
平成３１年度 伯耆町社会教育計画 
平成３１年４月 1日
伯耆町教育委員会

豊かな心が育つまち 
～学び続けることができる環境づくり～ 

生涯を通じて学ぶ

ための環境の提供 

豊かな人間性の創造 
人権尊重のまちづくり 

青少年の健全育成 

施策方針

・生涯学習の推進

・生涯学習施設の環境整備

・青少年の健全育成

・家庭教育の支援

あらゆる人権尊重のまちづくり

文化財・史跡の保存と活用

地域文化の振興

基本目標

スポーツで心と体の 

健康づくり 

・生涯スポーツの推進

・スポーツ施設の環境整備

写真芸術文化の振興

豊かな心が育つまち

～学び続けることができる環境づくり～ 



．



計画の概要 

１．はじめに 

 平成３１年度の社会教育計画の策定にあたっては、「伯耆町教育振興計画」及

び中央教育審議会が本年３月に答申を行った「人口減少時代の新しい地域づく

りに向けた社会教育の振興方策について」を意識しつつ、社会教育等の分野にお

ける責務を着実に前進させることを目的として策定した。 

２．基本目標 

 基本目標に「豊かな心が育つまち」～学び続けることができる環境づくり～を

引き続き掲げています。 

少子高齢化、急速な科学技術の発展やグローバル化の進展などの社会の急激

な変化に対応するためには、絶えず新たな知識や技術を習得すること、学び続け

ることが必要である。そのために社会教育施設では、住民のニーズに対応した課

題を把握するとともに、施設として必要と考える課題の学習機会を提供するこ

とが求められる。 

また、制度発足から１０年を経過する、地域学校協働活動においては、社会教

育に求められる部分がより大きくなってきている。各施設が、地域と学校をつな

ぐ結節点の一つとなりより強く相互に交流を広げていくことが重要な課題とな

ってくる。このために、地域の特徴を理解した特色ある事業を展開しながら、よ

り多くの町民に参画してもらえるような仕組みを作り上げていくことが望まれ

る。 

３．施策方針 

 この計画では、それぞれの分野における施策方針を定めている。施設において

は、求められる機能を十分に発揮し、方針に基づき事業を展開するものである。 

 また、分野ごとの方針を理解し、各施設が相互に連携を図ることでより効果的

な事業の展開が可能となり、限られた資源の有効活用に繋げていく。 



施策方針と事業展開方針 
１．学び続ける環境づくり

主要施策 具体的施策 具体的事業 

（１）生涯学習の推

進

①公民館を核とした生

涯学習の充実 

・生涯学習情報の発信 

・子ども体験活動 

・土曜授業等実施支援事業 

・成人講座（成人講座、女性学級等） 

・高齢者教室 

・公民館まつり 

・町民運動会 

・各種同好会、自主活動サークルの活性化 

・公民館連携事業 

（４館合同研修会、文集発行、定例会など） 

②図書館の利用促進

と読書活動の推進 

・図書館情報の発信 

・子供読書推進活動事業 

ブックスタート、ブックセカンド、ブックサード

・おはなし会事業（にこにこおはなし会） 

・出前読み聞かせ事業 

・こどもの読書週間事業 

・読書グランプリ事業

・土曜授業等実施支援事業 

・あたまイキイキ音読教室 

・布絵本製作事業（ちくちく教室）

・出前図書館 

・還元事業（リサイクル市） 

・団体貸出、本の配送事業 

・デジタルアーカイブ用機器の購入 

③文化センターにおけ

る社会福祉・健康対

策に関する事業の

推進 

・文化センター情報の発信 

・社会福祉に関する事業 

  各種教室事業、１００円ランチ 

・健康対策に関する事業 

  ミニデイサービス事業 

・健全な遊びの提供事業 

  日常児童活動、工作教室 

・健康増進事業 

  親と子の食事セミナー 

・情操を豊かにする事業 

  絵本の読み聞かせ、三町交流会、茶道教室 

・地域活動の育成・組織づくり 



主要施策 具体的施策 具体的事業 

 ④「共育」の環境づくり ・地域学校協働活動本部事業の充実 

  学校支援活動事業、伯耆未来塾事業 

・放課後子供教室事業 

・聴講生事業 

（２）生涯学習施設

の環境整備 

①公民館の環境整備 ・公民館の維持管理 

②図書館の環境整備 ・図書館施設の維持管理 

③文化センターの環境

整備 

・文化センターの維持管理 

④鬼の館の環境整備 ・鬼の館の維持管理 

・多目的グランドを付帯施設へ変更 

・鬼の館改修事業の計画策定 

⑤写真美術館の環境

整備 

・写真美術館の維持管理 

・写真の展示環境の整備 

⑥青雲寮の環境整備 ・青雲寮の維持管理 

・複合施設への改修工事の計画策定 

⑦文化財保存施設の

整備 

・文化財保存施設の維持管理 

・文化財周辺環境保全 

２．スポーツや運動を通じての心と体の健康づくり 

主要施策 具体的施策 具体的事業 

（１）生涯スポーツ

の推進 

①生活のなかにスポー

ツがある暮らしの支

援 

・幼児、子どものスポーツ活動の推進 

   子ども体力向上事業 

   スナッグゴルフ大会等開催事業 

・小中学生のスポーツ活動の推進 

   指導者育成支援事業 

   スポーツ団体等連絡会設置事業 

・ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

   ラジオ体操普及事業 

   スポーツイベント等啓発事業 

②スポーツでつながり

広がる交流・連携の

推進 

・スポーツ交流の充実、支援 

各種スポーツ大会開催事業 

スポーツ推進委員活動支援事業 

・競技スポーツの支援 

スポーツ優秀選手等活動支援事業 

スポーツ、芸術顕彰事業 

③いつでも気軽にスポ

ーツができる環境の

整備 

・スポーツ団体等の活動支援 

   各種スポーツ団体の育成、活動支援事業 

   スマイリースポーツクラブ連携支援事業 



主要施策 具体的施策 具体的事業 

（２）生涯スポーツ

施設の環境整

備 

①町民グランド・クラブ

ハウスの環境整備 

・町民グランド・クラブハウスの維持管理 

②岸本体育館の環境

整備 

・岸本体育館の維持管理 

③溝口体育館の環境

整備 

・溝口体育館の維持管理 

④二部体育館の環境

整備 

・二部体育館の維持管理 

⑤溝中グランドナイタ

ーの環境整備 

・溝中グランドナイターの維持管理 

⑥岸本武道館の環境

整備

・岸本武道館の維持管理

⑦溝口武道館の環境

整備 

・溝口武道館の維持管理 

⑧海洋センターの環境

整備

・海洋センターの維持管理

⑨グランドの環境整備 ・ラクビー場、多目的グランド、グラウンドゴルフ

場、ゲートボール場の維持管理 

⑩野球場の環境整備 ・野球場の維持管理 

・野球場スタンドの修繕工事 

⑫公園の環境整備 ・公園の維持管理 

・自動芝刈り機の導入 

３．青少年の健全育成

主要施策 具体的施策 具体的事業 

（１）青少年の健全

育成 

①社会環境の浄化と

非行防止 

・あいさつ運動の推奨 

・地域安全パトロール 

・少年を守る店啓発事業 

・有害環境の浄化活動 

・成人式 

②青少年によるボラン

ティア・体験・交流活

動の推進 

・高校生ユースセミナー 

・通学合宿 

・読谷村教育交流事業 

（２）家庭教育の支

援 

①家庭教育支援チー

ムによる子育て支援 

・家庭教育支援チームの活動強化、ケース会議 

・「家庭教育ハンドブック」の活用推進 

②家庭の健全化を図

るための活動 

・青少年育成伯耆町民大会 

・家庭の日の推進 

・家庭教育講演会 



４．人権尊重のまちづくり 

主要施策 具体的施策 具体的事業 

（１）あらゆる人権尊

重のまちづくり 

①相談業務の充実 ・各種相談会の開催・周知 

・生活相談員の配置 

②人権教育・啓発

の推進 

・各種人権意識の啓発 

・人権教育推進員の配置 

・ひまわりセミナーの開催 

・研修会の開催 

・各種研修会・大会への派遣 

③人権教育・啓発

推進協議会事業

の推進 

・人権教育・啓発推進協議会の運営 

・明るいまちづくり懇談会の開催 

・人権啓発標語の募集・表彰 

・人権カレンダーの発行 

・人権だよりの発行 

・人権・同和問題実践研究交流会の開催 

④文化センターに

おける人権に対

する理解を深め

る活動 

・地区学習会 

・学習会運営協議会 

・人権講座 

・だんだんまつり 

・センターだよりの発行 

・交流研修事業 

５．多様な芸術文化を通じた体験・交流の推進 

主要施策 具体的施策 具体的事業 

（１）文化財・史跡の保

存と活用 

①文化財の調査及

び保護 

・文化財保護審議会の運営 

・遺跡文化財調査事業 

・文化財保存事業の実施 

②文化財を活用し

た事業の充実 

・文化財展示事業の実施 

・文化財見学事業の実施 

（２）地域文化の振興 ①文化振興会事業

の推進 

・文化振興会の運営 

・視察研修、講演会の開催支援 

・文化展の開催支援 

・音楽祭の開催支援 

・歴史文化事業の開催支援 

②地域文化活動の

支援 

・地域文化団体の支援 

・鬼の館の利用者への活動支援 

・鬼の館コンサートピアノの活用事業 



主要施策 具体的施策 具体的事業 

（３）写真芸術文化の

振興 

①写真芸術文化の

振興 

・展覧会、企画展の開催 

・アマチュア写真家の活動支援 

・フォトコンテストの開催 

・フォトスクールの開催 

・ワークショップの開催 


