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生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習フェスティバル 

於）田辺市民総合センター 



１．活動方針 

 人権が尊重され、誰もが幸せに生きることのできる地域社会の実現を目指し、学校・家庭・地域が

連携しながら、地域ごとの特色ある活動を推進できるよう努めるとともに、学習者の視点に立った総

合的な施策を推進する。そのため、次の６つの重点目標を掲げ、この推進に努める。 

 

【１】 生涯学習の推進 

『田辺市生涯学習推進計画』が掲げる基本理念「人をはぐくみ 人をつなぎ 地 

域を創る生涯学習のまち・田辺」を実現するため、市民の多様化・高度化する学 

習要求に対応し、地域づくりにつながる生涯学習の推進に努める。 

 

【２】 学社融合の推進 

次代を担う青少年の健全育成と地域の活性化を図るため、学校及び地域の教育資 

源を積極的に活用し、地域社会全体で子どもを育てる学社融合事業を推進する。 

 

【３】人権教育の推進 

人を大切にする教育推進計画に基づき、各公民館において関係機関・団体と連携 

した人権学習会の取組を行う。 

 

【４】公民館活動の充実 

公民館を地域づくり活動の拠点と位置づけ、地区公民館単位に策定した『地域生 

涯学習計画』に基づいた取組を展開する。 

 

【５】防災教育・啓発活動の充実 

東海・東南海・南海地震への懸念、また、平成２３年の台風１２号災害を教訓に、 

自然災害から命を守ることができるよう、防災教育・啓発の機会を充実させ、防 

災意識の向上と、地域の絆づくりに努める。 

 

【６】地域づくりを担う人材の育成 

地域が抱える様々な課題を自身が考え、参加し、解決していくため、公民館並び 

に社会教育関係者等、実際に地域活動を担っている方々と連携し、地域づくりに 

繋がる人材の育成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．活動内容 

【１】生涯学習の推進 

（１）生涯学習社会の構築をめざした基盤整備の充実 

   ①『田辺市生涯学習推進計画』を推進するため、年度ごとに実施計画書と実績報告書を

作成するとともに、関係課との情報共有に努める。 

②生涯学習センター及び学習機器・教材の充実と貸し出し業務を行う。 

③学習情報の収集や提供業務を行う。 

④学習成果の発表の機会を提供するとともに、生涯学習活動への市民参加を促進するた

め、生涯学習振興大会・生涯学習フェスティバルを開催する。 

⑤市職員が講師となり、市民の要望に応じて自主的な集会や勉強会に出向き、市の政策

や取組の説明をとおして、まちづくりや地域づくりを共に考える「まちづくり学びあい

講座」を実施する。 

（２）社会教育関係団体への支援 

      ■田辺市ＰＴＡ連合会 

田辺市ＰＴＡ連合会の活動を通じ、市内各ブロックＰＴＡとの連携・協力により、児

童・生徒の教育振興と福祉の増進及び会員相互の親睦を図るとともに、学校・家庭・地

域が連携して、児童・生徒の健全育成や安全確保に努める。 

      ■田辺市子どもクラブ育成協議会 

       地域活動を中心とした子どもクラブ活動を持続させることにより、豊かな体験をとお

して自主性や社会性を育て、心身ともに健全な子どもの育成に努める。 

      ■田辺市少年少女発明クラブ 

       少年少女に科学的な興味、関心を追及する場を提供し、自由な環境の中で創作活動を

行い、作品を完成する喜びを体得させ、科学的発想に基づく生活態度を育成するととも

に、創造性豊かな人間形成を図る。 

      ■田辺市青少年育成市民会議 

       校区・地区協議会を中心に、地域ぐるみで青少年の健全育成の充実を図るとともに、

関係機関・団体との連携・強化に努める。 

■田辺市青年ネットワーク 

地域の各種青年団体等とのネットワークを拡げ、青年の交流人口を増やし、青年の自

主的な活動を推進する。 

      ■田辺市女性会連絡協議会 

       各単位女性会の主体性を尊重しつつ、田辺市女性会連絡協議会の各支部の組織強化を

図るとともに、連絡協議会及び各支部における活動の更なる推進に努める。 

（３）各種委員会・協議会の充実 

      ■社会教育委員会議 

        社会教育委員としての資質の向上を図るとともに、市民の学習ニーズ等を把握し、社

会教育行政に反映できるよう調査・研究を行う。また、『田辺市生涯学習推進計画』に基

づく事業が的確に行われているかどうか、点検・評価します。 

      ◇定例会 年６回開催 

   ◇グループ協議 随時 



◇研修会等 

       和歌山県社会教育研究大会への参加、近畿地区社会教育研究大会への参加 

      ■田辺市生涯学習（人権）推進員会議 

        田辺市生涯学習（人権）推進員の資質の向上を図り、地域における人権学習の推進に

努める。 

◇定例会 年３回開催予定 

       ◇研修会等 

              田辺市人権擁護連盟との合同研修会の開催 

人権教育啓発指導者研修会への参加、近畿公民館大会への参加 

 

（４）国際交流センターの充実 

ＣＩＲ〔国際交流員〕を配置し、在住、在勤外国人の日常生活等に関する相談や市民の

国際理解を深めるための取り組みを行う。 

 

○生涯学習センター施設概要 

 

【２】学社融合の推進 

①学社融合の推進を学校・幼稚園の教育指導計画及び公民館の活動方針に位置づけ、年間を通

じた取組を展開する。 

②小・中学校長、幼稚園長、学社融合担当者と公民館長、公民館主事との合同研修会並びに、

教職員、ＰＴＡ関係者、学校支援ボランティア等の研修会を開催し、学社融合の理論と実践に

ついて理解を深め、情報交換を行う。 

③定例学校訪問に生涯学習関係職員も同行し、学社融合の推進について研究・協議を行う。 

④東部公民館・南部公民館と東陽中学校を同時に研究指定し、学社融合の先進的な取組を研究

し、学社融合の推進に努める。 

⑤地域全体で学校教育を支援するため、文部科学省と県の補助を受け、共育コミュニティ推進

本部事業（学校支援地域本部事業）を上秋津公民館と上秋津幼稚園・上秋津小学校・上秋津中

学校、稲成公民館と稲成小学校、中芳養公民館と中芳養幼稚園・中芳養小学校・中芳養中学校、

大塔地区公民館・鮎川分館・三川分館・富里分館と、鮎川小学校・富里小学校・大塔中学校の

４箇所で実施することにより、地域と学校との連携体制の構築を図り、その取組をとおして地

域の教育力向上に努める。 

施 設 名 開  設  場  所 TEL・FAX 

田辺市生涯学習センター 

田辺市高雄一丁目 23-1 

田辺市民総合センター内 

TEL:0739-26-4925 

FAX:0739-25-6029 

構 造 RC 造 4 階建（2 階・3 階・4 階部分）延べ床面積 2,391.63 ㎡ 

貸 室 

２階‥交流ホール・青少年ﾎｰﾙ・会議室１・会議室４・相談室１・相談室２  

４階‥交流ホール・和室・会議室・児童遊戯室・料理実習室 

開館時間 午前 9 時から午後 10 時まで 

休館日  毎月の第３土曜日、12 月 29 日から翌年の１月３日まで 

事務室 ３階‥教育総務課・学校教育課・生涯学習課（国際交流センター）・文化振興課 



 

【３】人権教育の推進 

市民一人ひとりが充実した人生を送るため、人権認識を深めることをねらいとして、「人を大 

切にする教育」の基本方針及び「人を大切にする教育」推進計画に基づき、「田辺市人権施策

基本方針」が示す人権の重要課題の解決をめざす取組を各公民館区において、市民参画も得な

がら実施する。 

 

【４】公民館活動の充実 

    「田辺市生涯学習推進計画（後期基本計画）」「地域生涯学習計画（後期計画）」及び「田辺市

公民館将来構想」に基づいた地域づくりの拠点としての公民館事業を推進していく。 

■田辺市公民館連絡協議会    

田辺市各公民館の連絡連携を図り、公民館活動の振興発展、公民館関係職員の資質の向上を

めざす。 

◇公民館長・主事会議 年２回開催予定 

◇公民館長会議 年４回開催予定 

  ◇公民館主事会議 年１２回開催予定 

   ◇研修会等 

    公民館分館長研修会の開催、社会教育主事講習の受講、公民館専門職員研修会の受講     

人権教育啓発指導者研修会への参加、県公民館大会及び近畿公民館大会への参加 

 

【５】防災教育・啓発活動の充実 

各公民館で防災学習会を開催するなど、あらゆる機会を通じ、市民の防災意識や知識の向上

につながる学習機会を提供するほか、学校と地域が連携して避難マップを作成するなど、学社

融合の視点による防災学習を展開する。 

 

【６】地域づくりを担う人材の育成 

地域を支える人づくりを進めるため、各公民館において「輝け！地域の未来塾」を開催し、

地域それぞれの課題の解決と新たな価値創造に資する人材育成を行う。 

 

   

 

 

 

 

△少年少女発明クラブ 
△子どもクラブ 

田辺市ドッジボール大会 



※各種活動の充実

事　業　名 事　業　の　概　要

◇放課後子ども教室

　　３地域において小学校の余裕教室等を活用して、放課後や週末等に子ども

　達の安全・安心な活動拠点を設け、地域の方々の参画も得ながら、様々な体

　験活動や学習活動の場を提供する。

◇子どもクラブ活動

　　１０３の単位子どもクラブが加入し活動している、田辺市子どもクラブ育

　成協議会が主催する各種スポーツ大会や文化事業を通じ、心身ともに健全な

　子どもの育成を目指す。

◇少年少女発明クラブ

　　自由な環境の中で創作活動を行い、作品が完成する喜びを体得させ、科学

　的発想に基づく生活態度や創造性豊かな人間形成を図るため、少年少女に科

　学的な興味、関心を追及する場を提供する。

◇青年ネットワーク

　　青年ネットワークの組織強化を図るため、地域の各種青年団体等との交流

  を図り、青年の交流人口を増やし、自主的な活動の推進に努める。

◇自分磨き講座

　　晩婚化・未婚化対策として、話し方や聴き方、メイク術など、自分を磨き

　自分の魅力を高める講座を開催する。

 ◇田辺市女性会連絡協議会活動

  　 女性の地位向上や、社会福祉の増進等、住みよいまちづくりに貢献するこ

　とを目的として、研修会・交流会・スポ－ツ大会や福祉ボランティア活動等

　の幅広い活動を実施する。

高齢期における学

習機会の充実

◇各種教室の開催

　　生きがいづくり、健康増進のための学習機会を提供するとともに、様々な

　学習を通じ、参加者相互の交流を深める。また、高齢者の持つ知識や経験、

　技術を学校や地域社会で生かすことができるような取組を行う。

人権問題にかかる

学習の推進

　　公民館長と公民館主事が、生涯学習（人権）推進員と協議し、各公民館区

　ごとに人権擁護連盟や地域の各種団体・機関等の協力を得ながら人権学習実

　行委員会を組織して、学習会を開催する。

◇知的障害児者対象事業

　　外出や運動する機会の少ない知的障害児者を対象に、のびのびと身体を

　動かしながら楽しむことのできる場を提供する。

◇めばえ学級

　　視覚に障害がある人々と健常者が学習活動を通じ交流を深める。

◇家庭教育支援

　　公民館を拠点として、各種講座、事業及び学習の場を提供するなど、地域

  全体で子どもを見守る体制づくりを行う。

◇家庭教育支援講座

　　地域における子育てや育児に関して、気軽に相談できる体制を整備するた

　め、家庭教育に関する基礎的な知識の普及・啓発を図るとともに、家庭教育

　支援に取り組む人材を養成する。

青少年期における

学習機会の充実

成人期における学

習機会の充実

地域福祉をすすめ

る学習の推進

子育てにかかる学

習の推進



事　業　名 事　業　の　概　要

地域づくりのため

の人材育成

◇輝け！地域の未来塾

　　各公民館で地域ごとのテーマを設定し、地域それぞれの課題の解決と新た

　な価値の創造に資する人材育成の講座を開催する。

◇各地域における学社融合事業の展開

　　公民館主事と各幼稚園・各小中学校の学社融合担当者が連携し、地域住民

　等の参画を得て、家庭や地域における教育力向上のために各事業を展開し、

　青少年の健全育成活動を推進する。

◇学社融合指定研究

　　東部公民館・南部公民館と東陽中学校を同時に研究指定し、学社融合の先

　進的な取組を研究し、学社融合の推進に努める。

◇共育コミュニティ推進本部事業

　　上秋津地域・稲成地域・中芳養地域・大塔地域の４地域それぞれに地域共

　育コミュニティ本部を設置し、学校支援ボランティア活動等をとおして学校

　と地域との連携体制の構築を図り、地域の教育力向上に努める。

◇生涯スポ－ツ活動の推進

　　各公民館での各種スポーツ・レクリェ－ション大会の開催

◇生涯学習振興大会・生涯学習フェスティバルの開催

◇田辺市民春季俳句大会、秋季俳句大会の開催

◇南紀短歌大会の開催

◇各公民館での文化祭・展示会の開催

◇ふるさとの歴史・文化活動の支援と推進

◇各種教室、サークルの開設

◇各種講座・講演会の開催

◇公民館報の定期的発行

　　地域住民への公民館活動等の情報提供の手段として、各公民館毎月１回発

　行する。

学習情報の収集・

提供の充実

◇教材等の貸出し

　　市民の生涯学習活動支援のため、視聴覚教材及び機器の貸出しを行う。

学社融合の推進

地域づくり活動の

拠点としての公民

館事業の拡充



任期　平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日

氏　名 備　考

谷　本　敬　介 田辺市小中学校校長会

加　藤　麻希子

中　本　真　輝 　

三　宅　真帆子

近　藤　信　子

西　川　一　弘 和歌山大学

高　垣　幸　代

尾　崎　弘　和

松　場　三恵子

龍神地域 久　保　正　博

庄　司　堅　一

榎　本　幸　秀 　　　　

九　鬼　かおる

任期　平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日

氏　名 備　考

杉　若　信　男

新　藤　整　市

橘　　　　　勲

髙　地　勝　司

森　本　泰　弘

泉　　　京　子

山　田　能　久

杉　若　哲　司

和　田　壽　彦

川　口　幸　三

三　栗　一　二

那　須　勝　美

芝　　　光　治

赤　松　昌　典

井　本　和　男

稲　井　　　均

吹　揚　克　之

３．各種委員等名簿

学識経験者

○田辺市社会教育委員名簿

学識経験者

分野・関係等

社会教育関係者

学校教育関係者

田辺市三栖公民館　　　　

○田辺市公民館長名簿

公民館名

田辺市中央公民館

田辺市秋津公民館　　　　

田辺市万呂公民館　　　　

田辺市東部公民館　　　　

田辺市中部公民館　　　　

田辺市新庄公民館

田辺市ひがし公民館　　　

田辺市上芳養公民館　　　

田辺市南部公民館

田辺市西部公民館　　　　

田辺市中芳養公民館

田辺市稲成公民館

田辺市芳養公民館　　　　

田辺市秋津川公民館

田辺市上秋津公民館　　　

田辺市長野公民館

学識経験者

家庭教育向上

中辺路地域

大塔地域

本宮地域

家庭教育向上

学識経験者

学識経験者



氏　名 備　考

寒　川　一　平 　

松　阪　正　澄

寒　川　鉄　夫

杉　本　　　勝

奥　野　佳　世

大垣内　知　也

後　藤　　　宏

西　川　隆　文

中　村　　　誠

太　田　進　司

宮　井　　　努

広　瀬　　　桂

森　　　純　一

笠　松　芳　和 　

大　岩　勲　一

向　井　教　泰

家　谷　佳　男 　

山　下　義　朗

尾　野　博　昭

鳥　居　清　人

森　　　勝　紀

堅　田　秀　行

○田辺市生涯学習（人権）推進員名簿 任期　平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日

氏　名 備　考

宮　崎　孝　夫

柳　瀬　定　義

宮　本　小百合

田　中　邦　明

田　端　直　人

田　嶋　洋　子

前　田　司　枝

廣　岡　　　勝

大　橋　江美子

湯　川　富　雄

公民館名

田辺市龍神公民館　　　　

田辺市龍神公民館龍神分館

田辺市龍神公民館宮代分館

田辺市龍神公民館殿原分館

田辺市龍神公民館東西分館

田辺市龍神公民館中山路分館

田辺市龍神公民館福井分館

田辺市龍神公民館甲斐ノ川分館

田辺市中辺路公民館　　　

田辺市中辺路公民館栗栖川下分館

田辺市中辺路公民館栗栖川上分館

田辺市中辺路公民館二川分館

田辺市中辺路公民館近野分館

田辺市大塔公民館

田辺市大塔公民館三川分館

田辺市大塔公民館富里分館

田辺市本宮公民館　　　　

田辺市大塔公民館鮎川分館

田辺市本宮公民館本宮分館

田辺市本宮公民館三里分館

田辺市本宮公民館四村川分館

田辺市本宮公民館請川分館

※任期は、田辺市中央公民館及び同龍神、中辺路、大塔、本宮の各公民館長は除く。

公民館区

田辺市東部公民館

田辺市中部公民館

田辺市西部公民館



氏　名 備　考

那　須　太　一

山　本　　　馨

玉　井　　　巍

串　崎　成　章

新　　　静　雄

布　袋　太　三

杉　野　伸　行

中　元　孝　明

倉　谷　弘　子

永　井　和　美

倉　山　郁　代

桑　原　多佳子

久　保　善　計

井　澗　芳　記

森　　　徳　美

阪　東　英　男

坂　本　みや子

那　須　幹　司

大　野　　　塁

森　　　悦　子

竹　中　弘　幸

中　西　ふみ子

丸　山　勝　司

岡　﨑　数　秋

松　場　三恵子

武　森　直　子

曽　輪　秀　夫

溝　端　むつみ

青　木　克　次

鈴　木　智　郷

中　西　由利子

船　川　美和子

中　平　英　也

寒　川　喜代子

古　屋　和　弘

吉　本　壽　子

公民館区

田辺市南部公民館

田辺市芳養公民館

田辺市稲成公民館

田辺市秋津公民館

田辺市万呂公民館

田辺市新庄公民館

田辺市三栖公民館

田辺市長野公民館

田辺市上秋津公民館

田辺市秋津川公民館

田辺市上芳養公民館

田辺市中芳養公民館

田辺市ひがし公民館

田辺市龍神公民館



氏　名 備　考

那　須　民　子

福　田　善　一

前　　　憲　治

宮　越　貴　博

日　向　浩　子

黒　木　勉　司

杉　林　丈　廣

九　鬼　聖　城

蔭　地　明　一

田ノ上　一　馬

田辺市中辺路公民館

公民館区

田辺市大塔公民館

田辺市本宮公民館

△社会教育委員会議 △公民館長・主事会議



◇公民館

公 民 館 名 設置年度

中 央 公 民 館 昭和３１年

施 設 概 要

備 考

４．施設での活動状況

平成７年４月　国立病院跡施設を改修

交流ホール、青少年ホール、事務室、会議室、和室、児童遊戯室、料理実習室、トイレ、駐車場

所　在　地 面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

平成７年に生涯学習センター内に条例設置。

田辺市高雄一丁目23-1

  住民一人ひとりの人権が大切にされ、うるおいと生きがいのもてる充実した生活を営むことが

できる生涯学習社会を構築するため、各地区公民館及び分館と連携を図りながら、具体的な取り

組みを進める。

（１）「田辺市生涯学習推進計画（後期基本計画）」、「地域生涯学習計画（後期計画）」及び

　　　「田辺市公民館将来構想」に基づいた、地域づくりの拠点としての公民館事業を推進して

　　　いく。

　　　○公民館長・主事会議の開催　○館長会の開催　○主事会の開催

　　　○各公民館、分館への指導・助言・支援　○家庭教育支援事業の開催

　　　○防災に関する学習の充実

（２）公民館職員の資質、公民館関係者の専門性の向上

　　　○公民館長・主事会議での研修の開催　○和歌山県公民館大会・近畿公民館大会への参加

　　　○社会教育主事講習への参加　○公民館職員専門講座への参加

（３）「人を大切にする教育」の基本方針の具現化をめざした人権教育・啓発活動の積極的な

　　　推進

　　　○田辺市生涯学習（人権）推進員会議の開催

　　　○「人を大切にする教育」推進計画に基づく人権学習会の積極的な開催

　　　○田辺市人権擁護連盟との合同研修会の開催

（４）学社融合事業の推進

　　　○田辺市教育委員会　学社融合研究指定の推進

　　　　東部・南部公民館、東陽中学校

　　　○共育コミュニティ推進事業の推進

　　　　上秋津公民館、上秋津幼稚園・上秋津小学校・上秋津中学校

　　　　稲成公民館、稲成小学校

　　　　中芳養公民館、中芳養幼稚園・中芳養小学校・中芳養中学校

　　　　大塔地区公民館・鮎川分館・三川分館・富里分館、鮎川小学校・富里小学校・大塔中学

        校

　　　○学社融合研修会の開催をはじめとする、学校・公民館・地域の連携の推進

　　　○学社融合事業の全市的な展開並びに学社融合推進本部の設置の推進

（５）市民のニーズに対応できる講座等の開催及び芸術、文化活動の推進

　　　○生涯学習フェスティバル（舞台発表等）　○自分磨き講座

　　　○田辺市民俳句大会、南紀短歌大会

主な事業計画

2,391.63㎡

鉄筋４階

常勤館長１　　杉若　信男

係　　長１　　坂本　明人

主　　事２　　廣畑　明央

　　　　　　　大倉　聖秀



公 民 館 名 設置年度

東 部 公 民 館 昭和３１年

施 設 概 要

備 考

公 民 館 名 設置年度

中 部 公 民 館 昭和３１年

施 設 概 要

備 考

Ⅰ．交流を促進する地域づくり

　　◆学習機会の充実

　　　○教室の開催、サークルの支援：ヨーガ、太極拳、卓球他

　　◆交流の促進

　　　○公民館施設を活用した交流の促進、地域の各種団体との連携：文化展・写真展

　　　○スポーツ大会の開催：グラウンドゴルフ大会、３館ソフトバレーボール親善交流大会

　　　○世代間交流の促進：ふれあいバスピン大会、ウォークラリー

　　◆学社融合の推進

　　　○併設公民館と学校における学社融合の推進：パソコン教室

　　　○地域の人材を活用した学社融合の推進：写真教室、料理教室、子ども生け花教室

　　◆情報提供の推進

　　　○公民館報の更なる充実：公民館報の発行（月１回）、ホームページでの広報

Ⅱ．学びから始まる地域づくり

　　◆地域で活躍する人づくり

　　　○指導者の育成　　○地域を再発見する学習会の推進

　　　○知識・経験や学習成果を生かせる機会の充実：人材バンクの活用

　　◆現代的課題や地域課題に対応する学習機会の充実

　　　○生活に密着した学習の推進

　　◆高齢者を含めた人材バンクの創設

　　　○地域に眠る人材の把握・活用：人材バンクの活用

　　◆人権問題にかかる学習の推進

　　　○社会情勢に応じた人権学習の実施：人権学習会の開催

Ⅲ．防災や防犯に強い地域づくり

　　◆防災や防犯に対する意識付け

　　　○防災や防犯に掛かる学習会の推進：避難訓練の実施

Ⅳ．学びの体制

　　◆公民館運営体制の充実：各委員会の開催

所　在　地 面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

田辺市神子浜1-4-66

非常勤館長１　　橘　　　勲

主事１　　　　　宮原　政典

４９８㎡

鉄筋１階

非常勤館長１　　新藤　整市

主事１　　　　　津田　祐司

所　在　地

平成２１年新築（東陽中学校に併設）

大集会室、和室、トイレ、駐車場

田辺市上屋敷1丁目2-1

４９９㎡

鉄筋１階

平成２１年新築（田辺第一小学校に併設）

大集会室、和室、トイレ、駐車場

主な事業計画

Ⅰ．人と人、つながる地域づくり

  (1)　学社融合の推進

   ・学校、地域（公民館）合同での行事の開催   ・地域の人材、文化資源の発掘と学社融合活動への活用

   ・地域全体で子どもを見守っていけるよう促進

  (2)　交流の促進

   ・地域全体から幅広い世代が参加できるように努め、各種文化・体育事業の開催

   ・立ち入りやすい公民館環境の整備   ・あいさつ運動の推進

  (3)　情報提供の推進

   ・地域情報・学習情報コーナーの設置   ・地域、学校の情報、活動の紹介など、公民館報の内容充実

Ⅱ．人と人、学ぶ地域づくり

  (1)　学習機会の充実

   ・教室、サークルの開催及び協力、支援

  (2)　現代的課題や地域課題の解決に向けた取り組み

   ・防災意識の向上に向けた学習会、救急救命講習会等の開催

   ・高齢者を対象とした健康教室の開催、その他地域課題に応じた講演会等の開催

  (3)　地域資源を活かした取り組み

   ・地域の人材の知識や経験を活かせる機会の充実   ・地域の歴史や文化を共有できる企画の開催

  (4)　読書活動・環境の充実

    ・図書コーナーの充実と整備   ・本を通じた大人と子どもの学習活動の展開

Ⅲ．人と人、大切にする地域づくり

   人を大切にする学習の推進

　 ・地域の課題や現代的課題に沿った人権学習会の開催

主な事業計画



公 民 館 名 設置年度

西 部 公 民 館 昭和３１年

施 設 概 要

備 考

公 民 館 名 設置年度

南 部 公 民 館 平成元年

施 設 概 要

備 考

【活動内容】

　Ⅰ．交流を促進する地域づくり

　　◆学習機会の充実

　　　○教室の開催、サークルの支援：健康体操及びﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動 、ファミリーバドミントン他

　　　○各種学習会の実施：人権学習会

　　◆交流の促進

　　　○世代を越えた交流事業の展開：南部センターフェスティバルへの参画

　　　○各種スポーツ大会の開催：グラウンドゴルフ大会、３館ソフトバレーボール親善大会

　　　○地域の各種団体との連携：子どもサポートネットみらいへの参画

　　◆学社融合の推進

　　　○地域の人材を活用した学社融合の推進、各種子ども教室の開催：子ども生け花教室

　　　○地域と学校と結びついた取組：田辺第二小学校合同清掃活動

　　◆情報提供の推進

    　○公民館報の定期発行(月１回)

　Ⅱ．学びから始まる地域づくり

　　◆地域で活躍する人づくり

      ○指導者の養成　○地域を再発見する学習会の推進

　　◆現代的課題や地域課題の解決に向けた取組み

　　　○生活に密着した（防犯、食生活、健康等）学習会の実施：講演会の実施

      ○子どもの安全面に対する対策：あいさつ運動への呼びかけ

　Ⅲ．防災に強い地域づくり

　　◆防災に対する意識付け

　　　○防災にかかる学習の推進：避難訓練への参画

　Ⅳ．学びの体制

　　◆公民館運営協力委員体制の充実

Ⅰ．学社融合による地域活性化

  　■西部地域学社融合推進協議会の開催

  　・地域が誇る天神崎の環境学習やリサイクル事業の強化を図る。

  　・大災害が起きても｢西部地域から一人の犠牲者も出さない｣ための防災訓練や防災学習会を

　　　開催する。

 　 ・学校を基盤とした地域住民参加型の授業を開催する。

 　 ・西部センター、天神児童館、西部公民館、学校等の更なる融合を推進し事業を組み立てて

　　　いく。

Ⅱ．地域を支える人材の把握・人材の育成

 　 ■地域づくりにかかわる人づくり

 　 ・指導者「地域コーディネーター」には、あらゆる事業に関わっていただき、人材の育成に

　　　努める。

Ⅲ．人が大切にされる地域づくり

　　■人権課題に関わる学習会の開催

　　・西部エンパワーメント支援事業と共催し、社会情勢に応じた人権学習会の実施に向け、人

　　　権推進委員と協議し、関係機関・団体と連携して、人権学習会を開催します。

Ⅳ．災害に強いまちづくり

　　■防災学習会の開催

　　■地域ぐるみの避難訓練の開催

職員数等

（公民館長・主事名）

田辺市天神崎11-19

西部センタ－

所　在　地

５００㎡

鉄筋２階

昭和６２年３月　西部センタ－に条例設置

主に当該施設を会場に活動

面積㎡・構造

田辺市末広町11-3

南部センター

６０３㎡

鉄筋２階

主な事業計画

主事は東部公民館に常駐

平成元年４月　南部センタ－に条例設置

主に当該施設を会場に活動

非常勤館長１　　髙地　勝司

主事１　　　　　平山　直明

非常勤館長１　　森本　泰弘

主事１　　　　　津田　祐司

主事は中央公民館に常駐

所　在　地 面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

主な事業計画



公 民 館 名 設置年度

芳 養 公 民 館 昭和３１年

施 設 概 要

備 考

公 民 館 名 設置年度

稲 成 公 民 館 昭和３１年

施 設 概 要

備 考

主な事業計画

 Ⅰ．交流を促進する地域づくり

 　■交流の促進

　  ・世代間・地域間交流の促進 ： 盆踊り大会、成人式など

　　・芳養谷地域の交流促進 ： グラウンドゴルフ大会など

　　・各種スポーツ大会の開催 ： 駅伝大会、キンボール大会など

　　・教室間やサークル間の交流の促進 ： 文化発表会、秋の作品展など

 　■学社融合の推進

　　・子どもの居場所づくりの支援 ： 芳養ふれあい教室、読み聞かせ教室

　　・地域の人的資源の積極的活用 ： 授業のゲストティーチャー等として活用

 Ⅱ．学びから始まる地域づくり

 　■学習機会の充実

　  ・講演会・学習会の開催　：　ゆかた着付け講座、教育学習会

    ・教室、サークルの支援 ： 水彩画・茶道・料理・書道・生花サークル

 　■地域で活躍するひとづくり

　　・知識・経験や学習成果を生かせる機会の充実

　　・人材の発掘と活躍できる場の提供 ： 芳養地域人材バンクの積極的活用

 　■現代的課題や地域課題の解決に向けた取り組み

    ・災害時に対応できる学習の推進 ： 防災学習会の開催

　　・環境学習の推進　：　環境学習会

 Ⅲ．人が大切にされる地域づくり

 　■人権問題にかかる学習の推進 ： 人権学習会の開催

職員数等

（公民館長・主事名）

主事は中央公民館に常駐

Ⅱ．学びから始まるまちづくり

　■地域課題や悩みの解決に向けた取組

　　・子育てにかかる学習の推進　・防災にかかる学習の推進　・環境にかかる学習の推進

　　・中学生、高校生世代の地域行事への参加を促進

Ⅲ．人が大切にされるまちづくり

　■他人を思いやり尊重できる考えを豊かにする

　　・人権に関する学習（過去を学び、平和や人権の大切さを次世代へ伝える）

非常勤館長１　　山田　能久

主事１　　　　　笠松　亮太

稲成町民センタ－に条例設置

主に当該施設を会場に活動

４６０㎡

木造２階

所　在　地

６２７㎡

鉄筋２階

非常勤館長１　　　泉　京子

主事１　　　　　野口　直希

平成元年３月に新築（芳養連絡所併設）

ホ－ル、事務室、図書室、料理実習室、大集会室、和室、研修室、トイレ、駐車場

田辺市稲成町823

稲成町民センタ－

田辺市芳養松原一丁目

15-8

面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

所　在　地 面積㎡・構造

主な事業計画

Ⅰ．交流（ふれあい、つながり）を促進するまちづくり

　■人とのつながりを大切にする

　　・新たな教室、サークルの開設や支援　・体育行事、文化行事の開催

　　・どの世代も参加しやすい新たな事業を開催

　　・公民館を多くの方に利用していただき、交流の場となるようにする

　■学社融合の取組を強化。

　　・地域の教育力を活かした取組　・伝統文化の継承

　■地域を支える人材の発掘、育成

　　・地域のリーダーの発掘、育成　・若者の地域行事参加の促進

　■情報提供

　　・様々な媒体を用いて情報の発信を行う



公 民 館 名 設置年度

秋 津 公 民 館 昭和３１年

施 設 概 要

備 考

公 民 館 名 設置年度

万 呂 公 民 館 昭和３１年

施 設 概 要

備 考

主な事業計画

非常勤館長１　　和田　壽彦

主事１　　　　　古部　公司

田辺市中万呂46-3

面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

所　在　地

昭和５７年３月に秋津地区多目的センタ－として新築（管理運営は農林課）

平成１７年４月から公民館で管理運営となる。

料理実習室、和室、集会室、トイレ、駐車場

面積㎡・構造

所　在　地

１，１０３㎡

鉄筋３階

Ⅲ．人が大切にされる地域づくり

　■人権問題にかかる学習の推進

　　・人権学習会の拡充、田辺市擁護連盟・生涯学習（人権）推進委員との連携

職員数等

（公民館長・主事名）

３２５㎡

鉄骨２階

非常勤館長１　　杉若　哲司

主事１　　　　　笠松　亮太

Ⅰ．地域交流の促進

　■地域交流の促進

　　・幅広い世代が参加できるような、体育事業、文化事業の開催。

　■学社融合の推進

　　・体験学習の開催、子どもの安全対策の強化

　■情報提供の推進

　　・公民館報の充実、市外での魅力的な取組等の情報を発信

Ⅱ．住みやすい地域環境づくり

　■学習機会の充実

　　・教室の開催、サークルの支援

　■地域で活躍するひとづくり

　　・知識・経験や学習成果を生かせる機会の提供

　■地域課題の解決に向けた取組

　　・地域住民の健康増進のための学習の推進　・防災意識向上へ向けた学習会など場の提供

　■異世代の方々の地域参加を促進

　　・各世代で活躍の場、講座や講演会の開催

　■地域の歴史や伝統文化の伝承

　　・地域の歴史や伝統文化を体験・学習する機会の充実

平成８年９月　万呂コミュニティセンターとして新築。

ホール、図書室、事務室、研修室、和室、料理実習室、大集会室、エレベーター、トイレ、駐車場

主な事業計画

田辺市秋津町227-30

主事は中央公民館に常駐

Ⅰ.地域を支える人材の把握と育成

　●人材バンク設置に向けた情報収集と活用の仕組みについての検討

Ⅱ.学びによる地域活性化

　●輝け！地域の未来塾事業「万呂地域カレッジ（全４回予定）」の開催

　●万呂人権学習をすすめる会を中心に人権学習会を開催

　●公民館サークル（バドミントン、ヨーガ）

Ⅲ.つながる地域の体制づくり

　●緑の会委員会との共催展示会（えびね山野草展や秋の総合展示会など３事業）

　●万呂体育委員会・他公民館と共催の体育事業（グラウンドゴルフ大会など６事業）

　●盆踊り大会（万呂・秋津の地域団体、学校及び秋津公民館との共催）

　●万呂・秋津公民館共催古道ウォーク　●万呂町内会共催の研修旅行・敬老会

　●体験学習会

　　（土曜子ども教室、おばけカボチャランタンづくり、秋津公民館共催夏休み短期教室など）

　●子ども向け読み聞かせ会「おはなしのじかん」の実施

Ⅳ.計画推進の体制づくり

　●体育・文化・人権福祉・子ども部会の運営　●運営委員会開催（5月・3月）

【その他】貸館業務、公民館報の発行、地域行事への協力



公 民 館 名 設置年度

新 庄 公 民 館 昭和３１年

施 設 概 要

備 考

公 民 館 名 設置年度

三 栖 公 民 館 昭和３９年

施 設 概 要

備 考

主な事業計画

田辺市中三栖805

面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

非常勤館長１　　三栗　一二

主事１　　　　　佐向　大輝

平成１５年９月三栖コミュニティセンターとして新築（三栖連絡所併設）

事務室、大集会室、図書コーナー、和室、研修室、料理実習室、トイレ、駐車場

田辺市新庄町2031-3

８１９㎡

鉄筋２階

職員数等

（公民館長・主事名）

非常勤館長１　　川口　幸三

主　事１　　　　脇本　祥司

６８６㎡

鉄筋２階

昭和６０年３月に新築（田辺市役所新庄連絡所を併設）

ロビー、事務室、大集会室、研修室、和室、料理実習室、図書室、トイレ、駐車場

Ⅰ．地域を支える人材の育成と環境づくり

　　■地域づくりにかかわる人づくり

　　　・地域で活躍する人の把握と発掘に努めます。

　　　・知識、経験や学習成果を生かせる機会の提供に努めます。

　　　・地域の価値創造や課題解決に向けた学習会の開催や指導者の養成に努めます。

　　■地域での居場所づくり

　　　・「井戸端会議」のような雰囲気で人が自然と集まれる場所・機会を提供します。

　　　・文化祭や新庄夏まつり・体育行事など、多くの人々が参加し集まれる事業の開催します。

　　　・教室（２）やサークル活動（２８）への支援・協力など広く門戸を開放し、より多くの

　　　　皆さんが参加しやすい 環境づくりに努めます。

Ⅱ．学社融合による学びと地域の活性化【住民参画や各種団体・施設と連携した取り組み】

　　■地域の課題解決に向けた学習の推進

　　　・防災・減災や環境に関する学習会を開きます。

　　　・地域の伝統文化の継承に向けた取り組みを行います。

　　■地域とふれあう機会づくり

　　　・地域と学校が結びついた取り組みを進めます。

　　　・地域の教育力を生かした講座を開催します。

　　■地域の魅力を掘り起こす学習の推進

　　　・地域産業や地域資源に関する学習を進めます。

　　　・地域資源を活用した学習機会を提供します。

Ⅲ．防災・減災に向けての体制づくり

　　■多様な連携による防災・減災の仕組み

　　　・住民参画による防災訓練などを行い、防災体制の構築を進めます。

　　　・各種団体や施設と連携した取り組みを推進します。

所　在　地 面積㎡・構造

Ⅰ．地域を支える人材の把握、人材の育成

　■地域づくりにかかわる人づくり

　・地域のリーダーとなる人材の発掘、育成　・研修会の開催

　・地域の方の経験や特技を生かせる機会の提供

  （総合的な学習の時間及びクラブ活動支援、小学校作品展への出品　など）

Ⅱ．学社融合による地域の活性化

　■地域をつなぐ機会づくり

　・地域と幼稚園・小学校・中学校が結びついた取組

　（幼稚園と高齢者学級の世代間交流、小学校と地域の環境整備「三栖を美しくする運動」

　　中学校と農家の梅農業体験学習、総合的な学習の時間およびクラブ活動の支援　など）

　■地域の方から地域のことを知る学び

　・地域の史跡や産業などを子ども達が学び、子ども達が地域に愛着を持てるような取組

　（小学校の総合的な学習の時間の支援、中学校の梅農業体験学習）

Ⅲ．交流や学びの促進

　・公民館を拠点とした交流や学びの促進（公民館サークルへの活動支援）

　・スポーツ、文化活動を中心とした世代を越えた交流

　（町民ソフトボール大会・ソフトバレーボール大会の開催、社会見学、熊野古道ハイキ

　　ングなど）

　・防災、人権、健康等について考えたり、話し合う機会の提供

　（人権学習会「明日を語る三栖の集い」、健康講習会　など）

　・伝統文化の継承と地域文化の整備

　（文化委員会による史跡整備事業・学校の総合的な学習の時間の支援　など）

主な事業計画

所　在　地



公 民 館 名 設置年度

長 野 公 民 館 昭和３９年

施 設 概 要

備 考

公 民 館 名 設置年度

上秋津公民館 昭和３９年

施 設 概 要

昭和６２年３月に東原多目的集会所として新築（長野連絡所併設）

事務室、集会室、トイレ、駐車場

主な事業計画

Ⅰ．地域を支える人材の把握・人材の育成

　■地域づくりにかかわる人づくり

　・指導者の育成　　　・研修会の開催

　・小中学生は幼児を、高校生は小中学生を指導できる体制づくり

　・経験や学習経験を活かせる機会の提供（長野作品展の開催　など）

Ⅱ．学社融合による地域の活性化

　■地域の現実を直視し、地域の課題解決に向けた学習の推進

　・防災にかかわる学習　　・環境にかかわる学習　　　・伝統文化の継承にかかわる学習

　■地域を再発見し、地域をつなぐ機会づくり

　・地域産業、地域資源に関する学習の推進

　・地域の教育力を生かし、地域と学校が結びついた取組

　（学校の総合的な学習の時間の支援）

Ⅲ．交流の促進

　・地域住民が参加、交流できる取組

　（公民館サークルの支援、長野作品展、熊野古道ハイキングなどの文化・スポーツ事業の

　　開催）

Ⅳ．地域文化の掘り起こしと継承

　　(「文化遺産を記録に残す会」による古文書などの資料収集、記録）

Ⅴ．健康に留意し互いに支えあう環境作り（地区ごとの健康教室の開催）

Ⅵ．過疎地の人権と安全を守る取組（社会情勢に応じた人権学習会の開催）

２１０㎡

鉄筋２階

非常勤館長１　　那須　勝美

主事１　　　　　佐向　大輝

職員数等

（公民館長・主事名）

所　在　地 面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

７７０㎡

鉄筋２階

所　在　地 面積㎡・構造

田辺市長野1146-2

主事は三栖公民館に常駐

田辺市上秋津2083-1

非常勤館長１　　芝　　光治

主事１　　　　　藤田　祐輔

平成５年１１月に上秋津農村環境改善センターとして新築

（公民館として活用、連絡所併設）

ホール、事務室、児童室、応接室、大会議室、和室、農事研修室、トイレ、駐車場

主な事業計画

Ⅰ．コミュニティ（地域）を育むまちづくり

　■交流を促進する取組の推進

　・世代交流行事の開催　　　・子どもと大人を繋ぐ場づくりの推進

　・地域を考える会の支援やまちづくり学習会の開催

　・住民各層の目的に対応したサロンや集いの場作りの推進

　■地域情報の提供の推進

　・地域情報の収集と内外への発信　　　・地域情報共有化の推進　　　・公民館報の充実

　■各種団体の交流促進と連携した事業の実施

　・地域と学校協働による取組　　　・町内会や「秋津野塾」行事の取組

Ⅱ．人を育むまちづくり

　■地域資源と人材を活かした学社融合事業の推進

　・農業体験学習等の開催　　　・教育・活動支援ボランティアによる取組の推進

　■地域で取り組む子育て活動の推進

　・子どもの居場所づくりの推進、子育て活動の支援　　　・青少年健全育成活動への協力

　■地域を支える人づくり

　・地域活性化に向けた研修会の開催　・若者のアイデアによる行事の検討

　・人材の発掘と育成、さまざまな活動への活用（取り込み）と組織への登用

Ⅲ．心を育むまちづくり

　■人を大切にする取組の推進

　・人権学習会の開催

　■心を豊かにする取組の推進

　・文化・教養を高める学習の開催

　■郷土愛を育て、地域に関心を持ってもらう取組の推進

　・地域の歴史や伝統文化に触れる取組の推進　　　・地域理解に向けた取組の推進

　・環境美化活動の推進

Ⅳ．やすらぎを育むまちづくり

　■各種団体の連携による防災・防犯にかかる取組の推進

　・防災・減災学習会や訓練の開催　　　・安全・安心パトロールの実施

　■住民の生活課題解決に向けた学習の推進

　・健康と地域福祉にかかる学習の推進　　　・住環境にかかる学習の推進

　・地域産業活性化に向けた学習の推進



備 考



公 民 館 名 設置年度

秋津川公民館 昭和３９年

施 設 概 要

備 考

公 民 館 名 設置年度

上芳養公民館 昭和３９年

施 設 概 要

備 考

主な事業計画

主事は中央公民館に常駐。

所　在　地

Ⅰ．交流を促進する地域づくり

　○交流の促進

　　芳養谷地域の交流促進〔芳養川グラウンドゴルフ大会、芳養しおさいまつり〕

　　スポーツ大会の開催

　　〔秋季運動会、卓球大会、ファミリーバドミントン大会、ソフトバレーボール大会〕

　○学社融合の推進

　　体験教室の実施〔カヌー体験、焦がし絵体験、乗馬体験〕

　○地域の情報提供

　　公民館報等による情報提供〔公民館報の発行（毎月１回）〕

田辺市上芳養3165

面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

１４７㎡

鉄筋１階

面積㎡・構造

非常勤館長１　　赤松　昌典

主事１　　　　　平山　直明

主な事業計画

Ⅰ．つながりを深めるまちづくり

　■ 交流を促進する取組の推進

　・交流行事の開催　　・子どもと大人を繋ぐ場づくりの推進

　・地域の発展に向けた学習会等の開催

　・各年代層に応じた事業の開催や交流の場作りの推進

　■ 地域情報の提供推進

　・地域ＰＲの推進　　・地域情報の発信と共有化の推進　　・公民館報の充実

　■ 各種団体の交流促進と連携した事業の実施

　・地域の各組織・団体の連携強化と共同事業の実施　・「秋津川振興会」行事の取組

Ⅱ．人を育むまちづくり

　■ 地域資源と人材を活かした学社融合事業の推進

　・農業体験、伝統文化学習の開催等　　・共同体験活動の取組

　・子どもたちの出番をつくる取組の推進

　■ 地域の子どもを守り、育てる活動の推進

　・子どもの居場所づくりの推進　　・校区協議会活動への協力

　■ 地域を担う人づくり

　・地域活性化につながる研修会の開催　　・人材の把握と育成、各種事業への活用

　・若者が集う取組の推進

Ⅲ．心を育むまちづくり

　■ 優しい心を育む取組の推進

　・人権にかかる学習の開催

　■ 豊かな心を育む取組の推進

　・文化・教養講座の開催

　■ 郷土愛を育む取組の推進

　・地域の歴史学習や伝統文化継承への取組推進　　・地域理解に向けた取組の推進

　・環境美化活動の推進

Ⅳ．やすらぎを育むまちづくり

　■ 各種団体の連携による安心づくり

　・声かけ・あいさつ運動の推進　　・防災にかかる学習の推進

　■ 住民の生活課題解決に向けた学習の推進

　・健康と福祉にかかる学習の推進　　・生活環境にかかる学習の推進

　・地域産業にかかる学習会の開催

所　在　地

職員数等

（公民館長・主事名）

田辺市秋津川668-1

昭和６３年４月に秋津川連絡所に設置

ＪＡ紀南秋津川店と併設のため当該施設を会場に活用

事務室、集会室、トイレ、駐車場

８９１㎡

鉄筋２階

非常勤館長１　　井本　和男

主事１　　　　　宮畑　直弥

平成１０年９月に上芳養農村環境改善センターに移転（公民館として活用、連絡所併設）

ホール､事務室､会議室､ロビー､和室､料理実習室､児童室､トイレ､駐車場

Ⅱ．学びから始まる地域づくり

　○現代的課題、地域課題に対応した学習機会の提供

　　防災学習会の開催

　　環境に対応した学習推進〔社会見学会・上芳養健康教室〕

　○学習機会の充実

　　公民館教室・サークルの支援〔子ども生け花教室・子ども書道教室・編み物教室〕

　　学習成果の活用と機会の充実〔手作り作品展〕

Ⅲ．人が大切にされる地域づくり

　○人権学習会の推進

　　「人を大切にする教育」推進計画に基づき、人権意識の高揚に努める〔人権学習会〕



公 民 館 名 設置年度

中芳養公民館 昭和３９年

施 設 概 要

備 考

公 民 館 名 設置年度

ひがし公民館 昭和５４年

施 設 概 要

主な事業計画

備 考

主な事業計画

面積㎡・構造所　在　地

平成７年９月　ひがしコミュニティセンタ－として新築

１Ｆ　ホ－ル、事務室、図書コーナー、学童保育室、大集会室

２Ｆ　料理実習室、研修室、和室

田辺市中芳養1904

６４３㎡

木造１階

連絡所と併設　事務室、大集会室、和室、トイレ、駐車場

Ⅰ．交流を促進する地域づくり

　○交流の促進

　　芳養谷地域の交流促進〔芳養川グラウンドゴルフ大会〕

　　スポーツ大会の開催〔グラウンドゴルフ大会〕

　○学社融合の促進

　　体験学習の実施〔焦がし絵体験教室〕

　○地域情報の発信

　　公民館報等による情報提供〔公民館報の発行（毎月１回）〕

Ⅱ．学びから始まる地域づくり

　○現代的課題、地域課題に対応した学習機会の推進

　　防災に関わる学習の推進〔防災学習会〕

　　高齢者の健康増進〔社会見学会〕

　○地域還元型学習体制の確立

　　人材の活躍できる機会の提供〔中芳養夏まつり・中芳養合同作品展〕

　○学習機会の充実

　　教室、サークルの支援

所　在　地

非常勤館長１  　稲井　　均

主事１　　　　　宮畑　直弥

主事は上芳養公民館に常駐。

職員数等

（公民館長・主事名）

Ⅲ．人が大切にされる地域づくり

　○人権学習会の推進

　　「人を大切にする教育」推進計画に基づき、人権意識の高揚に努める〔人権学習会〕

田辺市南新万28-1

８４５㎡

鉄筋２階

非常勤館長１　　吹揚　克之

主事１　　　　　茶木　　晃

Ⅰ．地域を支える人材の育成

　　・地域を支える人材の育成、把握、活用･･･地域事業への参加、研修会開催

　

Ⅱ．お互いを知り思いやれる環境の整備

　　・地域交流の促進・・・・・交流事業の開催

　　・人権にかかる学習の推進・・・・・人権学習会の開催

Ⅲ．安心・安全な地域づくりの推進

　　・災害に強い地域づくり・・・・・防災訓練の実施

　　・安全・安心な地域づくり・・・・・防災学習会の開催

　　・子どもが安心して暮らせる地域づくり・・・・地域との連携

Ⅳ．学びの体制

　　・多様な連携等による体制の強化・・・・・各種団体との連携

面積㎡・構造 職員数等（公民館長・主事名）


