
さいたま市における
ＩＣＴを活用した生涯学習の

取組について

令和５年２月３日（金）
岩手県生涯学習推進研究発表会 資料



①さいたま市の概要

本日の予定…

②ＩＣＴを活用した生涯学習の取組について

③さいたま市公民館ビジョンについて



①さいたま市の概要



さいたま市の概要

位置

埼玉県の南東部。東京の都心部からは北に約20kmの位置。

新幹線６路線を初め、JR各線や私鉄線が結節する東日本の

交通の要衝となっている。

概要・歴史

古くは中山道の宿場町として発達してきた歴史を持つ。平

成13年5月に浦和市・大宮市・与野市の３市合併により誕生。

平成15年に全国で13番目の政令指定都市へと移行。平成17年

に岩槻市と合併。現在は10の行政区があり、面積は217.43㎢。



さいたま市の概要

人口 1,339,375人（令和４年１２月１日現在）

65歳以上：310,315人（23.17％） 14歳以下：171,954人（12.84％）

コンセプト

「みんなが、のびのび、暮らせるまち。未来に向かって、 伸びて、伸びて、いくまち。」

人口は、毎年約１万人増加！住みたいまちランキング
TOP15に３駅ランクイン！



さいたま市の教育施設・組織

教育委員会事務局の組織体制

管理部
教育総務課、教育政策室、教育財務課、
学校施設整備課、学校施設管理課

学校教育部
学事課、教職員人事課、教職員給与課、
指導１課、特別支援教育室、指導２課、
総合教育相談室、高校教育課、健康教育課、
教育研究所、舘岩少年自然の家

生涯学習部
生涯学習振興課、人権教育推進室、文化財保護課、
青少年宇宙科学館、博物館、うらわ美術館、
生涯学習総合センター、公民館、中央図書館、
図書館

職員数は
教育委員会
事務局で

約7,000人！！



さいたま市の教育施設・組織

市立学校の数

小学校：１０４校 中学校：５８校

高等学校：３校 中等教育学校：１校 特別支援学校：２校

社会教育施設の数

公民館：６０館（生涯学習総合センター含む）

図書館：２５館 博物館：９館

科学館等：２館 人権教育集会所：２館

美術館：１館 文化財資料室：１館

社会教育関係職員

生涯学習部職員：約５００人

（社会教育主事、学芸員、指導主事、司書含む）

さいたま市は
合計で１００の社会教育施設で
約５００人も働いているんだね！



生涯学習総合センター及び拠点公民館・地区公民館の概要
○組織図

生涯学習総合
センター

地区公民館４９館拠点公民館１０館
（各区に１館）

主な業務

公民館の整備、予算編
成・執行、公民館ビ
ジョンの推進、公民館
運営審議会、公民館職
員の研修、市民大学な
ど

主な業務

○拠点公民館
区内公民館主催事業の統括（区内公民館の

主催事業の指導及び助言、調査・研究）
〇拠点公民館・地区公民館

主催事業の開催、施設利用団体の登録、公
民館だより発行、部屋の貸出など

○職員数

常勤再任用、会計年度職員２６３人（内社会教育主事資格者３６人）

○令和３年度生涯学習総合センター・公民館主催事業

地域に密着した
取組を実施して

います！

・事業数（講座数）2,1６9件 ・回数6,210回 ・参加延人数123,204人



②ＩＣＴを活用した
生涯学習の取組について



コロナウイルス感染拡大の影響で令和２年３月から６月
までの約３か月間、市内全ての公共施設が休館。

学校も休校。公民館、図書館など生涯学習施設も休館・・・
イベントや講座も中止・・・
学習情報もほとんどなし・・・

社会教育主事・学芸員・
指導主事・図書館司書を
はじめとした各施設職員

そんな状況でも、
市民の皆さんや地域のために
何かしたい！

取組の経緯

【発端】



そこで・・・

さらに、様々なコンテンツをパッケージ化し、
「学びの玉手箱」「学びの泉」と名付けて
市民へ周知。

各施設等の職員が子どもから大人
まで、場所にとらわれずに楽しく
学ぶことができるオンライン
コンテンツを配信！

取組の経緯



〜 おうちで博物館・美術館・宇宙科学館・図書館等 〜

施設名 タイトル

市立
博物館

おうちミュージアム

スタディミュージアム

エア博物館

与野郷土資料館クイズ

うらわ
美術館

おうちで美術鑑賞！

青少年
宇宙科学館

青少年宇宙科学館
「科学戦隊さいレンジャー」の
ワクワクサイエンスボックス

宇宙劇場「ベビー＆キッズ劇場」

図書館

小中高生必見！「読書応援コンテンツ」
（児童向け）／（生徒向け）

としょ丸遊戯道場にちょうせん！

「本は王さま」おすすめの本

としょ丸チャンネル

文化財
保護課

めざせ！さいたま考古マスター！

深堀り文化財

児童・生徒を対象に、楽しみながら学ぶこと
が出来るコンテンツを、生涯学習関連施設が
作成。簡単にアクセスできるように生涯学習関
連施設のタイトルをパッケージ化。

発信開始日︓令和２年3月19日(木)

ＨＰは
こちらから

さいたま市 学びの玉手箱

令和4年12月26日現在



博物館、うらわ美術館、公民館、図書館、青
少年宇宙科学館が持つ魅力溢れる学習資源
等を市民の皆様方に提供できるよう、「さいたま
市生涯学習コンテンツ 『学びの泉』」として、様
々なコンテンツを発信。

発信開始日︓令和２年5月11日(月)

施設名等 タイトル

博物館

さいたまのJAPAN BLUE
〜さいたまを染める︕〜

与野郷土資料館展示web解説
岩槻郷土資料館展示web解説

うらわ
美術館

うらわ美術館の萌芽
開館当時の収蔵品紹介

生涯学習

総合センター・
公民館

e公民館–おうちこうみんかんー

中央
図書館

さいたま市図書館オリジナル
「地域もの知りけんてー」

さいたま市図書館 コロナ情報館

青少年
宇宙科学館

若田名誉館長に続け！

「宇宙のまち さいたま」

宇宙劇場「ゆるっとプラネタリウム」

Your Personal Lounge

〜 生涯学習関連施設「探訪」 〜

ＨＰは
こちらから

さいたま市 学びの泉

令和4年12月26日現在



「e公民館」は取組全体の愛称です。
ネーミングは、「education＆いい」
を意味しています。

e公民館 –おうちこうみんかんー
「いつでも どこでも どなたでも」学べる公民館講座
生涯学習総合センター・公民館で作成した魅力ある
動画等のコンテンツを発信しています。

ｅ公民館について

YouTubeリンク



【コンテンツのジャンル】
体操、料理、手芸、工作、脳トレ、美容、園芸、歴史、子育て、防災、パソコンなど

コンテンツ数（令和４年１２月末現在）

１８６件 （動画…１５９件 PDF…２７件）

さいたま市ホームページ掲載場所

トップページ > 子育て・教育 > 生涯学習 > お知らせ > e公民館

e公民館二次元コード

ｅ公民館について



e公民館作成マニュアルの作成 各種研修の実施

研修の様子

研修チラシ

ｅ公民館について



さいたま市は、平成13年に誕生し、令和3年で20周年を迎えました。
この間、公民館は地域の身近な公共施設として、多くの皆さんにご利用
いただきました。この20年を振り返る10区の公民館が誕生20周年を
記念した動画を作成し配信しています。

さいたま市の歴史を振り返る「e公民館」

ｅ公民館について

e公民館特設サイト



Zoomを活用した講座（Ｒ３年度）

Web会議システム「Zoom」
を活用した事業にも挑戦し、
普段公民館の利用が出来ない
方や、若い世代などをター
ゲットにした講座を実施しま
した。

その他の新たな取組



③さいたま市公民館ビジョンについて



■公民館ビジョン策定の目的

さいたま市の公民館

〇 公民館は地域住民にとって最も身

近な公共施設（市立公民館６０館）

〇「人と人、人と地域、地域と地域」

がつながるよう、地域の学びの拠点

新しい時代

人生１００年時代の到来
Society5.0

社会の変化や課題を捉え学習
機会を提供する学びの拠点

地域づくりの中核を担う拠点
としての機能強化

今後は新たな学びの拠点として



■公民館が目指すもの

公
民
館
の

宣
言

地域の未来をあなたと

公民館は、地域住民と共に、これからの「地域の未来を
つくる学びの拠点」となります。

公
民
館
が

目
指
す
方
向
性

にぎわいから学びをつかみ 地域とのつながりをはぐくむ場

公民館は、地域住民が集うことで「にぎわい」を生み、多様な
人々が魅力を感じる学習テーマから、自発的に学びを「つかむ」
場となり、地域社会における課題を解決するための「つながり」を
はぐくむ場を目指します。



■ビジョンを実現するために

「さいたま地域づくりプロジェクト」

公民館では、「人づくり」「つながりづくり」「地域づくり」を地域
住民と共に進めるために、「さいたま地域づくりプロジェクト」として
３つの行動目標を掲げ、全ての公民館が一丸となってプロジェクトを推
進していきます。

３
つ
の
行
動
目
標

１ 人々の学びのきっかけをつくり、魅力あふれる様な学びの場となり
ます。（人づくり）

２ 誰もが気軽に立ち寄れる、地域住民のつながりの場となります。
（つながりづくり）

３ 地域を共につくり、暮らしを助け、地域課題を解決する拠点となりま
す。（地域づくり）



日本最大規模を誇る都心緑地空間“見沼田んぼ”の主の子孫。
生まれ育った見沼（ミヌマ）から「ヌゥ」と名づけました。
ヌゥ＝ｎｕ にはフランス語で「飾り気のない」「素」の意味が
あります。
「つなが竜」には、さいたま市の魅力を伝え、人々の「つながり」
を深める役割を担う意味がこめられています。



ご清聴ありがとうございました


