
Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

この調査は，各市町の生涯学習振興・社会教育行政の所管課や所管する社会教育施設等 

について実態を把握するとともに，当センターが実施する研修等の充実に資 

することを目的とする。 

また，県内の社会教育行政の今後の方向性等を探る基礎資料とし，継続的に活用するも 

のとする。 

 

２ 調査対象 

  ○ 県内 23市町の生涯学習振興・社会教育主管課及び社会教育施設（職員を配置してい 

る公民館等） 

 

３ 実施期間 

 ○ 平成 28年 10月下旬～平成 29年３月末日 

 

４ 調査基準日 

 ○ 平成 28年４月１日 

ただし，設問に記載されているものは除く。 

 

５ 調査方法 

  ○ 質問形式の調査票により実施 

  ○ 調査票は，各市町担当課に送付し，担当課が管内の調査を取りまとめて回答 

○ 調査回答内容について，必要に応じて各市町担当課より，ヒアリング 

 

６ 調査内容 

設問番号 質問事項 

設問１ 生涯学習振興・社会教育行政所管課に関すること 

問１ 生涯学習振興行政の所管 

問２ 社会教育行政の所管 

問３ スポーツ振興行政の所管 

問４ 文化振興行政の所管 

問５ 青少年教育の所管 

問６ 家庭教育支援の所管 

問７ 子育て支援の所管 

問８ 高齢者教育支援の所管 

問９ 高齢者支援の所管 

問 10 人権教育の所管 

問 11まちづくりの所管 

問 12 地域コミュニティづくりの所管 

問 13 学校と地域の連携推進を担っている所管 
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設問番号 質問事項 

設問２ 生涯学習振興・社会教育のための中・長期的な構想・計画について 

策定状況 

・計画の名称及び期間 

・特記事項 

設問３ 担当課の職員体制について（複数回答可） 

問１ 職員数と経験年数 

問２ 担当者の配置状況と社会教育主事有資格者及び発令者数と勤務形   

  態  

①青少年教育  ②成人教育  ③人権教育  ④家庭教育支援 

   ⑤社会体育   ⑥文化財   ⑦公民館（類似施設） 

   ⑧図書館    ⑨社会教育関係団体     ⑩その他 

問３ 社会教育主事の有資格者数 

問４ 担当者の配置状況と社会教育主事有資格者 

   ①生涯学習・社会教育計画の立案・評価 

   ②住民を対象とした社会教育事業・講座の企画・実施 

③職員等を対象とした研修・講座等の企画・実施 

④関係団体等への直接的な指導・助言 

⑤学校・関係職員への直接的な指導・助言 

⑥情報収集・提供・相談 

⑦調査研究 

⑧社会教育委員の会議，生涯学習審議会等の運営 

⑨予算編成・執行（補助金等）関係事務 

⑩首長部局等との連絡・調整 

⑪民間団体，企業等との連絡・調整 

設問４ 生涯学習振興・社会教育行政関係職員の研修について 

問１ 自治体主催による関係職員の研修実施の有無 

問２ 関係職員の研修の実施回数 

問３ 研修内容 

問４ 研修未実施の理由 

問５ 他主催の研修の参加状況 

問６ 他主催研修の参加内容 

問７ 他主催の研修への未参加理由 

問８ 関係職員の資質向上のための課題・要望 

設問５ 生涯学習・社会教育推進上の課題について （複数回答可） 

①予算の確保   

②人員体制 

③事業の企画 

④事業の評価 

⑤事業の広報 
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設問番号 質問事項 

設問５ 

（つづき） 

⑥職員の資質向上 

⑦社会教育施設等の管理運営状況（指定管理制度等の導入） 

⑧ＮＰＯ等民間団体等との連携・協働 

⑨社会教育関係団体の活性化 

⑩学校教育との連携 

⑪行政内部の連携・理解促進 

⑫その他 

設問６ 生涯学習振興・社会教育行政担当課で重点的に取り組んでいる分野（ま

たは今後予定していること）及び具体的な事業等 

①青少年教育                 （複数回答可） 

②学校・家庭・地域の連携・協働 

③読書活動 

④高齢者教育 

⑤男女共同参画 

⑥家庭教育・子育て支援 

⑦環境教育 

⑧情報教育・メディア教育 

⑨キャリア教育 

⑩防災教育 

⑪人権教育 

⑫その他 

特色ある取組やアピールしたい事業等 

設問７ 社会教育関係施設について 

（1）公民館 

①中央館  ②地区館   ③分館 

（2）公民館類似施設 

（3）青少年教育施設 

（4）生涯学習センター 

（5）女性教育施設 

（6）視聴覚ライブラリー 

（7）その他の社会教育施設 

問１ 施設の数 

問２ 所管している部署 

問３ 名称・呼称 

問４ 職員体制・経験年数・社会教育主事有資格者数等 

問５ 開館時間等 

問６ 年間延べ利用者数 

問７ 主催事業講座数及び延べ参加者数 

問８ 対象エリア 

問９ 管理運営状況 
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設問番号 質問事項 

設問８ 県立生涯学習センターに期待すること（複数回答可） 

①国の動向（施設・事業）についての情報提供    

②県の施策・事業等の説明 

③他市町の特色ある事業，取組等の事例紹介 

④モデル事業等の実施，モデルプログラムの普及・啓発 

⑤講師等の情報提供 

⑥行政職員や関係団体職員等を対象とした研修会の実施 

⑦研修等支援 

⑧その他 

 

 

７ 調査票記入担当課 

番号 市町名 所  属 ＴＥＬ ＦＡＸ 

1 広島市 市民局 生涯学習課 082-504-2495 082-504-2066 

2 呉市 文化スポーツ部 文化振興課 0823-25-3472 0823-24-9807 

3 竹原市 教育委員会 文化生涯学習課 0846-22-7757 0846-22-0010 

4 三原市 教育委員会 生涯学習課 0848-64-2137 0848-64-0137 

5 尾道市 教育委員会 生涯学習課 0848-20-7444 0848-37-0233 

6 福山市 市民局まちづくり推進部 生涯学習課 084-928-1243 084-928-1229 

7 府中市 教育委員会 生涯学習課 0847-43-7181 0847-45-4233 

8 三次市 教育委員会 文化と学びの課 0824-62-6191 0844-62-6288 

9 庄原市 教育委員会 生涯学習課 0824-73-1188 0824-73-1254 

10 大竹市 教育委員会 生涯学習課 0827-53-5800 0827-53-5801 

11 東広島市 教育委員会 生涯学習課 082-420-0979 082-422-1610 

12 廿日市市 教育委員会 生涯学習課 0829-30-9203 0829-32-5163 

13 安芸高田市 教育委員会 生涯学習課 0826-42-0054 0826-42-4396 

14 江田島市 教育委員会 生涯学習課 0823-40-3037 0823-57-2711 

15 府中町 教育委員会 社会教育課 082-286-3272 082-286-3298 

16 海田町 教育委員会 生涯学習課 082-823-9217 082-823-9256 

17 熊野町 教育委員会 生涯学習課 082-820-5621 082-855-1110 

18 坂町 教育委員会 生涯学習課 082-820-1525 082-820-1523 

19 安芸太田町 教育委員会 生涯学習課 0826-22-1212 0826-22-1166 

20 北広島町 教育委員会 生涯学習課 050-5812-1864 0826-72-0608 

21 大崎上島町 教育委員会 教育課 0846-64-3055 0846-67-5444 

22 世羅町 教育委員会 社会教育課 0847-22-4411 0847-22-2766 

23 神石高原町 教育委員会 生涯学習課 0847-89-3344 0847-85-2227 
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