
和歌山県教育庁生涯学習局生涯学習課 

地域とふれあい笑顔があふれる 
放課後子ども教室（橋本市） 

みんなで取り組む地域活動
（上富田町）

令 和 ２ 年 度 

和歌山県の生涯学習和歌山県の生涯学習



 

■推進体制の整備 

◇和歌山県社会教育委員会議 

 ◇社会教育関係職員等研修 

◇「きのくに学びの日」 

学校図書館ボランティア研修会 ◇読書活動の推進 

　「生涯学習」とは、一般には人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、社会教育、
文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味など様々な場や機
会において行う学習です。また、「生涯学習社会」とは、人々が、生涯のいつでも、自由に学習機会を選択
し学ぶことができ、その成果が適切に評価される社会のことです。
　教育基本法第３条においては、生涯学習の理念として、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人
生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することが
でき、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。」と規定されています。
　現在、「人生 100 年時代」といわれる長寿化の進展、「超スマート社会（Society5.0）」の到来など、大き
な社会の変化の時を迎えており、生涯学習の重要性は一層高まっています。本県では、「和歌山県長期総合
計画」と「第３期和歌山県教育振興基本計画」に基づき、県民一人一人が生涯を通して学ぶことのできる環
境の整備、多様な学習機会の提供、学習した成果が適切に評価され、それを生かして様々な分野で活躍でき
るようにするための仕組みづくりなど、生涯学習社会の実現を目指しています。

　少子高齢化や核家族化が進む中、地域の人々の人間関係が希薄になるとともに、家庭・地域での教育が困
難になってきており、地域の様々な機関や団体等がネットワーク化を図り、地域全体で子供から大人までの
学びを展開していく体制の構築が求められています。また、社会教育を通じて人権尊重の意識を高める教育
を進め、各地域の実情に即した人権教育を推進することが重要です。そのことを踏まえ、本県では以下に掲
げる「施策の重点」に基づく取り組みを推進しています。

○生涯学習の基盤の整備
　県民一人一人が生きる力を身につけ、豊かな人生を送ることができる持続可能な社会づくりを進めるた
めには、県民の学習ニーズに対応した質の高い学習機会を提供するとともに、県、市町村、生涯学習関係
団体等が相互に連携・協力した取り組みを推進する体制を整備する必要があります。
　また、県民が自ら適切な学習機会を選択し、自主的に学習を進めることができるよう、多様な学習機会
と学習情報を提供することが大切です。
　さらに、様々な地域課題に、より効果的に対応するため、社会教育行政担当部局と首長部局との連携を
強化するとともに、社会教育関係団体、企業、ＮＰＯ、学校等の自主的な活動を支援し、住民主体の地域
づくりが進められていくことが大変重要です。
　併せて、県民の学習の場、集いの場として、社会教育施設を整備・充実するとともに、県民の学習活動
を支援する取り組みを推進していきます。

○学校・家庭・地域の教育力の向上
　子供を取り巻く環境や学校が抱える問題が複雑かつ多様化している中、子供たちの健やかな育ちを支え
るためには、学校・家庭・地域が相互にしっかりとした信頼関係を築きながら、それぞれの役割と責任を
果たしていくことが必要です。また、地域の人と人の繋がりを深めながら、子供たちが地域に愛着を持ち、
地域の良さに気付くような活動や体験の場を積極的に提供していくことが大切です。

○教育の機会均等の推進
　経済的事情などを背景とした教育格差への対応は、学校をはじめ、様々な主体が連携して取り組み、全
ての生徒が安心して教育を受けることができるよう、教育に係る経済的負担を軽減する支援を充実する必
要があります。
　そのため、経済的理由により高校、大学等での修学が困難とならないよう、奨学金の貸与事業や給付事
業を実施し、将来の地域を担う子供の学びと成長を支えていきます。

「生涯学習の意義」

「施策の重点」
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「生涯学習の意義」
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○生涯学習の基盤の整備 

　県民一人一人が、学びを通じてその能力を維持・向上し続け、生涯にわたり必要な学習を行い、その成果を
個人の生活や地域での活動等に生かすことのできる取り組みを進めています。
　また、より複雑化する課題の解決のため、各分野において高度な専門的知識を有する社会教育委員の活用を
はじめ、社会教育主事等の教育行政に携わる者等の資質向上とネットワークの強化、県民への学習活動の啓発
等に取り組んでいます。

　本県の社会教育委員は、社会教育法及び和歌山県社会教育委
員の設置等に関する条例に基づいて設置されています。また、
社会教育法第 17 条の規定により、県教育委員会からの諮問に
応じ、住民の学習ニーズを反映しながら社会教育行政の在り方
について意見や助言を行うとともに、生涯学習の振興について
提言等を行うため、定例の会議を開催しています。

　県では、市町村の社会教育に携わる職員を対象に資質向上のた
めの研修を行っています。市町村間の連携や情報交換を進め、社
会教育の諸課題についての共通理解やネットワークの強化に取り
組んでいます。

　県民の学習活動に対する関心が高まるよう、平成 18 年度に制
定した「きのくに学びの日」（11月１日）及び「きのくに学び月間」
（11 月）を広く県民に周知しています。この期間には、県や市町
村等において、県民が楽しみながら学習参加できる様々なイベン
ト等を実施しています。

　平成 31年３月に「和歌山県子供の読書活動推進計画（第四次）」
を策定しました。この計画に基づき「読書ボランティアネットワー
ク会議」、「学校図書館ボランティア研修会」等を開催し、地域や
職域を越えたネットワークづくりや学校図書館の充実に取り組ん
でいます。
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◇きのくに県民カレッジ 

マナビィスト支援セミナー  ◇マナビィスト支援セミナー・企画ゼミ 

 

 
 

◇社会教育関係団体の支援・育成 

◇文化情報センター 

 
 

 

 

◎県内協力貸出 

 
 

◎出張講座 

◎中高生読書まつり 

◎手づくり紙芝居コンクール 

◎図書館ウォッチング 

◎おはなし会 

ビブリオバトル

POPコンクール最優秀賞受賞作品
（中学生の部）

 

◎遊ing 

◇和歌山県立図書館

■学習情報・学習機会の提供 

■県民の自主的な活動の支援 

■社会教育施設の整備・充実 ■学習情報・学習機会の提供 

■県民の自主的な活動の支援 

■社会教育施設の整備・充実 

　県、市町村、生涯学習関係団体等が連携・協力し、体系化した講座等の開設や学習情報の提供を行っています。
また、県においては、地域の課題解決のために県民が主体的に学び、その学びや実践、ネットワークにより地
域活性化等に貢献できる人材の育成・支援を行っています。

　県や市町村、大学、生涯学習関連団体等の講座情報を、きのくに
学習メニューブックやホームページを通じて、広く県民に提供して
います。また、受講者には、受講講座に応じて単位の認定を行い、
一定以上の単位取得者に認定証を授与するなど、学習活動を奨励し
ています。

　和歌山大学と連携し、県民が地域課題について学び、解決に向け
た共同学習を行う「公開セミナー」や「企画ゼミ」を実施しています。
このことを通して、住みよい地域づくりや地域の活性化に取り組も
うとする人材の育成・支援をしています。

　生涯学習の確かな高まりとともに、地域社会での学習機会が量的にも質的にも拡充しています。また、身近
な地域社会において、学習の成果を生かした活動を行う中で、積極的に社会に関わろうとする人々がＮＰＯを
はじめとする新たな団体として活動を始めています。
　このため、県、市町村、民間等がそれぞれの役割を踏まえながら連携を図るとともに、社会教育関係団体の
活動が活性化するよう支援しています。

　PTA をはじめとする社会教育関係団体は、それぞれ独自の公益的な活動を通し、社会教育の振興に大きく寄
与してきました。県では、各団体からの求めに応じて指導・助言を行うとともに、社会教育活動の振興を図る
ために行う事業に対し、支援を行っています。

　社会教育施設には、県民一人一人の生涯にわたる学びを支援するという役割に加え、地域活性化やまちづく
りの拠点などとしての役割も強く期待されています。県では、これらの施設の整備・充実に努めるとともに、
住民参加による課題解決や地域づくりの担い手の育成に向けた学習活動を支援しています。

　県立図書館は、学習情報の拠点であり、県民の学習
ニーズに応えるほか、図書資料を収集、整理、保存し、
閲覧や貸出等の機能の充実に努めています。また、県
民が生涯にわたって読書に親しみ、読書を楽しむ習慣
を形成できるよう、ボランティア等と連携した講座や
イベントを開催するなど、読書活動推進のための取り
組みを行っています。

　文化情報センターは、生涯学習の中核拠点として、
学習情報や学習機会の提供、自主活動の支援及び活動・
交流の場の提供、視聴覚教育の振興を行っています。
また、文化・学習活動の支援を目的に多目的に利用で
きるメディア・アート・ホールにおいて、質の高い文
化芸術の鑑賞機会を提供するなど、多彩な文化事業の
実施に努めています。

　市町村立図書館・図書室の
求めに応じ、県立図書館の所
蔵資料を貸し出します。

　子供たちが普段入ることのでき
ない書庫の見学や、司書の仕事を
体験することで、読書への興味・
関心を深めます。

　県立図書館司書が、本
に関わる様々なテーマに
ついて、分かりやすく説
明します。

　県民が和歌山をテーマにした紙
芝居を手作りし、紙芝居の魅力に
触れ、読書との関わりを深めます。

　ボランティアや NPO 等
の方々と協力し、「学ぶ楽
しさ、知る喜び」をテーマ
にした体験教室や展示発表
を行います。

　司書やボランティアによる乳幼
児等を対象としたおはなし会を開
催し、子供たちの読書活動を支援
します。

　ビブリオバトル及び POP
コンクールを開催し、中高
生の読書活動を推進します。

受講手帳

きのくに学習メニューブック
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◎きのくにコミュニティスクール推進フォーラム・研修会 

「きのくにコミュニティ 
スクール」リーフレット 

◎きのくにコミュニティスクール推進協議会 

  

◎広報 

「きのくにコミュニティスクール 

ヒント集」 
「きのくにコミュニティスクール 

推進に係る指標」 

＜協議会で作成した資料＞（ホームページに掲載しています） 

教育広報紙 
「輝く！紀の国の教育」 

黒竹工作（日高町） 国語っておもしろかったんだ教室（有田市）

防災学習（串本町） 

 

◎地域人材の養成 

・専門講座の開催 ・シンポジウムの開催 

 
 

◎家庭教育支援チームを中心とした連携の仕組みづくり 

チーム員による家庭訪問（湯浅町） 

【 子供の居場所の確保 】

【 家庭教育支援 】

早ね・早起き・朝ごはん運動 
（海南市） 

○学校・家庭・地域の教育力の向上 
■きのくにコミュニティスクールの推進 ■きのくにコミュニティスクールの推進 

推進に向けて

様々な取組 

◎学習機会の提供 

　社会総掛かりでの教育の実現を図る上で、学校は、地域社会の中でその役割を果たし、地域とともに発展し
ていくことが重要です。学校と地域がパートナーとして連携・協働するために、これからの学校は、地域でど
のような子供たちを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビジョンを保護者や地域住民等と共有し、
地域と一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」へと転換していく必要があります。また、地域
においても、学校と連携・協働してより多くの地域住民等が子供たちの成長を支える活動に参画するための基
盤を整備していくことが重要です。
　このため、本県では、学校・家庭・地域が一体となり役割を分担しながら同じ目標に向けて取り組む「きの
くにコミュニティスクール」の仕組みを活用して、子供たちの学びや成長を支える様々な活動を県内各地で展
開しています。

　県社会教育委員会議の専門部会の一つとして設置しています。教育、福祉、ＮＰＯなど様々な立場の人が委員
となり、きのくにコミュニティスクールの充実に向けて、取り組みの点検や今後の方向性等を協議しています。

　各学校・地域での取り組みの
参考となるよう、県内の事例を
多数掲載しています。

　取り組みのポイントを一覧表に整
理しています。

すさみ町立江住小学校
の児童劇

　きのくにコミュニティスクールについての理解を深め、積極的に推進して
いくため、県民を対象にして推進フォーラムを開催しています。子供たちの
アトラクションや講演、分科会等を通じて、先進事例の紹介や取り組みにつ
いての情報交換等が行われ、参加者同士の交流の輪が広がっています。
　また、きのくにコミュニティスクール関係者を対象に、学校・地域での取
り組みが形骸化することなく、実効性のある取り組みとなるよう、学校や地
域の実情に応じたテーマに基づき、県内各地で研修会を開催しています。

　きのくにコミュニティスクールの取り組みを、リーフレットや
教育広報紙、テレビ・ラジオ等を通じて広報しています。また、
県教育委員会のホームページを通じて、各市町村や県立学校の取
り組み、研修会等の情報を発信しています。

　昨今、少子高齢化や核家族化等の社会変化、地域における人間関係の希薄化など、子供を取り巻く環
境も大きく変化しています。そうした中、様々な理由により放課後や週末等にひとりで過ごさなければ
ならない子供たちを支える体制の整備が必要であり、子供たちの安全・安心な居場所づくりが求められ
ています。
　そのため、学校の空き教室や公民館等を活用し、地域の人々の協力を得ながら、様々な体験活動や学
習支援等を行う「地域ふれあいルーム」や「子どもの居場所づくり」の開設を推進しています。子供の
豊かな育ちや学びを支えるとともに、関わる大人同士の学びや新たな繋がりが生まれています。

　現在、多くの家庭が家庭教育の充実に努めている一方で、家庭環境の多様化や地域社会の変化により、
親子の育ちを支える人間関係が弱まる中、子育てについての悩みや不安を抱える家庭も多くなってい
ます。
　そのため、県教育委員会と市町村教育委員会、福祉・保健部局、社会教育関係団体等が連携し、す
べての親が安心して家庭教育を行えるよう、地域人材の養成や、家庭教育支援チームを中心とした連
携の仕組みづくり、身近な地域における保護者への学習機会の提供や相談対応等の支援活動を推進し
ています。

　親や保護者がより身近に子育てについて相談できる体制を整備するため、地域で家庭教育支援に取
り組む人材を養成しています。

　社会総掛かりで子供の成長を支える仕組みづくりに向け、家庭教育支援
チーム等を中心に、地域の実態に応じた訪問型家庭教育支援の取り組みを推
進しています。

　基本的な生活習慣の定着に向けて、小学１年生へのガイドブックの配
布や、小学校等で「出張！県政おはなし講座」を実施しています。また、
子育ての悩みを抱えた方々の気持ちを少しでも楽にしつつ、子育てにつ
いて学習できる「家庭教育サポートブック」を配布しています。
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経済的理由により、高等学校等での修学が困難な方に、奨学金等を貸与することにより、修学の奨励と教
育の機会均等を図り、有為な人材の育成につなげます。 

（1）奨学金 
（高校・高等専門学校生等対象） 
 

【貸与額：月額】 
国公立 
    
私 立  
 

自宅通学者   ： 18,000 円 
自宅外通学者 ： 23,000 円 
自宅通学者   ： 30,000 円 
自宅外通学者 ： 35,000 円 

（2）進学助成金 
（大学・短期大学・専修学校専門課
程(修業年限２年以上の入学者対象)）

【貸与額：入学一時金】 
100,000 円から 500,000 円までの範囲で
100,000 円単位の額  

授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得（住民税所得割非課税）の世帯に対し、
高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）を支給します。 

（1）生活保護（生業扶助）受給世帯 
 

全日制・定時制・通信制  ： 32,300 円 
専攻科          ： 36,500 円 

（2）道府県民税所得割の額と市町村民税 
所得割の額を合算した額が非課税の世帯

全日制・定時制（第１子※）： 84,000 円
（第２子以降※）：129,700 円

通信制・専攻科        ： 36,500 円
※「第１子」：１人目の高校生等  ※「第２子以降」：２人目以降の高校生等 

低所得世帯でＵターンを志望する進学意欲と学力のある学生に対し、安心して学べるよう大学生等進学給
付金を支給します。 

 1年あたり60万円（連続する４年間で４回以内の給付可能）
 

〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1 和歌山県庁南別館7階 
●生涯学習課 TEL：073-441-3720  FAX：073-441-3724 

検索和歌山県生涯学習課

奨学金・給付金に関する詳しい内容については、 
県生涯学習課奨学班(073－441－3728)までお問合せください。 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/kyouiku/soshiki/500600/index.html 

○教育の機会均等の推進 

■和歌山県修学奨励金 

■高校生等奨学給付金 

■和歌山県大学生等進学給付金 

■和歌山県修学奨励金 

■高校生等奨学給付金 

■和歌山県大学生等進学給付金 

和歌山県教育委員会

【給付額：年額】 


