
 

 

 

  

【概要版】



 

計画改定の背景 

国等の状況 
我が国の⼈⼝は平成 20（2008）年度をピークに減少に転じており、今後も⼈⼝減少・少⼦⾼齢化が進ん

でいくと予想されます。また、グローバル化の進展に伴う激しい国際環境の変化の中にあって、学校を取り
巻く状況も、課題が複雑化・多様化し、地域社会のつながり・⽀え合いの希薄化などの様々な課題に直⾯し
ています。今後、⽣涯学習⾏政には、地域・学校連携強化の取組、⼈々のライフスタイルの変化やＩＣＴの
進展に適応した取組及び東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技⼤会（以下、「東京 2020 ⼤会」とい
う。ただし施策名はのぞく。）の開催に向けた取組等の充実が求められています。 

 

・平成 28（2016）年５⽉、中央教育審議会答申「個⼈の能⼒と可能性を開花させ、全員参加による課題解
決社会を実現するための教育の多様化と質保証の在り⽅について」において、学習の成果が広く社会的に
活⽤されることによって、さらなる学習活動へとつながることで「学び」と「活動」が循環する⽣涯学習
社会の実現について⾔及。 

・⽣涯学習を取り巻く状況は、⺠間の教育事業を中⼼に、ｅラーニングの講座も多く開設されるとともに、
ＳＮＳを通じた学習コミュニティが形成。 

・国境を越えて世界の⼤学の講座を配信するＭＯＯＣ（⼤規模公開オンライン講座）の拡⼤、タブレット端末
やスマートフォンを利⽤した学習等、教室で講座を受けるという従来の⼈々の学習スタイルが⼤きく変化。 

・東京 2020 ⼤会の開催に当たり、国や東京都では普及啓発事業として⽂化的な取組や事業を推進。 
 

港区の状況 
・平成 26（2014）年 10 ⽉、教育を取り巻く様々な状況や課題に的確に対応するため、今後 10 年間の港区

の教育⾏政の根幹となる基本理念や⽬指す⼈間像を⽰す「港区教育ビジョン」を策定。 

・平成 27（2015）年２⽉、「港区教育ビジョン（港区教育⼤綱）」のもと、⽣涯における学ぶ機会の充実や
体制の整備に取り組むため、「港区⽣涯学習推進計画」を策定。 

・児童・⽣徒が社会性を育み、積極的に学ぶ意欲が持てるような教育環境の整備を進めていくため、学校と
地域、企業、ＮＰＯ等との関わりを⼀層強め、特に地域と学校が連携・協働する仕組みづくりを促進。 

・平成 27（2015）年度〜、区等が実施する講座・講演会を動画配信するＩＣＴを活⽤した学習機会の提供。 

・平成 29（2017）年度〜、学びの成果を⽣かして地域社会で役⽴てる「学びの循環」の仕組みづくり事業
を開始。 

・各総合⽀所をはじめ、関係部署において⽣涯学習の要素を含む特⾊ある多くの事業を展開。 

・今後、区の⽣涯学習⾏政には、これまでの取組に加え、⼈⼝の増加を⾒据えた各年代に応じた多様な学習
の機会の創出、⼦どもの教育環境をより良くするための学校と地域をつなぐ「参画・協働」の取組の推進、
東京 2020 ⼤会を⾒据えた⽂化プログラムの展開などが求められている。 

 

計画の⽬的 

「港区⽣涯学習推進計画」は、教育⾏政に限らず、区の⽣涯学習に関する取組を体系化し、区全体で⽣涯
学習を推進する体制を整えるとともに、全ての⼈の学びの意欲に応え、⾃主的・主体的な学習の⽀援に取り
組むことで、「港区教育ビジョン（港区教育⼤綱）」の実現を⽬指します。 
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現状 課題 

(１)⽣涯学習施設の充実 
①⽣涯学習情報・相談機能の充実 

 

○区ホームページに⽣涯学習情報を掲載、⽣涯学習センター学習情報ルーム
に⽣涯学習情報⼀覧等を置くとともに、サークル等の案内掲⽰を⾏ってい
る。 

○相談内容が多い事例を紹介する事例集Ｑ＆Ａを作成し、⽣涯学習施設の受
付に設置している。 

○アンケート調査結果※から、区の⽣涯学習施設を利⽤している⼈は、在住
者より在勤者が多い。 

●区の事業に加え、企業、⼤学、ＮＰＯ等の⽣涯学習に関する情報をより積
極的に収集するとともに、ＩＣＴを⼗分に活⽤した情報提供や、施設内掲
⽰板等を活⽤し、社会教育関係団体等が持つ情報を共有する仕組みが必要。

●場所や時間に制限されない相談の受付体制の整備、相談機能の周知、団体
が抱える活動上の課題等を相互に相談し合える関係構築の⽀援が必要。 

●在住・在勤者それぞれのニーズに応じた様々な学習ができる環境の整備が
必要。 

②⽣涯学習施設の整備・充実 

 
○利便性の向上を図るとともに、施設の設備や充実についての検討を⾏って

いる。 
○アンケート調査結果から、区の⽣涯学習施設の認知度が低い。 

●区⺠ニーズ及び⽣涯学習施設を取り巻く周辺状況を踏まえ、整備・充実に
向けた⼀層の検討が必要。 

●⽣涯学習施設の認知度向上の取組が必要。

(２)学習機会の充実 
①だれでも学べる機会の充実 

 

○区ホームページや紙媒体による情報発信を⾏っている。 
○動画配信などＩＣＴを活⽤した取組を推進している。 
○アンケート調査結果では、⽣涯学習ができない理由として、在住者の３割

半ば在勤者の約４割が「仕事や家事が忙しくて時間がない」と回答してい
る。 

○アンケート調査結果では、⽣涯学習を⾏っていないという区⺠が２割以上
となっている。 

●関係団体間の連携強化と情報共有。 
●機器の操作に関する単独の講座の開催。 
●いつでもどこでもだれでも学べる取組の推進。 
●区⺠の⽣涯学習への関⼼を促すための情報発信が必要。 

②ライフステージに応じた学びの機会の充実 

 

○区では総合⽀所をはじめ各所管で区⺠に様々な学習機会を提供している。 
○アンケート調査結果では、在住・在勤者ともに「⽣涯学習をしてみたい」

という回答が半数以上となっている。 
○東京 2020 ⼤会に関連する講座や外国⼈を対象とした⽇本⽂化を理解する

講座を実施している。 

●各総合⽀所をはじめ、区全体で連携した⼀層の学習機会の提供が必要。 
●区の⼈⼝動態等をふまえたライフステージごとの学習ニーズにあった学び

の機会の充実。 
●気運醸成の取組を今後⼀層充実し、東京 2020 ⼤会を契機とした⽂化交流

の機会の充実。 

③学びの成果を⽣かす機会の充実 

 

○学びの成果を⾃分以外のために⽣かしたい意欲に応えるための事業を推進
している。 

○アンケート調査結果から、学びの成果を⽣かしたいと考える⼈は半数以上
いる。 

●学びの成果を⽣かす⼈のスキルアップの取組が必要。 
●区⺠が主体的に学びの成果を⽣かすための機会の充実。 

(３)多様な学習資源を活⽤した循環する学びの構築 
①学びの循環の仕組みづくり 

 
○「学びの循環」に関わる⼈の交流・連携の取組が進められている。 ●各総合⽀所をはじめ、区全体で「学びの循環」に関わる⼈の交流・連携・

活動の場をコーディネートする⼈材の育成が必要。

②多様な学習資源の活⽤ 

 
○多様な学習資源を活⽤し、学校を⽀援する取組を⾏っている。 
○区⺠、ＮＰＯ等地域団体、地元企業、地⽅都市等と連携した取組を推進し

ている。 

●学校にも知識・技能や経験を⽣かす⼈と活動の場を結ぶコーディネーター
の充実が必要。 

●主体間の連携を強化し、多様化する区⺠のニーズに対応することが必要。
  

港区の⽣涯学習に関する現状と課題                   ⽣涯学習の推進                
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基本⽬標１ ⽣涯学習施設の充実 

施策 新規／重点 事業 

⽣涯学習情報・相談 
機能の充実 

重点 ①⽣涯学習情報の発信強化 

重点 ②相談機能の充実 

⽣涯学習施設の整備・ 
充実 

重点 ③⽣涯学習施設の整備・充実 
 

施策 新規／重点 事業 

学びの循環の仕組み 
づくり 

重点 
①⾃主的な区⺠⼤学（みなと学びの循環 

事業）（再掲）

新規 ②みんなでまちをよくする「ミナヨク」 

多様な学習資源の活⽤ 

重点 ③学校⽀援地域本部事業 

新規 ④企業・ＮＰＯ等連携事業 

新規 ⑤芝ＢｅｅＢｅｅʼｓプロジェクト 
 

基本⽬標３ 多様な学習資源を活⽤した 
      循環する学びの構築 

施策 新規／重点 事業 

だれでも学べる機会の 
充実 

重点 ①ＩＣＴを活⽤した⽣涯学習事業の推進 

重点 ②ＩＣＴに関する学習活動の推進 

新規 ③⾃殺予防のための情報提供と普及・啓発

ライフステージに 
応じた学びの機会の 
充実 

重点 
④ＩＣＴを活⽤した⽣涯学習事業の推進
（再掲）

重点 
⑤⾃主的な区⺠⼤学（みなと学びの循環 
 事業）

新規 
⑥東京 2020 オリンピック・パラリンピ

ック競技⼤会を契機とした⽣涯学習事
業の実施

新規 ⑦港区⽂化プログラム推進事業 

学びの成果を⽣かす 
機会の充実 

重点 
⑧⽣涯学習講座提供事業（まなび屋）の 
 充実

 

基本⽬標２ 学習機会の充実 

新規・重点事業⼀覧⽬指すべき姿

３ ４ 

※平成 29（2017）年５⽉から６⽉に、満 18 歳以上の港区在住者、在勤者 2,100 ⼈を対象に実施した「港区⽣涯学習推進計画の改定に向けたアンケート調査」。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な新規事業・重点事業※ 

基本⽬標１ ⽣涯学習施設の充実 

５ ６ 

基本⽬標２ 学習機会の充実 

基本⽬標３ 多様な学習資源を活⽤した循環する学びの構築 

① ⽣涯学習情報の発信強化 

 より多くの⼈に⽣涯学習情報が届くよう、「⽣涯学習情報⼀覧（まなメニュー）」や学習情報ルームで収集 
した⽣涯学習情報、社会教育関係団体の活動紹介等の紙媒体である情報 
を電⼦化し、ＩＣＴを活⽤した閲覧に取り組みます。 
 また、⽣涯学習センターのホームページの機能向上を図り、企業やＮ
ＰＯ等が提供する⽣涯学習の情報や、社会教育関係団体等の活動に関す
る情報を掲載できるよう整備します。 
 さらに、ＳＮＳ、ホームページ等を活⽤した講座や講演会の案内や、
事業の対象者に直接的に情報が⾏きわたるような⼯夫を⾏うなど、⽣涯
学習情報の積極的な発信強化に取り組みます。 

⇒本編 P37重点

① ＩＣＴを活⽤した⽣涯学習事業の推進 

 学習機会の充実を図るため、⽣涯学習に関する講座に参加
できない⼈々に向けて、いつでも、どこでも、だれでも視聴
できるよう、区や関係団体が実施する⽣涯学習に関する講座
や講演会を映像化し、区ホームページや⽣涯学習センターの
ホームページ等で動画として配信しています。また、区内企
業や⼤学と連携して、配信する講座の充実に努めます。 
 いつでも、どこでも、だれでも学べる環境の整備として、
テロップや⼿話通訳の導⼊を進めています。 

⇒本編 P40重点 

⑤ ⾃主的な区⺠⼤学（みなと学びの循環事業） 

 学びをとおして地域や世代を超えた⼈のつながりが⽣まれるよう、学び
の成果を⽣かしたい⼈や、学びをとおして社会に参加したい地域の⼈々が
集い、⾃主的・主体的に講座や事業等を企画します。 
 ファシリテーターを配置し、企画会議において企画の⾃主運営⽅法等の
学習・実践の場を提供します。また、⽣涯学習センターは、参加者から提
案のある講座や事業等に対し、開催に係る準備スペースや会場の提供等の
⽀援を⾏います。今後は、参加者が継続して活動できるような運営の仕組
みや、各総合⽀所をはじめ、関連部署において実施している⼈材育成事業
などの参加者が活躍できる場の構築を進めます。 

⇒本編 P46重点

⑥ 東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会を契機 
 とした⽣涯学習事業の実施 

 東京 2020 ⼤会は、世界の⼈々との触れ合いや異⽂化交流につながる絶
好の機会となります。 
 東京 2020 ⼤会に向けた気運醸成
の取組として、オリンピック・パラ
リンピックに関連する講座や、外国
⼈を対象とした⽇本⽂化を紹介する
講座を実施します。また、東京 2020
⼤会後も⽇本⽂化等の継承の取組
や、異⽂化交流につながる取組など
を継続して⾏います。 

⇒本編 P46新規

③ 学校⽀援地域本部事業 

 学校と地域が連携し、より多くの地域の⼈々が学校教育に関わることによる教育⼒の向上や、教員の負担を軽減して児童・⽣徒と
向き合う時間を増やす環境を整備します。 
 総合的な学習の時間等における外部講師等の派遣依頼に対応する企業やＮＰＯ等の情報や、
職場訪問・職場体験に協⼒を得られる事業所の情報を提供しています。 
 今後は、現在⾏っている学習⽀援を継続しながら、各学校のニーズに応じたきめ細かな⽀援
が⾏えるよう、各⼩・中学校に学校⽀援地域本部（地域学校応援団）を順次設置し、地域コー
ディネーターを配置していきます。また、地域コーディネーターが活動を継続的、かつ円滑に
⾏えるよう「地域コーディネーター研修会」を実施します。 

⇒本編 P52重点 ④ 企業・ＮＰＯ等連携事業 

 区の多様な資源を活⽤し、⼀⼈ひとりの⽣涯を通じた学びを⽀え、つなぎ、⽣か
すことを⽬的に、企業や、ＮＰＯ等と連携して、
企業・ＮＰＯ等が持つ知識・技術を活⽤した、
魅⼒ある多様な分野の講座を実施します。 

⇒本編 P53新規

重点新規 ：新規事業 ：重点事業 

⽣涯学習情報⼀覧（まなメニュー）等

企業による親⼦向け講座の様⼦ 

放課ＧＯ→おだいばオリ・パライベントの様⼦

地域コーディネーター研修会の様⼦

② 相談機能の充実 

 ⽣涯学習センターでは、ＩＣＴを活⽤した、場所や時間に制限されない相談の受付体制を整え、適切な
学習講座の案内や学習⽅法等について助⾔を⾏います。 
 また、⾃主的な団体の活動内容や運営に関して、社会教育関係団
体同⼠が相談及び情報交換を⾏える場となる懇談会や掲⽰板等を活
⽤したグループ相談を実施するとともに、施設職員が直接学習室に
出向き、学習⽅法等について気軽に相談ができる体制を整えます。 
 さらに、施設や区ホームページ等で、相談内容の事例を紹介でき
るよう、相談事例集を作成します。また、これらの相談を充実する
ため、施設職員の専⾨知識の習得に努めます。 

⇒本編 P38重点

学習活動に関する相談の様⼦

※掲載事業は、新規事業・重点事業の中から抜粋。 



 

 

計画改定の⽅向性 

これまでの取組の成果と⽣涯学習状況の変化に伴う新たな課題、区⺠アンケートの結果等を踏まえ、以下
の⽅向性を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置付け 

「港区⽣涯学習推進計画」は、⽣涯学習分野における具体的な取組を推進するための基本的な考え⽅や施
策を⽰すものです。また、「港区基本計画・港区実施計画」をはじめ、学校教育やスポーツ、⼦ども読書活
動などの教育分野の各計画のほか、保健福祉、防災、環境等の関連計画と整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

区の⽣涯学習拠点機能の⼀層の充実を図ります。 1 
各ライフステージに応じ、新たな知識・技術を習得する学習環境
を整備します。 2 
学びの成果を適切に活⽤し、社会参画や地域社会の共助に向けた 
取組を強化します。 3 



 

 

計画の期間 

計画の期間は、平成 27（2015）年度からの６年間を計画期間とする「港区⽣涯学習推進計画」の後期３
年に該当する平成 30（2018）年度から平成 32（2020）年度までとします。 

 

 

 

 

 

推進体制 

「港区⽣涯学習推進計画」の推進に当た
っては、区⺠をはじめ、学校、家庭、地域、
企業、ＮＰＯ等の様々な主体が連携・協働
する体制を構築し、⽣涯学習の取組を進め
ます。 

 

 

 

進⾏管理 

本計画に計上した施策は、計画【Plan】実⾏【Do】
点検・評価【Check】⾒直し・改善【Action】のサイク
ルで着実に推進します。 

計画の最終年度となる平成 32（2020）年度に、それ
までの達成状況を点検及び評価し、その結果を踏まえ
次期計画を策定します。 
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