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目 
的 

対 象 市民 
意 図 生涯にわたり学習し，学んだことをまちづくりに生かす 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ112＞ 

市民が生涯を通じて学習に取り組み，いきいきと豊かな人生をおくることができるよう支援するとともに，学んだ成

果が市民同士の交流やまちづくりに生かされるよう，生涯学習を振興していきます。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 生涯学習情報システム

のアクセス数【☆】 
7万3,071件 5万9,654件 ８万9,996件 ８万3, 014件 6万8,000件 

２ 公民館や図書館の満足

度【☆】 70.0% 69.8% 70.1% 69.1％ 80.0％ 

３ 生涯学習情報システム

の登録団体数【☆】 
801団体 779団体 768団体 756団体 840団体 

４ 学習の成果をまちづく
りに生かしている市民の割
合【☆】 

14.3％ 16.0% 15.7% 15.3％ 25.0％ 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 生涯学習情報システムのアクセス数【☆】 
 生涯学習情報システムは，利用者の利便性の向上を図るため，地域情報共有の中心的な役割を担うシス
テムとして平成２９年４月に「ちょうふ地域コミュニティサイト（ちょみっと）」としてリニューアルし
ました。そのため，アクセス数のカウント方法が変更となり，これまでの数値との比較が難しくなってい
ます。 
 
２ 公民館や図書館の満足度【☆】 
 公民館や図書館の満足度は，前年度と比較して１ポイント減少しました。公民館においては，地域特性

を踏まえた講座を実施し，多くの参加者に満足していただきましたが，利用者は減少傾向にあります。ま

た，図書館においては，高齢者等への宅配件数は増加したものの，約１か月半，地下書庫の電動書架のメ

ンテナンスのため，資料の出納・貸出が出来なかった影響もあり，貸出利用全体は，減少する傾向が引き

続きみられます。 
 
３ 生涯学習情報システムの登録団体数【☆】 
 高齢化等により活動を停止するサークル・団体が増えてきており，前年度と比較して登録団体数は若干
減少しました。今後，既存サークル・団体における新規会員獲得のための支援やアドバイスなど，長期的
にサークル・団体活動が維持できるよう継続した支援を行う必要があります。 
 
４ 学習の成果をまちづくりに生かしている市民の割合【☆】 
生涯学習はそれぞれの状況に応じ活発に行われていますが，学習の成果をまちづくりに生かしている市

民の割合は，ほぼ横ばいの推移でありますが，前年度と比較して０．４ポイント減少しました。今後も生
涯学習のきっかけづくりや仲間づくり，また，学習の成果を生かす機会などの支援の充実が必要です。 

 
 
 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№13 生涯学習のまちづくり） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
１３-１ 学びのきっかけづくり  
 多様な学びのきっかけづくりの一つとして生涯学習出前講座を実施し，平成２９年度は，１０６講座を設
け，８７件，２，３３５人が参加しました。市民の関心が高い人気の講座は，「みんなで進める災害対策」
（１４件），「備えあれば憂いなし！日常生活における防犯対策について」（５件）でした。 
 また，シニア世代に向けては，生涯学習の啓発事業として，生涯学習サークルや市民活動団体との協働に
より「生涯学習サークル体験事業」「地域デビュー歓迎会」を実施し，継続的な学習活動を促すとともに，
地域活動を始めるきっかけづくりを行いました。 
 情報提供及び相談については，生涯学習情報コーナーと市民活動支援センターが拠点となり，幅広い情報
収集と提供に努めました。また，市民の生涯学習や市民活動への参加を促進させることを目的として，調布
エフエム放送で，「生涯学習・市民活動のススメ」を年間５２回放送しました。生涯学習情報システムは，
地域情報共有の中心的な役割を担うシステムとして，平成２９年４月に「ちょうふ地域コミュニティサイト
（ちょみっと）」としてリニューアルし，市民の利便性を図りました。 
 図書館では，読書の喜びを通じ，自己の確立と形成から他者への寛容の精神を育むことにより，豊かな地
域社会が築かれることを目指して，講演会や読書会等の啓発事業を継続して実施しました。５０周年記念キ
ャラクター「じろ」は調布市立図書館公式キャラクターとなり，「じろ」を活用した図書館活動の PRや図
書館に親しみをもってもらう取組を行いました。公開講座や「初めての方のための読書会」，市内大学のオ
リエンテーションに参加し，学習のきっかけづくりとしました。東京 2020大会に向けて，図書館内に常
設のコーナーを新たに設置し，大会に関する情報や資料の提供を行っています。市内の都立高校と連携し，
高校生が作成したマナーアップ・利用促進のポスターを館内で掲示するとともに，高校生への図書館利用へ
の働きかけを行っています。また，子どもたちへの取組としては，小学生読書会やおはなし会，小学校と連
携した図書館ガイダンス等を実施しました。乳幼児期からの読書の習慣を育むために，乳幼児と保護者を対
象にしたおはなし会の回数を増やして実施し，子どもの読書に関わる大人に対しても，講座・講演会・読書
相談等を行いました。 
 男女共同参画推進課では，男女共同参画推進に関わる講座，講演会の実施，また，社会状況にあった通信
を発行し，市民に考える機会を提供しています。 
１３-２ 学べる機会の充実 
 図書館では，市民の多様な学習ニーズに応えるため，図書や雑誌など新たに約６万８，０００冊を受け入
れ，視聴覚資料や団体貸出を含めて年間延べ約262万点の貸出しを行いました。また，市民の調査活動へ
の支援の充実に取り組み，調布市に関する新聞記事・ポスター等のデジタル化を推進し，市民の調査に提供
できる情報の幅が広がりました。 
男女共同参画推進センターでは，男女共同参画社会の実現に向けた講座，講演会の開催，並びに市民との

協働による事業「男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず（講演会，講座）」を市民団体による実行委
員会形式で実施しました。また，各事業は保育付，会場内にキッズスペースを設けるなど，子育て中の市民
が学べる環境づくりを行いました。市民プラザあくろす指定管理者が自主事業として，利用者等が講師の講
座を１５講座，２８回実施しました。 
また，公民館では，講演会・市民講座・高齢者対象・市民文化教室・国際理解・家庭教育・青少年対象・

平和祈念などの多様な事業を展開しました。 
調布市文化・コミュニティ振興財団では，「ちょうふ市民カレッジ」として，前期・後期・市民講師講座

合わせて３８講座を実施しました。また，芸術系大学を中心に市内や近隣の大学による特色を生かした「ち
ょうふ市内・近隣大学等公開講座」は７大学の協力を得て１４講座を実施しました。そのほか，「調布市多
摩川自然情報館」では，展示室や学習室等多摩川を中心とした自然環境を学べる場所を提供しました。 

１３-３ 団体の学びの活動支援 
 「生涯学習サークル体験」や「地域デビュー歓迎会」を開催し，生涯学習サークルの会員増に努めるとと
もに，学習成果を生かした地域貢献，コミュニティ形成に向けた支援を行いました。 
 市民や生涯学習・市民活動団体が自由に生涯学習活動を行う場である，市民交流と作品展示のためのフリ
ースペース「みんなの広場」について平成２９年度は，３，４９４団体，１万７，２７８人が利用し，個人
学習利用の１，６２４人と合わせると１万８，９０２人が利用しました。 
 また，各公民館での地域文化祭をはじめ，公民館利用団体との共催事業や，各公民館利用団体連絡会，３
公民館合同利用団体連絡会での意見等を公民館の運営に反映させるなど，公民館利用者の活動を支援しまし
た。図書館では，生涯学習団体と協力し，分館の集会室や地域の集会施設で市民の読書・文化活動を推進し
ています。毎年２月に開催している「樟（くすのき）まつり」は４６回を数え，幅広いテーマを取り上げた
文化講演会や文芸講演会，名画鑑賞会など１０の催しを開催しました。 
 生涯学習団体は（１８の読書会を含む４１サークル），登録会員４４１人その他に図書館事業「初めての
方のための読書会」は，参加者が立ち上げた読書会で，登録会員30人が活動しました。 
１３-４ まちづくりへの学びの成果の還元  
市民の学習成果を発表する「生涯学習体験発表会」には１１団体が舞台発表し，延べ２５５人の参加があ

りました。また，５団体が展示発表（絵画・版画・簿記など）を行い，学んだ成果の発表の場としました。 
「地域デビュー歓迎会」では，既に地域での活動を始めている市民をゲストに招き，同年代の身近な事例

を紹介するなど，自身の技能や資格，経験等の生かし方を学びました。また，この会の後，生涯学習まちづ
くり推進員と市民活動支援センターの相談員が，フォローアップの会として地域デビュー相談会を実施し，
地域活動へのコーディネートを行いました。 
調布市文化・コミュニティ振興財団で実施した講座のうち，芸術・文化の裾野の拡大と普及を目指すため

に市民が講師を務める「市民講師講座」を１０講座開講しました。 
 社会教育課では，8団体ある学習グループの自主的な学習活動をサポートすることで，各団体が市民向け
の講座を開催する等，学習の成果を地域に還元することにつなげました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№13 生涯学習のまちづくり） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・調布市生涯学習振興プランを具体的に進めていくため，第１２期調布市生涯学習推進協議会を立ち上げた。 

・生涯学習出前講座は，前年度からは１０件下回り，６８講座を実施し，参加者数は１，５５０人となった。 

・生涯学習情報システムは，システム改修したことにより，アクセス件数が改修前の一昨年度と比較して約４，８００件増加し，総

アクセス数が５万９，６５４件となった。 

・図書館での新たな図書，雑誌などの受入れは約７万冊，視聴覚資料や団体貸出を含めた貸出は延べ約２７３万点であり，前年度よ

り若干減少した。 

・公民館での各種講座等の実施のほか，調布市文化・コミュニティ振興財団が行う「市民カレッジ」は３１講座，「ちょうふ市内・近

隣大学等公開講座」は１２大学で２４講座を実施した。 

・みんなの広場の年間利用者数は，延べ３，０９１団体，個人学習利用も含め１万８，８３４人が利用し，前年度と比較し８８６人

増加し，個人・団体の学習の場の拡大が図れた。 

・協定締結７大学と中学生の大学一日体験事業を実施し，全校合計で２０７人の参加があり連携を深めることができた。 

 

（平成２８年度） 

・調布市生涯学習振興プランを具体的に進めていくため，第１２期調布市生涯学習推進協議会において，プラン策定から３年間の振

り返りと提案について審議した。 

・生涯学習出前講座は，前年度から６件上回り，７４講座を実施し，参加者数は２，０２２人となった。 

・生涯学習情報システムは，システム改修作業により，アクセス件数が一昨年度（コサイトとの連携作業）と比較しても大幅な伸び

となり約１万６，９００件増加し，総アクセス数が８万９，９９６件となった。 

・図書館での新たな図書，雑誌などの受入れは約６万８，０００冊，視聴覚資料や団体貸出を含めた貸出は延べ約２６８万点であり，

前年度より減少した。 

・公民館では，地域特性や市民ニーズを踏まえた様々なテーマを取り上げて講座を実施したほか，調布市文化・コミュニティ振興財

団が行う「市民カレッジ」は４０講座，「ちょうふ市内・近隣大学等公開講座」は１３大学で２６講座を実施した。 

・みんなの広場の年間利用者数は，延べ３，２２４団体，個人学習利用も含め１万９，２６２人が利用し，前年度と比較し４２８人

増加し，個人・団体の学習の場の拡大が図れた。 

・協定締結７大学と中学生の大学一日体験事業を実施し，全校合計で１５０人の参加があり連携を深めることができた。（中止大学有） 

 

（平成２９年度） 

・調布市生涯学習振興プランを具体的に進めていくため，第１２期調布市生涯学習推進協議会において，プラン策定から３年間の振

り返りと提案について審議し，「調布市生涯学習振興プラン」に基づく各種取組の新たな展開のために～プラン策定から３年間の振

り返り～（報告）を作成した。 

・生涯学習情報システムは，地域情報共有の中心的な役割を担うシステムとして平成２９年４月に「ちょうふ地域コミュニティサイ

ト（ちょみっと）」としてリニューアルし，市民の利便性を図った。 

・生涯学習出前講座は，前年度から13件上回り，87講座を実施し，参加者は2,335人となった。 

・協定大学３校（電気通信大学・明治大学・東京慈恵会医科大学）と中学生のための大学一日体験入学を実施し，３校合計で１１０

人の参加があり，連携を深めることができた。 

・新たに，電気通信大学と高校生以上を対象とした「サイエンスカフェＣｈｏｆｕ」を４回開催し，合計10１人の参加があった。 

・調布市文化・コミュニティ振興財団では，「ちょうふ市民カレッジ」として，前期・後期・市民講師講座合わせて３８講座を実施し

た。また，申込方法などを拡充し，より，多くの市民に広く開かれた学びの場を提供した。 

・社会教育団体に関する補助金を見直し，より整理した形で新たな要綱を制定した。 

・公民館では，多様な学習機会を提供するため，講演会，市民講座及び市民文化教室などの事業を市民の学習ニーズを踏まえた内容

で実施した。 

・図書館での新たな図書，雑誌などの受入れは約６万８，０００冊，視聴覚資料や団体貸出を含めた貸出は延べ約２６２万点であり，

地下書庫の電動書架のメンテナンスのため，約１か月半資料の出納・貸出ができなかった影響もあり，前年度より減少した。 

 
 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ○ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№13 生涯学習のまちづくり） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 生涯学習情報システムのアクセス数【☆】 
（目標値：6万 8,000件 現状値：6万 1,553件） ○  

【要因・課題】 

システムリニューアルにより，アクセス数のカウン

ト方法が変更となった。 

２ 公民館や図書館の満足度【☆】 
（目標値：80.0％ 現状値：69.1％） ○ 

【要因・課題】 

多様化する利用者ニーズを把握していくとともに，

引続き満足度の向上に努める。 

３ 生涯学習情報システムの登録団体数【☆】 
（目標値：840団体 現状値：756団体） ○ 

【要因・課題】 

登録団体は減少傾向にあるが，新規団体の獲得やア

ドバイスなどに取り組む。 

４ 学習の成果をまちづくりに生かしている市民の割合

【☆】 
（目標値：25.0％ 現状値：15.3％） 

○ 
【要因・課題】 

生涯学習で身につけた知識・技能や経験を生かせる

場の不足。 
   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①生涯学習情報システムは，地域情報共有の中心的な役割を担う

システムとして平成２９年４月に「ちょうふ地域コミュニティサ

イト（ちょみっと）」としてリニューアルした。 

②シニア世代の地域活躍を促す地域デビュー歓迎会が定着し，各

種活動への参加のきっかけづくりとなっている。 

 

①生涯学習情報コーナーでは，より多くの情報収集し充実を図る。 

 

 

②シニア層も現役世代が増えているため，事業展開の工夫も必要

である。 

 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①生涯学習で身につけた知識・技能や経験をボランティア活動等

に生かそうとする人と地域人材を求めている人や場をつなげるコ

ーディネーターとしての取組の充実 

②企業や大学が一体となった，体系的な生涯学習を行うことがで

きる場の確保 

 

①市民講師講座なども実施しているが，人材を地域に生かしてい

くことが課題。 

 

②多様な主体が連携した生涯学習のきっかけづくりが課題 

 

   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・生涯学習振興推進プランの推進に取り組んだほか，第１２期生涯学習推進協議会で，プラン策定から３年間の振り返りと提案につ

いて審議し，「調布市生涯学習振興プラン」に基づく各種取組の新たな展開のために～プラン策定から３年間の振り返り～（報告）

を作成した。 

・生涯学習出前講座や地域デビュー歓迎会などを実施し，生涯学習のきっかけづくりを行った。 

・生涯学習情報システムは，地域情報共有の中心的な役割を担うシステムとして平成２９年４月に「ちょうふ地域コミュニティサイ

ト（ちょみっと）」としてリニューアルし，市民の利便性を図った。 

 

評価 B 

【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№13 生涯学習のまちづくり） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・生涯学習振興プランの推進。現プランの計画期間が，平成３４年度で終了となることから，市民を対象としたアンケート調査の

実施など次期プラン策定のための準備を行う。 

・効果的な生涯学習推進のため，社会教育課，公民館，文化・コミュニティ振興財団との連携について進めていく必要がある。 

・資格やキャリアアップ等職能につながる学習機会の提供。 

・生涯学習のきっかけづくりは，シニア層のみならず，幅広い年齢への働きかけが必要であり，効果的な情報発信の検討が必要。 

◎相互友好協力協定締結大学との定例会において，東京２０２０大会に向けた動きや取組を情報提供するとともに，大学資源を活

用した展開について検討する。 

◎アクティブシニアの地域活動として，東京２０２０大会のボランティア活動を含めた情報提供等，担当課と連携を図る。 

 

 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①平成１８年１２月教育基本法の改正により，生涯学習の理念（第３条）
が新たに規定された。 
 
 
 
 
 
 
 
②平成２８年２月に内閣府政府広報室による「教育・生涯学習に関する世
論調査」結果が公表された。 
 

①平成２５年３月「調布市生涯学習振興プラン」を策

定，平成２６年９月「調布市生涯学習振興プラン 推

進のための方策について（提言）」を調布市生涯学習

推進協議会から受けた。平成２９年度は，協議会にお

いてプラン策定から３年間の振り返りと提案につい

て審議した。生涯学習の振興・支援の取組の改善を促

し，提案内容を具体的な施策において展開していくこ

とが課題である。 

②必要な学習機会の提供として，生涯学習まちづくり

推進員を中心としたアウトリーチを強化し，積極的に

情報提供を行っていく必要がある。 

 

 

 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

①「東京都生涯学習情報」システムにより，施設・講座・指導者・団体等
の情報提供を開始した。（東京都） 
 
②東京都生涯学習審議会条例が改正され，東京都生涯学習審議会と東京都
社会教育委員の機能が統合されるとともに，東京都社会教育委員の設置に
関する条例が廃止された。（東京都 平成２６年４月１日施行） 
 

①調布市では，「ちょうふ地域コミュニティサイト（ち

ょみっと）」を活用し情報提供を行っている。さらな

る情報の充実を図る。 

②生涯学習，社会教育の充実に向け文化生涯学習課と

社会教育課，公民館との連携について検討を進めてい

く必要がある。 

 

そ
の
他 

①サークル会員等の高齢化に伴い，活動を停止する団体の相談が増えてい
る傾向にある。 
②三鷹市における「三鷹ネットワーク大学」のシステムは，公民館機能の
みならず民・学・産・公の垣根を越えたネットワークを築き上げ，市民の
学習活動の機会を提供している。 
③「調布市生涯学習振興プラン」に基づく各種取組の新たな展開のために
～プラン策定から３年間の振り返り～（報告）を作成した。 
 

①現役世代から生涯学習のきっかけづくりが課題   

 

②多様な主体と連携した生涯学習の推進が必要 

 

③今後の展開のための提案について，取組の検討を行

う。 

 

 

 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№13 生涯学習のまちづくり） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，様々な生涯学習の機会に自主的に参加するとともに，学習を通じて得た知識や成果を，仲間づくりやまちづくりに生か

すよう努めます。 

・事業者や教育機関は，市民の様々な学習ニーズに対応した多様な学習機会の提供に協力します。 

 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・都の生涯学習審議会条例が改正されたことを踏まえ，これまでの生涯学習事業の取組を検証し，社会教育事業との施策の連携に

向けた調整が必要と考えられる。 

・平成２７年３月に改定した調布市教育プランにある，７つの重点プロジェクトのひとつとして掲げた「生涯学習・社会教育の振

興について」関係部の連携により施策推進にあたる。 

・市民活動の支援の視点から，協働推進課が所管する地区協議会とは，地域デビュー歓迎会事業において連携した取組を始めてい

る。 

 

 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・相互友好協力協定締結大学各大学の特色を生かした連携事業の取組 

・多様な学習機会の提供として，継続的な「まちゼミ」実施の取組 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・引き続き，現状の取組を継続しながら顕在化した課題改善を図っていく。 

 

 


