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第 4 章 計画の推進に向けた取組 

        （重点プロジェクト） 

 
1 重点プロジェクトの考え方 

 

２ ４つの重点プロジェクト 

 
  Ⅰ 学びがひろがる場や機能の充実 

  Ⅱ 子どもの未来を育む学びの推進 

Ⅲ オリンピック・パラリンピックを契機とした 

学びの展開 

Ⅳ 地域での活躍を支える学びの拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家庭教育学級・地域子育て教室 
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第 4 章 計画の推進に向けた取組（重点プロジェクト） 

本計画で掲げる施策を効果的に推進するため、計画の前期 5 年間（平成 30

（2018）年度～34（2022）年度）において、重点的かつ優先的に実施する取組

を、「重点プロジェクト」としてまとめます。 

重点プロジェクトは、生涯学習を取り巻く環境の変化や施策の達成状況等を

踏まえ、平成 34 年度に見直しを図ります。 

１ 重点プロジェクトの考え方 

○ 区政世論調査では、生涯学習活動をしていない理由に「きっかけが無い」

「何をやったら良いのか分からない」という回答割合が多いことから、区

民の生涯学習活動を促進するにあたっては、生涯学習の魅力を幅広く、よ

り具体的に情報を提供し、参加意欲を高めていく必要があります。学習活

動の場の充実やＩＣＴのさらなる活用などを通じて、学びがひろがる場や

機能の充実を進めていきます。 

○ 区では、自然体験活動の充実など様々な面から、次代を担う子どもたち

を育む取組を進めています。社会状況が目まぐるしく変化し、子どもたち

を取り巻く課題が複雑化、困難化する中、全ての子どもたちが、あたたか

い地域社会の中で健やかに成長することができるように、学習環境を整備

することは引き続き喫緊の課題であることから、子どもたちの未来を育む

学びの推進を図っていきます。 

 ○ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が決まり、成田

空港から 36 分の好立地である日暮里駅を有する荒川区にも、世界中から大

勢の人々が訪問すると見込まれます。スポーツ分野における気運醸成と合わ

せて、国際理解や障がい者理解、日本の伝統文化や地域の歴史・文化への理

解など、よりグローバルな視点で生涯学習事業を推進し、オリンピック・パ

ラリンピックを契機とした学びの展開を進めていきます。 

○ 地域にひろがった学びは、区民自身の幸福実感の向上に寄与するととも

に、荒川区らしい「あたたかい地域社会」づくりにつながっていきます。仲

間と一緒に活動することを通じて地域に学びの成果を還元し、区民の手によ

る「学びの好循環」を生み出せるよう、地域での活躍を支える学びを拡充し

ていきます。 
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より多くの区民が学習活動や学びを活かした活動に参加できるよう、学びがひろが

る情報提供等に加え、区立施設のみに留まらない身近な学びの場の整備や、施設の

機能充実を図ります。 

 

 

子どもの貧困対策などの喫緊の課題に加え、学びによる子育て支援や家庭教育支

援、心豊かな成長につながる体験活動の充実や、家庭・学校・地域が一体となって、

次代を担う子どもたちの未来を育む取組を推進します。 

 

 

世界の人々が東京を訪れる大規模イベントを契機として、国際理解や多文化共生

はもとより、障がい者理解や、日本の伝統文化や地域の歴史・文化について学ぶ機会

の充実を図ります。  

 
学び合いによる社会参加へのきっかけづくりや、活動団体への支援に加え、団体相

互のネットワークを支援するなど、学びを通じた「あたたかい地域社会」づくりに向けた

取組を拡充します。 

■ 重点プロジェクトにおける目指す方向（平成 30年度～平成 34年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学びがひろがる場や機能の充実  

子どもの未来を育む学びの推進 

オリンピック・パラリンピックを契機とした学びの展開 

地域での活躍を支える学びの拡充 
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 ２ ４つの重点プロジェクト 

 

 
 

 

区政世論調査では、生涯学習活動に参加する上で、身近な施設や場所を求

める区民が多くいること、また、時間がない、参加したい気持ちはあるがき

っかけが無いとの声もありました。 

こうしたことから、急速に利用が拡大したＳＮＳ（ソーシャル・ネット・

ワーキングサービス）やスマートフォンを「いつでも」「どこでも」利用す

ることができるツールとして活用し、学習に関する情報や機会の提供を図り

ます。また、生涯学習の魅力をより具体的かつ効果的に提示するなど、参加

意欲を高める仕組みづくりに引き続き取り組んでいきます。 

わかりやすくタイムリーな学習情報の提供などのソフト面と、そうした情

報を得て学習活動を行うとともに、さらなる情報を得たり、相談などができ

たりする場、仲間と交流を深められる場などのハード面の両面から、区民の

学びがひろがる場と機能を充実していきます。 

 

＜目指す方向＞ 

◆学びがひろがる情報提供の整備・充実 

・区民の学ぶ意欲を喚起するため、従来からの紙媒体による情報提供に加え

て、インターネットを通じた動画配信など、新たなデジタル機器に対応し

た学習情報の提供により情報量の充実と利便性の向上を図ります。 

・特に、ホームページ等の電子媒体は、高齢者や障がい者の方々をはじめ、

すべての区民が分かりやすく利用しやすいよう努めていきます。 

・情報格差が広がらないよう、パソコン等のデジタル機器の操作等に関する

取組を充実します。 

主な事業 所管課 

荒川区ホームページ 広報課 

ＳＮＳによる情報提供・情報発信 広報課 

生涯学習スポーツポータルサイト「あらかわまなびプラザ」 生涯学習課 

生涯学習ガイドブック 生涯学習課 

ＩＴ講習会 生涯学習課 

録音図書デジタル化事業 ゆいの森課 

Ⅰ 学びがひろがる場や機能の充実 
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ゆいの森あらかわ・図書館ホームページ ゆいの森課・地域図書館課 

老人福祉センター スマートフォン講習会 福祉推進課 

老人福祉センター 初めてのタブレット講座 福祉推進課 

障がい者対象 ＩＴ講習会 障害者福祉課 

子育て支援ポータルサイト「あらかわ子育て応援サイト」 子育て支援課 

あらかわキッズニュース 子育て支援課 

 

◆身近な学びの場の整備・機能の充実 

・尾久図書館やふれあい館等の施設整備を進めるとともに、施設という「場」

での情報提供機能の充実を図ります。 

・生涯学習関連施設においては、利用者の声を踏まえながら適切な維持管理

に努めるとともに、利便性の向上や特色ある施設づくりを進めます。 

 

主な事業 所管課 

ふれあい館の整備・充実 区民施設課 

伝統工芸ギャラリーの充実 生涯学習課 

スポーツセンターの大規模改修 スポーツ振興課 

ゆいの森あらかわの機能充実 ゆいの森課 

新たな尾久図書館の整備 地域図書館課 

特色ある地域図書館の整備 地域図書館課 

まちなか図書館の整備 地域図書館課 

エコセンター環境学習機能の充実 環境課 

リサイクルセンターのリサイクル活動拠点機能の充実 清掃リサイクル課 
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乳幼児期から少年期は、人間形成の基礎をつくる大切な「学び」の時期で

あり、すべての子どもたちが夢と希望を持ち成長できる学習環境を整えるこ

とは、区として取り組むべき重要な課題です。 

一方、家庭の経済的背景と学力に相関関係があると言われている中で、貧

困の連鎖や格差の固定化・拡大を防ぐ観点から、「学び」によるセーフティ

ネットとして学習環境の整備が求められています。 

こうしたことから、心豊かな成長に不可欠な自然体験などの直接体験の取

組や、子どもの貧困解消に向けた対策など、子どもの未来を育むとともに、

地域の大人がつながることによる地域の教育力の向上を目指した取組を推

進していきます。 

 

＜目指す方向＞ 

◆体験活動の充実 

  ・地域活動団体や関係機関等との連携により、自然体験やものづくり体験

などの体験学習の機会や伝統文化に触れる機会を充実します。 

主な事業 所管課 

ふれあい館における体験活動 区民施設課 

東京藝術大学連携事業・参加型事業 文化交流推進課 

田植え・いも苗植え体験バスツアー（潮来市） 文化交流推進課 

荒川区自然体験を通した青少年健全育成活動事業 文化交流推進課 

青少年委員による体験活動事業 生涯学習課 

チャレンジ共和国における体験学習事業 生涯学習課 

チャレンジキャンプへの支援 生涯学習課 

少年少女体験教室（ロボット・コンテスト他） 生涯学習課 

全国連携・自然体験事業への支援 生涯学習課 

子ども文化体験フェスタへの支援 生涯学習課 

子ども俳句相撲大会 生涯学習課 

夏休みこども博物館 生涯学習課 

ゆいの森あらかわにおける子ども事業 ゆいの森課 

中高生による読み聞かせ体験 ゆいの森課・地域図書館課 

わんぱく相撲荒川区大会への支援 スポーツ振興課 

夏休み親子くらしの講座 産業振興課 

あらかわエコジュニアクラブ 環境課 

学齢児セラピー 障害者福祉課 

自然まるかじり体験塾 児童青少年課 

Ⅱ 子どもの未来を育む学びの推進 



 第 4 章 計画の推進に向けた取組（重点プロジェクト）     
 

 49 

◆地域の中で子どもを育む活動への支援 

  ・家庭・学校・地域がそれぞれの特性を活かしながら連携し、一体となっ

て子どもを大切に思う気持ちを育み、地域の教育力が向上する取組を推

進します。 

 ・経済的な貧困、孤立など困難を抱える子どもたちの「学び」を区として支

援するとともに、地域活動団体等の取組を支援します。 

主な事業 所管課 

地域教育力向上支援事業 生涯学習課 

地域子育て教室 生涯学習課 

青少年委員による活動 生涯学習課 

子ども会大会への支援 生涯学習課 

荒川区少年団体指導者連絡会への活動支援 生涯学習課 

心身障害児者福祉連合会への活動支援 障害者福祉課 

託児サポーター制度 子育て支援課 

あらかわ子ども応援ネットワークへの活動支援 子育て支援課 

学習支援事業（学びサポートあらかわ） 子育て支援課 

子どもの居場所づくり事業 子育て支援課 

放課後子ども総合プラン 児童青少年課 

「あらかわの心」推進運動区民委員会への活動支援 児童青少年課 

校庭利用事業 教育総務課 

合宿通学支援 教育総務課 

ＰＴＡ連合会への支援 教育総務課 

あらかわ寺子屋 指導室（小中学校） 
 

 

◆家庭教育支援・子育て支援  

  ・家庭は、子どもが生涯にわたって幸福に生きるための力を身につける基

盤との認識に立ち、家庭の教育力向上に向けた学びの機会の充実や、子

どもの健やかな成長を目指して活動する保護者等のサークルや団体の取

組を支援します。 

主な事業 所管課 

子育てサークル講師助成（親育ち支援事業） 生涯学習課 

家庭教育学級 生涯学習課 

ＰＴＡ連携家庭教育学級 生涯学習課 

子育てハッピー講座 健康推進課 

父親・祖父母子育て交流事業 児童青少年課 

子育て交流サロン 子ども家庭支援センター 

ＰＴＡ講演会・研修会支援 教育総務課 
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現在、国内で生活する外国人、また、日本を訪れる外国人観光客は急速に

増加しています。今後、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会

に向け、この傾向は更に強まる見込みであり、国際理解、多文化共生に向け

た一層の取組が求められています。 

また、平成 28（2016）年 4 月の障害者差別解消法の施行や、平成 29（2017）

年 4 月の文部科学省における障害者学習支援推進室の設置等により、学校教

育を修了した障がい者が、地域とつながり、生涯学習を通じて生きがいを得

る機会の更なる充実が求められています。 

こうしたことから、世界各国から多くの人々が東京を訪れる大規模イベン

トを契機として、国際理解や障がい者理解など、多様性を尊重し自他を認め

合う心を育む機会を充実するとともに、他国との相互理解に欠かせない日本

の伝統文化の素晴らしさや、地域の歴史、まちの魅力を改めて認識する機会

を充実します。 

 

＜目指す方向＞ 

◆国際理解に関する学習機会の提供 

・国際的な視野を持ち、豊かな国際感覚が身につくような学習機会を充実し

ます。 

・子どもたちが世界で通用する英語力を身に着け、積極的に外国語でコミュ

ニケーションを図る態度を育成する機会を充実します。  

 

主な事業 所管課 

海外都市との交流事業（ウィーン市ドナウシュタット区、

済州市、大連市中山区） 
文化交流推進課 

外国人住民支援事業（日本語教室など） 文化交流推進課 

外国人による日本語スピーチ大会支援 文化交流推進課 

多文化共生センター活動支援 文化交流推進課 

外国人による世界の料理教室 文化交流推進課 

国際交流バスハイク支援 文化交流推進課 

生涯学習センター区民カレッジ事業における関連講座 生涯学習課 

小学校ワールドスクール 指導室 

中学校ワールドスクール 指導室 

Ⅲ オリンピック・パラリンピックを契機とした 

学びの展開 



 第 4 章 計画の推進に向けた取組（重点プロジェクト）     
 

 51 

◆障がい者理解に関する学習機会の提供 

・障がいの有無にかかわらず、全ての人々が同じ地域に暮らす区民として共

に助け合う「あたたかい地域社会」を実現するため、多様性を尊重できる

「心のバリアフリー」と障がいに対する正しい理解を深める講座を充実し

ます。 

・障がい者との交流や、地域でサポートできる人材の育成を図ります。 

主な事業 所管課 

ゆいアート展 文化交流推進課 

荒川区心身障がい者青年教室（さくら教室） 生涯学習課 

首都大学東京との連携による荒川コミュニティカレッジ公開講座 生涯学習課 

図書館における障がい者支援事業（音訳者養成講座） ゆいの森課 

障がい者スポーツフェスティバル スポーツ振興課 

手話通訳者養成講座（初級・中級・上級） 障害者福祉課 

アクロスあらかわ 心のバリアフリー教室 障害者福祉課 

アクロスあらかわ 交流講座手芸教室 障害者福祉課 

たんぽぽフェスタ（施設公開） 障害者福祉課 

区立障がい者施設 施設公開 障害者福祉課 

発達障がい講演会 障害者福祉課 

家族支援講座 障害者福祉課 

 

◆地域の文化や歴史に関する学習機会の提供 

・世界各国の人々と交流し、異文化を尊重し、積極的にコミュニケーション

を図るためには、まず自分たちのアイデンティティである日本や荒川区の

歴史や文化の良さを十分に理解する必要があります。様々な事業を展開し

ながら地域の歴史や伝統文化等に関する学習機会の拡充を推進します。 

主な事業 所管課 

俳句文化振興事業 文化交流推進課 

区内小中学校日本の伝統文化指導者派遣事業 文化交流推進課 

あらかわの伝統技術展 生涯学習課 

あらかわ学校職人教室 生涯学習課 

荒川ふるさと文化館企画展等 生涯学習課 

伝統工芸ギャラリー展示・体験事業 生涯学習課 

文化財保護推進員活動 生涯学習課 

荒川区文化総合講座への支援 生涯学習課 

伝統文化親子教室（文部科学省補助事業）への支援 生涯学習課 

荒川コミュニティカレッジ（荒川区の歴史やまちを知る講座） 生涯学習課 

モノづくり見学・体験スポット事業 観光振興課 
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学習活動は、学んだことを他者に伝え、社会に還元することで、学ぶ目的

がより明確になり、さらなる学びへの意欲も高まります。また、集団での学

び合いを通じて「人」や「地域」とつながることで、「ふるさと荒川」に対

する地域への愛着が生まれます。  

地域の中で自分らしく活躍できるよう、社会参加のきっかけとなる学びの

提供や活動のブラッシュアップにつながる学びを充実し、さらに、交流によ

るネットワークづくり等による新たな学びを生み出す「学びの好循環」への

取組を推進します 

 

＜目指す方向＞ 

◆ 学びによる社会参加へのきっかけづくり 

  ・区民の個人的な興味・関心を出発点に、ボランティア活動等へのきっか

けとなるような講座を充実し社会参加のきっかけを支援します。 

  ・大規模災害に備えるための「防災・減災」や、人生百年時代に向けた「生

きがいづくり」など、現代的な課題や地域課題への関心を高め、解決に

向けての活動を促すような講座を関係機関等と連携しながら実施します。 

 

主な事業 所管課 

荒川コミュニティカレッジ  生涯学習課 

成人の日のつどい実行委員会 生涯学習課 

障がい者スポーツサポーター養成講習会 スポーツ振興課 

初級障がい者スポーツ指導員養成講習会  スポーツ振興課 

ウオーキング指導員養成講習会 スポーツ振興課 

ストーリーテリングボランティア養成講座 ゆいの森課 

読み聞かせボランティア養成講座 ゆいの森課 

音訳者養成講座 ゆいの森課 

布の絵本づくりボランティア養成講座 ゆいの森課 

本の修理ボランティア養成講座 ゆいの森課 

デイジー(録音図書)編集初心者講習 ゆいの森課 

中高生によるイベントスタッフ活動 ゆいの森課・地域図書館課 

観光ボランティアガイド養成講座 観光振興課 

Ⅳ 地域での活躍を支える学びの拡充 



 第 4 章 計画の推進に向けた取組（重点プロジェクト）     
 

 53 

緑のカーテン講習会 環境課 

リコメンドリーダーの養成 清掃リサイクル課 

障がい者向け健康体操事業（荒川ばん座位体操） 障害者福祉課 

荒川ころばん体操推進リーダー養成講座 健康推進課 

あらかわＮＯ！メタボチャレンジャー事業 健康推進課 

あらみん体操（５分でできる荒川どこでもみんなでころばん体操） 健康推進課 

景観まちづくり塾 都市計画課 

あらかわ園芸名人認定制度 道路公園課 

荒川区中学校防災部での防災ジュニアリーダーの育成 指導室 

 

◆区内活動団体等への支援 

・区民サークルや地域活動団体、個人が、学んだ成果の発表等を行うことに

より、学習意欲を増進できるよう支援します。 

・自分の能力やスキルを活かして活躍できるよう、社会教育サポーター制度

等により人材を区に登録し、必要に応じて区民同士の活動のコーディネー

トを行います。 

・さらなる活躍のため、地域で活動する上で必要となる知識や技術等を深め

ることができるよう、各種の研修会等を実施します。 

 

主な事業 所管課 

荒川区文化祭 生涯学習課 

荒川コミュニティカレッジ（学園祭） 生涯学習課 

荒川コミュニティカレッジ（学習成果発表会） 生涯学習課 

荒川コミュニティカレッジ（活動のスキルアップに係る講座） 生涯学習課 

吹奏楽のつどい 生涯学習課 

社会教育サポーター制度 生涯学習課 

社会教育サポーターのつどい（研修会） 生涯学習課 

人権を考える講座 生涯学習課 

中高生リーダー養成講座 生涯学習課 

あらかわ青年大会への支援 生涯学習課 

青少年委員・スポーツ推進委員活動への支援 生涯学習課・スポーツ振興課 

障害者大運動会への支援 障害者福祉課 

子育てボランティア団体等育成支援事業 子育て支援課 
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◆ 交流によるネットワーク化への支援 

・活動する目的やテーマが関連する団体・サークル等がつながることで、 

様々な情報や地域資源、活動上の経験や課題等を共有でき、団体活動の活

性化や協働による新たな事業展開などが可能となります。 

・また、他団体との交流は、各団体それぞれの活動が区の中でどのような意

義、必要性をもつのかを振り返り、より良い活動への気づきの場となるだ

けでなく、励まし合いなどモチベーションアップにもつながり、活動の継

続に大きな力となります。 

・区民の学習環境のひろがりや協働体制の整備をめざし、地域で活躍する団

体・サークルが相互につながるようネットワーク化を支援します。 

 

主な事業 所管課 

アクト 21 交流のつどい 総務企画課 

地域活動サロンふらっと・フラットにおける支援 文化交流推進課 

荒川コミュニティカレッジ学園祭における交流支援 生涯学習課 

地域教育力向上支援事業活用団体のネットワーク支援 生涯学習課 

あらかわ青年大会における交流支援 生涯学習課 

子ども会大会における交流支援 生涯学習課 

老人福祉センター 文化祭行事 福祉推進課 

高年者地域ぐるみ事業（運動会・芸能・輪投げ大会など） 高齢者福祉課 

アクロス連合会まつり支援 障害者福祉課 

  

 

 

 

 

 

 

 


