
 

 

 

Ⅲ 生 涯 学 習 
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指導者バンク 

年度 登録者数 活用者数 

H25 99人 17人 

H26 96人 32人 

H27 80人 32人 

 

地域の力をはぐくむ生涯学習活動の推進 

 

１ 生涯をとおした多様な学習機会の充実 

 ⑴ 草加市社会教育委員 

   社会教育の助言機関として、第三次生涯学習基本計画の策定、施策等に対する意見

具申により、草加市にふさわしい生涯学習社会の構築を図ります。 

 ⑵ 生涯学習情報提供サイトの運用 

   学習情報の収集・提供、指導者やサークルの活動紹介及び学習相談などの機能をも

ち、市全域にわたる生涯学習情報を検索できるインターネット上のサイトを運用し、

市民の活用を進めます。 

 ⑶ 指導者バンクの活用 

   生涯学習に関する専門的な知識や経験、技能等のある 

  人を生涯学習指導者として発掘、登録し、その情報の提 

  供及び活用を図ります。 

   指導者バンク制度の周知及び指導者の活動の場を広げ 

  るために、生涯学習体験講座を開催します。 

 ⑷ 生涯学習情報紙等の発行 

   市民への生涯学習情報発信のため、生涯学習情報紙『マイ・ステージ』を発行しま

す。市内で活動しているサークルの情報をまとめたガイドブックを隔年で発行します。 

 ⑸ そうか市民大学の充実 

   「人をつくる・人と出会う・まちをつくる」を建学の理念とし、市民との協働によ

る生涯学習社会の構築のため、市民大学推進委員会とともに講座の企画・運営を行い

ます。 

   開学１２年目を迎える本年度は、前期・後期講座、特別公開講座を開講します。 

 ⑹ 大学公開講座への支援 

   獨協大学オープンカレッジの講座及び上野学園大学短期大学部の公開講座を支援し

ます。 

  ⑺ 社会教育関係団体の育成 

   社会教育に関することを主な目的として、活動する社 

  会教育関係団体の登録や活動支援を行います。 

 ⑻ 新成人のつどいの開催 

   社会を担う成人としての自覚と自立を促すとともに、 

  生涯にわたる学習活動を進める機会として、新成人の 

  つどいを開催します。 

 ⑼ 子ども大学そうかの開校 

   子どもの学ぶ力や生きる力をはぐくみ、地域で子どもを育てる仕組みをつくるため、

社会教育関係団体 

年度 登録団体数 

H25 443団体 

H26 452団体 

H27 448団体 
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獨協大学との共催により平成２７年度から開校しました。 

   獨協大学の教授や地域の専門家が、楽しく、分かりやすく講義します。 

 

２ 生涯学習施設の整備とネットワーク化の推進 

 ⑴ 生涯学習施設の整備 

  市内公民館・文化センター及び栄小学校開放施設の一般使用について、施設の適正

な管理・維持を図るとともに、事業の充実に努めます。 

 ⑵ 平成塾の管理運営 

   地域の高年者の触れ合いや生きがい、共同学習の場として、また、地域の子どもた

ちとの世代間交流の場として、平成塾の活動を支援します。 

 

 

文化遺産の保存と活用 

 

 ⑴ 文化財の保存・活用 

貴重な文化遺産を郷土の文化財として保存・活用するために、指定文化財のパトロー

ル及び埋蔵文化財包蔵地の管理を行います。 

市内小学校に入学した新１年生に対し、『草加お宝かるた』を配付することで、子

どもたちの郷土に対する愛着と誇りを醸成します。 

 ⑵ 文化財保護審議会 

   文化財保護審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関して審

議するとともに、必要と認める事項を建議します。 

  ⑶ 国指定名勝「おくのほそ道の風景地 草加松原」の保存・活用 

   国指定名勝「おくのほそ道の風景地 草加松原」保存活用計画の策定を中心として、

末永く草加松原の景観の保存活用が図られるよう体制整備に努めます。 

 ⑷ 歴史講座 

   市民を対象に、草加の歴史に関する様々なテーマで講座を開催します。 

年 度 テ ー マ 

H25 今市宿・杉並木・裏見の滝等（全て日光市）見学 

H26 日光市｢ガンマンガ淵を訪ねて｣として、同市内の浄光寺、化け地蔵、憾満ケ淵、松尾

芭蕉句碑その他を見学 

H27 草加近在の地域文化などをテーマとし、毎月歴史講座や企画展講座を開催 

（日光道中(街道)と参勤交代や草加宿前史、更級日記から見た関東の支配状況など） 
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生 涯 学 習 施 設 の 紹 介 

 

○公民館 

〔中央公民館〕 

開館年月：昭和４１年７月 

    （昭和５６年１０月移転） 

所 在 地：草加市住吉二丁目９番１号 

電話番号：９２２－５３４４ 

ＦＡＸ番号：９２５－０１５２ 

構造・面積：鉄筋コンクリート造３階建 

      延床面積 4,497.91ｍ2  
      敷地面積 6,220.1ｍ2 
平成２８年度主要事業：小学生の職場訪問、伝統文化教室、にじいろタイム、スポーツ吹

矢体験講座、SKT２４高年者健康エクササイズ、さわやかシニア大学、青少年コンサート、

第４４回中央公民館まつり、第２５回美術展、ギャラリーミニアラカルト ほか 

 

〔柿木公民館〕 

開館年月：昭和４４年５月（平成１４年９月移転） 

所 在 地：草加市柿木町１２６３番地 

電話番号：９３１－３１１７ 

ＦＡＸ番号：９３３－２５０１ 

構造・面積：鉄筋コンクリート造２階建 

      延床面積   970.27ｍ2 
      敷地面積  1,976.28ｍ2 
平成２８年度主要事業：第４８回柿木公民館まつり(第９回柿木郷土まつり)、柿木子ども

新聞発行、子ども自遊空間、第１５回柿木親子クリスマス会、自然観察教室、親子で元気

ル－ム、高年者の元気ルーム、成人文化講座、スプリングコンサート、SKT２４柿木みん

なでラジオ体操、柿木の芸術家たち展 ほか 

 

〔谷塚文化センター〕 

開館年月：昭和５２年１月 

    （平成１９年４月移転） 

所 在 地：草加市谷塚仲町４４０番地 

電話番号：９２８－６２７１ 

ＦＡＸ番号：９２８－６２７２ 

 

・施設内容            （単位：人） 

施設名 
収容 
人数 

施設名 
収容 
人数 

ホール 415 第２体育室 84 
第１会議室 46 視聴覚室 60 
第２会議室 24 美術工芸室 20 
第３会議室 26 第1講座室 54 
クラブ室 18 第２講座室 37 
調理室 40 図書室 － 

和室研修室 35 ギャラリー － 
第１体育室 167   

 ・施設内容            （単位：人） 

施設名 
収容 
人数 

施設名 
収容 
人数 

ホール 130 和室会議室 20 
調理実習室 20 会議室 30 
実習室 24 図書室・学習室 － 

 

・施設内容            （単位：人） 

施設名 
収容 
人数 

施設名 
収容 
人数 

相談室 20 第１楽屋 12 
第１学習室 60 第２楽屋 6 
第２学習室 50 中会議室 30 
実習室 45 小会議室 20 
第１和室 35 家庭科室 45 
第２和室 25 図書室 － 
ホール 300 託児室 － 

（家庭科室、図書室は小学校との共用施設） 
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構造・面積：鉄筋コンクリート造４階建 

      延床面積  2,330ｍ2  
      敷地面積  18,756ｍ2  
      （敷地面積は、谷塚小学校、谷塚児童クラブを含む） 

平成２８年度主要事業：小学生との世代間交流、子ども自然・科学教室、高年者学級、す

くすくクラブ、第３８回谷塚文化センターまつり、第１４回地域音楽のつどい、綾瀬川コ

ーラス教育、谷塚少年少女合唱教室、ロビーコンサート、子ども相撲教室 ほか 

 

〔川柳文化センター〕 

開館年月：昭和５５年４月 

所 在 地：草加市青柳六丁目４５番１７号 

電話番号：９３６－４０８８ 

ＦＡＸ番号：９３０－１５０９ 

構造・面積：鉄筋コンクリート造３階建 

      延床面積 1,359.23ｍ2 
      敷地面積   3,301ｍ2 
平成２８年度主要事業：夏休み子ども教室、公民館ボランティア講座、高年者のたまり場

「ひびき」、第３７回川柳文化センターまつり、吹奏楽演奏会 ほか 

 

〔新田西文化センター〕 

開館年月：平成２２年４月 

所 在 地：草加市清門三丁目４９番地１ 

電話番号：９４２－０７７８ 

ＦＡＸ番号：９４６－１５０８ 

構造・面積：鉄骨造２階建 

      延床面積 1225.48ｍ2  
      敷地面積 2136.79ｍ2 
平成２８年度主要事業：子どもサマーランド、放課後クラブ、家庭教育学級、高年者学級

「笑いのつどい」、SKT２４地域はつらつ元気体操教室、第４回伝統芸能発表会、第７回

新田西文化センターまつり ほか 

 

〔新里文化センター〕 

開館年月：平成２６年４月 

所 在 地：草加市新里町９８３番地 

電話番号：９２７－３３６２ 

ＦＡＸ番号：９２０－１５０４ 

・施設内容            （単位：人） 

施設名 
収容 
人数 

施設名 
収容 
人数 

ホール 193 和室 24 
第１会議室 24 調理室 30 
第２会議室 45 図書コーナー － 
第３会議室 40 託児室 － 
実習室 24 準備室 － 

・施設内容            （単位：人） 

施設名 
収容 
人数 

施設名 
収容 
人数 

ホール 200 和室 20 
第１会議室 24 調理室 24 
第２会議室 36 図書コーナー － 
第３会議室 54 託児室 － 
実習室 24 準備室 － 

・施設内容            （単位：人） 

施設名 
収容 
人数 

施設名 
収容 
人数 

体育室 200 和室研修室 30 
クラブ室 20 調理室 30 
視聴覚室 30 図書室 

学習室 
－ 

会議室 50 
実習室 30 託児室 － 
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構造・面積：鉄骨造２階建 

      延床面積 1373.48ｍ2 
      敷地面積 2373.38ｍ2 

平成２８年度主要事業：子どもクラブ、子ども環境学習教室、伝統文化教室、すくすくクラ

ブ、スポーツ吹矢体験講座、高年者学級、いきいき楽集クラブ、SKT２４地域はつらつ元

気体操教室、第３回新里文化センターまつり ほか 

 

○歴史民俗資料館 

開館年月：昭和５８年１１月 

所 在 地：草加市住吉一丁目１１番２９号 

電話番号：９２２－０４０２ 

ＦＡＸ番号：９２２－０４０２ 

構造・面積：鉄筋コンクリート造２階建 

      延床面積 696ｍ2  
      敷地面積 766.18ｍ2 

 郷土の歴史資料や民俗資料などを収集・保管・展示することにより、教育・学術・文化

の発展に寄与することを目的とし、昭和５８年１１月に開館しました。 

 建物は、大正１５年に県下初の鉄筋コンクリート造校舎として建設された草加小学校西

校舎を改修したものです。耐震・耐火に優れ、また、屋上にドッヂボールなどをして遊べ

るスペースが設けられるなど、建設当時としては大変近代的な建造物でした。平成２０年

１０月には、「造形の模範になっている」建造物であることが認められ、国の登録有形文

化財に登録されました。 

 このことを受け、歴史民俗資料館の文化財としての更なる活用と施設の管理運営の充実

を図るため、平成２１年度からは平成１８年度から導入していた指定管理者制度を廃止し、

管理運営を草加市教育委員会の直営としています。 

 当館では、２，６７１点（平成２７年度末）余りの資料を収蔵しています。平成２５年

４月１６日には来館者２０万人を達成し、平成２７年度末（平成２８年３月３１日）には、

合計２４６，７９３人の来館者となりました。 

 

  

・来館者の推移 

年度 来館者数 

H25  14,352人 
H26  16,238人 
H27  16,763人 
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草 加 市 立 中 央 図 書 館 

 

開館年月：平成１２年４月１日 

所 在 地：草加市松原一丁目１番９号 

電話番号：９４６－３０００ 

ＦＡＸ番号：９４４－３８００ 

構造・面積：鉄骨・鉄筋コンクリート造地上５階建 

     専有面積 4,803.54㎡ 
 

【平成２８年度 図書館運営方針】 

 中央図書館では、地域サービスとしての図書館ネットワーク網を活用し、生涯学習社会

の基本となる市民の知的要求に広く応えるとともに、市民それぞれの生活課題解決に必要

な情報収集の場として、多様できめ細かなサービスを提供します。 

 特に、全国的な読書離れが叫ばれるなか、魅力ある蔵書のほか、ＩＴ機器の活用や次世

代の読書習慣をめざす読み聞かせやブックトーク等の読書推進活動を展開し、図書の利用

拡大に努めます。 

 また、適正な施設の維持管理及び館の運営に努め、快適な利用環境を提供します。 

 これらを踏まえ、平成２８年度においては以下を重点施策として図書館を運営してまい

ります。 

１ 社会情勢の様々な変化に伴って多様化・高度化する利用者ニーズに応えるため、資料

の整備・充実に努めます。 

２ 調査研究から身近な疑問に応ずるとともに、市民の生活課題解決の支援となるレファ

レンスサービス（参考調査）の充実に努めます。 

３ 障がいにより、読書や図書館の利用に不便を感じる人に対する読書支援活動を推進し

ます。 

４ 子どもの読書活動推進のため、児童サービスの充実を図ります。 

５ 市域全体の読書活動を推進するため、地域開放型図書室及び中央図書館サービスコー

ナーにおける蔵書の充実に努めるほか、学校及び大学との連携を推進します。 

６ 図書館利用の促進及び読書活動の推進のため、各種文化事業を実施します。 

７ 快適な読書環境を提供するため、図書館施設・設備の適切な管理運営に努めます。 

【平成２７年度利用状況】 

１ 入館者数・登録者数                       （単位：人） 

開館日数 

入館者数 登録者数 

一般室 児童室 合計 一般 学生 児童 合計 

304  470,313  84,400  554,713  138,092  26,170  14,688  178,950  
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２ 貸出冊数                          （単位：冊・点） 

中央図書館 
公民館・文

化センター 

地域開放

型図書室 

サービス

コーナー 
合計 

一般書 児童書 雑誌 ＡＶ資料 計 

631,209  200,721  25,619  45,065  902,614  112,721  15,444  158,568  1,189,347  

 

３ 蔵書場所別・資料種別蔵書冊                 （単位：冊・点） 

 
一般書 児童書 図書計 雑誌計 ＣＤ カセット ビデオ ＤＶＤ ＡＶ計 総合計 

中央図書館 386,465 82,587  469,052 14,668 9,283 176 1,253 1,687 12,399 496,119 

公民館・文

化センター 
18,968 21,782 40,750  168 0 0 0 0 0 40,918 

サ ー ビ ス 

コ ー ナ ー 
13,108 62,855 75,963 0 0 0 0 0 0 75,963 

合   計 418,541 167,224 585,765 14,836 9,283 176 1,253 1,687 12,399 613,000 

 

 

 

 


