
令和元年度 第２回安城市社会教育審議会 次第  

 

令和２年２月１３日（木）午前１０時～  

  安 城 市 文 化 セ ン タ ー ３ ０ ２ 会 議 室 

安城市民憲章唱和  

 

１ 教育長あいさつ  

 

２ 会長あいさつ  

 

３ 協議事項  

（１）令和２年度各課主要事業概要及び事業案について･･･資料１  

  ア 生涯学習課  

  イ スポーツ課  

  ウ 文化振興課  

エ アンフォーレ課  

 

（２）社会教育関係団体に対する補助金の交付について･･･資料２  

 

 

（３）第３次安城市生涯学習推進計画の進捗状況について･･･資料３  

 

 

４ 意見交換  

 

 

５ 報告事項  

社会教育委員関係会議等（令和元年度結果及び２年度予定）について  

･･･資料４  

 

  



安城市民憲章 

 

わたくしたちは、 

たがいに助け合い、住みよいまちをつくりましょう。 

きまりを守り、よい習慣を育てましょう。 

自然を愛し、きれいな水とみどりのまちをつくりましょう。 

教養を高め、若い力を育てましょう。 

健康で、明るく楽しい家庭をつくりましょう。 

 

  



安城市社会教育委員名簿 
 

令和２年２月１３日現在（敬称略）  

  所属 委嘱者  
選任区分  

（条例第２条）  

1 委員 安城文化協会  稲垣  英夫  
学校教育及び社会教 育

の関係者  

2 委員 安城市公民館連絡協議会  近藤  金光  
学校教育及び社会教 育

の関係者  

3 委員  安城市小中学校長会  兵藤  伸彦  
学校教育及び社会教 育

の関係者  

4 委員  
安城市小中学校ＰＴＡ連絡

協議会  
日下  律子  

家庭教育の向上に資 す

る活動を行う者  

5 委員  青少年健全育成連絡協議会  三井  信子  
家庭教育の向上に資 す

る活動を行う者  

6 委員  公民館指導員会  水野  建三  
学校教育及び社会教 育

の関係者  

7 委員  さんかく２１・安城  黒柳  厚子  
学校教育及び社会教 育

の関係者  

8 委員  ＮＰＯ法人安城市体育協会  栁澤  義雄  
学校教育及び社会教 育

の関係者  

9 委員  
安城市スポーツ推進委員連

絡協議会  
瀬戸井  明人  

学校教育及び社会教 育

の関係者  

10 委員  安城市図書館協議会  塚原  和江  
学校教育及び社会教 育

の関係者  

11 委員  安城市文化財保護委員会  天野  暢保  
学校教育及び社会教 育

の関係者  

委員の任期  平成３０年６月１日から令和２年５月３１日まで  

 関係条例等  ・安城市社会教育委員設置等に関する条例  

・安城市社会教育審議会規則  

 

 

 

 氏   名  所属及び役職等  

 杉山  春記  教育長  

事務局  

近藤  芳永  生涯学習部  部長  

名倉  建志  生涯学習部  スポーツ課  課長  

近藤  一博  生涯学習部  文化振興課  課長  

岡田  知之  市民生活部  アンフォーレ課  課長  

久野  晃広  生涯学習部  生涯学習課  課長  

神谷  高典  生涯学習部  生涯学習課  生涯学習係長  

天野  信治  生涯学習部  生涯学習課  生涯学習係  専門主査  

鳥居  有香  生涯学習部  生涯学習課  生涯学習係  主査  

 



 

協議事項１ 

令和２年度各課主要事業概要及び事業案について 

 

生涯学習課 

 

１ 事業名  天文普及事業 

２ 種 別  継続 

３ 事業目的 

約１年間の改修工事を経て、平成３０年１１月に新プラネタリウムとして生

まれ変わりました。より自然な星空を通じて、未来を担う子どもたちに宇宙に

関する興味を抱かせるとともに、学校授業の理解向上に繋がる番組を投映しま

す。また、実際の星空に触れる天体観望会の開催や天文関連グッズの販売、模

型などの展示を行い、天文を身近に感じてもらえるよう広く天文普及を実施し

ます。 

４ 事業概要 

（１）プラネタリウム投映等 

・一般投映 

 星空生解説と番組の投映 

・団体投映（20名以上） 

 一般投映以外に各団体に合わせた時間での投映 

・学習投映 

 市内小中学生を対象にした学習投映 

・特別投映 

 星とアロマのひととき、プラネタリウムスペシャルなどを投映 

・専用利用 

 講演会やコンサートなどを行うプラネタリウム室の専用利用 

（２）天体観望会 

・文化センター会議室で天文知識を学習後、屋上にて観望会を実施（年 4 回） 

（３）天文関連グッズ販売 

  ・鉛筆、定規、付箋など全３３種類を販売 

（４）天文関連模型など展示 

  ・ロビーに宇宙航空研究開発機構ＪＡＸＡより借用品を展示 

５ 主な事業費 

・販売用天文グッズ消耗品（662千円） 

・天文普及運営委託料（17,000千円） 

  ・プラネタリウム配給委託料（15,000 千円） 

・プラネタリウム機器保守委託料（4,561 千円） 

  ・展示品運搬設置業務委託料（1,500 千円） 

資 料 

 １ 



 

令和２年度事業（案）           生涯学習課 

目 事 業 名 

社会教育総務費 生涯学習課総務事務 

生涯学習計画推進事業 

生涯学習市民参画推進事業 

（市民企画講座、市民出前講座の実施） 

家庭教育・子育て支援事業 

（講演会、子育ち・親育ち広場の実施） 

生涯学習情報提供事業 

（生涯学習情報誌「あんてな」年４回発行） 

文化施設整備基金積立事務 

公民館管理費 公民館施設管理事業 

公民館事業費 公民館事業総務事務 

公民館講座事業  

（公民館講座、高齢者教室、家庭教育学級、乳幼児学級、シル

バーカレッジ） 

公民館地域ふれあい事業（公民館地域ふれあい事業、公民館

まつり事業、公民館文化事業） 

天文普及事業 

講座等参加支援事業（託児世話人、手話通訳者等の配置） 

青少年の家管理費 青少年の家管理運営事務 

青少年の家事業費 少年団体支援事業 

青年講座事業 

成人の日記念事業 

青年指導者養成事業 

青少年健全育成事業 

青少年ボランティア活動支援センター事業 

子ども運動広場補助事業 

安祥閣管理費 安祥閣施設管理事業（指定管理者への委託） 

市民会館管理費 市民会館施設管理事業（指定管理者への委託） 

 

  



 

スポーツ課 

 

スポーツセンター改修工事 

１ 事業名  スポーツセンター施設管理事業 

２ 種 別  継続 

３ 事業目的 

   2020 東京オリンピック・パラリンピックに向けてスポーツに対する気運が高

まってくることを踏まえ、スポーツ施設を安全・安心して利用してもらうため、

スポーツ施設の充実を図ります。 

４ 事業概要 

（１）事業費    

・工事費  総額 1,042,800 千円 

2019 年度（平成 31 年度）：417,120 千円（40％） 

2020 年度（令和 2 年度）：625,680 千円（60％） 

（２）主な工事内容 

  ・アリーナ及びプールの特定天井の耐震化 

  ・プール可動床、プール水槽壁の改修 

  ・アリーナ及びプール照明のＬＥＤ化 

  ・玄関ホール安全対策 

  ・自動火災報知設備の改修 

  ・各種老朽化した設備の改修 ほか   

（３）休館期間   

・2019 年（平成 31 年）７月末から 2020 年７月末まで 

 

【プール室内観イメージ図】       【アリーナ室内観イメージ図】 

 

  



 

陸上競技場改修工事 

１ 事業名  屋外体育施設管理事業 

２ 種 別  新規 

３ 事業目的 

   陸上競技場の日本陸連４種公認を更新するため、摩耗の著しい全天候舗装を

全面張り替えのほか、水濠の深さ調整など改修を実施します。また、老朽化し

た陸上競技機器の更新を行います。 

４ 事業概要 

（１）事業費    

・予算額  総額 489,000 千円 

陸上競技場改修工事：478,000 千円 

陸上競技機器修繕 ：11,000 千円 

（２）主な工事内容 

  ・全天候舗装の全面張り替え 

  ・水濠の深さ調整 

  ・選手通路のゴムマットの張り替え 

（３）主な機器修繕内容 

・写真判定装置 

  ・スポーツタイマー 

・火薬式信号発生装置 ほか   

（４）休館期間   

・2020 年（令和 2 年）７月１３日から 2021 年３月末まで 

【全天候舗装の張り替え】        【水濠の深さ調整】 

                         

【写真判定装置】     【スポーツタイマー】 

  

 



 

令和２年度事業（案）           スポーツ課 

目 事 業 名 

保健体育総務費 「する」スポーツの振興 

 おはよう！ふれあいラジオ体操会事業 

 スポーツスクール（教室）開催事業 

ニュースポーツ器具貸し出し事業 

歩けランニング運動事業 

シティマラソン事業  

市民駅伝大会事業 

万博記念市町村対抗駅伝競走大会参加事業 

野外センター開放事業（一般利用） 

  早朝野球大会事業 

安城選手権大会事業（夏季、秋季、冬季） 

  スポーツ大会補助金支給事務 

スポーツ活動表彰・激励事業 

（安城市体育表彰、全国大会等出場激励金制度） 

「みる」スポーツの振興 

  スポーツ観戦推進事業 

  トップリーグチームの試合観戦（日本リーグ開催） 

  国際・全国大会推進活動事業（インカレ開催） 

「おしえる」スポーツの振興 

スポーツ指導者育成事業 

「ささえる」スポーツの振興 

市民地域スポーツ交流会開催事業（スポーツ推進

委員事業） 

地域スポーツ振興事業（スポーツ推進委員事業） 

スポーツ施設環境の整備 

  学校施設開放事業 

スポーツ団体等の育成・支援 

  ホームチームサポーター事業(地元企業チームと

の連携・ホームゲームの開催) 

総合型地域スポーツクラブ育成事業 

自主スポーツグループ育成事業 

（体育協会、スポーツ少年団） 

オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツ

の振興 

  国際・全国大会推進活動事業 

（オリンピック聖火リレーの実施） 

（パラリンピック採火フェスティバルの実施） 

（カナダ女子ソフトボール代表チーム合宿実施） 

 

 

 



 

目 事 業 名 

体育施設管理費 屋外体育施設管理事業 

・陸上競技場改修工事 

体育館管理費 体育館施設管理事業 

 

レジャープール管理費 レジャープール施設管理事業 

 

スポーツセンター管理費 スポーツセンター施設管理事業 

・スポーツセンター改修工事 

 

 

  



 

文化振興課 

 

１ 事業名  歴史博物館開館３０周年記念事業（歴史博物館展示事業） 

２ 種 別  新規 

３ 事業目的 

   歴史博物館は平成３年２月に開館し、今年度３０周年を迎えます。それを記

念して特別展「家康と松平一族」を開催します。 

４ 事業概要 

（１）事業費  13,855 千円 

（２）事業内容 

三河における松平一族の活動を示す資料や古文書だけではなく、徳川家康の

関わった合戦を描いた屏風、絵図面、全国に散らばった松平諸家の甲冑や城絵

図などを一堂に集めて展示します。本展の開催により、安城市歴史博物館の認

知度を高めるとともに、多くの市民に安城市と松平一族の関りについて知って

いただく機会とします。 

  ＜安城松平家について＞ 

松平郷（豊田市）を発祥の地とする松平一族は、勢力を拡大していく過程で三河各

地に多数の家を分立させた。安城城を本拠地とした安城松平家は、二代長忠の時に

松平一族の惣領家となった。のちに江戸幕府を開く徳川家康の祖父である４代清康

の代まで約５０年にわたり安城城はまさに松平宗家の本拠地であったのである。三河

各地に分立した松平各家の多くは家康とともに活躍し、数多くの合戦で戦功を挙げ、

のちに譜代大名として徳川幕府の幕藩体制を支えた。 

・会期：令和３年１月３０日（土）～３月７日（日） 

・会場：安城市歴史博物館企画展示室、安城市民ギャラリー展示室ＡＢＣ 

（３）関連事業 

  特別展記念講演会（全６回） 

  第１０回松平シンポジウム 

  

松平清康像（隨念寺蔵） 安城城（安祥城）跡 



 

令和２年度事業（案）               文化振興課 

目 事 業 名 

文化振興費 文化活動団体支援事業 

（文化協会の活動補助） 

文化芸術協働事業 

（市民芸術祭・安美展・演劇祭を開催、市民による舞台芸

術事業の補助） 

芸術鑑賞会事業 

（音楽・伝統芸能などの鑑賞会の開催） 

市民ギャラリー企画展事業 

（郷土作家・収蔵品などの美術展開催） 

市民ギャラリー美術品購入事業 

（地元作家の作品の購入） 

市民ギャラリー講座事業 

（銅版画、リトグラフ、陶芸、子ども芸術創造講座などを

開催） 

歴史博物館管理費 文化振興課総務事務                               

歴史博物館等施設管理事業 

（指定管理事務、修繕） 

歴史博物館事業費 歴史博物館運営事業 

（展示室・収蔵庫環境の維持管理業務、収蔵品等のくん蒸

作業、歴史博物館として必要な資料の購入） 

歴史博物館展示事業 

（常設展、特別展・企画展、次年度以降開催する展覧会の

調査） 

歴史博物館講座等開催事業              

（歴博講座・連続講座等の実施） 

文化財保護費 文化財保護事業  

（文化財保護委員会開催、指定文化財管理調査等の実施、

有形文化財・無形民俗文化財の保存支援、建造物等の文

化財調査） 

史跡整備事業 

（本證寺境内をはじめとした史跡整備の実施） 

文化財啓発事業 

（各種教室講座の実施、各種イベントの実施） 

埋蔵文化財調査事業  

（発掘調査及び出土品の整理の実施、報告書作成） 

史料整理活用事業 

（歴史民俗資料の整理） 

丈山苑管理費 丈山苑管理事務                    

（指定管理事務、修繕） 

 

  



 

アンフォーレ課 

 

夏休み期間における児童クラブへの図書配送 

１ 事業名 図書情報館資料貸出事業 

２ 種 別 拡充 

３ 事業目的 

児童クラブへの図書配送を行い、子どもの読書環境の更なる充実を図ります。 

４ 事業概要 

学校への図書配送を行わない夏休み期間を利用し、新たに児童クラブへの

図書の配送を１２日間実施します。 

 

カラクリＢＯＯＫＳアプリマルチＯＳ対応 

１ 事業名  

図書情報館ＩＣＴ活用事業 

２ 種 別 継続 

３ 事業目的 

安城ゆかりの偉人を紹介する電

子絵本「カラクリＢＯＯＫＳ」を学

校現場でも活用できるように改修

します。 

４ 事業概要 

ｉ－ＯＳ及びＡｎｄｒｏｉｄの

みに対応しているカラクリＢＯＯ

ＫＳを、１年に２コンテンツずつ

改修し、Ｗｉｎｄｏｗｓにも対応

できるようにしていきます。 

全６コンテンツのうち、令和元

年度に都築弥厚及び新美南吉を実

施。 

令和２年度は石川丈山及び山崎

延吉又は岡田菊次郎を実施予定で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

作品名 あらすじ

 江戸時代、荒れ地ばかりの
安城に、用水を作ろうとした都
築弥厚。
 彼の発案した「明治用水」
は、今日の安城の発展の原
点といえるでしょう。

  『ごんぎつね』などで知られる
童話作家、新美南吉。
 29歳という短い生涯でした
が、安城で過ごした５年間は、
生涯のうちで最も充実した時
期でした。

 愛知県立農林学校の初代校
長山崎延吉。
 新しい農業を唱え、人材を育
てた結果、安城市一帯は「日
本デンマーク」と呼ばれるまで
になりました。

 家康の祖父であり、三河を治
めた松平清康。
 安祥城で過ごした少年時代
から、岡崎城に移り三河を統
一、そして「守山崩れ」と呼ば
れる最後までの生涯を描きま
す。

 京都一乗寺に「詩仙堂」を建
てた石川丈山。
 若いころは武士として、後年
は、漢詩・書道・茶道・造園・
朱子学の達人とよばれるまで
になった丈山の、あふれる思
いを物語にしています。

 初代安城町長をつとめ、現在
の安城の礎を築いた岡田菊
次郎。
 どこの町よりも安城を発展さ
せるという志に燃え、次々に
夢を実現させていく生涯を描
きます。

都築弥

厚物語

新美南

吉物語

山崎延

吉

物語

松平清

康物語

石川丈

山物語

岡田

菊次

郎物

語



 

令和２年度事業（案）               アンフォーレ課 

目 事 業 名 

図書情報館費 図書情報館総務事務 

・図書館協議会委員報酬（委員は公募２名を含む７名）  

・会計年度任用職員報酬、期末手当、費用弁償 

・図書館協会等負担金 

ほか 

図書情報館資料貸出事業 

・図書購入費（図書・紙芝居・ＡＶ資料・デイジー図書、学校連

携用図書買替） 

・新聞、雑誌等購入費 

・公民館等並びに学校及び児童クラブへの図書配送業務 シルバ

ー人材派遣 

ほか 

読書活動推進事業 

・図書情報館講座等 講師等謝礼 

・読書通帳増刷 

・「二ひきのかえる」「かにのしょうばい」販売手数料 

ほか 

図書情報館ＩＣＴ活用事業 

 ・図書館システム運用保守委託料 

 ・図書館情報機器類保守委託料 

・ロボットプログラミング講座講師謝礼等 

・カラクリＢＯＯＫＳアプリ運用支援業務委託料 

・カラクリＢＯＯＫＳアプリマルチＯＳ対応 

・利用者用パソコンデータベース使用料 

・利用者用電子新聞使用料 

・利用者用電子書籍使用料 

ほか 
 

 

 

 



 

協議事項２ 

社会教育関係団体に対する補助金の交付について 

主管課 事業名 対象となる社会教育関係団体 

生涯学習課 

家庭教育・子育て支援事業 小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

中央公民館(文化センター）講座

事業 
少年少女発明クラブ 

少年団体支援事業 

子ども会育成連絡協議会 

単位子ども会 

スカウト連絡協議会 

学区子ども会育成会等 

スポーツ課 

シティマラソン・市民駅伝大会

事業 

シティマラソン・市民駅伝大会 

実行委員会 

国際・全国大会推進活動事業 
国際・全国大会推進活動実行委

員会 

競技スポーツ振興事業 

体育協会加盟団体 

体育協会 

スポーツ少年団 

文化振興課 
文化財保護事業 

安城の三河万歳保存会 

桜井町下谷棒の手保存会 

桜井神社まつり囃子各保存団体 

文化活動団体支援事業 文化協会 

アンフォーレ課 （該当なし） （該当なし） 

 

＜参考＞社会教育法 

第１０条（社会教育関係団体の定義） 

 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に

属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。 

第１３条（審議会等への諮問） 

 国または地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合

には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が審議会等（中略）で政令で定める

ものの、地方公共団体にあっては教育委員会が社会教育委員の会議（中略）の意見

を聴いて行わなければならない。 

 

資 料 

２ 



第３次安城市生涯学習推進計画の進捗状況について
１　学習機会の充実（多様なニーズに応じた学びの機会の提供）
（１）市民ニーズに応じた学習

H28 H29 H30 R1 R2

1 1 1 市民ニーズの把握 継続 199件 223件 218件
市民アンケート（2,000人送付）を実施
講座終了後に受講者へアンケートを実
施

1 1 2
公民館等における幅広い分野での学習
講座の提供

継続 178講座 192講座 191講座
地区公民館にて幅広い分野の講座を開
催

1 1 3 まちかど講座の開催 継続 279回 293回 279回 まちかど講座の開催

1 1 4 市民出前講座の開催 継続 10回 10回 13回 市民出前講座の開催

（２）ライフステージに応じた学習

H28 H29 H30 R1 R2

1 2 1
家庭教育学級等、地域と連携した家庭
教育の充実

継続 90回 91回 91回 家庭教育学級及び乳幼児学級の開催

1 2 2
こどものまちドリームタウンの開催
こどもの生涯学習事業

継続 1,649人 670人 588人 青少年の家にて開催

1 2 3 青少年の体験学習機会の充実 継続 33回 32回 28回
職場体験学習の受け入れ
公民館まつり等でボランティアの機会を
提供

1 2 4
ユースカレッジ・ヤングセミナーの開催、
ジュニアリーダークラブの運営

継続 109回 107回 59回
ユースカレッジの開催・ジュニアリーダー
クラブの運営

1 2 5 成人式の企画・運営 継続 16人 28人 21人 成人式の実行委員会にて企画・運営

1 2 6 若者が企画・立案する生涯学習の推進 ★新規 準備 準備 29人 若者の立案によるイベントの開催

1 2 7 市民大学の開催 継続 3,724人 3,444人 2,672人 市民大学の開催

R1実施状況

・ＮＰＯや大学、市民などで構成される実行委員
会方式で開催されているこどものまちドリームタ
ウンを継続して開催します。
・子どもを対象とした生涯学習の取り組みを推進
します。
・職場体験学習、ボランティア体験の機会を提供
します。
・発達段階に応じた職場体験となるよう、工夫・
改善を図ります。

・ユースカレッジ、ヤングセミナーを開催します。
・ジュニアリーダークラブを運営し活動機会の拡
充を図ります。
・ニーズを見極め、活動内容の見直しを行いま
す。

・新成人による成人式の企画・運営を行います。

施策番号 事業名 区分 R1実施状況内容

・講座等の受講生や市民等を対象としたアン
ケートを実施します。

・幅広い分野における講座を市民ニーズに対応
しつつ、各施設において企画・実施します。

・地域の求めに応じて出前形式の学習会を開催
します。
・関係課の協力を得て、学習会メニューの多様
化を図ります。
・市民のニーズをとらえながら、市民出前講座の
見直しを行います。
・市民活動団体を増やし、講座メニューの充実を
図ります。

内容施策番号 事業名

実施時期（年度）

実施時期（年度）

・地域と連携した家庭教育の推進、事業内容の
充実改善を図ります。
・親子の交流機会、コミュニケーションの場づくり
を進めます。

区分

・ヤングセミナー等の卒業生等を中心に人材を
募り、若者の企画・立案による生涯学習の展開
を図ります。

・市民の新たな学習や活動のきっかけづくりと教
養を高めるために、第１線で活躍する人物の講
座を開催します。

 

資 料 

３ 



H28 H29 H30 R1 R2

1 2 8 現代的な課題に対応した講座の開催 継続 84講座 89講座 86講座
市民企画講座・現代的社会課題講座・
公民館講座において開催

1 2 9 市民企画講座の充実 継続 8講座 13講座 8講座 市民企画講座の開催

1 2 10 働き盛り世代向けの講座の充実 ★新規 51講座 62講座 53講座 公民館講座にて開催

1 2 11 託児付き講座の開催 継続 30講座 32講座 38講座 託児付き講座の実施

1 2 12 シニア世代の生きがい探し講座の開催 ★新規 30講座 35講座 39講座 公民館講座にて開催

1 2 13 シルバーカレッジの開催 継続 46回 46回 46回 シルバーカレッジの開催

1 2 14
シルバーカレッジ・ステップアップ講座の
開催

★新規 3回 2回 3回 レベルアップ講座を開催

1 2 15 高齢者教室の開催 継続 108回 109回 109回 地区公民館にて開催

（３）安城市の地域資源を活かした学習の提供

H28 H29 H30 R1 R2

1 3 1 少年少女発明クラブへの支援 継続 ○ ○ ○ 補助金を交付

1 3 2 歴史文化についての学習機会の充実 継続 83回 74回 84回
歴史博物館にて様々な講座・イベントを
開催

1 3 3
ものづくり文化を伝承する学習プログラ
ムの企画開発

★新規 準備 準備 45回
ファブスペースにおいてものづくり講座、
利用講習会、相談会を実施

施策番号 事業名 内容 区分
実施時期（年度）

R1実施状況

・市民活動団体の協力を得ながら、託児付講座
の充実を図ります。

・シニア世代を主な対象として、趣味・教養講
座、ボランティア講座など定年後の生きがいづく
りにつながる講座の開催を進めます。

・中高年者の生きがいづくり（仲間づくり、健康増
進、能力開発、地域社会への還元施策など）の
ための講座を開催します。

・シルバーカレッジの卒業生を集め、卒業後の
活動を自ら企画・立案する機会を提供するた
め、ステップアップ講座を開催します。
・この講座を通じて、シルバー層市民のグルー
プ化を促し、経験・知識・技術を地域社会へ還元
できる場の提供を進めます。

・高齢者教室を開催します。地域社会の課題を
テーマにした教室を増やすなどして、地域社会
に貢献する人材育成をめざします。

施策番号 事業名 区分
実施時期（年度）

R1実施状況

・公民館講座において、現代的な課題に関する
学びの機会を提供するための講座を企画・開催
します。
・各課で課題になっているテーマに関する講座
を開催します。

市民自らが企画・運営する市民企画講座の充実
を図ります。

・働き盛り世代が関心と興味を持てそうな講座
の充実を図ります。
・働き盛り世代が取組みやすい環境条件づくり
を進めます。

内容

・少年少女発明クラブの活動に対し、補助金の
交付、主要企業への協力要請などの支援を行
います。

・歴史博物館において企画展の開催を行うほ
か、関連の講座・催しを実施します。先人の偉業
を学ぶための学習機会を充実します。

・市内に立地する製造業の技術集積について、
市民の理解を深め、本市の財産として継承して
いくことをねらいとして、新たな学習プログラム
の企画開発を行います。



２　学習機会の充実（多様なニーズに応じた学びの機会の提供）
（１）自主グループの育成と地域の絆づくり

H28 H29 H30 R1 R2

2 1 1 自主グループの活動発表の場の提供 継続 42回 42回 42回
公民館まつりや芸能発表会などで発表
の場の提供

2 1 2 生涯学習ボランティアセンターの充実 継続 124回 37回 95回
文化センターは市民団体が会議等で利用
青少年の家は、イベントに登録講師を派遣

2 1 3
自主グループに関する情報提供、主催
講座の開催（活動支援）

継続
639団体
25講座

635団体
26講座

634団体
25講座

自主グループ冊子にて紹介
自主グループ主催講座の開催

2 1 4 生涯学習市民ネットワークの設置 ★新規 準備 準備 準備 現在関係団体と運用について検討中

2 1 5 地域主体による公民館活動の推進
継続
★新規

1 1 1 北部地区にて推進

（２）ボランティア活動等への橋渡し

H28 H29 H30 R1 R2

2 2 1 ボランティア入門講座の開催 継続 3講座 6講座 2講座 シルバーカレッジ、公民館講座で開催

2 2 2
活動団体についての情報把握と情報発
信

継続 6講座 6講座 7講座 市民出前講座の開催

３　学習環境の整備（市民の主体的な学びを支える環境づくり）
（１）生涯学習の総合的な情報提供

H28 H29 H30 R1 R2

3 1 1 生涯学習情報誌の発行 継続 ○ ○ ○ 年4回発行

3 1 2 ＩＣＴの活用による情報提供 継続 ○ ○ ○
ＡＲ（拡張現実）技術を提案した印刷業
者を選定
市公式LINEの活用

3 1 3 図書情報館の有効活用 ★新規 準備 1,006,933人 1,221,192人
各種イベント等の開催にて利用者数の
増加を図る

施策番号 事業名 区分
実施時期（年度）

R1実施状況内容

・ボランティア活動とは何か、必要性、市内での
活動事例などを紹介する「ボランティア入門講
座」を開催します。

施策番号 事業名

内容

・ボランティア活動団体に関する情報を発信しま
す。
・ボランティア活動への関心を喚起する啓発活
動を行います。

内容 区分
実施時期（年度）

R1実施状況

施策番号 事業名 区分
実施時期（年度）

R1実施状況

・ＩＣＴを利用した学び、地域のまちづくりに貢献
できるつながり、交流づくりを進めます。

・公民館まつり、芸能まつり、町内公民館芸能活
動発表会、図書情報館などで学習成果の展示
や発表の場を設けます。

・生涯学習ボランティアセンターの利用促進を図
ります。
・より有効な利活用が図られるよう改善を図りま
す。
・講座参加者等による自主グループの組織化を
促します。
・自主グループ主催講座の開催に向けた支援等
を行います。

・市民活動団体やグループを構成メンバーとす
るネットワーク会議を立ち上げ、各種の支援活
動を進めます。

・地域主体の公民館活動を推進します。
・地区公民館の地域運営に係るモデル事業を試
行します。

・生涯学習総合情報誌「あんてな」の発行、全戸
配布を行います。また、より良い情報誌となるよ
う改良を加えます。安城市ホームページ「望遠
郷」によ情報提供を行います。
・使い勝手の良いサイトの運営、情報発信強化
を図ります。

・生涯学習総合情報誌「あんてな」の発行、全戸
配布を行います。また、より良い情報誌となるよ
う改良を加えます。



（2）相談体制の充実

H28 H29 H30 R1 R2

3 2 1 相談・コーディネートの人材育成 継続 2講座 4講座 2講座
現代的社会課題講座にて相談に対応で
きる人材育成の講座を実施

3 2 2 相談窓口の充実 継続 ○ ○ ○ 生涯学習課が中心となり相談受付

（３）指導者の発掘・育成・活用

H28 H29 H30 R1 R2

3 3 1 地域からの人材の発掘 継続 65人 76人 84人 公民館講座を新規講師に依頼

3 3 2 指導者の人材育成 継続 39グループ 34グループ 24グループ 新規自主グループにて講師を務める

3 3 3 指導者情報の整備 ★新規 ○ ○ ○
「望遠郷」内に生涯学習講師情報サイト
を掲載。

（４）生涯学習施設の維持管理と運用

H28 H29 H30 R1 R2

3 4 1 博物館事業、体験講座等の充実 継続 65,230人 80,623人 80,284人
各種イベント等の開催にて利用者数の
増加を図る

3 4 2 利用しやすい施設運営 継続 1,188,298人 1,179,603人 1,185,507人
施設環境を整え、利用者数の増加を図
る

施策番号 事業名 区分
実施時期（年度）

R1実施状況内容

区分
実施時期（年度）

R1実施状況

施策番号 事業名 区分
実施時期（年度）

R1実施状況

施策番号 事業名

内容

・相談に対応できる人材の育成を図ります。生
涯学習市民ネットワークと連携しつつ、人材の
育成、確保を図ります。

・生涯学習に関する総合的な相談業務を実施し
ます。
・市民との協働を進め、相談業務の充実を図り
ます。

・生涯学習市民ネットワークと協働し指導者育成
を進めます。
・県が主催する人材育成講座に指導者の派遣を
行います。
・市内の団体や指導者の紹介などを進めます。

・生涯学習に関する指導者情報の活用を図りま
す。講師情報の公開、検索システム方法などに
ついて検討します。

内容

・各種の講座の受講生を中心に、ステップアップ
講座等を企画・開催し、新しいリーダーとなれる
人材を発掘します。

市民に親しまれる施設としていくため、歴史博物
館講座、体験講座、映画会などの事業を実施し
ます。

・より利用しやすい施設となるよう見直しを進め
ます。
・施設予約システムの地区公民館への運用拡
大を検討します。



４　図書情報館のＩＣＴを活用した生涯学習の推進（関連主要事業）
（１）多様な情報が得られる生涯学習の推進

H28 H29 H30 R1 R2

4 1 1 ★新規 準備 1回 1回
外部オンラインデータベース（法情報）の
講座を実施

（２）ＩＣＴを活用した創る生涯学習の推進

H28 H29 H30 R1 R2

4 2 1 ★新規 準備 218回 196回
ロボットプログラミング教室、マインドス
トームを用いた体験会を実施

4 2 2 ★新規 準備 24回 28回
「子どもプロジェクションマッピング」を実
施

4 2 3 ★新規 実施 6個 6個
安城の偉人に関する電子紙芝居アプリ
を公開

５　計画の指標（数値目標）

現状値 H28 H29 H30 R1 目標値Ｒ２ 備考

Ｈ２４
５６．３％

56.3% 59.4% ― ６１％ 市民アンケート（企画情報課）

Ｈ２５
２４．９％

― ― ― ３０％ 生涯学習に関するアンケート調査

Ｈ２５
12,224人

12,554人 12,680人 13,244人 14,500人 統計値

Ｈ２６
１８グループ

39
グループ

34
グループ

23
グループ

２０
グループ

統計値

Ｈ２５
１０．３％

― ― ― １５％ 生涯学習に関するアンケート調査

生涯学習に対する満足度

市が実施している講座や教室を受講したことがある市民の割合

生涯学習講座・教室の受講者数

主要事業④　アプリのプログラミング講座やアプリ活用講座の開催

区分
実施時期（年度）

R1実施状況

事業名 区分
実施時期（年度）

R1実施状況

地域行事・まちづくり活動へ参加した市民の割合

主要事業①　ＩＣＴ入門講座の開催

施策番号

2

3

4

5

事業名

1

主要事業②　ロボットプログラミング基礎講座・体験講座の開催

主要事業③　デジタルマッピングシステム活用講座の開催

施策番号

1年間に新たに活動を始めえた自主グループ数



 

報告事項 

社会教育委員関係会議等(令和元年度結果及び２年度予定)について 

１ 令和元年度結果 

会議名等 日時・会場 内容 

県社連西三支部理事会※ 
４月１６日（火） 

西三河総合庁舎 

平成３０年度事業・会計報告 

平成３１年度役員選出・事業

計画・予算案審議 

社会教育表彰者の推薦 等 

県社連役員会（１）※ ５月１０日（金） 
総会についての議案審議、 

役割分担 

愛知県社会教育委員 

連絡協議会総会・評議員会 

６月６日（木） 

刈谷市産業振興セン

ター 

平成３０年度事業報告・決算

報告 

令和元年度事業案・予算案 

講演会等 

第１回安城市社会教育審議会 
６月２０日（木） 

安城市文化センター 
令和元年度各課事業計画等 

県社連西三河支部 

総会・第１回地区研修会 

６月２５日（火） 

岡崎市シビックセン

ター 

３０年度事業報告・決算報告 

令和元年度事業案・予算案 

研修会等 

地域コーディネーター等研修

会（希望者のみ） 

７月１日、８日、 

２２日、２９日 

（すべて月） 

西三河総合庁舎及び

東大手庁舎 

講演・グループワーク等 

県社連役員会（２）※ 
８月７日（水） 

名古屋市 

東海北陸社会教育研究大会愛

知大会実行委員会（１） 

県社連西三支部役員会（１）

※ 

８月７日（水） 

県役員会終了後 
第２回地区研修会の検討等 

東海北陸社会教育研究大会 

１０月１０日（木）

～１１日（金） 

三重県津市 

記念講演、分科会等 

全国公民館研究集会・東海北

陸公民館大会愛知大会 

１０月１７日（木）

～１８日（金） 

刈谷市総合文化セン

ターほか 

記念講演、分科会等 

愛知・地域づくり推進大会

（県中央研修会） 

休会（東海北陸公民

館大会愛知大会が開

催されるため） 

研究発表、講演会等 

県社連役員会（３）※ 
１１月２２日（金） 

名古屋市 

東海北陸社会教育研究大会愛

知大会実行委員会（２） 

第２回安城市社会教育審議会 
２月１３日（木） 

安城市文化センター 

令和２年度主要事業概要・事

業案等 

資 料 

４ 



 

愛知県社会教育委員連絡協議

会西三河支部 

第２回地区研修会 

２月１４日（金） 

刈谷市総合文化セン

ター 

事例発表（碧南市・みよし

市）等 

県社連役員会（４）※ 
２月１９日（水） 

名古屋市内 

東海北陸社会教育研究大会愛

知大会実行委員会（３） 

県社連西三支部役員会（２）※ 
２月１９日（水） 

県役員会終了後 
会計中間報告、次年度事業等 

※の会議等については愛知県社会教育委員連絡協議会役員のみ出席 

 

２ 令和２年度予定 

会議名等 日時・会場 内容 

愛知県社会教育委員連絡協議

会総会・評議員会 

６月４日（木） 

安城市文化センター 

令和元年度事業・決算報告 

令和２年度事業案・予算案 

講演会等 

第１回安城市社会教育審議会 
６月 

安城市文化センター 
令和２年度各課事業計画等 

県社連西三河支部 

総会・第１回地区研修会 

６月末 

西尾市 

令和元年度事業・決算報告 

令和２年度事業案・予算案 

研修会等 

東海北陸社会教育研究大会 

１０月１５日（木）

～１６日（金） 

東海市 

記念講演、分科会等 

県社連西三河支部 

第２回地区研修会 

１１月 

知立市 

事例発表（岡崎市・西尾市）

等 

愛知・地域づくり推進大会

（県中央研修会） 

休会（東海北陸社会

研究大会が愛知県で

開催されるため） 

研究発表、講演会等 

第２回安城市社会教育審議会 
２月 

安城市文化センター 

令和３年度主要事業概要・事

業案等 

予定ですので、変更となる可能性があります。 

 


