令和２年度社会教育・生涯学習推進講座実施要項
１

趣 旨
平成３０年３月、中央教育審議会の「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」についての答申によると社会教育は超高齢化や少子化が進む現代において、個人の成長と地域社
会の発展に重要な意義と役割があると位置づけられている。その中で「人づくり」
「つながりづくり」
「地域づくり」の３点を基盤とした「学びと活動の好循環」の確立が大切なことであるとされている。
これらのことを踏まえ、関係職員として今後の社会教育や社会教育施設等の在り方について理解を
深めるとともに、プレゼンテーション能力や企画立案力等の実践的な技術を身につけることにより資
質の向上を図る。併せて県内における社会教育・生涯学習関係従事者のネットワーク構築の機会とす
る。

２

主 催
さわやかちば県民プラザ

３

対 象
社会教育・生涯学習関係職員、公民館・図書館・青少年教育施設等社会教育施設職員（指定管理者
含む）
、首長部局職員、教職員（ただし、教職員については生涯学習指導者コース、社会教育主事等実
践研究交流会について受講可能）等

４

講座名（詳細は別紙）

（１）行政職員基礎コース（中央会場）

４月２４日（金）

（２）行政職員基礎コース（海匝会場）

５月１５日（金）

（３）生涯学習指導者コース①

８月

６日（木）

（４）生涯学習指導者コース②

８月

７日（金）

（５）行政職員専門コース

８月２６日（水）

（６）行政職員専門コース兼第２回市町村担当者研修会

９月

（７）社会教育主事等実践研究交流会

１月１５日（金）

５

定 員
各３０名程度

６

会 場

（１）行政職員基礎コース（中央会場）
県立中央博物館
千葉市中央区青葉町９５５－２
（２）行政職員基礎コース（海匝会場）
県立東部図書館
旭市ハの３４９
（３）行政職員専門コース兼第２回社会教育担当者研修会
千葉県総合教育センター
千葉市美浜区若葉２－１３

３日（木）

（４）上記以外の講座
さわやかちば県民プラザ
柏市柏の葉４－３－１
７

研修の主な内容及び講師
別表のとおり

８

日 程（講座別）

（１）行政職員基礎コース（中央会場）
受付

：午前９時３０分から午前９時４５分

講義・演習等：午前９時５０分から午後４時
昼食休憩

：午前１１時５０分から午後１２時５０分（予定）

（２）社会教育主事等実践研究交流会
受付

：午後１時３０分から午後１時５０分

講義・演習等：午後２時から午後４時５０分
（３）上記以外の講座
受付

：午前９時３０分から午前９時５０分

講義、演習等：午前１０時から午後４時３０分
昼食休憩
９

：午後０時１５分から午後１時１５分（予定）

申込方法（申込受付は４月３日（金）からとなります。
）

（１）ＦＡＸによる申込
受講申込書（様式１）に必要事項を記載の上、各所属でとりまとめ送信してください。
（２）メールによる申込
さわやかちば県民プラザホームページの研修事業ボタンをクリックし、受講申込書をダウンロー
ドし、必要事項を記載の上、送付してください。（ファイル名を「所属名.docx」としてください。
）
（３）研修履歴システム（Asttra）による申込（教職員のみ）
８月６日（木）
、８月７日（金）の生涯学習指導者コース及び１月１５日（金）の社会教育主事等
実践研究交流会が申込対象の講座です。なお、Ａsttra による申込期間は、市町村立学校が４月１０
日（金）から４月１６日（木）
、県立学校が４月１３日（月）から４月２０日（月）となっておりま
す。
（４）申込み先
さわやかちば県民プラザ事業振興課
ＦＡＸ：０４－７１４０－８６０１ メール：plaza_jigyou@mz.pref.chiba.lg.jp
（５）申込締切について（締切日は別表のとおり）
・講座・コースにより締切日が異なりますが、一括での申込も可能です。
・申し込みは先着順とし、締切日以降であっても定員に余裕のある講座・コースについては、随
時申込を受け付けます。また、定員に達した場合は申込を締め切ることもありますので、事前に
空き状況をお問い合わせください。
１０ 受講者の決定
各講座の申込締切後に、所属長宛に受講可否について通知します。

１１ 受講に要する経費
受講に要する旅費等は、受講者側の負担とします。資料代、参加費等は無料です。
１２ 持参品
筆記用具、名刺、昼食
１３ 開館時間
（１）さわやかちば県民プラザ：午前９時（駐車場は９時前からの入庫可能）
（２）県立中央博物館

：午前９時（駐車場は９時前からの入庫可能）

（３）県立東部図書館

：午前９時（駐車場は９時からの入庫）

１４ 宿泊について
さわやかちば県民プラザは宿泊室を備えた研修施設です。遠方からお越しの方で、前泊を希望さ
れる場合は、事業振興課まで御相談ください。
（宿泊費は無料となります。ただし部屋の利用状況に
よっては希望に添えない場合もあります。）
１５ その他
（１）手話通訳、車椅子等、配慮に必要な事項がある場合は、事前に御相談ください。
（２）欠席・遅刻される場合は、事前に連絡くださるようお願いします。
（３）各施設の駐車料金について
①さわやかちば県民プラザ：最初の１時間は無料、その後１時間毎に１００円
※出口ゲートで精算はできません。お帰りの際は館内の精算機で精算処理をお済ませください。
②県立中央博物館：青葉の森公園北口駐車場利用：４時間まで３００円、８時間まで６００円
※出口ゲートでの精算となっています。
③県立東部図書館：東総文化会館駐車場を利用（無料）
④県総合教育センター：施設内駐車場を利用（無料）
※なお、満車の場合は近隣の駐車場をご利用ください。
（４）交通案内（公共交通機関でお越しになる場合）
①さわやかちば県民プラザ
ＪＲ柏駅、つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅、東武アーバンパークライン江戸川台駅
※各駅より東武バスをご利用ください。
②県立中央博物館
ＪＲ千葉駅、ＪＲ蘇我駅、京成電鉄千原線千葉寺駅（徒歩２０分）
※千葉駅、蘇我駅からは京成バス、ちばシティバス、千葉中央バスをご利用ください。
③県立東部図書館
ＪＲ総武本線旭駅より徒歩１５分
④県総合教育センター
ＪＲ総武線幕張駅、京成幕張駅より徒歩１８分、ＪＲ海浜幕張駅より徒歩１０分
（注）各施設へのアクセスの詳細につきましては、各コースの実施要項に記載いたします。
（５）各施設は禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いします。
（６）新型コロナウイルス対応により、日程に変更が生じる場合がありますので、ご承知おきください。
（７）実施事項に関してお問合せがある場合は、さわやかちば県民プラザ事業振興課までお願いします。
（０４－７１４０－８６１５ 直通）

（別表）
期日【申込締切】

主な内容

研修方法

講師

【行政職員基礎コース】
「社会教育・生涯学習担当職員に必要な知識や学習方法を学びます」
（中央会場、海匝会場は同一内容となります。）

中央会場

午前

４／２４（金）
【申込締切】

講義

午後

５／１５（金）

・最新の社会教育・生涯学習の動向と課題

杉並区教育委員会生涯学習推進

・社会教育に関わる中央教育審議会の答申等

課教育推進係長 齋藤 尚久 氏

〇社会教育・生涯学習担当者として必要とされ
るスキルと役割

【申込締切】
５／８（金）

【申込締切】

午前
午後

海匝会場講師（県立東部図書館）

演習

国立教育政策研究所社会教育実
践センター

〇社会教育・生涯学習担当者に期待すること

専門調査員 白井 淳子 氏

～伝わる広報・伝える広報のコツを学びます～」

〇企画とは何か、広報はなぜ大切か、を考える

講義

一般財団法人 日本青年 館公益事 業部

〇月刊「社会教育」の編集から学んだこと

演習

編集部 社会教育編集長 近藤 真司 氏

〇よい広報とは、どのような広報なのか

演習

〇地域住民のニーズを文字にする

７／３０（木）

【生涯学習指導者コース】
「生涯学習指導者のための基礎講座
８／７（金）

講義

〇社会教育・生涯学習における学びについて

【生涯学習指導者コース】
「参加者を増やすための企画・広報講座
８／６（木）

中央会場講師（県立中央博物館）

について

４／１７（金）

海匝会場

〇生涯学習概論

午前

～言いたいことが伝わるためのノウハウを学びます～」

〇コミュニケーションとしてのプレゼンテー
ションスキルを身に付ける

講義

産業能率大学経営学部

演習

准教授 皆川 雅樹 氏

・アイスブレイク、プレゼンテーションとは
午後

〇プレゼンテーションの方法としてＫＰ（かみ

演習

しばいプレゼンテーション）法を知る
・ＫＰ法の実践（準備編・プレゼン編）他

【申込締切】
７／３１（金）

【行政職員専門コース】
「社会教育・生涯学習担当職員がより専門的な知識・技術を学びます」
８／２６（水）

午前

〇まちづくりにおける「地域課題」のとらえ方

講義

関東学院大学法学部地域創生学

・地域はなぜ活力を失ってしまったのか

演習

科教授 木村 乃 氏

〇地域の価値を継承・再生・創造する
・商品ブランドと地域ブランドの違い
午後

〇住民との協働によるまちづくりへの取り組
み方

講義
演習

・住民目線とはどのような目線か
・社会関係資本（ソーシャルキャピタル）の重
要性
・行政がアピールしがちな地域特性と住民が
プライドを感じる地域特性の比較分析

【申込締切】

・まとめ：住民の思いに寄り添うまちづくり

８／１９（水）

【行政職員専門コース】兼第２回市町村担当者研修会 ※募集事務は生涯学習課が取り扱います。
９／３（木）

午前
午後

〇多様な主体と連携した事業の企画に向けて

講義

川口市教育委員会生涯学習課

〇ネットワーク型行政の推進について

演習

社会教育主事 市川重彦氏

講義
ート機能について（ワークショップを含む） 演習

〇社会教育行政のファシリテート・コーディネ

【社会教育主事等実践研究交流会】
「事例発表や討議・情報交換等を通し実践力の向上を図ります」
１／１５（金）
【申込締切】
１／８（金）

午後

〇事例発表（社会教育主事としての取組等）
〇社会教育主事の職務と役割について
〇社会教育主事として現代的課題に取り組む

講義
演習

国立教育政策研究所社会教育実践研
究センター職員等

