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横浜市では、平成 23年に「第３次横浜市生涯学習基本構想」
を策定し、『生涯学習を通じて、市民一人ひとりがいきいきと
暮らせる「ちから」を育み、さまざまな人々がつながりなが
ら、支えあい、豊かに共生するまち“横浜”を創造します』を基
本理念に、生涯学習施策を推進しています。 
 
 

第３次横浜市生涯学習基本構想 

 

令和２年７月版 横浜市教育委員会 



 

横浜市社会教育コーナー（市内に１館設置しています。） 
住所 横浜市磯⼦区磯⼦３-６-１-１（JR 磯⼦駅徒歩 4 分） 

☎・FAX  761-4321
利⽤時間 ⽉曜⽇〜⼟曜⽇ 9：00〜21：00 ⽇曜⽇・祝⽇ 9：00〜17：00
休館⽇ 原則第１⽉曜⽇、年末年始（12/28〜1/4） 
施設 研修室３室、アートルーム、トレーニングルーム、スポーツ広場 

（テニスコート）

学びと活動に関するご相談は、「市民活動・生涯学習支援センター」「横浜市社会教育コーナー」をご活用ください。 

⼈権教育の推進 

「⼀⼈ひとりの市⺠が互いに⼈
権を尊重しあい、ともに⽣きる社
会」の実現を⽬指して、地域で⾃
主的学習の機会となる成⼈教育
講座を開催しています。 

⼦どもアドベンチャー 

キャリア教育や⼈との交流の場
や機会の提供、親⼦で夢を語るき
っかけづくりのため、横浜市内の
⼩・中学⽣を対象に⼦どもアドベ
ンチャーを実施しています。令和
元年度は⺠間企業や NPO 法⼈、
公的機関などの協⼒を得て、75
のプログラムを提供しました。

横浜市社会教育委員会議 

社会教育の振興を図るため、社会
教育に関する事項について審議
し、教育委員会に助⾔します。 
第 32 期では、『本市における社会
参加のすそ野の拡⼤について』を
テーマとして議論を進めていま
す。

教育委員会による⽣涯学習推進の取組

読書活動の推進 

「横浜市⺠の読書活動の推進に
関する条例」に基づき、令和元年
12 ⽉に「第⼆次横浜市⺠読書
活動推進計画」を策定しまし
た。市⺠の皆様に読書に親しん
でいただけるよう、読書活動を 
推進する取組を進めて 
います。

様々な⼈や団体を
つなぎます。 
地域貢献などをお考
えの企業や団体の皆
様に向けて、⽬的に
合わせた様々な主体
とのコーディネート
を⾏います。 

情報を提供します。 
様々なテーマの講座
やイベント情報、地
域で活躍する⼈や団
体、学習資源や活動
場所など、様々な情
報を提供します。 

講座を実施します。 
学びや活動のきっか
けづくり講座や活動
中の課題の解決を⽬
指すテーマ別の講座
など、活動者の学び
の場を提供します。 

貸し出しをします。 
学習機材や研修室、
軽作業などのできる
スペースなど、活動
を⽀援する物品など
の貸し出しを⾏って
います。

成果を⽣かす⽀援を
します。 
地域で活躍する⼈や
団体のデータベース
を管理運営し、学び
や学習の成果を発表
する場をマッチング
します。 

交流を図ります。 
活動中の皆様の情報
交換や仲間づくりに
役⽴つ交流会など、
活動を広げたり、⼈
材を集めたい団体に
対して⽀援を⾏いま
す。 

● ⼈が集まるチラシを作りたい。
● 活動する仲間を増やしたい。
● 勉強会継続のために運営資⾦が必要だ。
● 地域のお祭りで踊りを披露したい。
● 経験や特技を⽣かして地域貢献がしたい。
● 活動グループを⽴ち上げたい。

「ちから」を⽣かす 

● 地域の歴史について学びたい。
● 健康体操教室に参加したい。
● 地域の⼦どもたちのために何か始めたい。 
● 会議でプロジェクターを使⽤したい。
● 打合せスペースを探している。

「ちから」を育む 

● 他の団体と情報交換したい。
● 複数の団体とイベントを開催したい。
● 企業として、地域貢献を考えている。
● 活動のノウハウを⽣かして、地域の課題
解決に取り組みたい。

「ちから」をつなぐ 

区内の様々な情報などを
満載した情報誌を発⾏し
ています。 

市⺠活動⽣涯学習⽀援センター⼀覧 

横浜市では、市⺠の学びや活動を
⽀援するため、各区に市⺠活動・
⽣涯学習⽀援センターを設置し
ています。 
各区の⽀援センターの名称や貸
し出している学習機材の内容、研
修室や交流スペースの有無、利⽤
における登録などは区により異
なりますので、お近くの⽀援セン
ターへ直接お問合せください。 

市⺠活動・⽣涯学習⽀援センター
コラム・１ 各区にあります！

コラム・２
１万件を超える相談数と
５万件近い設備等利⽤数
 

特技や経験を⽣かしたい
⼈材の登録者情報は、各区
ごとに冊⼦の発⾏やホー
ムページなどを通じて提
供しています。 

市⺠活動・⽣涯学習⽀援センター
には、毎年１万件を超える学びや
活動に関する相談が寄せられて
います。また、学びや活動をより
豊かで活発にするために必要な
学習機材や会議スペースなどの
利⽤は５万件近くにのぼります。 
（令和元年度調べ） 

コラム・３ 『⾃分の⼈⽣を豊かにしている』
平成 30 年度に⽂部科学省が⾏った『⽣涯学習に関する
世論調査』では、「この１年ぐらいの間に学習したことが
ある。」と回答した⼈のうち、学習した成果を「⽣かして
いる（⽣かせる）」割合が 94.8％となっており、そのう
ち「⾃分の⼈⽣を豊かにしている（⽣かせる）」との回答
が 50.5％と⾼くなっています。市⺠活動・⽣涯学習⽀援
センターでは、地域を知る講座やサークル活動などを通
じて、⾝近で⼿軽に始められる学びや活動のきっかけづ
くりを⾏っています。⼈⽣を豊かにするために、みなさ
んも⼀歩踏み出してみませんか。

横浜市社会教育コーナーは、市⺠の⽣涯学習活動やそのための研修
活動、ボランティア活動などの場として、また⽣涯学習や地域活動に関
わる情報の交流の場として教育委員会事務局が設置しています。 
 さらに、市⺠の⾃主的な⽣涯学習や地域活動のための⼈材育成等に
関わる講座の企画運営、市⺠の多彩な活動を⽀援し、そのために必要な
事業も⾏っています。 



 
 
 
 

図書館は、自由に本を選び、読むことができる場所
であるとともに、学びや課題解決のための地域の情
報拠点です。専門書等の収集、オンラインデータベ
ースの提供、司書による調べもののお手伝いや講座
等を通して、市民の皆様の学びをサポートしていま
す。詳しくは各図書館に直接お問合せください。 

学びや活動に利用できる身近な施設 

発行：横浜市教育委員会事務局生涯学習文化財課 
〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10 TEL:045-671-3282 FAX:045-224-5863 

令和２年７月発行 

各区には、地区センターやコミュニティハウス、スポーツセンターや公会堂など、学びや活動に利用でき
る施設や学びや活動の成果を生かすことのできる様々な施設があります。詳しくは、中面の各区市民活動・
生涯学習支援センターにお問い合わせください。 
生涯学習の情報は、広報物（ホームページを含む）でもお探しいただけます。 
ジャンル ホームページなど 検索ワード 

生涯学習情報 横浜市教育委員会事務局「はまなび」 はまなび 

横浜市内の 

講座やイベント 

毎月の「広報よこはま」（市版・区版） 広報よこはま 

横浜市イベント情報検索システム横浜カレンダー 横浜カレンダー 

スポーツ 横浜市スポーツ情報サイト「ハマスポ」 ハマスポ 

神奈川県・近隣 神奈川県生涯学習情報システム「PLANETかながわ」 PLANETかながわ 

博物館等では、常設展示の他、特別展、企画展、イベント、体験教室、コンサートなどもあります。
詳しくは各施設にお問い合わせください。 

横浜市 18 区にある市立図書館 

横浜市立図書館 
ファーストブックの選び方講座 
～わらべうたと絵本の紹介～ 
（金沢図書館） 

障害がある方への対面朗読等を
行う音訳者研修（中央図書館） 

博物館名・連絡先 展示内容など 行き方 

横浜市歴史博物館 
☎ 912-7777  FAX 912-7781

原始から開港期までを中心とした横浜の歴史に関わ
る資料を収集、保管するとともに、調査研究を進め、
その成果を展示などにより公開しています。 

横浜市営地下鉄「センター北」駅から 
徒歩５分

横浜開港資料館 
☎ 201-2100 FAX 201-2102

開港期から関東大震災に至る時期をを中心とした横
浜の歴史に関する資料を収集・保存・調査・研究し、
その成果を広く市民に公開しています。 

みなとみらい線「日本大通り」駅 
3 番出口から徒歩 2 分

横浜都市発展記念館 
☎ 663-2424 FAX 663-2453

昭和戦前期の横浜の都市形成の歴史、市民生活の変
遷及び横浜がはぐくんだ文化に関する資料を収集・
保管・展示しています。 

みなとみらい線「日本大通り」駅 
３番出口と直結しています。

横浜ユーラシア文化館 
☎ 663-2424 FAX 663-2453

ヨーロッパとアジアを合わせたユーラシア各地の文
化を伝えるさまざまな資料をコーナーに分けて展示
しています。

みなとみらい線「日本大通り」駅 
３番出口と直結しています。

横浜市八聖殿郷土資料館 
☎ 622-2624 FAX 622-2657

市民の生活用具であった農具や漁具を中心に展示し
ています。 

横浜市営バス「本牧市民公園前」停留所 
又は「本牧車庫」停留所から徒歩５分

横浜市三殿台考古館 
☎ 761-4571 FAX 761-4603

縄文・弥生・古墳の三時代にわたる貴重な集落跡で、
復元住居が国指定史跡三殿台遺跡に隣接していま
す。 

横浜市営地下鉄「蒔田」駅から徒歩 20分又は 
市営バス「三殿台公園」停留所から徒歩３分

横浜市教育委員会事務局が所管する博物館等 
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