働事業
（子ども又はコミュニティを対象に
した環境教育）

地域子ども館、コミュ
ニティセンター

環境政策課 環境政策係 小学生、高齢者

138 子ども広報 子ども記者取材 井の頭自然文化園 広報課 小学生と中学生

139 ごみ減量資源化推進事業 ゲストティーチャー 市立・私立小中学校 ごみ総合対策課 減量指導係 小学生と中学生

140 スポーツ振興事業 ジュニア剣道 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 小学生

141 スポーツ振興事業 ジュニア柔道 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 小学生

142 スポーツ振興事業 ジュニアサッカー 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 小学生

143 スポーツ振興事業 ジュニアバトントワリング 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 小学生

144 スポーツ振興事業 ジュニアチアダンス 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 小学生

145 スポーツ振興事業 ジュニアバレエ 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 小学生

146 スポーツ振興事業 ジュニア水泳 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 小学生

147 児童対象事業 手工芸広場 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 小学生

148 児童対象事業 クッキング広場 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 小学生

149 児童対象事業 レクスポ広場 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 小学生

150 館外事業 コミュニティわいわいひろば コミュニティセンター 児童青少年課 桜堤児童館 小学生

151 児童対象事業 卓球教室・卓球大会 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 小学生と中学生

152 来館者対象事業 入学・進級おめでとう 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 小学生と中学生

67



２　子どもや若者が学べる

２－４平日の昼間に学べる つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

153 来館者対象事業 クリスマス会 桜堤児童館 児童青少年課 桜堤児童館 小学生と中学生

154 インターンシップ
ビジネスインターンシップ受入研
修

市庁舎及び市内 人事課 人材育成担当 大学生

155 緑化推進事業
学校ビオトープ出張自然観察教
室

市立小学校
緑化環境セン
ター

緑化係 小学生

２－５その他

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

156 野外活動事業 ジュニアスノーボード宿泊 長野県霧が峰高原
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 金夜発 宿泊 小学生と中学生

157 一般管理経費 小中学生の音楽活動支援事業 市内小中学校
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 小学生と中学生

158 一般教育振興事業 美術展
武蔵野市民文化会
館展示室

指導課 指導事務担当 1月下旬
小学生と中学生（見
学はどなたでも）

159 一般教育振興事業 書き初め展
武蔵野市民文化会
館展示室

指導課 指導事務担当 1月下旬～2月上旬
小学生と中学生（見
学はどなたでも）

160 一般管理経費 ランニングフェスティバル 武蔵野陸上競技場 指導課 保健衛生担当
年１回
3月頃

市立小学生

161 中学校体育行事 市内中学校総合体育大会

武蔵野陸上競技場
武蔵野総合体育館
施設（野球場、庭球
場、サブアリーナ、メ
インアリーナ）
市内中学校校庭など

指導課 保健衛生担当 ８月～11月
中学生〈主に部活単
位での参加〉

162 読書指導事業 武蔵野市子ども文芸賞 各図書館 図書館 サービス担当
９月～10月頃に募
集

小学生と中学生
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３　誰もが学べる

３ 誰もが学べる
３－１夜間に学べる

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

163 公害対策事業 落書き消しちゃい隊 吉祥寺地区 環境政策課 公害係

164 （財）武蔵野健康開発事業団
啓発・普及事業
市民講演会

商工会館ゼロワン
ホール又は保健セン
ター

健康課 武蔵野市立保健センター 市外の人を含む

165 自転車安全利用講習会 自転車安全利用講習会
市役所、商工会館、
スイングホール等

交通対策課

市外の人を含む中
学生以上で市内を
自転車で通行する
方

166 地域における国際理解の推進
市民国際交流・協力、多文化共
生事業

MIA会議室 交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

167 地域における国際理解の推進 青年ワークショップ MIA会議室 交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

月1回
市外の人を含む若
手社会人、大学生

168 地域における国際理解の推進
青年のための国際理解フォーラ
ム2008

スイング11F(レイン
ボーサロン)

交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

市外の人を含む若
手社会人、大学生

169 日本語学習の支援 夜の日本語コース
MIA会議室及び市内
各所

交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

教室でのレッスンは
ＭＩＡ、マンツーマン
レッスンは市内各所
で学習者と交流員
で日程調整

170 スポーツ振興事業 太極拳 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

171 スポーツ振興事業 ソシアルダンス入門 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

172 スポーツ振興事業 気功健康法 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上
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173 スポーツ振興事業 合気道 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

174 スポーツ振興事業 （ワンデーレッスン）アーチェリー 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

175 スポーツ振興事業 （ワンデーレッスン）弓道 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

176 スポーツ振興事業 （ワンデーレッスン）バドミントン 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

177 スポーツ振興事業 （ワンデーレッスン）ピラティス 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

178 スポーツ振興事業
（ワンデーレッスン）アクアプログ
ラム

温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

179 スポーツ振興事業 初心者水泳 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

180 スポーツ振興事業 大人からはじめる水泳 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

181 スポーツ振興事業 はじめてアクアビクス 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

182 スポーツ振興事業
（ワンデーレッスン）のんびりヨー
ガ

総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

183 スポーツ振興事業 はじめてのソシアルダンス 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

184 スポーツ振興事業
（ワンデーレッスン）きままなエア
ロ

総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

185 スポーツ振興事業 トレーニング室運営 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

186 スポーツ振興事業 体力測定室運営 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

187 野外活動事業 登山スクール 総合体育館他
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

188 野外活動事業 第４１回初心者登山教室 総合体育館他
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

189 情報提供事業 スポーツ情報の提供 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団
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３　誰もが学べる

３－１夜間に学べる　つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

190 施設管理事業 武蔵野総合体育館 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 市外の人を含む

191 施設管理事業 武蔵野陸上競技場 陸上競技場
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 市外の人を含む

192 施設管理事業 武蔵野軟式野球場 軟式野球場
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 市外の人を含む

193 施設管理事業 武蔵野庭球場 庭球場
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 市外の人を含む

194 施設管理事業 武蔵野温水プール 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 市外の人を含む

195 施設管理事業 緑町スポーツ広場 緑町スポーツ広場
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 市外の人を含む

196 施設管理事業 ストリートスポーツ広場
ストリートスポーツ広
場

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 市外の人を含む

197 施設管理事業 第四中学校温水プール 第四中学校
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 市外の人を含む

198 施設管理事業 自然の村管理運営 自然の村
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 市外の人を含む

199 施設管理事業
都立武蔵野中央公園スポーツ広
場

中央公園スポーツ広
場

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 市外の人を含む

200 自主事業 市民会館文化祭 市民会館
生涯学習スポー
ツ課

市民会館

生涯学習スポー

市民（在住・勤・学）
で16ミリフィルムを
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201 学級・講座開催事業 １６ミリ発声映写機操作講習会 市役所
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係
リ ィ を

利用して社会教育
活動をしようとして
いる方

202 学級・講座開催事業 聴力障害者教養講座 商工開館
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係

203 市民文化祭事業 市民文化祭
文化事業団所管施
設

生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係

204 市民芸術文化協会育成事業 芸文協主催事業 市内施設
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係

205 都市活性化助成事業 吉祥寺薪能 吉祥寺地区 市開発公社

206 都市活性化助成事業 吉祥寺音楽祭 吉祥寺地区 市開発公社

207 都市活性化助成事業 武蔵野Ｒ30.0プロジェクト 市全域 市開発公社

208 都市活性化助成事業 子どもを守る防災 市全域 市開発公社

209 文化事業団主催事業 公演・展示（各種）
文化事業団所管施
設

市民協働推進課
市外の人を含むが
市民優先枠有

210 文化事業団共催事業 公演（各種）
文化事業団所管施
設

市民協働推進課
コミュニティ推進係
（武蔵野市文化事業団）

市外の人を含むが
市民優先枠有

211 教育プログラム ワークショップ
文化事業団所管施
設

市民協働推進課
コミュニティ推進係
（武蔵野市文化事業団）

市外の人を含む

212 育成事業 シンポジウム 吉祥寺シアター 市民協働推進課
コミュニティ推進係
（武蔵野市文化事業団）

市外の人を含む

213 育成事業 実習 吉祥寺シアター 市民協働推進課
コミュニティ推進係
（武蔵野市文化事業団）

市外の人を含む

214 芸術文化振興事業 ワークショップ(各種) 吉祥寺美術館 市民協働推進課
コミュニティ推進係
（武蔵野市文化事業団）

市外の人を含むが
市民優先枠有

215 国際オルガン・コンクール コンクール 市民文化会館　他 市民協働推進課
コミュニティ推進係
（武蔵野市文化事業団）

次回は平成24年度
予定

市外の人を含む

216
オルガンコンクール・プレイベン
ト

講座・まちかどコンサート
ＦＦビル前ガーデンテ
ラス　他

市民協働推進課
コミュニティ推進係
（武蔵野市文化事業団）

次回は平成24年度
予定

市外の人を含む

217 各コミセンの自主事業
各コミセンの自主事業・文化祭な
ど

各コミュニティセン
ター

市民協働推進課 各コミュニティセンター
市民（在住・勤・学）
限定
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３　誰もが学べる

３－１夜間に学べる　つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

218 精神障害者援護事業
市民こころの健康相談支援事業
出前講座・テーマ講座

市内 障害者福祉課 障害者福祉課 市外の人を含む

219 地域生活支援事業
公開セミナー

地域生活支援セン
ターびーと（障害者総
合センター）

障害者福祉課
地域生活支援センター
びーと

市外の人を含む

220 助成事業 ボランティア・市民活動団体助成
市民社会協議会他
団体の指定する場所

生活福祉課 市民社会福祉協議会
市民（在住・勤・学）
限定

221 地域福祉事業
地域福祉活動推進協議会の活動
支援

市内各地域 生活福祉課 市民社会福祉協議会
市民（在住・勤・学）
限定

222 公園等建設事業 境南中央公園ワークショップ 境南コミセン等
緑化環境セン
ター

公園係 年5回
市民（在住・勤・学）
限定〈委託業務〉

223 消費生活センターの運営事業 消費生活講座 消費生活センター他 生活経済課 消費生活センター
市民（在住・勤・学）
限定

224 映画会 黄昏時の映画会 吉祥寺図書館 図書館 サービス担当 　 中学生以上

３－２土日祝日に学べる(土日祝日のみ実施)

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

225 環境対策推進事業 環境フェスタ 市民文化会館 環境政策課 環境政策係
市民（在住・勤・学）
限定

226 狂犬病予防等事業 犬のしつけ方教室
日本獣医生命科学
大学

環境政策課 公害係

市民（在住・勤・学）
限定〈空きがあれば
三鷹市民可（獣医師
会が三鷹市と武蔵
野市〉
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227
分権と協働の時代における自治
体運営の検討

分権時代の自治体運営の基本
ルールを考えるシンポジウム

スイングホール 企画調整課
市民（在住・勤・学）
限定

228 教育フォーラム 教育フォーラム
市立大野田小学校ケ
ヤキホール

指導課 指導事務担当
年1回
11月の休日

教育関係者
保護者
市民

229
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

日本縦断メタボ予防講座 保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター 通信講座

230
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

軽やか若ひざ体操教室
保健センター、コミセ
ン他

健康課 武蔵野市立保健センター 通信講座

231 歯科衛生事業 よい歯のための集い 武蔵野公会堂 健康課 武蔵野市立保健センター
市民（在住・勤・学）
限定

232 地域医療連携
武蔵野市地域医療連携フォーラ
ム

武蔵野公会堂 健康課 武蔵野市立保健センター ４月第２土曜日
市民（在住・勤・学）
限定

233
国際交流及び協力に関するボラ
ンティア活動の推進

外国語会話交流教室 MIA会議室 交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

234
国際交流及び協力に関するボラ
ンティア活動の推進

ボランティア活動説明会 スイング10F 交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

235 日本語学習の支援 日本語スピーチ大会 スイングホール 交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

市外の人を含む

236 日本語学習の支援 日本語交流員養成講座 スイング10Ｆ 交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

市外の人を含む日
本語交流員
一般受講希望者

237 多言語による各種相談 語学ボランティア研修
MIA会議室、
スイング10Ｆ

交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

市外の人を含む語
学ボランティア

238 地域における国際理解の推進 むさしの国際交流まつり
スイング９F～11F、
2F及びビル前ひろば

交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

市外の人を含む

239 留学生の社会参加の支援 ファミリー研修 MIA会議室 交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

市外の人を含む「む
さしのファミリー」

240
国際交流及び協力に関するボラ
ンティア活動の推進

シリーズ「世界を知ろう！〜世界
の人とふれあおう！」

MIA会議室 交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

市外の人を含む

241
国際交流及び協力に関するボラ
ンティア活動の推進

ボランティア活動サポーター養成
講座

MIA会議室 交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

市外の人を含むMIA
会員

242 各種大会開催 市民陸上記録会 陸上競技場
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定
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３　誰もが学べる

３－２土日祝日に学べる(土日祝日のみ実施)　つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

243 各種大会開催 駅伝・健康マラソン大会 市内体育施設等
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

244 各種大会開催 市民スポーツフェスィバル
総合体育館・陸上競
技場

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

245 各種大会開催 市民体力テスト会 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

246 各種大会開催 ファミリースポーツフェア
総合体育館・陸上競
技場

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

247 各種大会開催 東京都青年大会
市内市外体育施設
等

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

248 各種大会開催 バスウォーク 市外体育施設等
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

249 市民スポーツデー 市民スポーツデー
市立小学校校庭・体
育館

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

250 都民体育大会冬季大会 スキー競技 市外体育施設等
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係  宿泊
市民（在住・勤・学）
限定

251 体育指導委員事業 三市交流会
市内市外体育施設
等

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係 市外の人を含む

252 スポーツ振興事業 アロマストレッチ 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

253 スポーツ振興事業 おなかすっきりエクササイズ 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

254 スポーツ振興事業 はじめての弓道 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上
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ツ課

255 スポーツ振興事業 テニスクリニック 庭球場
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

256 スポーツ振興事業 トライアスロン
陸上競技場・温水
プール

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

257 スポーツ振興事業 水中ダンベル体操 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

258 スポーツ振興事業 デイリーエアロコンテスト 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

259 野外活動事業 大人の自然学 山梨県鳴沢村
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

260 野外活動事業 天体望遠鏡操作講習会 自然の村
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団  宿泊

261 スポーツ振興事業 武蔵野アクアスロン大会
陸上競技場、武蔵野
プール

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団
市民（在住・勤・学）
限定

262 野外活動事業 市民探鳥会 井の頭公園
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団
市民（在住・勤・学）
限定

263 野外活動事業 はじめてのオートキャンプ 山梨県笛吹市
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団  宿泊
市民（在住・勤・学）
限定

264 野外活動事業 天体観望会 自然の村
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団  宿泊
市民（在住・勤・学）
限定

265 野外活動事業 はじめてのサーフィン 千葉県一宮市
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 中学生以上

266 野外活動事業 守屋山登山 長野県茅野市他
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 中学生以上

267 野外活動事業 浅間隠山登山 群馬県東吾妻町
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 中学生以上

268 野外活動事業 北八ヶ岳ハイキング 長野県茅野市
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 中学生以上

269 野外活動事業 川苔山登山 東京都奥多摩町
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 中学生以上

270 野外活動事業 高川山登山 山梨県都留市
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 中学生以上
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３　誰もが学べる

３－２土日祝日に学べる(土日祝日のみ実施)　つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

271 野外活動事業 鋸山ハイキング 千葉県富津市
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 中学生以上

272 野外活動事業 はじめてのクライミング 自然の村周辺
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団  宿泊 中学生以上

273 野外活動事業 安達太良山登山 福島県二本松市
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団  宿泊 中学生以上

274 学級・講座開催事業 初心者ＩＴ講習会
成蹊学園情報セン
ター

生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係

275 未来をひらくはたちのつどい 未来をひらくはたちのつどい 市民文化会館
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 成人の日 成人〈新成人〉

276 学級・講座開催事業 中近東文化センター寄付講座 中近東文化センター
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係
市民（在住・勤・学）
限定〈自由大学生含
む〉

277 学級・講座開催事業 むさしのサイエンスフェスタ 大野田小学校
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係

278 武蔵野地域学長懇談会事業 武蔵野地域五大学共同教養講座 各大学
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係
18歳以上の市民お
よび地域自由大学
生

279 都市活性化助成事業 むさしの昔話紙芝居 Ｆ＆Ｆビル１階テラス 市開発公社 毎月第二土曜日 市外の人を含む

280 都市活性化助成事業 緑のお話と天空の茶会
Ｆ＆Ｆビル３階屋上庭
園　吉祥空園sora

市開発公社 市外の人を含む

281
青少年問題協議会・地区活動事
業

美化運動 市内 児童青少年課 児童青少年係
市民（在住・勤・学）
限定

プ
協働推進連続講座等 コミュニティ推進係
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282 パートナーシップ啓発事業
協働推進連続講座等
（ファシリテーション連続講座）

市民協働サロン 市民協働推進課
コミュニティ推進係
（ＮＰＯ活動促進担当）

市外の人を含む

283
協働サロン活性化・協働推進事
業

サロンカフェ等 市民協働サロン 市民協働推進課
コミュニティ推進係
（ＮＰＯ活動促進担当）

市外の人を含む

284 憲法月間記念行事 記念公演会/憲法作品募集・展示
武蔵野スイングホー
ル

市民協働推進課 市民相談係
市外の人を含む〈保
育付き〉

285 非核都市宣言平和事業 啓発行事（講演、映画など） 商工会館 市民協働推進課 市民相談係 市外の人を含む

286 日常生活訓練事業 センター文化祭 障害者福祉センター 障害者福祉課 障害者福祉センター 市外の人を含む

287 水に親しむ夏の体験イベント 市民と〈水〉のふれあい広場 第一浄水場 水道部総務課 総務係
市民（在住・勤・学）
限定

288 青空市事業 青空市 むさしの市民公園 生活経済課 消費生活センター 市外の人を含む

289 農業振興
フレッシュサラダ作戦（農家見学
会及び生産者による直売会）

市内農家、ＪＡ東京む
さし武蔵野支店他

生活経済課 農政係
市民（在住・勤・学）
限定

290 ボランティア推進事業 お父さんお帰りなさいパーティ スイングﾋﾞﾙ 生活福祉課
ボランティアセンター武蔵
野

市外の人を含む

291 ボランティア推進事業 おとばサロン
市民社会福祉協議
会鍵室他

生活福祉課
ボランティアセンター武蔵
野

毎月第２土曜日 市外の人を含む

292 映画会 土曜の午後の映画会 中央図書館 図書館 サービス担当 　 中学生以上

293 映画会 すずかけの映画会 西部図書館 図書館 サービス担当 　 中学生以上

294 地域活動事業 防災推進員の研修・訓練 防災関係機関 防災課 武蔵野市民防災協会 研修 成人〈防災推進員〉

295 まちづくり補助金事業 武蔵境ピクニック
武蔵境駅北口スイン
グビル前

武蔵境開発事務
所

市外の人を含む〈９
割が市民〉

296 生活安全対策事業 武蔵野市市民安全大会 市内の適所 安全対策課 安全対策係 市外の人を含む

297 精神障害者援護事業 精神保健福祉啓発事業 武蔵野公会堂 障害者福祉課 障害者福祉係 市外の人を含む
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３　誰もが学べる

３－３土日祝日も学べる(土日祝日と平日)

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

298 留学生の社会参加の支援
「留学生」むさしのファミリープログ
ラム

ファミリー宅および市
内各所

交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

市外の人を含む「む
さしのファミリー」留
学生

299 環境対策推進事業
環境まちづくり協働事業
（緑化に関する講演会、講習会）

コミュニティセンター 環境政策課 環境政策係

300
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

健康づくりの集い
保健センター、武蔵
野公会堂他

健康課 武蔵野市立保健センター

301
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

はつらつメンバーの集い
コミセン、団地集会所
他

健康課 武蔵野市立保健センター

302
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

出前講座
コミセン、テンミリオン
ハウス、団地集会所
他

健康課 武蔵野市立保健センター

303 歯科衛生事業 口腔健康診査（歯の無料健診）
市役所本庁ロビー、
保健センター

健康課 武蔵野市立保健センター 在住市民

304
国際交流及び協力に関するボラ
ンティア活動の推進

外国人会員企画事業
MIA会議室、市民会
館

交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

305
国際交流及び協力に関する地
域団体との連携

地域団体との共催事業
緑町コミュニティーセ
ンター

交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

306 多言語による生活情報の提供 防災訓練等への参加
第3小学校及び松井
外科、市民文化会
館、MIA会議室

交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

市外の人を含むＭＩ
Ａ会員

307
国際交流及び協力に関するボラ
ンティア活動の推進

ボランティア自主事業
商工会館１F
MIA会議室

交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

市外の人を含む

308 ０１２３施設の管理運営 （つどい事業）０１２３講演会
０１２３吉祥寺、０１２
３はらっぱ

子ども家庭課
子ども家庭係
武蔵野市子ども協会

309 ０１２３施設の管理運営
（つどい事業）乳幼児救急法講習
会

０１２３吉祥寺、０１２
はら ぱ

子ども家庭課
子ども家庭係
武蔵野市子ども協会
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309 ０１２３施設の管理運営
会 ３はらっぱ

子ども家庭課
武蔵野市子ども協会

310 ０１２３施設の管理運営
（つどい事業）幼児安全法短期講
習会

０１２３吉祥寺、０１２
３はらっぱ

子ども家庭課
子ども家庭係
武蔵野市子ども協会

311 ０１２３施設の管理運営
（つどい事業）食育講座・食育講
演会
※昨年度までは食事相談。

０１２３吉祥寺、０１２
３はらっぱ

子ども家庭課
子ども家庭係
武蔵野市子ども協会

312 ０１２３施設の管理運営 （ひろば事業）リサイクル０１２３
０１２３吉祥寺、０１２
３はらっぱ

子ども家庭課
子ども家庭係
武蔵野市子ども協会

月に１回

313 ０１２３施設の管理運営
（相談事業）すくすく子育て相談
（小児科医による）

０１２３吉祥寺、０１２
３はらっぱ

子ども家庭課
子ども家庭係
武蔵野市子ども協会

314 ０１２３施設の管理運営
（相談事業）０１２３子育て談話室
（教育心理の専門家による）

０１２３吉祥寺、０１２
３はらっぱ

子ども家庭課
子ども家庭係
武蔵野市子ども協会

315 ０１２３施設の管理運営
（相談事業）発達相談（ハビット職
員による）

０１２３吉祥寺、０１２
３はらっぱ

子ども家庭課
子ども家庭係
武蔵野市子ども協会

316 各種大会開催 婦人バレーボール大会 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係

317 各種大会開催 レディース卓球大会 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係

318 各種大会開催 東京都市町村総合体育大会
市内市外体育施設
等

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係

319 各種大会開催 都民体育大会夏期大会 市外体育施設等
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係

320 各種大会開催 都民生涯スポーツ大会
市内市外体育施設
等

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

321 各種大会開催 都民スポレクふれあい大会
市内市外体育施設
等

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

322 スポーツ振興事業 はじめてエアロビクス 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

323 野外活動事業 スキンダイビング大人
温水プール、静岡県
伊東市

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団  宿泊 15歳以上

324 野外活動事業 サポートスタッフ講習会 自然の村他
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団  宿泊 15歳以上

325 野外活動事業 常念岳～蝶ヶ岳登山 長野県安曇野市
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団  宿泊 15歳以上
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３　誰もが学べる

３－３土日祝日も学べる(土日祝日と平日)　つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

326 野外活動事業 情報提供事業 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団
市民（在住・勤・学）
限定

327 情報提供事業 図書・ＡＶコーナーの運営 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 市外の人を含む

328 施設管理事業 武蔵野プール 武蔵野プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 市外の人を含む

329 野外活動事業 （自然の村）利用促進バス 自然の村他
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団  宿泊
市民（在住・勤・学）
限定

330 学級・講座開催事業
子育て中の方のためのモーニン
グ・コンサート

市内
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係
成人〈子育て中の方
対象〉

331 学級・講座開催事業 老壮シニア
スイングホール、総
合体育館

生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係
市民（在住・勤・学）
限定〈老壮セミナー・
老壮大学修了者〉

332 武蔵野地域学長懇談会事業 武蔵野地域五大学共同講演会 市内
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係
市民（在住・勤・学）
限定

333 武蔵野地域自由大学事業 自由大学履修対象科目・講座 市内施設
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係
その他〈武蔵野地域
自由大学学生〉

334 青少年活動育成事業
自然体験プログラム指導者講習
会

市役所および自然の
村

児童青少年課 児童青少年係
15歳以上（市内在
住・在勤・在学の方
優先）

335 市立自然の村の管理運営 市立自然の村の管理運営
長野県川上村　自然
の村

児童青少年課 児童青少年係

市内在住・在勤・在
学の方および三鷹
市・小金井市・西東
京市住民

336 団塊世代地域発見推進事業 団塊シニアの“楽”芸会
商工会館　市民会議
室

市民協働推進課
コミュニティ推進係
（ＮＰＯ活動促進担当）

市外の人を含む

市役所ロビー、障害
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337 地域交流 あったかまつり

市役所ロビ 、障害
者総合センター、中
央図書館前広場、武
蔵野福祉作業所

障害者福祉課 社会福祉法人武蔵野 市外の人を含む

338 地域生活支援事業
視覚・知的障害者（児）ガイドヘル
パー養成研修

市内 障害者福祉課 障害者福祉課
市内でガイドヘル
パーとして働ける方

339 精神障害者援護事業
精神障害者ホームヘルパー養成
研修

市内 障害者福祉課 障害者福祉係
市民（在住・勤・学）
限定

340 消費生活センターの運営事業 くらしフェスタむさしの２００９ 商工会館他 生活経済課 消費生活センター 市外の人を含む

341 農業振興 農業写真展

市役所１階ロビー
農産物品評会会場
ＪＡ東京むさし武蔵野
支店

生活経済課 農政係 市外の人を含む

342 ボランティア推進事業 夏！体験ボランティア
市内の高齢者施設、
障害者施設、保育園

生活福祉課
ボランティアセンター武蔵
野

中学生以上

343 公園等維持管理事業 公園使用許可申請 市立公園
緑化環境セン
ター

緑化係 市外の人を含む

344 農業振興
農業交流活性化支援（農業者、
農業団体と市民の間の交流

ＪＡ東京むさし武蔵野
支店

生活経済課 農政係
市民（在住・勤・学）
限定

345 各種大会開催 市民体育大会兼都民大会予選会
市内市外体育施設
等

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

346 各種大会開催 市民体育祭
市内市外体育施設
等

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

347 各種大会選手派遣 都民体育大会春季大会
市内市外体育施設
等

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

348 各種大会開催 各種指導者養成講習会
市内市外体育施設
等

生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

349 各種大会開催 地域スポーツイベント補助金交付 市内
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係

350 ＮＰＯ関連事業
ＮＰＯ活動促進講座「市民協働ハ
ンドブック研修会」

市役所会議室 市民協働推進課
コミュニティ推進係
（ＮＰＯ活動促進担当）

平成21年度は職員
を対象に実施

351 吉祥寺地区商業活性化事業 吉祥寺アニメワンダーランド 吉祥寺地区 生活経済課 産業振興係
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３　誰もが学べる

３－４長期休みに学べる

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

434 体育施設開放
第四中学校温水プール夏期個人
解放

市内体育施設等
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係 市外の人を含む

３－５平日の昼間に学べる

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

352 認知症高齢者支援事業
認知症サポーター養成講座
（出前講座）

各地域 高齢者支援課 高齢者支援係 市外の人を含む

353 ボランティア推進事業 ボランティア入門講座・協働講座
市民社会協議会他
市内施設

生活福祉課
ボランティアセンター武蔵
野

354 老・成人保健事業 健康講座
保健センター、商工
会館

健康課 武蔵野市立保健センター
土曜日の場合も有
（年１回程度）

在住市民

355 環境対策推進事業
環境まちづくり協働事業
（環境問題及び省エネに関する学
習会）

コミュニティセンター 環境政策課 環境政策係

356 害虫等駆除対策事業 ねずみ侵入防止対策説明会
公会堂、市会議室、
市民会館

環境政策課 公害係
市民（在住・勤・学）
限定

357 狂犬病予防等事業 動物愛護展 市役所ホール 環境政策課 公害係
市民（在住・勤・学）
限定

358 クリーンセンター施設見学・視察 クリーンセンター施設見学・視察 クリーンセンター クリーンセンター 市外の人を含む

359 老・成人保健事業 骨粗しょう症予防教室 保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター

市民〈平成20年４月
１日現在20歳～70
歳の女性（５歳刻
み）〉

健康づくり支援センタ 事業
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360
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

ウォーキング教室 コミセン他 健康課 武蔵野市立保健センター

361
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

インボディ測定会 保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター

362
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

健康増進事業
４コース（21年度より）

保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター
成人〈20歳以上の市
民〉

363
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

ＫＫＣ（健康健脚チャレンジャー） 健康課 武蔵野市立保健センター 通信講座

364 （財）武蔵野健康開発事業団
啓発・普及事業
健康講座

市内コミュニティーセ
ンター等

健康課 武蔵野市立保健センター

365 老・成人保健事業 健康相談 保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター 在住市民

366 老・成人保健事業
健康づくりフォローアップ指導事
業

保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター 在住市民

367
国際交流及び協力に関するボラ
ンティア活動の推進

プロの芸術家シリーズ MIA会議室 交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

368 日本語学習の支援 日本語サロン MIA ラウンジ 交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

市外の人を含む日
本語の学習を必要
とする方、日本語交
流員

369 家族介護支援事業講座 介護技術講座
日商簿記三鷹福祉
専門学校

高齢者支援課 管理係

在住市民（介護をし
ている方、今後の介
護に不安な初心
者、初級者対象）

370 啓発普及事業 老いじたく講座・相談会 福祉公社他 高齢者支援課
財団法人
武蔵野市福祉公社

371 啓発普及事業 成年後見人相談会 福祉公社 高齢者支援課
財団法人
武蔵野市福祉公社

372 子育てＳＯＳ支援センター事業 養育家庭体験発表会
中央コミュニティセン
ター

子ども家庭課 子育てＳＯＳ支援センター
市民（在住・勤・学）
限定

373 ごみ減量資源化推進事業 ごみの行方を知るツアー 千葉県君津市 ごみ総合対策課 減量指導係

374 ごみ減量資源化推進事業 出前講座
市関連施設または開
催団体の指定する場
所

ごみ総合対策課 減量指導係
基本的には在住者
対象
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３　誰もが学べる

３－５平日の昼間に学べる　つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

375 各種大会開催 東京都はぜ釣り選手権大会 市外体育施設等
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係

376 スポーツ教室 子育てママのスポーツ教室 市内体育施設等
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

377 スポーツ教室 初心者スポーツ教室　ヨガ 市内体育施設等
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興係
市民（在住・勤・学）
限定

378 スポーツ振興事業 やさしいヨーガ 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

379 スポーツ振興事業 脂肪燃焼ウォーキング 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

380 スポーツ振興事業 エレガンスストレッチ 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

381 スポーツ振興事業 ピラティス 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

382 スポーツ振興事業 からだ引き締めエクササイズ 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

383 スポーツ振興事業 ６０歳からのやさしい運動 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

384 スポーツ振興事業 はじめての卓球 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

385 スポーツ振興事業 硬式テニス 庭球場
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

386 スポーツ振興事業 はじめようジョギング 陸上競技場
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上
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ツ課

387 スポーツ振興事業 中級者水泳 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

388 スポーツ振興事業 脂肪燃焼アクアビクス 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

389 スポーツ振興事業 水中いきいき体操 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

390 スポーツ振興事業 水中いきいき体操入門 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

391 スポーツ振興事業 水中シェイプアップ体操 温水プール
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

392 スポーツ振興事業 （ワンデーレッスン）さわやか気功 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

393 スポーツ振興事業
（ワンデーレッスン）シルバース
ポーツランド

総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

394 スポーツ振興事業
（ワンデーレッスン）卓球・ラージ
ボール卓球

総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

395 野外活動事業 弥三郎岳登山 山梨県甲府市
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

396 野外活動事業 新緑ウォーク「函南原生林」 静岡県函南町
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

397 野外活動事業 池の平湿原ハイキング 長野県東御市
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

398 野外活動事業 尾瀬ヶ原ウォーク（日帰り） 群馬県片品村
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

399 野外活動事業 赤城縦走登山 群馬県富士見村
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

400 野外活動事業 筑波山登山 茨城県つくば市
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

401 野外活動事業 大山登山 神奈川県伊勢原市
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 15歳以上

402 情報提供事業 スポーツ健康相談 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団
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３　誰もが学べる

３－５平日の昼間に学べる　つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

403 野外活動事業 尾瀬ヶ原散策（宿泊） 群馬県片品村
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団  宿泊 15歳以上

404 野外活動事業 磐梯山登山 福島県猪苗代町
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団  宿泊 15歳以上

405 野外活動事業 夏の涼ハイク「西沢渓谷」 山梨県山梨市
生涯学習スポー
ツ課

スポーツ振興事業団 中学生以上

406 自主事業 市民講座 市民会館
生涯学習スポー
ツ課

市民会館
市民（在住・勤・学）
限定

407 自主事業 料理講座 市民会館
生涯学習スポー
ツ課

市民会館
市民（在住・勤・学）
限定

408 文化財保護普及事業 文化財展示 市役所
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係

409
社会教育関係団体等育成援助
事業

ＰＴＡ連絡協議会総会 総合体育館
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 成人〈保護者〉

410
社会教育関係団体等育成援助
事業

ＰＴＡ連絡協議会全体研修会 市内施設
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 成人〈保護者〉

411 文化財保護普及事業 文化財講座（古文書解読講座） 中央図書館
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係
市民（在住・勤・学）
限定

412 武蔵野地域学長懇談会事業 武蔵野市寄付講座 各大学
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係

市民（在住・勤・学）
限定〈１８歳以上の
市民および地域自
由大学生〉

413 武蔵野地域自由大学事業 自由大学講座
武蔵野地域自由大
学交流センター

生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係
武蔵野地域自由大
学学生

非核都市宣言平和事業
原爆や武蔵野の空襲の写真パネ 市役所 地域情報

市民協働推進課 市民相談係 市外 人を含む
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414 非核都市宣言平和事業
原爆や武蔵野の空襲の写真パネ
ル展

市役所、地域情報
コーナー

市民協働推進課 市民相談係 市外の人を含む

415 男女共同参画施策事業 ライター入門講座
むさしのヒューマン･
ネットワークセンター
会議室

市民協働推進課 男女共同参画担当
市民（在住・勤・学）
限定〈保育付き〉

416 男女共同参画施策事業 啓発活動（パネル展示） 市役所　１階ロビー 市民協働推進課 男女共同参画担当 市外の人を含む

417 日常生活訓練事業 手話、点字、会話パートナー
障害者福祉セン
ター、公会堂

障害者福祉課 障害者福祉センター
市民（在住・勤・学）
限定〈１５歳（高校
生）以上対象〉

418 日常生活訓練事業 講演会 障害者福祉センター 障害者福祉課 障害者福祉センター 市外の人を含む

419 浄水場の施設見学 浄水場の仕組み 第一浄水場 水道部工務課 浄水場係
市民（在住・勤・学）
限定

420 一般管理経費
労働セミナー（雇用関係編、賃金
関係編、パートタイム労働事情）

商工会館他 生活経済課 産業振興係

421 一般管理経費 就職支援セミナー（ハローワーク） 商工会館他 生活経済課 産業振興係

422 一般管理経費
しごとフェアin三鷹・武蔵野（就職
チャレンジセミナー等（個別相談
会、企業説明会、就職面接会）

三鷹産業プラザ 生活経済課 産業振興係 成人（20～30歳代）

423 消費生活センターの運営事業 消費者被害の未然防止啓発講座 コミセン他 生活経済課 消費生活センター

424 消費生活センターの運営事業 見学会 消費生活センター他 生活経済課 消費生活センター
市民（在住・勤・学）
限定

425 消費生活センターの運営事業 むさしの消費者スクール 消費生活センター他 生活経済課 消費生活センター
市民（在住・勤・学）
限定

426 農業一般
市民農園利用者講習会（栽培講
習会、栽培コンクール審査会、栽
培指導）

市民農園、ＪＡ東京む
さし武蔵野支店会議
室他

生活経済課 農政係
市民（在住・勤・学）
限定〈市民農園利用
者〉

427 ボランティア推進事業 傾聴講座事業
市民社会福祉協議
会会議室

生活福祉課
ボランティアセンター武蔵
野

市民（在住・勤・学）
限定

428 子育て支援講習会運営
（ひまわりママ委託）
子育て支援講習会

市役所会議室 保育課 管理係

20年度：市役所、
21：ひまわりホー
ル、市民会館で開
催。年度毎に変わり
ます。

市民（在住・勤・学）
限定

429 緑化推進事業 武蔵野市さつき展
市役所１階ロビーに
て展示。他に講習会
を年２回開催

緑化環境セン
ター

緑化係 市外の人を含む
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３　誰もが学べる

３－５平日の昼間に学べる　つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

430 緑化推進事業 武蔵野市菊花展

市民公園にて展示
後、優等首席作品を
市役所１階ロビーに
て展示。他にＪＡむさ
しでの菊苗販売開催

緑化環境セン
ター

緑化係 市外の人を含む

431 緑化推進事業 武蔵野市東洋蘭展
杉の樹ホールにて展
示

緑化環境セン
ター

緑化係 市外の人を含む

432 障害者在宅援護事業 障害者の就労を考えるつどい スイングホール 障害者福祉課 障害者就労支援センター 市外の人を含む

433 男女共同参画施策事業
男女共同参加実践講座「メディア
を読み解く」

むさしのヒューマン･
ネットワークセンター
会議室

市民協働推進課 男女共同参画担当
市民（在住・勤・学）
限定〈保育付き〉

３－６その他

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

435 環境対策推進事業
環境まちづくり協働事業
（緑・環境の情報誌「みちまちみど
り」の発行）

配布場所：市内公共
施設ほか

環境政策課 環境政策係
年２回（団体の自主
事業として＋１～２
回）

436 環境対策推進事業 環境月間行事（パネル展示）
市役所、市民会館、
地域情報コーナー

環境政策課 環境政策係 ２週間
市民（在住・勤・学）
限定

437
子育て支援事業
（「子育ては楽し」キャンペーン事
業）

「子育ては楽し」フォトコンテスト
市役所、市民会館、
商工会議所

子ども家庭課 子ども家庭係
11月下旬、12月下
旬～翌1月初旬にか
けて市内で展示

市民（在住・勤・学）
限定

438 障害者サービス事業 声のボランティア養成講座 中央図書館 図書館 サービス担当 2年に1度年開催 市民（在住）限定

439 文庫活動助成事業 講座・講演会 中央図書館 図書館 サービス担当 ５月と11月 市外の人を含む
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440 防災訓練事業 総合防災訓練 市内の適所 防災課 消防防災係 毎年８～９月に１回
市民（在住・勤・学）
限定〈関係機関職員
を含む〉

441 防災訓練事業 水防訓練 むさしの市民公園 防災課 消防防災係 毎年５月頃に１回
市民（在住・勤・学）
限定〈関係機関職員
を含む〉

442 防災訓練事業 ボランティア訓練 市民文化会館 防災課 消防防災係 毎年１月頃に１回
市民（在住・勤・学）
限定〈防災ボラン
ティア〉

443 地域活動事業 防災タウンウォッチング 市内 防災課 武蔵野市民防災協会 不定期 成人〈防災推進員〉

444 市民啓発事業
防災意識向上のための啓発活動
（火災予防キャンペーン）

市庁舎及び市内 防災課 武蔵野市民防災協会
火災予防週間含め
不定期

市民（在住・勤・学）
限定

445 市民啓発事業 防災ぼうさいカフェ
クリーンセンター駐車
場

防災課 武蔵野市民防災協会 毎年９月頃に１回
市民（在住・勤・学）
限定

446 公園等維持管理事業 農業体験教室 農業ふれあい公園
緑化環境セン
ター

緑化係 市民（在住）限定

447 緑化推進事業 緑の市民講座 市役所会議室
緑化環境セン
ター

緑化係 年4回実施
市民（在住・勤・学）
限定

448 緑化推進事業
二俣尾武蔵野市民の森活用事業
（自然観察会等）

二俣尾・武蔵野市民
の森他（青梅市二俣
尾）

緑化環境セン
ター

緑化係 年数回実施
市民（在住・勤・学）
限定

449 緑化推進事業 森の市民講座
市役所会議室、二俣
尾・武蔵野市民の森

緑化環境セン
ター

緑化係 年4回実施
市民（在住・勤・学）
限定

450 緑化推進事業 むさしの自然観察園各種イベント むさしの自然観察園
緑化環境セン
ター

緑化係 月・金休園 市外の人を含む

451 男女共同参画施策事業 男女平等情報誌「まなこ」の発行 市内 市民協働推進課 男女共同参画担当 年４回発行

452 商工振興事業 武蔵境JAZZ SESSION スイングホール 生活経済課 産業振興係
夜の部は事前申し
込み

453
ルーマニアブラショフ市日本武
蔵野センター事業

日本語教室・書道教室 ルーマニア市 交流事業課 日本武蔵野センター センターの開催日

454 友好都市交流事業 友好都市市民交流の実施 市内、友好都市 交流事業課 未定

455 文化財保護普及事業 「文化財散策マップ」の発行 市内
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係
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４　高齢者同士で学べる

４ 高齢者同士で学べる
４－１土日祝日に学べる(土日祝日のみ実施)

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

456 介護予防事業 健康やわら体操
松前道場、二中、総
合体育館

健康課 武蔵野市立保健センター
高齢者〈65歳以上の
市民〉

457 社会参加促進事業 シルバースポーツ大会
武蔵野市陸上競技
場

高齢者支援課 管理係
市内在住。60歳以
上

４－２土日祝日も学べる(土日祝日と平日)

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

458
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

高齢者筋力向上プログラム
いきいき体操教室

メガロス吉祥寺 健康課 武蔵野市立保健センター
高齢者〈65歳以上の
市民〉

459 地域支援事業（介護予防） 高齢者食事学
市内コミュニティセン
ター等

高齢者支援課 高齢者支援係 市内在住

460 学級・講座開催事業 老壮セミナー 市民会館・商工開館
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係

４－３平日の昼間に学べる

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

461 地域支援事業（介護予防） 浴場開放事業(不老体操）
市内公衆浴場・コミュ
ニティセンター

高齢者支援課 高齢者支援係
市内在住。60歳以
上

462
健康づくり支援センター事業 高齢者筋力向上プログラム

元気アップ体操
メディカルフィットネス
クラブ武蔵境

健康課 武蔵野市立保健センター
高齢者〈65歳以上の
市民〉

463
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

健康づくり応援教室
ころばぬコース

保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター
高齢者〈65歳以上の
市民〉

464
健康づくり支援センター事業
（（財）武蔵野健康開発事業団）

筋力はつらつ！若返り教室
介護老人保健施設
ハウスグリーンパー
ク

健康課 武蔵野市立保健センター
高齢者〈65歳以上の
市民〉

465 介護予防事業 歯つらつ健康教室
保健センター・歯科
医師会館・スイングビ
ル

健康課 武蔵野市立保健センター
高齢者〈65歳以上の
市民〉

466 介護予防事業 おいしく食べよう健康教室 保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター
高齢者〈65歳以上の
市民〉

467
シルバーシティープラン推進事
業

教養講座 市民文化会館他 高齢者支援課 管理係
市内在住。60歳以
上

468
シルバーシティープラン推進事
業

趣味講座
市民社会福祉協議
会他

高齢者支援課 管理係
市内在住。60歳以
上

469
シルバーシティープラン推進事
業

健康講座 総合体育館他 高齢者支援課 管理係
市内在住。60歳以
上

470
シルバーシティープラン推進事
業

芸能文化祭 市民文化会館 高齢者支援課 管理係

471
シルバーシティープラン推進事
業

ＭＩＨ学園 スイングホール等 高齢者支援課 管理係
市内在住。60歳以
上

472
シルバーシティープラン推進事
業

高齢者パソコン教室 私立中学校 高齢者支援課 管理係
市内在住。60歳以
上

473 健康づくり推進事業 健康づくり講座 市内コミセン他 高齢者支援課 管理係
市内在住。60歳以
上

474
高齢者総合センター管理運営事
業

境南小学校ふれあいサロン 市立境南小学校 高齢者支援課 管理係
市内在住。60歳以
上

475
高齢者総合センター管理運営事
業

社会活動センター年間講座
趣味・体操・健康

高齢者総合センター 高齢者支援課 高齢者支援係
市内在住。60歳以
上

476
高齢者総合センター管理運営事
業

社会活動センター短期講座
趣味・健康

高齢者総合センター 高齢者支援課 高齢者支援係
市内在住。60歳以
上

477
高齢者総合センター管理運営事
業

社会活動センター自由入会講座 高齢者総合センター 高齢者支援課 高齢者支援係
市内在住。60歳以
上

478
高齢者総合センター管理運営事
業

地域健康クラブ
市内16か所コミュニ
ティセンター、ぐっどう
いる境南、くぬぎ園

高齢者支援課 高齢者支援係
市内在住。60歳以
上

479 在宅介護支援センター事業 介護予防教室
各在宅介護支援セン
ター他

高齢者支援課 高齢者支援係

80



５　その他

５ その他
５－１夜間に学べる

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

480 （財）武蔵野健康開発事業団
啓発・普及事業
学術講演会

保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター
医師、歯科医師、薬
剤師等医療従事者

481
社会教育関係団体等育成援助
事業

共催・後援事業 市内施設ほか
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 社会教育関係団体

482 学校開放事業 団体開放 市立小・中学校
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係
市民が1/2以上の団
体

483 一般管理経費 中近東文化センター企画展 中近東文化センター
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係

５－２土日祝日に学べる(土日祝日のみ実施)

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

484 母子保健事業
もうすぐパパ・ママのためのもく浴
体験クラス

保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター
初妊婦（妊娠16週～
31週）とその配偶者
（市民）

485 母子保健事業
働くお母さんとお父さんのための
マタニティクラス　ペンギン学級

保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター

仕事を持ち、出産後
も働く予定の初妊婦
とその配偶者（市
民）

486 精神障害者援護事業
「引きこもり」サポート事業
家族セミナー

市内公共施設 障害者福祉課 障害者福祉係
不登校・ニート・引き
こもりの家族対象

487 社会生活援護事業 地域活動促進事業(水泳、音楽） 市内 障害者福祉課 障害者福祉課 土曜日限定 心身障害者対象

488 障害者在宅援護事業
中途失聴・難聴者のための手話
講習会

西久保コミュニティセ
ンター

障害者福祉課 障害者福祉課 土曜日限定 中途失聴難聴者
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５－３土日祝日も学べる(土日祝日と平日)

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

489 一般管理経費 福祉バス借り上げ事業 国内 障害者福祉課 障害者福祉課
市内在住の障害者
等により構成される
団体限定

490 社会生活援護事業 障害者保養施設利用助成事業 国内 障害者福祉課 障害者福祉課  宿泊
市内在住の障害者
及び付添人１名

491 音楽団体育成事業 音楽団体の育成 市民文化会館ほか
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 市民交響楽団

492
社会教育関係団体等育成援助
事業

社会教育事業講師謝礼援助 市内施設ほか
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 社会教育関係団体

493
社会教育関係団体等育成援助
事業

社会教育学習のための借上バス
事業

近隣250km以内の施
設

生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係 社会教育関係団体

494 障害者サービス事業 テープ貸し出し 中央図書館 図書館 サービス担当 　
障害者サービス利
用者

495 緑化推進事業
緑ボランティア団体との共催・支
援事業

緑の創作園他4公園
緑化環境セン
ター

緑化係 ボランティア団体

496 日本語学習の支援 個人レッスン中心コース
MIA事務所及び市内
各所

交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

教室でのレッスンは
MIA。マンツーマン
レッスンは市内各所
で学習者と交流員
で日程調整

５－４平日の昼間に学べる

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

497 母子保健事業
もうすぐパパ・ママのためのこうの
とり学級

保健センター 健康課 武蔵野市立保健センター
初妊婦とその配偶
者（市民）

498 日常生活訓練事業
パソコン、華道、ダンス、卓球、創
作書道、囲碁、体操、押し花等

シルバー人材セン
ター,障害者福祉セン
ター

障害者福祉課 障害者福祉センター 　 障害者対象

499 日常生活訓練事業 失語症者デイサービス事業 ぐっといる境南 障害者福祉課 障害者福祉センター 失語症者対象

500 環境対策推進事業
事業者向け省エネセミナー及び
制度説明会

商工会館 環境政策課 環境政策係 市内事業者向け
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５　その他

５－４平日の昼間に学べる　つづき

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

501 学級・講座開催事業 １６ミリ発声映写機検定 市役所
生涯学習スポー
ツ課

生涯学習係

市内にある映写機
で公立の視聴覚ラ
イブラリーの16ミリ
フィルムを利用する
者

502 ボランティア推進事業 出前講座
大学、中学校、小学
校など

生活福祉課
ボランティアセンター武蔵
野

503 地域福祉事業
地域福祉ファシリテーター養成講
座

ルーテル学院大学 生活福祉課 市民社会福祉協議会

504 障害者サービス事業 朗読講座 中央図書館 図書館 サービス担当
朗読奉仕会会員

505 障害者サービス事業 講演会 中央図書館 図書館 サービス担当
障害者サービス利
用者、ボランティア、
一般利用者

506 障害者サービス事業 点訳講座 中央図書館 図書館 サービス担当 六美会会員

507 公園等維持管理事業 草花の植付け 松籟公園他３９花壇
緑化環境セン
ター

緑化係
武蔵野中央幼稚
園、青少協、地域老
人会等

508 日本語学習の支援 水曜午後の日本語コース
MIA会議室及び市内
各所

交流事業課
一般財団法人
武蔵野市国際交流協会

教室でのレッスンは
ＭＩＡ、マンツーマン
レッスンは市内各所
で学習者と交流員
で日程調整
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５－５その他

№ 事業名 講座・教室等の名称 開催場所 担当課 担当係又は施設名
備考

開催日等 対象者その他

509 通所訓練事業
地域デイグループ事業運営費補
助金

市内 障害者福祉課 障害者福祉課
平日に学ぶ。土曜
日に学べる事業も
あり

市民（在住・勤・学）
限定

510 環境対策推進事業 グリーンパートナー通信の発行 環境政策課 環境政策係 年２回
グリーンパートナー
向け

511 環境対策推進事業 省エネ冊子の発行
配布場所：市内公共
施設ほか

環境政策課 環境政策係
市民向け、事業者
向け

512 環境対策推進事業 打ち水大作戦 市内公共施設ほか 環境政策課 環境政策係

513 自主事業 地域活動・社会奉仕活動等 各地域 高齢者支援課
老人クラブ連合会
各老人クラブ

市内在住。60歳以
上

514 障害者サービス事業 対面朗読 中央図書館 図書館 サービス担当 日曜を除く開館日
障害者サービス利
用者

515 障害者サービス 利用者ミニ交流会 中央図書館 図書館 サービス担当 1月と7月
障害者サービス利
用者、ボランティア

516 テンミリオンハウス事業 各種講座 各テンミリオンハウス 高齢者支援課 管理係 市内在住
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ジャンル 施設名 住所 問い合わせ先（電話）
武蔵野市民文化会館 中町3-9-11 0422-54-8822
武蔵野芸能劇場 中町1-15-10 0422-55-3500
武蔵野公会堂 吉祥寺南町1-6-22 0422-46-5121
武蔵野スイングホール 境2-14-1 0422-54-1313
吉祥寺美術館 吉祥寺本町1-8-16 FFビル7階 0422-22-0385
松露庵 桜堤1-4-22 0422-36-8350
吉祥寺シアター 吉祥寺本町1-33-22 0422-22-0911
武蔵野市民会館 境2-3-7 0422-51-9144
武蔵野市国際交流協会(MIA) 境2-14-1スイング9F 0422-36-4511
むさしのヒューマン・ネットワークセンター 境2-10-27 武蔵境市政センター2階 0422-37-3410
中央図書館 吉祥寺北町4-8-3 0422-51-5145
吉祥寺図書館 吉祥寺本町1-21-13 0422-20-1011
西部図書館 境5-15-5 0422-53-1811
武蔵野総合体育館 吉祥寺北町5-11-20
武蔵野温水プール（屋内） 吉祥寺北町5-11-33
武蔵野プール（夏期のみ、屋外） 吉祥寺北町5-11-33
武蔵野陸上競技場 吉祥寺北町5-11-20
武蔵野軟式野球場 緑町3-1-34
武蔵野庭球場 緑町3-1-34
緑町スポーツ広場 緑町2-2-29
ストリートスポーツ広場 吉祥寺北町5-11-33
都立武蔵野中央公園スポーツ広場 八幡町2-4-22
第一小学校 吉祥寺本町4-17-16
第二小学校 境4-2-15
第三小学校 吉祥寺南町2-35-9
第四小学校 吉祥寺北町2-4-5
第五小学校 関前3-2-20
大野田小学校 吉祥寺北町4-11-37
境南小学校 境南町2-27-27
本宿小学校 吉祥寺東町4-1-9
千川小学校 八幡町3-5-25
井之頭小学校 吉祥寺本町3-27-19
関前南小学校 関前3-37-26
桜野小学校 桜堤1-8-19
第一中学校 中町3-9-5
第二中学校 桜堤1-7-31
第三中学校 吉祥寺東町1-23-8
第四中学校 吉祥寺北町5-11-41
第五中学校 関前2-10-20
第六中学校 境3-20-10
吉祥寺東コミュニティセンター 吉祥寺東町1-12-6 0422-21-4141
本宿コミュニティセンター 吉祥寺東町3-25-2 0422-22-0763
吉祥寺南町コミュニティセンター 吉祥寺南町3-13-1 0422-43-6372
御殿山コミュニティセンター 御殿山1-5-11 0422-48-9309
本町コミュニティセンター 吉祥寺本町1-22-2 0422-22-7002
吉祥寺西コミュニティセンター 吉祥寺本町3-20-17 0422-55-3297
吉祥寺西コミュニティセンター分館 吉祥寺本町4-10-7 0422-55-3297
吉祥寺北コミュニティセンター 吉祥寺北町1-22-10 0422-22-7006
けやきコミュニティセンター 吉祥寺北町5-6-19 0422-54-8719
中央コミュニティセンター 中町3-5-17 0422-53-3934
中央コミュニティセンター中町集会所 中町1-28-5 0422-53-2251
西久保コミュニティセンター 西久保1-23-7 0422-54-8990
緑町コミュニティセンター 緑町3-1-17 0422-53-6954
八幡町コミュニティセンター 八幡町4-10-7 0422-54-0169
武蔵野中央公園北ホール 八幡町2-5-3 0422-56-0055
関前コミュニティセンター 関前2-26-10 0422-51-0206
関前コミュニティセンター分館 関前3-16-6 0422-51-0206
西部コミュニティセンター 境5-6-20 0422-56-2888
境南コミュニティセンター 境南町3-22-9 0422-32-8565
桜堤コミュニティセンター 桜堤3-3-11 0422-53-5311
桜堤児童館 桜堤2－１－29 0422-53-2206
０１２３吉祥寺 吉祥寺東町2-29-12 0422-20-3210
０１２３はらっぱ 八幡町1－3－24 0422-56-3210
こどもテンミリオンハウス あおば 吉祥寺北町2-16-11 0422-28-1883
みどりのこども館（おもちゃのぐるりん） 緑町2-6-8武蔵野緑町二丁目第3アパート1階 0422-37-2016
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■武蔵野市内生涯学習関連施設一覧■
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財団法人武蔵野スポー
ツ振興事業団
(平成22年４月１日より「財団
法人武蔵野生涯学習振興事業

団」に名称変更）

0422-56-2200

生涯学習スポーツ課
0422-60-1902



【 武蔵野市の動き 】 【 国等の動き 】
昭和 21 第四小学校の教室を利用し、町立図書館開設

22 市制施行 教育基本法施行
23 社会学級開設
24 市教育課に社会教育係設置

市営総合グラウンド開設
社会教育法施行

27 武蔵野市成人学校企画委員会設置
成人学校開設
武蔵野市教育委員会発足

28 市営プール開設 青年学級振興法施行
29 青年学級開設

青少年問題協議会発足
30 社会教育委員設置
32 婦人学級開設
36 武蔵野市PTA連絡協議会発足
37 市政講座開設
38 新図書館(市立武蔵野図書館)開館
39 武蔵野公会堂開設
40 家庭教育学級開設

市民スポーツデイ開始
ユネスコ第3回成人教育推進国際委員会にお
いて｢生涯教育｣を提言

41 老壮大学(現いきいきセミナー)開設
43 旧第二小学校を改築し、市民会館開館
45 文化財保護委員設置
46 武蔵野市長期計画においてコミュニティ構想が示される
47 武蔵野市老壮連合会結成

むさしのジャンボリー開始
48 社会教育バス購入
56 シルバー聴講生開始 中央教育審議会「生涯学教育について」答申
57 西部図書館開館
58 武蔵野文化事業団設立
59 改築により、現市民会館開館
62 学校施設開放(遊び場開放・施設開放)開始

吉祥寺図書館開館
63 武蔵野市民芸術文化協会発足 文部省に生涯学習局設置

平成 元 武蔵野スポーツ振興事業団設立
総合体育館開館

2 家庭教育学級の中で「子育て中の方のためのモーニング･
コンサート」開始

生涯学習振興法施行

4 市立学校施設の開放に関する条例施行
5 武蔵野地域学長懇談会発足
6 武蔵野地域五大学共同講演会開始
7 現中央図書館開館
9 武蔵野地域五大学共同教養講座開始
11 武蔵野市寄付講座開始
13 土曜学校試行
14 土曜学校本格実施
15 武蔵野地域自由大学開学
16 遠野市家族ふれあい自然体験開始
17 あそべえ開館に伴い遊び場開放事業を教育委員会から市

長部局へ移管
18 オルガンワンダーランド開始 教育基本法改正、第3条に「生涯学習の理念」

条文化
20 市制施行60周年記念事業としてスーパーサイエンス

ショー、むさしのサイエンスフェスタ開催
社会教育法改正

21 武蔵野市スポーツ振興計画策定

年

■武蔵野市生涯学習関係施策のあゆみ■
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平成 20 年度 武蔵野市生涯学習市民意識調査 報告書 【概要版】

～ 市民の学びに関するアンケート調査 ～

一 般 団 体

調査対象
市内在住の１６歳以上の男女２,０００人

（無作為抽出）

登録されている社会教育関係団体２００団体

（無作為抽出）

有効回答 有効回答数：６８２ 回収率：３４.１％ 有効回答数：１５４ 回収率：７７.０％

調査期間 平成 2０年１１月２６日～１２月 1０日 平成 2１年１月１５日～１月２７日

生涯学習のイメージ【一般】

5 7 .9

56 . 0

55 .0

5 4. 0

4 1. 3

22 .9

1 4. 7

8. 5

1 . 2

1 . 3

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0

生 活 を 楽 し み 、 心 を 豊 か に
す る こ と

生 き が い を 充 実 す る こ と

幼 児 期 か ら 高 齢 期 ま で 、 生 涯 を
つ う じ て 学 ぶ こ と

趣 味 ・ 教 養 を 高 め る こ と

講 座 や 教 室 等 の 学 習 活 動 へ の 参 加

健 康 ・ 体 力 づ く り を す る こ と

自 分 の 住 ん で い る ま ち や

地 域 に つ い て 知 る こ と
職 業 上 必 要 な 知 識 ・ 技 能 を

身 に つ け る こ と

そ の 他

無 回 答

％
総 数 =6 8 2 （ 複 数 回 答 ）

生涯学習のきっかけ【一般】

■「知人・友人からの誘い」のほか「市報」「インターネット」など多様なきっかけ

生涯学習を始めたきっかけとしては、「知人・友人に誘われて」（23.4％）が最も高く、次いで「武蔵野市の

市報を見て」（13.5％）、「インターネットから」（9.1％）、「新聞・雑誌を見て」（8.8％）などが続いています。

生涯学習をおこなう理由や目的、生涯学習で身に付けたことの活かし方【一般】

■理由や目的：個人の暮らしの充実。仲間づくりも

現在、生涯学習をおこなっている理由や目的については、「趣味を豊かにするため」（46.8％）、「健康・体力

づくりのため」（40.1％）、「日常生活や人生を有意義にするため」（39.8％）、「教養を高めるため」（35.7％）

の順で、個人の暮らしの充実に関わることが高い傾向にあります。また、「他の人との親睦を深めたり、友人

を得るため」（33.9％）といった仲間づくりに関することも選択されています。

なお、今後、生涯学習をする場合の理由や目的としても、「趣味を豊かにするため」（60.6％）、「教養を高め

るため」（48.4％）、「健康・体力づくりのため」（46.2％）、「日常生活や人生を有意義にするため」（46.2％）

が選択肢の上位に位置しています。

■ 日々の生活を楽しく

豊かにするといったイメージ

選択肢の中では、「生活を楽しみ、

心を豊かにすること」（57.9％）、「生

きがいを充実すること」（56.0％）、

「幼児期から高齢期まで、生涯をつ

うじて学ぶこと」（55.0％）、「趣味・

教養を高めること」（54.0％）が、い

ずれも５割を超えています。

□調査の目的□

平成 21 年度に武蔵野市生涯学習計画（仮称）を策定するにあたり、生涯学習に関する市民の活

動実態やニーズ等を把握するための調査として実施しました。主な調査の内容は、次のとおりです。

◆生涯学習のイメージについて ◆生涯学習活動の実態について

◆生涯学習のニーズについて ◆市民どうしや市との協力（協働）について
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■活かし方：個人の暮らしの充実。地域活動も

生涯学習で身に付けたことの活かし方については、「自分の人生をより豊かにしていきたい」（76.8％）、「自

分の健康の維持・増進に役立てたい」（52.8％）の順で、個人の暮らしの充実に関することが高い傾向にある

ほか、「日常生活や地域での活動に活かしたい」（30.6％）が次に位置しています。

生涯学習をする場合に興味のあること【一般】

■「文化・芸術鑑賞」「スポーツ」を中心に幅広い興味

今後、生涯学習をする場合に興味のある分野は、「文化・芸術鑑賞（音楽・美術・映画などの鑑賞）」（43.1％）、

「スポーツ」（38.3％）が約４割と高い傾向にあります。

利用したい機会【一般】

■市の主催講座だけでなく、学校の公開講座やコミセンも

今後、生涯学習をする場合に利用したい機会については、「武蔵野市が主催する講座や教室」（57.9％）が最

も高く、次いで「学校の公開講座や教室」（35.3％）、「コミュニティセンターでの趣味や学習の講座」（33.4％）、

「民間カルチャーセンター、スポーツクラブなど民間の講座や教室」（28.6％）、「市民のグループ・団体など

が自主的におこなう芸術、スポーツなどの講座や活動」（25.2％）などが選択されています。

生涯学習をおこなっていない理由【一般】

■「忙しくて時間がない」「開催時期・時間が合わない」「必要な情報が入手しづらい」が上位

現在、生涯学習をおこなっていない理由については、「仕事や家事が忙しくて時間がない」（48.8％）が最も

高く、次いで「自分の希望に開催時期・時間が合わない」（22.0％）、「必要な情報が入手しづらい」（19.9％）

ことがあげられています。

48 . 8

2 2. 0

19 .9

1 5. 4

14. 2

8. 4

7.8

5.7

3.3

2 .7

1 0. 5

1 3.3
1.5

0 10 2 0 3 0 40 5 0 6 0

仕事や家事が忙し くて時間がない

自分の希望に開催時期・ 時間が合わない

必要な情報 が入手しづらい

費用がかかる

自分の希望する種類の講 座や教室がない

一緒に学習や活動す る仲間がいない

活動場 所が近くにない

子どもや親等の世話をしてく れる人がいない

家族や職場など周囲の 理解を得にくい

適当な 指導者がいない

その他

特に必要がない

無回答

％
総 数 =33 2 （ 複 数 回 答 ）
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必要な情報【一般・団体】

■一般は「講座・イベント情報」。団体は「施設情報」「市の講座・イベント情報」

生涯学習をするために必要な情報について、一般では、「武蔵野市がおこなう講座・イベント等の情報」

（70.7％）が最も高く、「都や近隣市がおこなう講座・イベント等の情報」（38.0％）、「民間のおこなう講座・

教室等の情報」（31.8％）など、市外や民間の講座等の情報についても関心のあることがうかがえます。

団体では、「施設の利用に関する情報」（50.6％）、「武蔵野市がおこなう講座・イベント等の情報」（48.1％）

のほか、「各種助成に関する情報」（35.1％）や「地域のグループ・団体などの活動に関する情報」（27.9％）

が選択されています。

生涯学習情報を入手するためには【一般・団体】

■一般・団体ともに「生涯学習のガイドブックや情報誌」

生涯学習に関する情報の入手方法について、一般では、「生涯学習のガイドブックや情報誌」（60.7％）と「ホ

ームページを使った情報提供」（45.5％）が高く、また、「情報提供も含めた講座やイベント」（27.9％）とい

った、イベント時の活用も比較的高い傾向にあります。

団体では、「生涯学習のガイドブックや情報誌」（44.2％）が最も高く、次いで「情報提供も含めた講座やイ

ベント」（32.5％）、「ホームページを使った情報提供」（31.2％）などが高い傾向にあり、一般と同様の傾向に

あることがうかがえます。

市民どうし・団体どうしで協力（協働）しておこないたいこと【一般・団体】

■一般・団体ともに「交流や仲間づくり」

市民どうしで協力（協働）しておこないたいことについて、一般では、「お互いの交流や仲間づくり」（58.8％）

が最も高く、このほかに「イベント当日に参加協力する」（23.0％）、「一緒にイベントの企画・準備をする」

（15.4％）といった【イベント】に関すること、「一緒に成果を発表しあう場をもつ」（16.6％）、「講師・指導

者や活動者を紹介しあう」（12.6％）といった【人・交流】に関することなどがあげられています。

団体では、「お互いの交流や仲間づくり」（53.2％）が最も高い割合を示しており、そのほか、【イベント】

に関することでは、「イベント当日に参加協力する」（34.4％）や「一緒にイベントの企画・準備をする」（24.7％）、

【情報】に関することでは「活動に関する情報の交換をする」（27.9％）や「広報・ＰＲの協力をする」（15.6％）、

【人・交流】に関することでは、「一緒に成果を発表しあう場をもつ」（23.4％）や「講師・指導者や活動者を

紹介しあう」（16.9％）といったことなどがあげられています。

団体（総数：154）一般（総数：682）
(ともに複数回答)
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市と協力（協働）しておこないたいこと【一般・団体】

■一般・団体ともに「交流や仲間づくりの場」

市と協力（協働）しながらおこないたいことについて、一般では、「交流や仲間づくりのための場をもつ」

（45.0％）が最も高く、これ以外の回答も含め、全体的には、前述した「市民どうしの協力（協働）」と同様

の傾向となっています。

団体では、「特にない」（13.6％）と「無回答」（3.2％）を除く８割以上が、何らかの形で市と協働したいと

考えていることが表れています。そのうち、「交流や仲間づくりのための場をもつ」（46.1％）が最も高く、次

いで「イベント当日に参加協力する」（30.5％）、「広報・ＰＲの協力をする」（29.2％）が選択されています。

市の取組に望むこと【一般・団体】

■一般は「メニューの豊富化」「情報提供の充実」。団体は「情報提供の充実」「団体活動の広報・PR」

市に望む取組について、一般では、「講座などのメニューの豊富化」（38.1％）と「生涯学習に関する情報提

供の充実」（37.1％）、「身近・便利な場所での講座の開催」（35.8％）がいずれも３割を超え、次いで「民間の

教育・スポーツ事業との連携による講座・教室の開催や紹介」（26.8％）、「大学・企業などによる専門的な学

習機会の提供」（23.8％）、「武蔵野市がおこなう催しの企画・運営などへの市民の参加の促進・拡大」（20.4％）

が２割台を占めます。

団体では、「生涯学習に関する情報提供の充実」（42.9％）が最も高く、次いで「団体の活動に関する広報・

ＰＲ」（32.5％）が３割台、「市がおこなう催しの企画・運営への参加の促進」（29.2％）、「民間の教育・スポ

ーツ事業との連携による講座・教室の開催や紹介」（26.6％）、「地域との連携の機会の充実」（24.0％）、「団体

どうしの連携の機会の充実」（21.4％）、「大学・企業などとの連携の機会の充実」（20.1％）が２割台です。

武蔵野らしさのイメージ【一般・団体】

■多様な「武蔵野らしさ」のイメージ

「武蔵野らしさ」のイメージとして、一般から 275 件、団体から 65 件の回答が寄せられました。

イメージ

回答者
教育・文化 自然・環境 健康・福祉 まち

市民や

身近な地域
交流・協働 その他

一般 ５７件 ４８件 １５件 ８０件 ２３件 ２９件 ２３件

団体 １６件 ５件 ２件 １２件 １０件 １４件 ６件

◆教育・文化：市民の学習意欲が高く、学習環境や文化・音楽活動等の環境が充実しているイメージ

◆自然・環境：みどりや自然が豊かで、地球環境に配慮した取組などが行われているイメージ

◆健康・福祉：子どもから高齢者、障害者等すべての人にとっての健康づくりや福祉が充実したイメージ

◆まち：「バランス・調和・共生」「成熟・ゆとり・豊かさ」「住みやすさ・暮らしやすさ」を有するまちのイメージ

◆市民や身近な地域：自主自立や市民どうしの支え合い、様々な世代が活動しているイメージ

◆交流・協働：コミセン等での交流、大学や民間との連携などを含め、市民活動が活発なイメージ
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