
１　第33期社会教育委員会議　建議テーマ

２　視察先候補一覧

№ 事業・イベント名 実施団体・個人 開催日時 会場 内容 調査方法
提案委員または

所管課(館)

1 白根図書館読書会
白根図書館、
白根図書館友の会

毎月第3月曜
14:00～16:00

白根学習館
読書の喜びを人と分かち合い、他の人
の読書体験を聞くことでより充実した
読書を実践できる。

現地視察・
ヒアリング

笹川委員

2 薬物濫用防止教室 白根ライオンズクラブ
平成31年1月24日
(木)14:50～15:40

新潟市立味方中学校
子ども達へ薬物濫用の恐ろしさを伝
え、薬物に関わることなく人生を有意
義に送ることを語る教室。

現地視察・
ヒアリング

笹川委員

3 神楽舞の練習 西白根神楽舞保存会
平成31年7～8月
毎週月曜、木曜
19:00～21:00

謙信組集落センター
地域の小学生20名に、100年前より伝わ
る郷土芸能を教えることで、地域愛や
誇りを持たせている。

現地視察・
ヒアリング

笹川委員

4 めだかの学校 ゆいぽーと
11月10日(土)、
12月8日(土)
15:30～17:00

ゆいぽーと

野坂昭如・竹内式部どちらも新潟に関
係した人物を取り上げ、幅広い世代か
ら参加している。竹内式部は、この施
設の前身である二葉中学校でも取り組
んだ課題である。新潟市が社会人のた
めに設けたこの施設の取り組みに注目
したい。

現地視察・
ヒアリング

杉山委員

5
中高生みらい探究ラボ
「SPiRAL」

みらいずworks 1月 未定
半年間の活動発表会「新潟港の魅力を
発見し、動画で発信する」

現地視察・
ヒアリング

本間委員

6
味方中学校3年　笹川邸活
性化ＷＳ①

みらいずworks 11月7日 味方中学校
笹川邸ガイドの体験を振り返り、コ
ミュニティー協議会のみなさんの想い
を聴く、アイディアを発想する

現地視察・
ヒアリング

本間委員

7
味方中学校3年　笹川邸活
性化ＷＳ②

みらいずworks 11月14日 味方中学校 アイディア発表会
現地視察・
ヒアリング

本間委員

【社会教育委員会議】　調査・研究のための視察について

建議テーマ 趣 旨

社会教育による次世代育成について

　少子化や人口減少社会の中で、若者の他都市への流出が進み、社会教育の活動者自体が減少し、地域において新た
な担い手の育成が課題となっている。
　そうした地域で「世代を超えた学びの継承と創造」を行い、世代を超えた交流を行うことで、地域づくりや社会教
育の新たな担い手となる人々を育成していくことが重要である。
　一方、既にある様々な学習活動を新たな学びにつなげ、「いろいろな世代の学びを充実」させることで、社会教育
活動等の担い手になる人々を生み出していくことも求められている。そのために社会教育として何ができるのかを調
査・検討する。

1

資料２



２　視察先候補一覧

№ 事業・イベント名 実施団体・個人 開催日時 会場 内容 調査方法
提案委員または

所管課(館)

8 つばめ産学協創スクエア つばめいと 不定期
つばめ産学協創

スクエア

スクエアを拠点に学生を地元の企業に
紹介する取組み。企業の情報を収集・
提供する機会をつくり、燕の企業内に
新しい価値を持った人材を生み出すね
らい。

現地視察・
ヒアリング

本間委員

9
新潟市若者支援センター
「オール」

新潟市 月～金曜日 万代市民会館

15歳から39歳までの若者を対象として
支援する施設。「相談」「居場所」
「事業」の3本柱で構成。若者を支援す
るユースアドバイザーによるミニ講座
を開催するほか、若者の自主企画を支
援し、交流支援を行っている。

現地視察・
ヒアリング

田中(宏)委員、
山田委員

10 フリースクール　水野谷塾 水野谷塾 不定期
水野谷塾

（村上市）

自然体験、農業体験、職業見学・体
験、また、野菜の栽培、調理などの体
験から、生きていくために必要な技を
学び取る。異年齢の人との交流を通
し、互いに学び合い、認め合い、支え
あう関係を体感する。

現地視察・
ヒアリング

渡邉委員

11 ゆめの木学園 (株)Dream Advance 月～土曜日
ゆめの木学園
（西区青山）

プレ幼稚園・学童保育・習いごと教室
で構成。"家庭と学校"以外で、子ども
たちが安心して健やかにのびのび育つ
よう見守る。

現地視察・
ヒアリング

渡邉委員

12 マンガ家志望者支援事業
新潟市、JAM日本アニ
メ・マンガ専門学校

出張編集部添削会：
9月29日（土）・10月21
日(日）・1月26日(土）

一般向け：10月20日
(土）13時～17時

出張編集部添削会：
JAM日本アニメ・マ
ンガ専門学校

一般向け事業：
新潟市マンガの家

新潟は多くのマンガ家を輩出してい
る。そこで、マンガ家を目指す市民を
バックアップするため、原稿を多くの
出版社に見てもらう機会を増やすた
め、出張編集部添削会として編集者に
新潟に来てもらい、原稿を見る機会を
創出するとともに、一般向けのマンガ
家によるトーク&実演・公開添削会も行
う。

視察のみ 文化政策課

13 鳥屋野潟市民探鳥会

にいがた野鳥の会、日
本野鳥の会新潟県、新
潟県愛鳥センター、新
潟市

平成30年12月2日
(日)8:00～10:00

鳥屋野潟
（新潟県立鳥屋野潟
公園鐘木地区）

野鳥の会等との共催により実施してお
り、探鳥会当日は20～30代の会員から
も探鳥指導を行ってもらっている。市
民に自然に親しむ機会を提供すること
により、自然環境保全の新たな担い手
育成にもつながっている。

現地視察・
ヒアリング

環境政策課
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№ 事業・イベント名 実施団体・個人 開催日時 会場 内容 調査方法
提案委員または

所管課(館)

14 佐潟市民探鳥会 新潟市
平成31年1月20日
(日)7:30～10:30

佐潟
(佐潟水鳥・湿地セ
ンター)

野鳥の会の協力を得て実施しており、
探鳥会当日は20～30代の会員からも探
鳥指導を行ってもらっている。市民に
自然に親しむ機会を提供することによ
り、自然環境保全の新たな担い手育成
にもつながっている。

現地視察・
ヒアリング

環境政策課

15
大学生と地域の協働による
人・地域・学校づくり支援
事業

北区地域総務課、
新潟医療福祉大学

平成31年2月19日
フォーラム

北区地域総務課

北区内の小・中学校等と新潟医療福祉
大学、地域、行政が連携し、児童生徒
の学習環境等のバックアップと将来を
担う人材育成の支援を行うとともに、
協働に関する意識の向上や人づくりを
支援します。

現地視察・
ヒアリング

北区地域総務課

16 指導者養成講座 指定管理者 不定期 ゆいぽーと

ゆいぽーと職員等が講師となり、青少
年育成活動指導者養成講座を開催し、
将来は子どもたちの指導にあたっても
らえるよう、履修者をゆいぽーとの指
導者登録に繋げる。

視察・
ヒアリング

地域教育推進課

17 成人式実行委員会 成人式実行委員会 未定 新潟市役所本庁舎
成人式当日のプレイベント等の企画・
実施

視察・
ヒアリング

地域教育推進課

18
ひよこファミリーらんど
（乳・幼児期家庭教育学
級）

中央公民館

毎週火曜日 10:00～
16:30
毎月第１・第３木曜日
13:00～16:30

中央公民館

乳児期や幼児期家庭教育学級の受講生
が学んだ知識や経験を活かし、子育て
中の親子の居場所でスタッフとして活
動している。居場所に参加する保護者
に対して、アドバイスや話し相手とし
て子育て支援を行っている。

現地視察・
ヒアリング

中央公民館
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19
コニュニティーコーディ
ネーター講座
（白根公民館×白根高校）

みらいずworks 11月1日 白根高校

地域課題への取り組み方レクチャー、
ミッション発表「大通り商店街の活性
化（シルバー×青年の交流）アイディ
アを考える」

現地視察・
ヒアリング

本間委員

20
コニュニティーコーディ
ネーター講座
（白根公民館×白根高校）

みらいずworks 11月21日 白根高校
「「大通り商店街の活性化（シルバー
×青年の交流）」アイディアを具体的
に考えよう

現地視察・
ヒアリング

本間委員

21
コミュニティ・コーディ
ネーター育成講座

白根地区公民館
平成31年1月23日
(水)16:10～17:30

大通地域生活ｾﾝﾀｰ
又は白根学習館

次世代のコミュニティ・コーディネー
ター育成を目的とした講座を白根高校
生を対象に11月から実施。講座では、
地域課題解決に向けたアイデアを地域
探索やグループワーク等を通じて高校
生が考え、そのアイデア発表会を1月23
日に行う。
＜地域課題＞
大通コミ協では、地域の高齢化問題対
策として、地域住民同士のコミュニ
ケーションをより深めることが重要と
考えており、住民同士がコミュニケー
ションを深めるにはどうしたらたよい
か、高校生がアイデアを考える。

アイデア発表
会の傍聴

白根地区公民館

22
子育てなんでもDaijobu
（だいじょうぶ）

子育てネットワーク
Daijobu（だいじょう
ぶ）

10/4、10/25、11/1、
11/15、12/13（決定分、
以降未定）
10:00～12:00

坂井輪地区公民館

受講生として参加した方が、スタッフ
となって講座の企画及び運営、保育な
ど子育て期の学習支援と「しゃべり
場」による地域交流を行っている。
（1/29にイベント開催予定）

現地視察・
ヒアリング

坂井輪地区公民館

23

地域コミュニティ活動活性
化支援事業「中之口大学地
域活性化事業」“中之口を
知ろう！～楽しく・おいし
く！～”

・中之口若者有志グ
ループ「やっこて」
・中之口地区公民館

平成29年3月18日
(月)

西蒲区
中之口地区公民館

中之口の次世代を担う若者が中之口の
良さを発信する活動を実施した。
【ディスカッション】パネラー（若者
有志グループと地元元村長、公民館
長）が中之口の「ごっつお」（中之口
地区に伝わる「ごちそう」のこと）を
語ることを通して、「昔」と「今」と
「これから」を、各世代で語り合う。
その様子を聞いてもらう。その中か
ら、「地元の新しい発見があるかも？
見方が変わるかも！？」として、この
地域の将来を考えてもらう。

若者グループ
とのヒアリン
グ

中之口地区公民館
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24 ブックスタート 各中心図書館 1歳誕生歯科健診時
地域保健福祉セン
ター

新潟市子ども読書活動推進計画に基づ
き、乳幼児と保護者が絵本を介して
ゆっくりこころふれあうひとときを持
つきっかけをつくるため、乳幼児を持
つ保護者に読み聞かせの大切さを理解
してもらい、日常的に絵本に親しむ機
運を醸成するもの。

現地視察
中央図書館

（中心図書館）

25
「パソコン若葉」
（初心者向けＰＣ講座）

新潟市、パソコン指導
ボランティア

第1、第3木曜
10:00～12:00

生涯学習センター

当初受講生として参加した方が、現在
はパソコンサポーターとしてボラン
ティア登録し、講師を務めており、新
たな担い手の育成につながっている。

現地視察・
ヒアリング

生涯学習センター

26
地域と学ぶパソコン教室
「エール」

新潟市、新潟高度情報
専門学校

平成30年12月2回
平成31年2月2回

生涯学習センター

地域の専門学校の学生と協働で、パソ
コン初級者向けの講座を開催。教える
人と教わる人とが共に学べる環境づく
りに一体となって取り組んでいる。世
代を超えた交流を通し、若い世代の人
材育成につなげる。

現地視察・
ヒアリング

生涯学習センター

27 そらいろ子ども食堂
新潟青陵大学、新潟県
立大学

月1回
第1土曜日

白新コミュニティ
ハウス

『地域まるごと家族』をコンセプトに
学生主体で取り組んでいる活動。子ど
も達が様々な人とふれあい成長できる
場所づくりを目指している。

現地視察・
ヒアリング

生涯学習センター

28 新潟砂丘遊々ウォーキング

新潟砂丘遊々会
（事務局：新潟国際情
報大学　小林満男研究
室）

日程要相談

※10/20（土）
13:30～16:00
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

新潟国際情報大学
（西区赤塚）

ウォーキングイベントやシンポジウム
を開催し、西区赤塚地域の豊かな自然
と歴史を知るとともに、その魅力を発
信している。事務局は、国際情報大学
の学生が担当している。

現地視察・
ヒアリング

生涯学習センター

参
考

尚絅学院大学 松田道雄特任教授
尚絅学院大学
（仙台市）

伊比委員
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