
令和２年度第１回安城市社会教育審議会  次第  

 

日 時  令和２年７月８日（水）  

午前１０時～  

会 場  へきしんギャラクシープラザ  

 講座室  

安城市民憲章唱和  

 

１ 辞令交付  

 

２ 教育長あいさつ  

 

３ 会長あいさつ  

 

４ 委員紹介  

 

５ 協議事項  

（１）令和元年度各課事業報告及び令和２年度事業計画について  

  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）第３次安城市生涯学習推進計画の進捗状況について  

（３）第４次安城市生涯学習推進計画策定の進捗状況について  

 

６ 連絡事項  

令和２年度社会教育委員関係会議等について  

 

７ 意見交換  

 

 



 

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６月１日現在（敬称略）  

№ 役職 
氏 名 

（＊は新任委員） 
所 属  

選任区分  

（条例第２条）  

1 委員 稲垣  英夫  安城文化協会  
学校教 育及 び社 会教 育の

関係者  

2 委員 近藤  金光  
公 民 館 連 絡 協 議

会 

学校教 育及 び社 会教 育の

関係者  

3 委員  榊原  重幸  ＊  小中学校長会  
学校教 育及 び社 会教 育の

関係者  

4 委員  小寺  陽子  ＊  
小 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 連

絡協議会  

家庭教 育の 向上 に資 する

活動を行う者  

5 委員  三井  信子  
青 少 年 健 全 育 成 連

絡協議会  

家庭教 育の 向上 に資 する

活動を行う者  

6 委員  早川  一雄  ＊  公民館指導員会  
学校教 育及 び社 会教 育の

関係者  

7 委員  黒柳  厚子  さんかく２１・安城  
学校教 育及 び社 会教 育の

関係者  

8 委員  栁澤  義雄  体育協会  
学校教 育及 び社 会教 育の

関係者  

9 委員  瀬戸井  明人  
ス ポ ー ツ 推 進 委 員

連絡協議会  

学校教 育及 び社 会教 育の

関係者  

10 委員  塚原  和江   図書館協議会  
学校教 育及 び社 会教 育の

関係者  

11 委員  神谷  浩   ＊  文化財保護委員会  
学校教 育及 び社 会教 育の

関係者  

委員の任期  令和２年６月１日から令和４年５月３１日まで  

 

 

 氏   名  所属及び役職等  

 杉山  春記  教育長  

事務局  

宮川  守  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  

横手憲治郎  市民生活部  アンフォーレ課  課長  

原田  敬章  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  

 



 

安城市社会教育委員について  

 

１  職  務  

本市の社会教育審議会（年２回開催）において、主に生涯学習施策・活動全般

について、総合的視点から意見を述べていただきます。また、愛知県及び西三河

地区単位で開催される社会教育委員対象の会議・研修会にもご参加いただいてお

ります。  

 

２  構成員  

以下の生涯学習各分野からの代表者等で構成しています。（１１名）  

  

 

 

 

３  身  分  

非常勤の特別職  

 

４  年間予定  

（１）安城市社会教育審議会  

（２）愛知県社会教育委員連絡協議会関係の会議・研修会等  

（３）第４次安城市生涯学習推進計画策定委員会  

文化協会、公民館連絡協議会、小中学校長会、小中学校ＰＴＡ連絡協議会、  

青少年健全育成連絡協議会、公民館指導員会、さんかく２１・安城  

体育協会、スポーツ推進委員連絡協議会、図書館協議会、文化財保護委員会  



協議事項１　令和元年度各課事業報告及び令和２年度事業計画

生涯学習課

令和元年度事業報告

○事業名 生涯学習計画推進事業 事業決算額 円

　第3次生涯学習推進計画の基本理念を推進するため、社会教育審議会を開催した。また、第4次生
涯学習推進計画の作成に着手した。

第4次生涯学習推進計画策定（令和2年度までの継続業務）　令和元年度委託費　2,299,000円

○事業名 生涯学習市民参画推進事業 事業決算額 円

　市民主体の生涯学習の推進を図るため、市民団体との協働による講座の開催や、市民出前講座
を開催した。

市民企画講座の開催 11講座 受講者数 206人
（市民団体などの企画運営による講座）

市民出前講座の開催 15回 受講者数 596人
（市民団体などが出向いて行う講座）

自主グループ主催講座の開催 29講座 受講者数 175人
（公民館で活動している団体による講座）

○事業名 家庭教育・子育て支援事業 事業決算額 円

　社会教育の視点からの子育て支援と家庭教育の推進を図るため、気軽に相談と交流ができる場
を提供し、講演会についてはＰＴＡとの共催で開催した。

子育ち親育ち広場 ほのぼの広場の開催 42回 参加者 1,202人
ほのぼのクラブの開催 8回 参加者 155人

家庭教育講演会 1回 参加者 340人

○事業名 生涯学習情報提供事業 事業決算額 円

　生涯学習関連の情報提供業務を委託し、全戸配布することにより、生涯学習の推進を図った。

　　生涯学習情報誌「あんてな」発行　全戸配布　4回（春・夏・秋・冬号）　　　委託費:7,128,773円

○事業名 文化施設整備基金積立事務 事業決算額 円

　令和元年度末積立残高 円

886,208

1,282,906

7,128,773

1,026,000

381,792,000

款
項

50
25

2,829,498

目 5 社会教育総務費
教育費
社会教育費



○事業名 公民館施設管理事業 事業決算額 円

文化センター外観

施設の利用状況（児童センターを除く。）

款 50 教育費
項 25 社会教育費

338,101,054

　安城市文化センターに対する施設命名権等（ネーミングライツ）を導入し、碧海信用金庫と契約を
締結した。

　生涯学習機会を提供するほか、文化活動グループなどの活動拠点として、良好な施設環境の提供
に努めた。

公民館名 室利用件数（件） 室利用人数(人） 図書等利用人数（人） 総利用人数（人）

桜井公民館 6,141 131,936 35,683 167,619
文化センター 5,847 171,180 2,350 173,530

西部公民館 1,564 25,008 18,202 43,210
北部公民館 4,298 78,650 55,131 133,781

安祥公民館 3,339 46,278 8,890 55,168
作野公民館 3,532 65,133 58,209 123,342

12,088 89,907

東部公民館 2,775 43,566 29,008 72,574
明祥公民館 3,381 76,065 57,828 133,893

計 42,817 842,073 332,675 1,174,748

目 10 公民館管理費

昭林公民館 4,824 71,017 9,606 80,623

二本木公民館 3,492 55,421 45,680 101,101
中部公民館 3,624 77,819



○事業名 天文普及事業 事業決算額 円

　プラネタリウム番組投映を通じて、将来を担う子どもたちに天文や宇宙に関する興味を抱かせると
ともに、一般観覧者に対しても広く天文普及に努めた。また、各種イベントを提供した。

利用状況
投映回数（回） 観覧人数（人）

プラネタリウムイベント

天体観望会

天文グッズ販売

宇宙航空研究開発機構JAXA　展示

款 50 教育費
項 25 社会教育費

計 618 26,693

イベント名 回数（回） 参加人数（人）

33,558,031

種別
一般投映 540 21,737
団体投映 78 4,956

音楽の星空 3 293
星とアロマのひととき 6 245

プラネタリウムスペシャル 3 279
あんプラスペシャル 5 357

絵本の中の星空 1 125
七夕まつり特別投映 6 46

中学生講座 3 118
お星さまとあそぼ！ 6 1,055

内容 販売品数 販売個数
天文グッズの販売 33 262

内容 回数（回） 参加人数（人）
天体観望会の開催 4 128

内容 展示期間
JAXA展示 令和2年3月1日～3月29日

天文グッズ販売 宇宙航空研究開発機構JAXA　展示

目 15 公民館事業費



○事業名 公民館講座事業 事業決算額 円

　文化センターでは、社会課題テーマ講座、シルバーカレッジ、ものづくり講座の開催、地区公民館
では公民館講座・高齢者教室・家庭教育学級・乳幼児学級を開設し、市民への多様な学習機会を設
け、生涯学習の推進に努めた。

○事業名 公民館ふれあい事業 事業決算額 円

　地区公民館で活動しているグループや個人が学習成果を発表する機会として、また市民に公民館
活動を広く知ってもらうため公民館まつりを開催。さらに各地域、各公民館の特性を生かしながら、地
域住民のふれあいを深めたり、各種文化に親しむ事業を実施した。　　　　　　　参加人数　38,219人

12,939,121

款 50 教育費
項 25 社会教育費

公民館事業費

公民館名 事業費（円） 講座数（講座） 回数（回） 参加人数（人）
文化センター 4,997,518 32 117 1,828
桜井公民館 830,648 19 78 435
北部公民館 758,319 18 76 754
西部公民館 814,284 21 77 514
作野公民館 856,778 20 77 457
安祥公民館 866,198 22 90 606
東部公民館 773,418 18 59 489

76 568

明祥公民館 832,128 18 62 600
二本木公民館 799,625 27 68 682

スタインウェイピアノを知ってみよう

8,873,740

目 15

計 12,939,121 234 849 7,375

スタインウェイピアノを弾いてみよう デジタルミシン作品

中部公民館 658,286 21 69 442
昭林公民館 751,919 18



○事業名 市民会館施設管理事業 事業決算額 円

施設の利用状況

日
回
回

市民会館事業実績

ホール（ホワイエのみの利用を含む。） 170 88,000

款 50 教育費
項 25 社会教育費

71,537,341

　施設の利用促進及び経費節減のため、平成30年度から5年間の管理運営を指定管理者として株
式会社ケイミックスパブリックビジネスに委託した。

項目 利用数 利用人数（人）

目 20

会議棟（9室） 4,100 79,093
楽屋6･7号室、リハーサル室 1,078 11,159

ニュウニュウ　ピアノ・リサイタル 1 702
事業名 開催回数（回） 入場者数（人）

私だけのホール体験 5 延べ 141
綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ 2019 in 安城 1 969

ヤングアメリカンズ （3日間で1回） 1 延べ 1,105
工藤静香 Acoustic Live Tour 2019 1 1,145

計 14 8,282

市民大学①古市憲寿 1 1,084
市民大学②ピーター・フランクル 1 881

市民会館管理費

市民大学③夏井いつき 1 1,042

舞台 かいけつゾロリとなぞのスパイ・ローズ 1 626
キエフ・クラシック・コレクション 1 587



○事業名 青少年の家管理運営事務 事業決算額 円

施設の利用状況

款 50 教育費
項 25 社会教育費

利用人数(人) 41,144 14,366 55,510

16,772,346

 　青少年に研修の場と機会を提供するほか、各種団体や青少年活動の拠点として、合理的な運営と
サービス向上に努めた。また、体育室の利用の促進を図り、軽スポーツやレクリエーション普及の一
翼を担った。

区分 青少年 一般 計

目 30 青少年の家管理費

利用件数(件) 2,518 1,290 3,808



○事業名 青少年健全育成事業 事業決算額 円

青少年健全育成推進大会

人

6,484,801

  各小中学校、高校の健全育成会と各中学校区、高校の健全育成協議会に委託し、青少年を健や
かにはぐくむ都市宣言を推進した。

内容 実績
学区青少年健全育成協議会数　 9 団体

款 50 教育費
項 25 社会教育費

  青少年健全育成連絡協議会を設置し、推進大会を開催して顕彰者の表彰などを行い、青少年の
健全育成を図った。

内容 実績
青少年愛護センターだより発行              1回 75,900 部

学区青少年健全育成会数　 36 団体

  登下校時や外で遊ぶ子どもたちが、非常時に駆け込み避難できるこども110番の家を確保し
た。

内容 実績
こども110番の家のぼり旗設置 1,218 か所

青少年健全育成顕彰者数　 40人 1 団体

　社会的困難を抱える若者の支援のために、当事者や親の相談支援等を実施した。

内容 実績
相談支援利用者数・相談回数 51人 172回

　親と子のふれあいを目的とした事業に対する補助を行い、健全な家庭環境の推進を図った。

内容 実績
地域ぐるみ親子ふれあい推進事業 18学区 4,866

親の学習会開催回数・参加者数 5回  75人

目 35 青少年の家事業費



○事業名 成人の日記念事業 事業決算額 円

成人式出席者

○事業名 少年団体支援事業 事業決算額 円

○事業名 青年講座事業 事業決算額 円

○事業名 子ども運動広場補助事業 事業決算額 円

項 25 社会教育費
款 50 教育費

1,702 人

8,267,338

  子ども会、ボーイスカウト、ガールスカウトなどの少年団体の活動に対する支援を行った。

内容 実績

5,543,712

  成人となる自覚と社会の一員としての責任を再確認する契機となるような記念行事を行った。

内容 実績

単位子ども会数・会員数 113単子 6,425 人
ボーイスカウト団体数・会員数 4団体 274 人

実績
第67期ユースカレッジ修了者 15 人

ガールスカウト団体数・会員数 2団体 62 人
子ども会安全共済会加入者数 　 9,060 人

子ども運動広場補助か所数 24 か所

目 35 青少年の家事業費

32,458,495

　町内会による子ども運動広場の管理運営を支援し、子どもの健全育成に寄与できるような安全な運
動広場の確保に努めた。

内容 実績

1,057,138

　次世代を担う青年の自己の向上と、地域社会の有志指導者の養成を図った。

内容



○事業名 安祥閣施設管理事業 事業決算額 円

施設の利用状況

安祥閣事業実績

款 50 教育費
項 25 社会教育費

茶室、和室 936 20,558

6,680,269

　施設の利用促進及び経費節減のため、令和元年度から3年間の管理運営を指定管理者としてコ
ニックス株式会社に委託した。

項目 利用件数（件） 利用人数（人）

計 17 5,444

ヨガ講座 12 延べ 289
安祥閣夏祭り 1 50

目 50 安祥閣管理費

つるし雛展示会 1 5,064

事業名 開催回数（回） 参加人数（人）
浴衣・着物着付け講座 3 延べ 41



 

令和２年度事業計画 

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

令和元年度事業報告

○事業名 国際・全国大会推進活動事業 事業決算額 円

　　　　全日本大学女子ソフトボール選手権大会は、全国から地区代表として勝ち上がってきた32の大学が
　　　一堂に会し、大学女子の頂点を目指し、4日間の熱い戦いが繰り広げられた。
　　　　聖火リレー及びカナダ女子代表ソフトボールチームの合宿は、実施に向け関係部署と連携し、
　　　最大の準備を整えていたが、新型コロナウィルスの感染拡大で来年に延期された。
　
　

・期日：令和元年8月29日～9月2日（開会式8/29）
・人数：32チーム　869人　　観客数：延べ12,770人
・成績結果：優勝　日本体育大学　　　準優勝　園田学園女子大学

＜開会式歓迎の様子＞ ＜試合会場の様子＞

○事業名 ホームチームサポーター事業 事業決算額 円

　　　　バスケットボールクリニックは、青年会議所と協働して小学生を対象にスポーツセンターで開催した。
　　　また、ソフトボールとバスケットボールの日本リーグを、ホームゲームとして本市で開催することができた。
　　　このホームゲームに合わせて、広報読者プレゼント当選者に選手からプレゼントが渡され、選手との
　　　交流が図られた。

＜ＡＷウィングスクリニック＞ ＜ＧＴＲニッセイ応援バスツアー＞　

84人
延べ　5,088人

アイシンＡＷウィングス

デンソーブライトペガサス

応援バスツアー(4/14　パロマ瑞穂野球場)
日本リーグの開催(9/7、8）
デンソー高棚製作所ファクトリーツアー・クリニック（1/13）
デンパーク駅伝大会スペシャルランナー（2/9）
クリニック(4/20)
日本リーグの開催（10/26、27）

　66人

款
項

50
30

〈第54回全日本大学女子ソフトボール選手権大会開催の様子〉

保健体育総務費

8,384,929

教育費
保健体育費

目 5

選手12人参加
73人

延べ　2,400人

3組
応援バスツアー（1/11、19　パロマ瑞穂野球場）
オリジナルグローブ贈呈イベント（12/14和泉公園にて）

ＧＴＲニッセイ
48人

1,570,175



○事業名 地域スポーツ振興事業 事業決算額 円

　　　　スポーツ推進委員の活動や学校施設スポーツ開放事業、歩けランニング運動など地域で活動するグ
　　　ループの支援を行った。ラジオ体操の普及取り組みとして、新1年生にラジオ体操教本を配布した。

＜市民地域スポーツ交流会の様子＞ ＜歩け・ランニング運動　イベントの様子＞

○事業名 競技スポーツ振興事業 事業決算額 円

　　　　安城選手権夏季水泳競技会をはじめとする競技スポーツの育成を図ることができた。
　　　　スクールや教室、講習会などの開催をNPO法人安城市体育協会に委託して開催することができた。

<安城選手権大会秋季陸上競技会＞ ＜スポーツスクールの様子＞

　

○事業名 シティマラソン・市民駅伝大会事業 事業決算額 円

　　　　スポーツを始めるきっかけづくりとして、また市民の健康増進と競技力向上の機会として開催する
　　　ことができた。駅伝大会にはデンソーブライトペガサス選手の参加もあり、盛況であった。

＜安城シティマラソン＞ ＜安城市民デンパーク駅伝大会表彰式＞

安城選手権大会（夏季・秋季・雪不足のため冬季スキー大会中止）
スポーツスクール・教室の開催事業

参加状況など
3,960人

年3期　72講座　2,723人

主な内容

地域スポーツ振興事業（地域で行うスポーツ事業） 64事業　7,050人

50
30

目 5 保健体育総務費
教育費
保健体育費

175会場　延べ33,917人

14,290,127

款
項

第35回安城市民デンパーク駅伝大会（2/9） 271チーム　1,611人

8,227,195

主な内容 参加状況など

28,281,861

「おはよう！ふれあいラジオ体操会」開催
市民地域スポーツ交流会事業 8中学校区　2,782人
学校施設スポーツ開放事業 開放回数11,688回　利用者数226,090人

第52回安城シティマラソン（12/8） 2,856人

主な内容 参加状況など



○事業名 屋外体育施設管理事業 事業決算額 円

　総合運動公園内屋外施設、和泉公園運動広場、西部グラウンドゴルフ場の維持及び管理を行った。
　令和２年１月、秋葉公園テニスコートをオープンした。
　野球場受変電設備の更新及びソフトボール場Ｂ球場防球ネットの改修を行った。
　令和２年度実施予定の安城市陸上競技場改修工事の設計を行った。

屋外体育施設利用状況

総合運動公園等芝生・樹木管理業務委託料 円

体育施設管理業務（シルバー）委託料 円

総合運動公園陸上競技場改修実施設計委託料 円

ソフトボール場Ｂ球場防球ネット設置工事 円

野球場受変電設備更新工事 円

ネーミングライツ料（令和元年10月～令和2年3月分） 円

【デンソーブライトペガサススタジアム（安城市ソフトボール場】

ネーミングライツ看板設置（Ａ球場） 防球ネット設置（Ｂ球場）

目 15 体育施設管理費

5,247,000

49,618

208,980,448

西部グラウンドゴルフ場 6,361 5,109

32,670,000

38,315,200

秋葉公園テニスコート 2,757
計 284,224 275,158

16,226,100

11,499,761

ソフトボール場 32,270 22,569
和泉公園運動広場 20,585 29,136

教育費
保健体育費

款
項

50
30

　新たな財源確保策の一環として、ネーミングライツパートナーを募集した。
　（愛称使用期間：令和元年10月1日～令和11年9月30日）

825,000

区分 令和元年度利用人数（人） 平成30年度利用人数（人）
陸上競技場 57,618
野球場 28,333 28,926
テニスコート 97,152 97,493
多目的グラウンド 39,148 42,307



○事業名 体育館施設管理事業 事業決算額 円

体育館利用状況

体育場
ランニングコース
卓球場
剣道場
柔道場
弓道場
会議室
大会議室

体育館清掃業務委託料 円

駐車場警備業務委託料 円

空調設備等点検業務委託料 円

自家用電気工作物保安管理業務委託料 円

体育館建築設備等定期検査業務委託料 円

冷却水薬注装置更新修繕 円

ネーミングライツ料（令和元年10月～令和2年3月分） 円

【東祥アリーナ安城（安城市体育館）：ネーミングライツ看板設置】

13,142,348

16,983 15,947
計 207,457 213,920

1,815,000

4,485,780

2,156,000

1,578,912

1,540,000

1,155,000

　新たな財源確保策の一環として、ネーミングライツパートナーを募集した。
　（愛称使用期間：令和元年10月1日～令和11年9月30日）

25,355 25,816
5,405 5,693
6,236 4,802

1,077 754
51,290 49,617
17,875 16,394

83,236 94,897

款 50 教育費
項 30 保健体育費

62,836,644

　スポーツを通じて、体力・健康の維持増進を図るため、体育館施設の維持及び管理を行った。

区分 令和元年度利用人数（人） 平成30年度利用人数（人）

目 20 体育館管理費



○事業名 レジャープール施設管理事業 事業決算額 円

　非構造部材耐震化及び保全改修工事を実施した。（工期：平成30年6月～令和元年7月）

レジャープール利用状況

プール個人
プール専用

※平成３０年９月から令和元年７月まで改修工事のため休館
※令和２年３月は新型コロナウイルス感染症対策のため休館

円

券売機及び入退場管理システム修繕 円

紫外線殺菌装置取替修繕 円

プールロッカー更新 円

非構造部材等耐震化及び保全改修主体工事 円

非構造部材等耐震化及び保全改修電気工事 円

非構造部材等耐震化及び保全改修管工事 円

非構造部材等耐震化及び保全改修空調工事 円

【レジャープール外観】 【レジャープール内観】

目 25 レジャープール管理費

80,568,000

16,312,400

14,329 10,593

483,419,040

 　環境クリーンセンターのごみの焼却熱を利用した、レジャー型温水プールを平成11年にオープン。
平成18年度から指定管理者制度を導入し、平成28年度から新たに5年間契約した（指定管理者：㈱
愛知スイミング）。

区分 令和元年度利用人数（人） 平成30年度利用人数（人）
134,751 135,346

68,909,400

指定管理料 82,431,000

37,800,000

6,193,000

22,248,000

366,768,000

トレーニングルーム 24,202 15,916
計 173,282 161,855

款 50 教育費
項 30 保健体育費



○事業名 スポーツセンター施設管理事業 事業決算額 円

スポーツセンター利用状況

※令和元年8月から令和2年7月まで改修工事のため休館

総合受付・監視・トレーニング等委託料 円

機械設備運転管理業務委託料 円

主体工事 （翌年度繰越額 円）
電気工事 （翌年度繰越額 円）
管及び空調工事 （翌年度繰越額 円）

【プール室内観イメージ図】 【アリーナ室内観イメージ図】

目 30 スポーツセンター管理費

170,640,000 3,160,000

非構造部材等耐震化及び保全改修工事

エアロビクスルーム 3,204 11,713
トレーニングルーム 22,121 69,298

プール個人 17,732 46,080
プール専用

工事内容 事業費（円)
0 175,120,000
0 68,200,000

計 70,013 205,060

34,470,000

27,468,000

10,247 26,346

アリーナ 16,112 49,122
会議室 597 2,501

286,207,421

　体力・健康の維持増進のため、だれでも気軽に利用できるスポーツ施設として管理・運営を行っ
た。
　非構造部材等耐震化及び保全改修工事を実施した。（工期：令和元年６月～令和２年６月）

区分 令和元年度利用人数（人） 平成30年度利用人数（人）

款 50 教育費
項 30 保健体育費



 

令和２年度事業計画 

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

令和元年度事業報告

○事業名 市民ギャラリー企画展事業 事業決算額 円

<はんが遊園地ギャラリートークの様子>

○事業名 芸術鑑賞会事業 事業決算額 円

<こどもオペラ「ヘンゼルとグレーテル」公演の様子>

○事業名 市民ギャラリー講座事業 事業決算額 円

<油彩画講座の様子> <陶芸講座の様子>

目 25 文化振興費
款
項

50
25

見て、感じて、遊ぼう！はんが遊園地
―府中市美術館のゆかいな創作版画コレクションより―

2,369

観覧者数（人）

14
9

33

5,764,588

教育費
社会教育費

展覧会名

87
開催回数（回）

14
講座数（講座）

3,302,873

1,922,116

236
受講者数（人）

こどもオペラ「ヘンゼルとグレーテル」
404,00047411

入場料収入（円）入場者数（人）公演回数（回）公演数（事業）

述べ受講者数（人）

入場料収入のある公演

公演種別

日数（日）

1,097

1,517
1,348花のいろどり　草木のみどり

心に響く風景画の魅力



○事業名 文化芸術協働事業 事業決算額 円

○事業名 文化活動団体支援事業 事業決算額 円

目 25 文化振興費
款 50
項 25

教育費

第31回市民文芸まつり

1,955,000

文化活動団体支援事業補助金
名称

7,456,468

第52回市民芸能まつり
（同左）（12日分含む）

人数（人）団体数（団体）催し物名

390
（同左）

19 491 4,055
観覧者数（人）出品数（点）日数（日）

3,070
8,758

短歌
俳句
応募数（句・首）

1（文化協会加盟団体数79）
件数（件）

社会教育費

第76回安美展（美術の公募展）
催し物名

11月24日
（発表大会）

11月6日～11日
（12日台風中止）
10月11、13日
（12日台風中止）
10月13日

開催時期

162

25,162
（内菊花展24,181）

1,310

来場者数（人）
41 693

19
（12日分含む）

文芸・技芸・趣味の集い

7,590

応募者（人）

502
463
736
850

入場者数（人）
120

市民公募文化事業
（公募により公演を補助）

名称

安城市少年少女合唱団第15回演奏会
コーロ・ヴォーチェ第8回演奏会
安城市民吹奏楽団第47回定期演奏会
ビッグラバーズ・オーケストラ第14回定期演奏会
～Let’s sing～ バイオリンとピアノでみんなのうた!!

公演名



○事業名 歴史博物館等施設管理事業 事業決算額 円

展示室観覧者（常設展・企画展・特別展含む）
文献資料室利用者
行事参加者
その他
     延べ入館者合計

体験講座
上映会
歴博演芸場など
展示関連イベント
歴博イベントなど
ナイトミュージアム

合計

市民ギャラリー入館者
　　　　〃　　 　利用団体
　　　　〃　　 　延べ入館者
埋蔵文化財センター入館者

自主展示
講座
展示関連イベント

合計

歴史博物館改修工事 ＜歴史博物館エントランスホール天井＞

目 60 歴史博物館管理費

管及び空調工事 34,870,000

11 244
2 309

16 8,576

136,960
8,038

市民ギャラリー指定管理者事業 開催回数（回） 参加人数（人）

その他修繕等 10,926,610
合計 315,339,510

工事内容 事業費(円）
主体工事 180,400,000
電気工事 89,142,900

3 8,023

25 13,236

市民ギャラリー・埋蔵文化財センター利用状況 利用者数（人・団体）
57,084

64

9 9,477
2 1,002
1 888

5 541
5 594
3 734

歴史博物館指定管理者事業 開催回数（回） 参加人数（人）

448,789,369

　平成28年度から指定管理者制度を導入し、平成31年度から新たに5年間の指定管理者として管理
運営の一部を安祥文化のさと地域運営共同体が行っている。
　歴史博物館の非構造部材耐震化、施設の老朽化対策のため改修工事を実施し、9月から3月まで
休館した。

歴史博物館利用状況 利用者数（人）
博物館入館者 21,534

20,521
118

13,701
3,471

37,811

款 50 教育費
項 25 社会教育費



歴史博物館事業費

○事業名 歴史博物館展示事業 事業決算額 円

　改修工事のため9月から3月まで休館した。

企画展「安城の今昔１　火消しまいる－消防の歴史と道具－」
特別展「１９６４－東京五輪がもたらしたもの－」

特別展・企画展記念講演会 　

＜企画展「安城の今昔１＞ ＜特別展「１９６４」＞

○事業名 歴史博物館講座等開催事業 事業決算額　 円

歴博講座・入門講座
連続講座
出前講座など

合計 19 827

目 65

7 179
3 199
9 449

2 87

402,063

名称 開催回数（回） 参加人数（人）

39 3,573
合計 109 13,211

名称 開催回数（回） 参加人数（人）

9,260,127

展覧会名 日数（日） 観覧者数（人）
70 9,638

款 50 教育費
項 25 社会教育費



○事業名 文化財保護事業 事業決算額 円

件 件
天然記念物害虫駆除（マツクイムシ防除） 本 有形文化財保存修理補助 件

○事業名 史跡整備事業 事業決算額 円

国指定史跡　本證寺境内土地公有化 ㎡ 4 回
ワークショップ「未来寺子屋」の開催 8 回 1 回

 ワークショップ「未来寺子屋」

  

○事業名 文化財啓発事業 事業決算額 円

人 人
人 人
回 人

○事業名 埋蔵文化財調査事業 事業決算額 円

件 人
件 点
件 冊

○事業名 史料整理活用事業 事業決算額 円

資料整理点数 点 件

目 70 文化財保護費

埋蔵文化財有無照会 636 発掘調査報告書刊行 2

出前授業等の実施
参加者数 4,066 あおぞら歴史教室（2回） 36
実施回数 47 土器づくり教室の実施（218日・参加者とボランティア） 1,452

10,836,714

12,241 資料受入（寄贈・購入） 33

61,932,694

発掘調査の実施
発掘調査（本調査）件数 13 発掘調査現地説明会（本證寺境内） 180
試掘・確認調査件数 25 出土木製品保存処理 23

（きょうえんいちは本證寺の門前市で、夏・冬の年2回開催）

4,396,322

安祥文化のさとまつりの開催 参加者数 5,794 夏休みこども考古学講座（4回） 105

＜冬のきょうえんいち＞ ＜本證寺フェスティバル＞ ＜鉢植えハスの栽培と販売＞

9,923,494

文化振興計画策定（2年計画の1年目） 1 文化財悉皆調査（新規） 2
69 3

121,830,584

4757.44 （仮称）本證寺史跡公園整備検討会議・作業部会

姫小川古墳崩落防止対策検討会議

（仮称）本證寺史跡公園を、市民が「作る」「運営する」「育てる」公園とするため、活動する市民の育成と
組織化を行い、各種のイベント等を企画、運営した。また、ワークショップ参加者によるインスタグラム「家
康と戦った寺　本證寺　ミラテラ広報部」を開設してＰＲを行った。

款 50 教育費
項 25 社会教育費



○事業名 丈山苑管理事務 事業決算額 円

丈山苑利用状況
人
服
人

丈山苑事業実績

　　合計 34 6,128

目 85 丈山苑管理費

その他 12 792
夜間開苑 4 521

茶会 3 882
展示会 5 2,864

部屋利用者数 756

事業名 開催回数（回） 参加人数（人）
コンサート等 10 1,069

43,378,194

　平成18年度に指定管理者制度を導入し、平成31年度から5年間の指定管理者としてピーアンド
ピー・深津園芸共同事業体が管理運営を行っている。

入苑者数 28,485
呈茶数 20,462

款 50 教育費
項 25 社会教育費



 

令和２年度事業計画 

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） 

 

 



協議事項１　令和元年度各課事業報告及び令和２年度事業計画

アンフォーレ課

令和元年度事業報告

○事業名 図書情報館資料貸出事業 事業決算額 円

〈レファレンスの様子〉

○事業名 読書活動推進事業 事業決算額 円

○ 新美南吉の顕彰活動の継続

○ 安城版ブックスタート事業

〈クリスマス会の様子〉
○ おはなし会・行事・講座等

①
総合計（①+②）　 1,044回・34,449人 ②

○事業名 図書情報館ＩＣＴ活用事業 事業決算額 円

図書情報館費

利用者用パソコンデータベース使用料
電子書籍使用料

図書館システム運用保守委託料　
情報機器類保守委託料

延べ 97 2,302

64,194,193

　図書情報館をＩＣＴを駆使した最先端の図書と情報の拠点とするために、必要なシステム等の保守・
運用を行うとともに、データベース、電子書籍等を提供した。

主な事業 金額(円)
48,075,192
2,992,000
4,137,447
3,535,321

備考
施設予約システムを含む
電子新聞ディスプレイなど
15種類
2,431タイトル・令和元年度貸出3,427回

延べ 947 32,147 講演会・講座等 15 1,093
行事（クリスマス会等） 15 374 ボランティア対象の講座 18 304
出前おはなし会等 693 26,859 保護者対象の出前講座 32 603
館内おはなし会 239 4,914 館内おはなし会 32 302

こども向けイベント 回数(回) 人数(人) 一般向けイベント 回数(回) 人数(人)

実施回数（回） 対象者（人） 実施者（人）
48 1,899 1,875

個人貸出（冊）

　市民の生涯学習拠点としての図書情報館のほか、公民館図書室
等12か所のサービスポイントにおいて、貸出事業を実施した。
　年間の個人貸出冊数は200万冊を超え、市民１人あたりの貸出冊
数は10.55冊となった。
　また、小中学校図書室との連携を強化し、小中学校を含む団体
貸出冊数は、平成29年度図書情報館開館以降１６万冊を推移して
いる。

合計 813,739 2,008,096 160,161 地区公民館等 253,789
雑誌 26,183 94,695 134 図書情報館 311,717

75,395 - 合計 565,506
児童図書 249,464 733,453 153,655 児童 110,804

　子どもの読書推進と子育て支援を目的に、保健センターの4か月
児健診時に読み聞かせの実演とともに絵本の配付を行っている。

団体貸出（冊） 個人貸出利用者数（人）

ＣＤ・ＤＶＤ 15,332

款 50 教育費
項 25 社会教育費

目 55

　本市ゆかりの童話作家・新美南吉のさらなる普及と顕彰のため、大賞作品を絵本として出版し販売
するとともに、安城版ブックスタート事業で配付している。また、市内小学校を対象に南吉出前授業を
実施した。

3,560,538

一般図書 522,760 1,104,553 6,372 一般 454,702

95,486,146

資料区分 蔵書合計（冊）



令和２年度事業計画 

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、学校連携用図書買替） 

・新聞、雑誌等購入費 

・利用者カード（リライトカード）購入 

・公民館等並びに学校への図書配送業務 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 

 

 

 

 



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 224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 181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 289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 15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 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 500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 27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 53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 28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 14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 3,006人 市民大学の開催

・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。

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

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 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。



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 89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 11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 75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 34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 20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 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 1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 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 ○ ○ ○ 〇 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 52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 79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

・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。

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 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。



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 39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 158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

661団体
29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 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 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 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 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 ○ ○ ○ 〇 年4回発行

3 1 2 ＩＣＴの活用による情報提供 継続 ○ ○ ○ 〇
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 1,203,127人
各種イベント等の開催にて利用者数の
増加を図る

・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。

・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。

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

・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

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。



（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 3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 ○ ○ ○ 〇 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 60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 25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 ○ ○ ○ 〇
「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 37,811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 1,280,707人
施設環境を整え、利用者数の増加を図
る

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。

・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。

・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。

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



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 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 159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 25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 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% ― 62.6% ６１％ 市民アンケート（企画情報課）

Ｈ２５
２４．９％

― ― ― 0 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 12,982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

25
グループ

20
グループ

統計値

Ｈ２５
１０．３％

― ― ― 8.9% １５％ 生涯学習に関するアンケート調査地域行事・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た自主グループ数

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

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



（３）第４次安城市生涯学習推進計画策定について 

  ア 計画期間  

令和３年度～７年度 

  イ 計画策定機関 

    令和元年度～２年度 

  ウ 計画策定委託業者 

一般社団法人 地域問題研究所 

  エ 令和元年度実施報告 

    ・アドバイザーの決定（岐阜大学 益川 浩一教授） 

    ・策定委員会の実施 

     社会教育委員１１名及び公募市民４名で構成 

     第１回策定委員会 令和元年８月２１日（水） 

     ※第２回を３月２７日に予定していたが新型コロナウイルス感染症の影

響により令和２年度に延期 

    ・市民アンケート調査の実施 

     ９月１８日 発送・実施 

     １０月７日 回収締切 

Ａ：配布数 Ｂ：回収数 Ｃ：有効回収数 
Ｄ：有効回収率 
Ｄ＝Ｃ／Ａ 

2,000  592  585 29.3％ 

《参考》前回調査（平成 25 年 10～11 月、2,000 枚配布）の有効回収率 37.7％ 

・作業部会（市民参画型ワーキンググループ）の実施 

 公募市民２０名で構成 

     ※第１回作業部会を３月２７日に予定していたが新型コロナウイルス感

染症の影響により令和２年度に延期 

オ 令和２年度実施報告 

・策定委員会の実施 

     第２回 令和２年７月２８日（火）午前９時３０分～１１時３０分 

     第３回 令和２年９月１５日（火）午前９時３０分～１１時３０分 

     第４回 令和２年１０月１３日（火）午前９時３０分～１１時３０分 

     第５回 令和２年１２月上旬(予定) 午前９時３０分～１１時３０分 

     第６回 令和３年２月上旬（予定）午前９時３０分～１１時３０分 

・作業部会（市民参画型ワーキンググループ）の実施 

     第１回作業部会 令和２年７月２８日（火）（策定委員会と合同開催） 

     第２回～第６回作業部会を８月～１１月に実施 

    その他市職員を対象とした幹事会等を実施します。 



 

６ 連絡事項 

（１）令和元年度社会教育委員関係会議等 

会議名等 日時・会場 内容 

＊県社連西三支部理事会 
４月１４日（火）→中止 
西三河総合庁舎 

令和元年度事業・会計報告 
令和２年度役員選出 
令和２年度事業・予算 
社会教育表彰者の推薦 等 

＊県社連役員会（１） ５月１４日（木）→中止 
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４日（木）→中止 

へきしんギャラクシープラザ 

令和元年度事業報告・決算報

告、新年度事業案・予算案 

講演会等 

第１回安城市社会教育審議会 
７月８日（水） 

へきしんギャラクシープラザ 

令和元年度各課事業報告及
び令和２年度事業計画等 

県社連西三河支部 
総会・第１回地区研修会 

６月２４日（水）→中止 
令和元年度事業報告・決算報
告、令和２年度事業案・予算
案、研修会等 

＊県社連役員会（２） 
９月２日（水） 
名古屋市内 

事業実施状況の協議 

＊県社連西三支部役員会（１） 
９月２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１５日（木）～ 

１６日（金）→中止 
東海市 

記念講演、分科会等 

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 

１０～１１月頃 

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） 
２月３日（水） 
名古屋市内 

事業報告、実施計画 

＊県社連西三支部役員会（２） 
２月３日（水） 
県役員会終了後 

会計中間報告、次年度事業等 

第２回安城市社会教育審議会 
２月上旬 
へきしんギャラクシープラザ 

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。 
＊会長のみご出席いただく行事になります。 


