
１　ｅ－モニターによる生涯学習に関するアンケート

■設問５「これから何かを学びたい」と答えた方への質問
「学習講座や教室をどのような目的で選びますか？」

その他 1%
他の 5%
仕事 29%
交友 29%
地域 31%
趣味を69%
自己 65%

　市川市ｅ－モニター制度（通称：ｅモニ）とは、市川市が運営する登録制のアンケート
制度で、モニターとして登録された方のパソコンや携帯電話に市からアンケートや情報を
発信し、回答してもらうものです。
　第三次推進計画の策定（平成21年度）に際してもこのアンケートを実施しており、前
回との比較を行うため設問は変えていませんが、前回の回答で割合が大きかったものにつ
いては選択肢を増やし、より詳しい情報が得られるようにしました。また複数選択が可能
な設問における各選択項目の割合については、合計は100%にならず、その設問に対す
る有効回答者数に対しての割合としています。

　まず設問１・２では、アンケートの基本情報として年代・職業をお聞きしました。70
代や仕事のない方が増えており、ほぼ前回登録時の方々がシフト（スライド）していま
す。世代の割合は、６０代以降が34%（前回22%）働き盛りの３０、４０、５０代が併
せて64%（前回は72%）となっています。

　設問３において「生涯学習について現在の考えに近いもの」を聞いたところ、「これか
ら何かを学びたい」「今まで学んだ知識や技術を活かしたい」という方があわせて76％
を占めている(前回の81％より若干落ちますが）ことから、前回同様に、生涯学習への関
心の高さがうかがえます。
　
　設問４において「生涯学習に関する情報をどのような方法で入手したいか」をお尋ねし
たところ、市が発信する情報源以外に、民間のコミュニティ紙を活用していることがわか
りました。また、ホームページやフェイスブック、メール等の新しいメディアを活用して
情報を入手する割合も伸びています。

　設問５の「どのような目的で学習講座や教室を選ぶか」についても、ほぼ前回同様です
が、「交友範囲を広げたい」が29%（前回25%）、「仕事に役立つ知識を得たい」も
29％（前回22％）と伸びていることから、地域や仲間との繋がりをより強く求めると共
に、仕事との関連性を重視する傾向があることがわかりました。

第２章 生涯学習の現状と課題
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■設問６「これから何かを学びたい」と答えた方への質問
「どのような内容を学びたいですか？」

その他 2%
子育 12%
家庭 32%
健康 49%
趣味 57%
国際 30%
文化 30%
ボラン26%
市民 15%
職業 36%

■設問７「これから何かを学びたい」と答えた方への質問
「学習講座をどの場所で受けたいですか？」

その他 3%
インタ 30%
民間 32%
大学 26%
専門 8%
高等 7%
小中 22%
体育 19%
博物館17%
図書館50%
公民館76%

　「これから何かを学びたい」と答えた方に対し、設問６で「学びたい内容」を、設問７
では「学習講座等を受けたい場所」を伺いました。前回調査で、生涯学習と社会教育施設
との関連が市民に定着していることがわかっておりますので、今回はさらに詳しく市の施
設の選択肢を分けて調査したところ、１番は「公民館」、次に「図書館」、今回新たに選
択肢に加えた「インターネットでの受講」も30％と高い数値が得られました。住んでい
るところから近い施設、身近で気軽に学べる生涯学習を求めていることから、時間や距離
等の制約で施設利用が困難な方に対しても、さまざまな方法で、学習機会の充実に努めて
いく必要があるだろうと考えています。
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■設問１０「生涯学習について考えていない」と答えた方への質問
「生涯学習活動等を始めるうえで支障となることは何ですか？」

その他 6%
支障 10%
きっか19%
家族 1%
子ども12%
身近 9%
個人 14%
参加 13%
情報 16%
興味 22%
金銭 38%
時間 51%

　設問８と９では、「今まで学んだ知識や技術を活かしたい」と答えた方に対し
て、「どのように活かしたいか」という設問を行い、その内容を伺いました。
「地域活動やボランティア」が47％、「他の人への生涯学習等の指導」が31％
であり、学んだ成果を活かすことができるような場を地域社会で提供することが
求められていることが確認できました。また、新たに「健康維持」という選択肢
を加えたところ２９%の方が、「介護や福祉活動」に対しても14%の方が関心を
持っていることも明らかになっています。

  なお設問10では、設問３で「生涯学習について考えていない」と答えた方に、
生涯学習活動等を始める上で何が支障となっているのかを伺いました。
　これも前回同様に、「時間的にゆとりがない」が51%で半数を占め、次に「金
銭的にゆとりがない」が38%、「興味のある内容がない」の22%が続きます。
市が公民館等で提供する講座は、民間業者が提供する資格取得講座に対して安価
で受講できるというメリットはあるものの、市民のニーズに即した講座運営を、
今後さらに工夫する必要があるといえるでしょう。
「きっかけがつかめない」「参加の仕方がわからない」と併せて、今後の取り組
みに活かす工夫が求められています。
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２　生涯学習施設等の現状

市内の生涯学習施設等をまとめました。

（2）図書館・図書室

学校図書室 各市立小・中学校

公民館図書室

   図書館は、生涯学習センター内にある中央図書館を中心に、行徳図書館、南行徳図書館、信
篤図書館、市川駅南口図書館、平田図書室があります。また、自動車図書館（１台）を運行
し、図書館がない地域を補っています。
  その他、図書を有する関連施設として、公民館図書室、市民図書室、学校図書室、文学
ミュージアム資料室、男女共同参画センター（ウィズ）情報資料室があります。

   市川の自然をテーマに、市内で観察できる身近な自然を紹介して
います。

市川考古博物館

市川歴史博物館

（１）公民館

東部公民館 柏井公民館 大野公民館
鬼高公民館

曽谷公民館
南行徳公民館

市民図書室

中央図書館・行徳図書館・南行徳図書館・信篤図書館
市川駅南口図書館・平田図書室・自動車図書館（１台）

その他の図書室 文学ミュージアム資料室・男女共同参画センター（ウィズ）情報資料室

曽谷公民館・市川公民館・東部公民館・大野公民館・西部公民館
本行徳公民館・市川駅南公民館
大柏小学校・稲越小学校・福栄小学校・塩焼小学校

図書館

西部公民館 市川駅南公民館市川公民館
行徳公民館 本行徳公民館 幸公民館

市川自然博物館

（３） 博物館

   市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法に基づいた登録博物館を３館設
置しています。各博物館においては、館のテーマ（使命）に沿って資料収集、調査研究、展
示、教育普及等の事業を行っています。最近は学校教育との連携にも力を入れています。

   市内で出土した考古資料をもとに旧石器時代から平安時代までの
市川の歴史を紹介しています。

　鎌倉時代から現代までの市川の歴史や民俗を紹介しています。

   公民館は、地域のコミュニュケーションを深めたり、市民が幅広く教養を身につけるための
社会教育施設として、市内１６箇所に設置しています。これらは、サークル活動、学習会、研
修会等に利用されています。

若宮公民館
信篤公民館中央公民館 菅野公民館
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（６）スポーツ・健康施設

青少年勤労者の施設 少年自然の家・勤労福祉センター・分館

プール
市民プール・本行徳プール・南行徳公園プール・駅前公園プール
クリーンスパ市川

学校施設開放事業 市内小中学校の体育館・校庭

江戸川河川敷グラウンド 野球場・少年野球場・サッカー場

少年広場
妙典少年広場・柏井少年広場・北方小年広場・東国分少年広場
田尻第２少年広場・大野４丁目少年広場

その他の広場等
北方多目的広場・塩浜多目的広場・妙典少年野球場
塩浜まちかど健康サロン

信篤市民体育館 体育館・トレーニング室・ゲートボール場

福栄スポーツ広場
野球場・テニスコート
ゲートボール場

テニスコート

塩焼中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ
行徳中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ
菅野終末処理場ﾃﾆｽｺｰﾄ
クリーンセンターﾃﾆｽｺｰﾄ

中国分スポーツ広場 少年サッカー・フットサル

第１体育館・第２体育館・柔道場
剣道場・トレーニング室

陸上競技場（日本陸連・第４種公認全天候型競技場）
野球場

テニスコート

塩浜市民体育館
第１体育館・第２体育館・第１武道場・第２武道場・トレーニング室
第１会議室・第２会議室・テニスコート・相撲場

公園内施設 塩浜１号公園野球場・原木東浜公園ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場・原木公園ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場

　自然に親しみながら、健康増進や趣味の充実などに取り組める施設などがあります。

自然に親しむ

大町レクリエーションゾーン（動物園・市川自然博物館・観賞植物園・自然観察
園・バラ園・少年自然の家等）
大柏川第一調節池緑地・行徳野鳥観察舎・万葉植物園・小塚山公園
いちかわ市民キャンプ場・市民農園

　誰もがスポーツに親しめる施設が、市内各地にあります。

スポーツセンター

国府台市民体育館

青葉少年スポーツ広場
少年野球場・フットサル
グラウンドゴルフ場

（５）公園・レクリエーション施設

散歩・遊ぶ
里見公園・じゅん菜池緑地・南行徳公園・駅前公園・児童交通公園
大洲防災公園・広尾防災公園等

宮田地域ふれあい館・市川地域ふれあい館・平田地域ふれあい館
八幡地域ふれあい館・本八幡地域ふれあい館・鬼越鬼高地域ふれあい館
大野地域ふれあい館・奉免地域ふれあい館
行徳地域ふれあい館・湊地域ふれあい館
富美浜地域ふれあい館・香取地域ふれあい館・新井地域ふれあい館

学習・交流

ホール・会議室
文化会館・市民会館・行徳文化ホールＩ＆Ｉ
ザタワーズイーストI-linkルーム

街かどミュージアム
清華園・東山魁夷記念館・芳澤ガーデンギャラリー・木内ギャラリー
郭沫若記念館・水木洋子邸・文学ミュージアム

生涯学習センター（メディアパーク市川）
（中央図書館・中央こども館・教育センター・少年センター
・文学ミュージアム）

   生涯学習の施設として、様々な文化施設や青少年・勤労者の施設等があります。

（４） 文化施設

男女共同参画センターウィズ・八幡市民談話室・南行徳市民談話室

プラネタリウム（少年自然の家内）
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