


平成２３年度神栖市生涯学習関連事業実施状況報告書

施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

中央公民館 3,416定期講座合計(29講座，538人受講，延3,666人)
全日程受講できる人が減少，リ
ピーター率の高い講座への対応

はさき生涯学習センター 2,072定期講座合計(23講座，410人受講，延2,733人)
ニーズにあった新しい講座の開
設

矢田部公民館 412定期講座合計(6講座，137人受講，延738人)

1 定期講座

若松公民館 678定期講座合計(6講座，110人受講，延869人)

1.公民館で行われている
「定期講座」や「かみす
市民カレッジ」などを通
じて，学習機会を拡充し
ます。

2 かみす市民カレッジ 中央公民館 2701回開催，57人受講
金額・回数など，講師の選定に
限度がある。

2.コミュニティセンター
で行われている学習機会
を拡充します。

3 陶芸体験講座 市民協働課 321
平泉コミュニティセンターにおいて，各3日・4回開催　
延71人受講

講座に限らず，陶芸サークルか
ら，雨の日は室外での釉薬塗り
作業が困難であるため，屋根設
置等の要望がある。

4 文化・芸術鑑賞事業
文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

38,552青少年・一般・壮年等，合計10公演実施

1.趣味や教養を充
実させる学習機会
の提供

3.市民の文化意識を高め
るため「講演会」や「演
劇」など，鑑賞機会を拡
充します。 5 子ども芸術劇場

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

2,842
市内幼稚園・保育園の年長児を対象に，ミュージカル劇
「ブレーメンの音楽隊」を開催

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

0体験会終了後，アンケート実施

中央公民館 0パソコン講座受講生にアンケートを実施　48人

はさき生涯学習センター -未実施 平成24年度後期講座から実施予定

矢田部公民館 0パソコン講座受講生にアンケートを実施　62人

若松公民館 -未実施 平成24年度後期講座から実施予定

健康増進課 0各種教室・講座の終了時に，アンケートを実施

1.教室や講座に関する満
足度を，アンケートなど
を通じて把握します。

6
参加者や市民へのアンケ
ート実施

長寿介護課 0
1講座で満足度調査を実施。介護予防教室でアンケート
を実施

文化スポーツ課(文化・
スポーツ振興公社)

0アンケート結果を参考に，次年度の計画を立てる。

中央公民館 0講座内容や日程の見直し，新規講座の開設
リクエストがあっても，講師が
見つからない。新規講座で，受
講者が集まらない場合がある。

はさき生涯学習センター -未実施 アンケート未実施のため

矢田部公民館 0
アンケートの意向に基づき，新規講座の開設等に反映さ
せている。

若松公民館 -未実施 アンケート未実施のため

健康増進課 0アンケート結果を分析し，次年度計画に反映している。

1.市民の学習ニー
ズに沿った学習機
会を拡充します

2.教室や講座に関
する満足度や改善
要望の把握，既存
の教室や講座の充
実

2.既存の教室や講座につ
いて，市民のニーズに沿
った改善に努めます。

7
アンケート結果の分析に
基づいた改善

長寿介護課 0次年度の講座運営の参考とした。

中央公民館 -土日開催：13講座，夜間開催：1講座(5回) 講師との日程調整がつかない。

はさき生涯学習センター -土日開催：7講座，夜間開催：3講座
夜間の場合，開催時期にもよる
が，最後まで受講できる人が少
ない。

矢田部公民館 -パソコン講座の実施

若松公民館 -土日開催：3講座，夜間開催：1講座
夜間の場合，開催する時期にも
よるが，最後まで受講できる人
が少ない。

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

-
社会教育指導員による子育て講座は，希望により夜間開
催もある。(定期講座ではない)

もともと定期講座はない。(文
化センターで体験学習あり)

2.若い世代や会社
勤めの市民も参加
しやすいように配
慮します

1.夜間，休日に開
催する学習機会の
拡充

1.夜間や休日に開催する
学習機会を拡充します。

8 定期講座

健康増進課 -該当なし
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

1.夜間，休日に開
催する学習機会の
拡充

1.夜間や休日に開催する
学習機会を拡充します。

8 定期講座 長寿介護課 -未実施
主として，高齢者対象の講座を開
設している。

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

0
「親業講座」等で，講座内容のアンケートを実施。参加
者同士の意見交換会の実施

内容についてのアンケートは実
施しているが，募集・選考方法
については，アンケートを実施
していない。

中央公民館 -未実施 今後検討

はさき生涯学習センター -未実施 今後検討

矢田部公民館 -未実施 今後検討

若松公民館 -未実施 今後検討

健康増進課 -該当なし

9 実施状況シート

長寿介護課 0講師，受講生代表で構成される運営委員会内で検討 今後検討

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

0
「親業講座」等で，講座内容のアンケートを実施。参加
者同士の意見交換会の実施

中央公民館 -未実施 今後検討

はさき生涯学習センター -未実施 今後検討

矢田部公民館 -未実施 今後検討

若松公民館 -未実施 今後検討

健康増進課 -該当なし

1.参加者募集や選考の方
法に関する満足度や意向
を，アンケートなどを通
じて把握します。

10
参加者や市民へのアンケ
ート

長寿介護課 0講師，受講生代表で構成される運営委員会内で検討

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

-未実施 平成24年度より開催(市民協働課)

中央公民館 -未実施 平成24年度より開催(市民協働課)

はさき生涯学習センター -未実施 平成24年度より開催(市民協働課)

矢田部公民館 -未実施 平成24年度より開催(市民協働課)

若松公民館 -未実施 平成24年度より開催(市民協働課)

健康増進課 -未実施 平成24年度より開催(市民協働課)

2.若い世代や会社
勤めの市民も参加
しやすいように配
慮します

2.参加者の募集方
法，選考方法など
の改善

2.参加者募集や選考の方
法について，市民のニー
ズに沿った改善に努めま
す。

11生涯学習連絡調整会議

長寿介護課 -未実施 平成24年度より開催(市民協働課)

平泉児童センター -
・ぴょんぴょんルーム：22回 733人　・ベビービクス20
回 650人(講師謝礼80,000円)

大野原児童館 -
・おなはし会(親子)：39回 598人　・かるがもリズム
(親子)：12回 319人(講師謝礼96,000円)

うずも児童館 -
・教室おはなしなぁに(親子)：21回 621人　・教室マン
マ(親子)：6回 105人(講師謝礼48,000円)

軽野児童館 -
・陶芸教室(小学生)：3回 61人(講師謝礼20,000円)　・
フラダンス(小学生)：7回 165人(講師謝礼56,000円)　
・茶道(小学生)：16人(講師謝礼8,000円)

若松児童館 -
・さくらんぼルーム：21回 771人　・成長記録の日：12
回 416人

波崎西児童館 -
専任の職員が付き，子どもと遊びながら，子育て中の悩
みなどの相談機会を作ったり，遊びの指導をする。

波崎西児童館では未実施(平泉児
童センター，うずも児童館では実
施)

12子育て広場

女性・子どもセンター -
専任の職員が付き，子どもと遊びながら，子育て中の悩
みなどの相談機会を作ったり，遊びの指導をする。

女性・子どもセンターでは未実施
(平泉児童センター，うずも児童
館では実施)

3.子育て世代，障
がいのある方など
も参加しやすいよ
うに配慮します

1.親子や子育て世
代の市民が参加し
やすい機会や環境
づくり

1.親子で参加できる学習
機会を充実します。

13児童館クラブ 平泉児童センター -
・カンガルークラブ(親子)：10回 475人　・かるがもク
ラブ(親子)：19回 308組　・ジャンプ☆キッズ(親子)：
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

38回 832組(講師謝礼144,000円)　・チャレンジクラ(小
学生)：29回 886人　・息栖小児童クラブ(小学生)：291
回 11,420人　・深芝小児童クラブ(小学生)：291回 11,
220人

大野原児童館 -

・すくすくクラブ(親子)：31回 403人　・かるがもクラ
ブ(親子)：16回 311人　・チャレンジクラブ(小学生)：
21回 386人　・わくわくクラブ(小学生)：24回 408人　
・母親クラブ(親子)：38回 1,412人　・大野原小児童ク
ラブ(小学生)：291回 7,821人　・大野原西小児童クラ
ブ(小学生)：291回 7,303人

うずも児童館 -

・フラダンス(親子)：10回 330人　・リトミック(親子)
：4回 128人　・教室たくみ(小学生)：6回 144人(陶芸
教室講師謝礼20,000円)　・すくすくクラブ(親子)：13
回 243人　・かるがもクラブ(親子)：13回 536人　・チ
ャレンジクラブ：12回 140人　・軽野東小児童クラブ
(小学生)：279回 6,651人　・柳川小児童クラブ(小学
生)：279回 3,980人　・太田小児童クラブ(小学生)：27
9回 5,647人

軽野児童館 -

・かるがもクラブ(親子)：16回 189人(講師謝礼16,000
円)　・わんぱくクラブ(小学生)：19回 267人　・母親
クラブ(親子)：29回 194人　・軽野小児童クラブ：291
回 8,650人　・横瀬小児童クラブ：291回 10,727人

若松児童館 -
・コアラクラブ：20回 登録18人 参加492人　・パンダ
クラブ：20回 登録20人 参加489人　・ベビママクラブ
：2回 登録10人 参加26人

波崎西児童館 360

4クラブ・81組登録 66回実施，かるがもクラブ・わくわ
くクラブ・リズムクラブ・ベビーママビクスクラブ(幼
児の親子対象に，季節行事や音楽，英語，運動などのク
ラブを実施)

小学生や未就学児を対象とする
クラブも実施したいが，場所が
なく，3歳未満の乳幼児対象の
クラブのみの実施となった。

1.親子で参加できる学習
機会を充実します。

13児童館クラブ

女性・子どもセンター 66

・なあにちゃん(親子)：46回 1,193人　・ぴょんぴょん
(親子)フラダンス：11回 272人(フラダンス講師謝礼33,
000円)　・体操：16回 510人　・おはなし会(親子)：49
回 1,085人ポップンタイム(親子)リトミック：11回(リ
トミック講師謝礼33,000円)　・リズム体操：35回 1,31
3人　・すくすくクラブ(親子)：15回  271組　・かるが
もクラブ(親子)：15回 323組　・チャレンジクラブ(小
学生)：25回 525人　・波っこクラブ(小学生)：26回 31
1人　・スマッシュクラブ(小学生)：14回 49人　・あそ
びの会(小学生)：191回 1,192人

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

156子育て講座，家庭教育学級研修会，作文発表会等で実施

中央公民館 4市民カレッジで実施(1回) 実施できる講座が限られる。

はさき生涯学習センター -未実施 今後検討

矢田部公民館 -未実施 今後検討
託児室やボランティアの確保が
要

若松公民館 -未実施 今後検討

14託児付き講座の充実

健康増進課 0
子宮がん集団検診時に，神栖地区，波崎地区それぞれ1
日ずつ託児の機会を設けた。(17人)

15家庭教育学級 文化スポーツ課 10
各種子育て講座・研修会において，託児サービスを実施
(事業番号52)

16学童期子育て講座 文化スポーツ課 10
各種子育て講座・研修会において，託児サービスを実施
(事業番号51)

3.子育て世代，障
がいのある方など
も参加しやすいよ
うに配慮します

1.親子や子育て世
代の市民が参加し
やすい機会や環境
づくり

2.子育て中でも参加しや
すいように，託児付き講
座の充実などに努めま
す。

17思春期子育て講座 文化スポーツ課 10各種子育て講座・研修会において，託児サービスを実施
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

(事業番号53)

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

0障がい福祉課と対応
文化センターでは，車椅子用観覧
席の確保あり

中央公民館 -
障害の有無や介助者の参加につ
いての制限は，特に設けていな
い。

はさき生涯学習センター -
講座にもよるが，障害の有無や
介助者の参加についての制限
は，特に設けてない。

矢田部公民館 -未実施 今後検討

若松公民館 -
講座にもよるが，障害の有無や
介助者の参加についての制限
は，特に設けていない。

健康増進課 -該当なし

2.障がいのある方
も参加しやすい機
会や環境づくり

1.障がいのある方も参加
しやすくなるように，学
習機会の拡充や環境づく
りに努めます。

18
障がい者や介助者の参加
を促すサービス・環境整
備

長寿介護課 0バリアフリー施設となっている。

19外国人向けの日本語教室政策企画課 962国際交流協会事業 日本語教室：7クラス，57人参加
日本語教室で生活相談を受ける
ことも多く，ボランティア講師
に負担がかかることがある。

1.市内在住の外国人も参
加しやすくなるように，
外国人が必要とする情報
の提供や，分かりやすい
学習内容にするように努
めます。

20通訳ボランティアの活用政策企画課 -未実施
外国人住民からの要望がなかった
ため

外国人住民が必要とする情報の
把握が難しい。

市民協働課 -未実施

市民の間に，出前講座がまだ十分
に浸透しておらず，まずはＰＲも
含め，整備を図ってからの開催検
討となる。

3.子育て世代，障
がいのある方など
も参加しやすいよ
うに配慮します

3.市内在住の外国
人も参加しやすい
機会や環境づくり

2.市内在住の外国人のニ
ーズに沿った学習機会づ
くりに努めます。

21外国人向けの出前講座

政策企画課 0国際交流協会で日本語教室を開講
日本語教室で生活相談を受ける
ことも多く，ボランティア講師
に負担がかかることがある。

22ジュニアテニス教室
文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

54全8回開催，32人参加1.子どもの体力増進も視
野に入れたスポーツの機
会を充実します。 23子ども水泳教室

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

118全6回開催，48人参加

24親子リズム体操教室
文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

48ジュニアエアロビ教室：全6回開催，14人参加

25ちびっこ体操教室
文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

48全6回開催，32人参加

1.児童・生徒のス
ポーツ活動の推進2.幼児期から身体を動か

す習慣を身につけるスポ
ーツの機会を充実しま
す。 

26ジュニアチアダンス教室
文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

393
武道館春季：全10回開催，21人参加，武道館秋季：全10
回開催，28人参加，波崎体育館：全12回開催，13人参加

健康増進課 -該当なし1.スポーツを通じて健康
づくりを推進していくた
めのスポーツ健康教室を
開催します。

27
各種スポーツ教室・トレ
ーニング教室・運動教室文化スポーツ課 010事業，1,026人参加

2.子育て中でも参加しや
すい環境づくりを進めま
す。

28
総合型地域スポーツクラ
ブ設立支援

文化スポーツ課 0スポーツ教室2回，310人参加
種目を2種目とし，定期開催を
目指す。開催場所を市内3ヶ所
以上で実施できるよう努める。

3.自由な時間がとりにく
い働き盛り世代などを対
象としたスポーツの機会
を充実します。

29
リフレッシュスポーツプ
ログラム

文化スポーツ課 0
スポレク祭2011内で実施，ライフスタイルに合わせたス
ポーツの実施

交替勤務等への対応

1.生涯健康スポー
ツ活動を推進しま
す

2.成人のスポーツ
活動の推進

4.体育指導委員などと連
携して気軽にできるニュ
ースポーツの普及に努め

30
ニュースポーツの教室・
大会

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

31パターゴルフ大会2回開催，84人参加
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

ます。

4.体育指導委員などと連
携して気軽にできるニュ
ースポーツの普及に努め
ます。

31スポーツ移動教室
文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

0ニュースポーツゲーム13回，394人参加

2.成人のスポーツ
活動の推進 5.鹿島灘と利根川に接

し，神之池を擁する本市
の特性をふまえ，多様な
水辺・浜辺のスポーツの
普及に努めます。

32ウォークラリー大会
文化スポーツ課(体育協
会)

701回，121人参加

障がい福祉課 15
鹿行地区身体障害者スポーツ大会(説明会・引率)，茨城
県ゆうあいスポーツ大会(説明会・準備・引率)，茨城県
身体障害者スポーツ大会(説明会・引率)

予算は旅費のみであるが，全て
の大会に，説明会・準備・引率
が必要となり，少数の課職員で
の対応に苦慮している。

3.障がいのある方
のスポーツ活動の
推進

1.障がいのある方を対象
にしたスポーツイベント
への参加支援をするとと
もに，スポーツ大会など
の開催を推進します。 

33
県主催のスポーツイベン
トへの参加支援

文化スポーツ課 0各関係団体へ開催案内

1.高齢者などを対象とし
た健康や体力づくりに関
する相談事業の充実を図
ります。 

34
健康や体力づくりに関す
る相談事業

文化スポーツ課 0スポレク祭2011内や，各イベントにて対応している。
相談員の育成。相談の要望が少
ない。

35体力向上教室
文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

276シェイプアップ運動：12期，全50回開催，305人参加

36
筋力向上トレーニング教
室

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

47
春季：全13回開催，38人参加，秋季：全13回開催，36人
参加

37
高齢者スポーツレクリエ
ーション大会

長寿介護課 -未実施 東日本大震災の影響のため，中止

4.高齢者のスポー
ツ活動の推進

2.高齢者のための体力向
上教室やニュースポーツ
教室，レクリエーション
大会等を開催します。ま
た，高齢者の誰もが興味
を持ち，参加しやすい事
業を進めます。    

38介護予防事業 長寿介護課 14,723
複合型介護予防教室：55回 70人参加 延542人，認知症
予防教室：8回 6人参加 延40人

39
バスケットボールクリニ
ック

文化スポーツ課(体育協
会)

0県東地区中学生　80人参加

40中学生硬式野球教室
文化スポーツ課(体育協
会)

-未実施
震災により，会場が利用できなか
ったため

1.生涯健康スポー
ツ活動を推進しま
す

5.スポーツ少年団
の育成

1.スポーツ少年団の活動
の場の確保や，青少年を
対象としたスポーツ大会
・イベントへの参加など
を支援します。 41スポーツ少年団駅伝大会

文化スポーツ課(体育協
会)

34831チーム，465人参加

1.総合型地域スポ
ーツクラブの設立
・育成

1.市民がより身近な場所
でスポーツに親しむこと
ができるようにするた
め，総合型地域スポーツ
クラブの設立を検討しま
す

42
総合型地域スポーツクラ
ブ設立支援

文化スポーツ課 0設立準備委員会会議　9回開催
平成25年2月設立に向け，視察
及び会議を開催

2.スポーツ指導者
の育成・確保

1.市民のスポーツ活動を
支えるスポーツ指導者の
育成・確保を図るため，
指導者育成研修会等に積
極的に参加できるよう支
援します。

43
指導者育成研修会への参
加支援

文化スポーツ課 01回，35人参加
指導者の育成と確保を図るた
め，積極的に参加できるよう支
援する。

44
トップアスリートを招い
た練習会・講習会

文化スポーツ課 0
スポレク祭2011内で実施(事業番号121に同じ)，大塚先
生のランニング教室：1回開催，150人参加

事業種目内容の充実により，参
加者を確保する。3.競技力向上のた

めの支援体制の充
実

1.競技力向上のための講
習会や指導者講習会を開
催します。また，全国大
会などの競技会への出場
支援に努めます。

45
全国大会等へ出場団体等
への支援

文化スポーツ課 948補助金の交付20件，補助金交付対象者93人
出場者が簡単に申請しやすく，
スピーディーな対応ができるよ
う報奨金に制度改正する。

2.スポーツを推進
する体制を整備し
ます

4.スポーツ関係団
体との連携強化

1.団体関係者との情報交
換を行うとともに，団体
活動への財政的な支援や

46
団体関係者との情報交換
 

文化スポーツ課 0
スポーツ推進委員協議会：4回開催(研究協議会，交流
会，スポーツ大会)，58人参加
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

共催のイベントの開催を
支援し，各団体の自主的
な活動体制の強化を促し
ます。

47団体活動への支援 文化スポーツ課 6,115体育協会補助金
スポーツ活動と健全な運営を図
るための支援，競技人口の拡大
と競技力の向上2.スポーツを推進

する体制を整備し
ます

4.スポーツ関係団
体との連携強化

1.団体関係者との情報交
換を行うとともに，団体
活動への財政的な支援や
共催のイベントの開催を
支援し，各団体の自主的
な活動体制の強化を促し
ます。

48共催イベントの開催 文化スポーツ課 0スポレク祭2011内で実施(事業番号121に同じ)
事業種目内容の充実により，参
加者を確保する。

49マタニティセミナー 健康増進課 110全3回で1講座，延12回・154人参加
参加者増加を目指し，ＰＲ方法
を検討

50
ニューファミリーセミナ
ー

健康増進課 21全4回，164人参加
沐浴体験だけでなく，育児のイ
メージを持てるような内容を検
討

51学童期子育て講座 文化スポーツ課 20
幼稚園から小学校低学年の子どもを持つ保護者を対象と
した子育て講座(9/22実施)

52家庭教育学級 文化スポーツ課 1,550
市内幼稚園・小学校・中学校に家庭教育学級運営員会を
設置し，家庭教育に関する自主学習を実施

53思春期子育て講座 文化スポーツ課 20
小学校高学年から中学校の子どもを持つ保護者を対象と
した子育て講座9/26実施)

1.子育て世代が求める出
産や子育てに関する学習
機会を充実します。

54就学時子育て講座 文化スポーツ課 269
次年度小学校へ就学する子どもを持つ保護者を対象とし
た子育て講座(10/4～11/11に14回実施)

55子ども芸術劇場 文化スポーツ課 2,842
市内幼稚園・保育園の年長児を対象に，ミュージカル劇
「ブレーメンの音楽隊」を開催

56児童体験交流事業 文化スポーツ課 -未実施
震災により中止(開催予定地：笠
間市)

2.子どもの居場所づくり
につながる学習機会を充
実します。

57地域子ども教室 文化スポーツ課 960
地域の大人の協力による多様多種な体験・交流活動の場
(深芝小，植松小，柳川小，土合小，波崎東小で開催)

国県補助事業2/3

58親子映画鑑賞会 矢田部公民館 869394枚販売，当日入場者352人

平泉児童センター -
・ぴょんぴょんルーム：22回 733人　・ベビービクス20
回 650人(講師謝礼80,000円)

大野原児童館 -
・おなはし会(親子)：39回 598人　・かるがもリズム
(親子)：12回 319人(講師謝礼96,000円)

うずも児童館 -
・教室おはなしなぁに(親子)：21回 621人　・教室マン
マ(親子)：6回 105人(講師謝礼48,000円)

軽野児童館 -
・陶芸教室(小学生)：3回 61人(講師謝礼20,000円)　・
フラダンス(小学生)：7回 165人(講師謝礼56,000円)　
・茶道(小学生)：16人(講師謝礼8,000円)

若松児童館 -
・さくらんぼルーム：21回 771人　・成長記録の日：12
回 416人

波崎西児童館 -
専任の職員が付き，子どもと遊びながら，子育て中の悩
みなどの相談機会を作ったり，遊びの指導をする。

波崎西児童館では未実施(平泉児
童センター，うずも児童館では実
施)

59子育て広場

女性・子どもセンター -
専任の職員が付き，子どもと遊びながら，子育て中の悩
みなどの相談機会を作ったり，遊びの指導をする。

女性・子どもセンターでは未実施
(平泉児童センター，うずも児童
館では実施)

1.地域の課題に対
応した学習機会を
提供します

1.子どもや子育て
世代，高齢者や家
族介護者が求める
学習機会の充実

3.親子で参加できる遊び
や交流の機会を充実しま
す。

60児童館クラブ 平泉児童センター -

・カンガルークラブ(親子)：10回 475人　・かるがもク
ラブ(親子)：19回 308組　・ジャンプ☆キッズ(親子)：
38回 832組(講師謝礼144,000円)　・チャレンジクラ(小
学生)：29回 886人　・息栖小児童クラブ(小学生)：291

- 6 -



施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

回 11,420人　・深芝小児童クラブ(小学生)：291回 11,
220人

大野原児童館 -

・すくすくクラブ(親子)：31回 403人　・かるがもクラ
ブ(親子)：16回 311人　・チャレンジクラブ(小学生)：
21回 386人　・わくわくクラブ(小学生)：24回 408人　
・母親クラブ(親子)：38回 1,412人　・大野原小児童ク
ラブ(小学生)：291回 7,821人　・大野原西小児童クラ
ブ(小学生)：291回 7,303人

うずも児童館 -

・フラダンス(親子)：10回 330人　・リトミック(親子)
：4回 128人　・教室たくみ(小学生)：6回 144人(陶芸
教室講師謝礼20,000円)　・すくすくクラブ(親子)：13
回 243人　・かるがもクラブ(親子)：13回 536人　・チ
ャレンジクラブ：12回 140人　・軽野東小児童クラブ
(小学生)：279回 6,651人　・柳川小児童クラブ(小学
生)：279回 3,980人　・太田小児童クラブ(小学生)：27
9回 5,647人

軽野児童館 -

・かるがもクラブ(親子)：16回 189人(講師謝礼16,000
円)　・わんぱくクラブ(小学生)：19回 267人　・母親
クラブ(親子)：29回 194人　・軽野小児童クラブ：291
回 8,650人　・横瀬小児童クラブ：291回 10,727人

若松児童館 -
・コアラクラブ：20回 登録18人 参加492人　・パンダ
クラブ：20回 登録20人 参加489人　・ベビママクラブ
：2回 登録10人 参加26人

波崎西児童館 360

かるがもクラブ・わくわくクラブ・リズムクラブ・ベビ
ーママビクスクラブ：幼児の親子対象に，季節行事や音
楽・英語・運動などのクラブを実施(4クラブ・81組登録
 66回実施)

小学生や未就学児を対象とする
クラブも実施したいが，場所が
なく，3歳未満の乳幼児対象の
クラブのみの実施となった。

60児童館クラブ

女性・子どもセンター 66

・なあにちゃん(親子)：46回 1,193人　・ぴょんぴょん
(親子)フラダンス：11回 272人(フラダンス講師謝礼33,
000円)　・体操：16回 510人　・おはなし会(親子)：49
回 1,085人ポップンタイム(親子)リトミック：11回(リ
トミック講師謝礼33,000円)　・リズム体操：35回 1,31
3人　・すくすくクラブ(親子)：15回  271組　・かるが
もクラブ(親子)：15回 323組　・チャレンジクラブ(小
学生)：25回 525人　・波っこクラブ(小学生)：26回 31
1人　・スマッシュクラブ(小学生)：14回 49人　・あそ
びの会(小学生)：191回 1,192人

61ふれあいサロン 波崎保育所 9
行事に合わせた内容で，親子と在園児，保育士が交流を
持つ(遊ぶ)。毎月第3水曜日開催，延24人参加

近隣の子供の数が少なくなり，
他所の子育て支援も増え，来所
数が減っている。

3.親子で参加できる遊び
や交流の機会を充実しま
す。

62おはなし会 中央図書館 50

お話し会：9回，84人参加，子ども映画会：31回，1,067
人参加，一般映画会：7回，87人参加，夏休み親子映画
会：33回，960人参加，冬まつり：20人参加，親子で楽
しむ落語会：60人参加

お話し会や冬まつりなどの参加
人数を増加させる。

63生きがい講座 長寿介護課 10,514生きがい講座(30講座，1,062人受講，延14,491人)

64シニアクラブ 長寿介護課 22,444
シニアクラブ連合会及びシニアクラブへの活動助成の実
施(77クラブ，会員数3,021人)

65生涯大学 長寿介護課 -
生涯大学(83人受講，延567人)　※決算額は，№63生き
がい講座に含まれる。

66シルバーリハビリ体操 長寿介護課 7608会場 379人参加 延264回・8,376人 震災により，5月から実施
申し込みが多く，会場が狭くな
っている。

67
水中ウォーキング教室
(高齢者対象)

長寿介護課 36012回 30人参加 延252人

1.地域の課題に対
応した学習機会を
提供します

1.子どもや子育て
世代，高齢者や家
族介護者が求める
学習機会の充実

4.高齢者の健康づくりや
生きがいづくりにつなが
る学習機会を充実しま
す。

68シニアクラブ対象の出前長寿介護課 800197回 延2,449人
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

講座

中央公民館 -未実施
年齢の上限は，特に設けていな
い。

はさき生涯学習センター -未実施 今後検討

矢田部公民館 -未実施 今後検討

若松公民館 -未実施 今後検討

健康増進課 -該当なし

5.退職を迎える方たちの
仲間づくりや地域活動に
参加するきっかけとなる
学習機会を充実します。

69
退職を迎える方たちを対
象とした講座

長寿介護課 10,514生きがい講座等実施

70
介護者教室(認知症講演
会)

社会福祉協議会 -報告対象外

71家族介護教室 長寿介護課 416回 109人参加

72家族介護者交流事業 長寿介護課 32家族介護交流会：1回 17人参加

1.子どもや子育て
世代，高齢者や家
族介護者が求める
学習機会の充実

6.自宅で介護を行ってい
る市民が求める家族介護
に関する学習機会を充実
します。

73スポットリハビリ 長寿介護課 38973回 88人訪問

74健康づくり講座 健康増進課 40
骨粗鬆症予防教室3回×1会場，喫煙予防教室を市内の小
中学校17校(1,486人)で実施

喫煙予防教室は，他の事業の一
環として実施しているため，決
算額には含まれていない。

75健康づくり教室 健康増進課 927
ウォーキング教室5回×2会場(97人)，水中運動教室8回
×1会場(98人)，健康運動教室4回×2会場(133人)

参加者が固定化してしまう。

1.健康管理や介護予防，
食育などに関する学習機
会を充実します。

76健康づくり講演会 健康増進課 26
講演会：「知って得する糖尿病」・「栄養講話」(66
人)，歯周疾患講演会(22人)

参加者増加を目指し，ＰＲ方法
を検討

77交通安全教室 防災安全課 170
市内保育所，幼稚園，小学校での交通安全教室，公共施
設を利用しての高齢者交通安全教室(32回，4,319人参
加)

年間2度開催を希望している小
学校もあるが，予算の問題で，
1回の実施に留まっている。

78消費生活講演会 商工観光課 160

①「頭のいい子，きれいな子に育つには」 講師：林け
い子氏 うずもコミュニティセンター 70人参加　②「ス
マート・エイジング」 講師：林けい子氏 保健・福祉会
館 75人参加

多くの市民が参加したいと思う
企画や講師の確保

79消費生活講座 商工観光課 180
「身近な放射能について考えよう」 講師：茨城県原子
力協議会派遣講師 保健・福祉会館　45人参加，消費生
活講座1回，消費生活出前講座15回，延12,067人参加

被害防止と自立した消費者育成
のため，小・中学生に消費者教
育をより充実させること

80消費生活展 商工観光課 1,18510/22・23開催　中央公民館・体育館　延11,344人来場
多くの市民に消費生活情報の提
供と啓発できる場であるため，
出展内容の工夫と充実を図る。

2.健康づくりや安
全安心の意識を高
める学習機会の充
実

2.安全安心な生活につな
がる知識を普及するため
の学習機会を充実しま
す。

81
防災ボランティア養成講
座

社会福祉協議会 -報告対象外

中央公民館 113英会話(初級，中級，子ども)，韓国語：前後期各1講座

はさき生涯学習センター 96はじめての韓国語：1講座

矢田部公民館 -未実施 今後検討 講師の確保

若松公民館 -未実施 今後検討82語学教室の開催

政策企画課 590
国際交流協会事業①英会話教室：1クラス，15人参加　
②中国語教室：2クラス，25人参加　③韓国語教室：1ク
ラス，11人参加

募集をしても，規定人員に達せ
ず，開講できない場合がある。

1.国際理解や語学に関す
る知識が高まる学習機会
を充実します。

83外国人との交流 政策企画課 69
国際交流協会事業①和服の着付け体験：29人参加　②食
文化の交流：18人参加　③和食教室：21人参加，④タイ
料理教室：15人参加

募集をしても，申し込みが少な
く，実施できない場合がある。

84中学生海外派遣交流事業学務課 -未実施 震災により休止
提携市の事情によっても，事業
の実施が左右され，平成21年度
以降事業を実施していない。

1.地域の課題に対
応した学習機会を
提供します

3.国際化や情報化
に対応したまちづ
くりを促す学習機
会の提供

2.国際交流に関する取り
組みを促す機会を充実し
ます。

85姉妹都市との交流事業 政策企画課 -未実施 震災復興事業を優先したため 相手方の事情により，事業が停
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

滞しており，今後の交流内容が
未定である。

中央公民館 310
ワード初級：2講座，25人受講　エクセル初級：2講座，
23人受講

講座日程の見直しが必要3.国際化や情報化
に対応したまちづ
くりを促す学習機
会の提供

3.パソコンなど情報通信
機器を利用するのに必要
な知識に関する学習機会
を充実します。

86パソコン講座

矢田部公民館 466
ワード初級：全3回，31人受講　エクセル初級：全2回，
31人受講

1.地域の課題に対
応した学習機会を
提供します 4.就業に必要な知

識や技術を得るこ
とができる学習機
会の提供

1.就業に活かせる知識や
技術を得ることができる
学習機会を充実します。

87県主催の講座等の案内 商工観光課 0
県主催の勤労関係講座などの広報，広報紙・市ホームペ
ージへの掲載

ＰＲした講座等への参加人数な
どの把握ができなかった。

88野鳥観察会 はさき生涯学習センター 8野鳥観察会1回開催，20人参加

89霞ヶ浦清掃大作戦 環境課 211
常陸利根川，外浪逆浦，鰐川流域の12行政区と連携し，
沿岸，河川等の清掃活動を行った。(12行政区，562人参
加)

活動拠点や駐車場の確保が難し
く，更に，実施場所が河川沿い
の細長い範囲に限定されるた
め，霞ヶ浦流域全体で広く一般
参加の行事にするには，問題が
ある。

90霞ヶ浦流入河川水質調査環境課 0
常陸利根川2ヶ所，堀割川，深芝川の計4ヶ所において採
水し，パックテストによる簡易水質検査を実施。市民参
加2人(家庭排水浄化推進協議会会員)

採水地点において，大人数での
作業が実施できるスペースがな
く，市民の参加を募っての実施
が難しい。

91
身近な水環境の全国一斉
調査

環境課 0
常陸利根川2ヶ所，堀割川，深芝川の計4ヶ所において採
水し，パックテストによる簡易水質検査を実施。市民参
加なし

採水地点において，大人数での
作業が実施できるスペースがな
く，市民の参加を募っての実施
が難しい。

92海岸清掃 廃棄物対策課 -未実施 震災により中止

93エコ体験教室 第1リサイクルプラザ 6564講座，670人参加

1.本市の自然について理
解を深め，環境保全につ
ながる学習機会を充実し
ます。

94
下水道いろいろコンクー
ル作品展

下水道課 183

下水道に対する理解を深めるため，小中学生・一般の市
民に，絵画・ポスター・書道・新聞・標語などの作品を
広く募り，下水道週間に，中央公民館に全作品を展示
(応募数1,125作品)

作品展示できる期間が短い。

95伝承教室 歴史民俗資料館 34年間2回，参加者40人 題材の設定，講師の選任

96少年鳴物教室 文化スポーツ課 0
郷土芸能の伝承・保存のため，はさき生涯学習センター
において，笛・太鼓の教室を実施(5・6・7月中の10日
間)

97企画展 歴史民俗資料館 -未実施 東日本大震災により中止

98収蔵品展 歴史民俗資料館 142年間6回，入館者3,263人 研究，資料収集に努める。

2.本市の歴史や伝統文化
について理解を深め，郷
土愛の醸成につながる学
習機会を充実します。

99歴史見学 歴史民俗資料館 24年間4回，参加者140人
これからの世代に，郷土の歴史
について，理解を深める機会を
提供する。

100親子みなと見学会 企業・港湾振興課 0事業予算は計上したが中止した。
鹿島港が震災の復旧作業中である
ため

左記の理由で平成24年度も中止
した。小学校や各種団体(シニ
アクラブ等)で，工場見学を実
施しているところも多く，市が
機会を提供する必要が薄れてい
ることから，平成25年度から事
業予算を計上せず，中止する予
定

1.神栖市の自然や
歴史，産業などに
関する学習機会の
提供

3.本市の産業について理
解を深め，担い手の育成
につながる学習機会を充
実します。

101
施設見学が可能な企業の
情報提供

企業・港湾振興課 0電話での問合せに対し，資料を提供

2.地域や市民協働
のまちづくりへの
関心を高める学習
機会を提供します

2.まちづくりへの
関心を高め，まち

1.本市のまちづくりにつ
いて理解し，関心を持つ

102かみす出前講座 市民協働課 02回開催(防災講座) 計261人参加
まだ実績が少ないため，ニュー
の見直し等実施し，継続してＰ
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

づくり活動や市民
協働を促す学習機
会の提供

きっかけづくりとなる学
習機会を充実します。

Ｒに取り組み，幅広く市民に活
用されるよう努める。

103移動市長室 秘書課 05件実施
申込者が少なく，周知方法の検
討が必要

104ふれあい懇談会 秘書課 468回開催，延182人参加
行政区以外の団体からの開催要
望が少ないため，様々な団体と
の開催を目指す。

105かみす市議会だより 議事課 5,403定例4回・臨時2回発行 なし

1.本市のまちづくりにつ
いて理解し，関心を持つ
きっかけづくりとなる学
習機会を充実します。

106
議会中継のインターネッ
ト配信

議事課 983
本会議の映像及び音声のインターネットによる配信を実
施

なし

107市民活動に関する講演会市民協働課 -未実施 平成24年度内実施予定2.市民協働のまちづくり
について関心を持ち，活
動を促す学習機会を充実
します。

108市民議会 市民協働課 -未実施 市民討議会に事業変更のため

109
男女共同参画かみす市民
フォーラム

市民協働課 -未実施
震災復興へ予算を充当したため中
止

内容，ＰＲ方法等を考慮し，集
客数の増加に努める。

110
男女共同参画情報誌「ハ
ートフルかみす」

市民協働課 5239,000部・2回発行　市施設，セブンイレブン等へ配布

3.男女共同参画について
の考え方を普及する学習
機会を充実します。

111男女共同セミナー講座 中央公民館 -未実施 震災により中止

112地域交流事業 市民協働課 3939
フラワーロード花植え：(春・秋)2回実施　計1,180人参
加

平泉児童センター -

・人形劇：49人　・復興コンサート：180人　・夏まつ
り：888人(模擬店など202,123円，謝礼47,136円)　・ラ
ジオ体操：453人　・夏レシピdeランチ：100人　・竹細
工：20人　・ありがとうをつたえよう：24人　・ハッピ
ーハロウィン：152人(8,798円)　・お茶会：18人(10,50
0円)　・冬まつり：438人(プレゼント74,000円，ボラン
ティア謝礼9,490円，講師謝礼76,500円)　・餅つき大会
：254人(11,340円)

大野原児童館 -

・こどもの日：34人　・じゃがいもパーティ：81人(2,4
30円)　・デイキャンプ：71人(8,600円)　・ギネスに挑
戦：29人　・よさこい8回 103人　・英語であそぼう：2
2人　・キーホルダーづくり：18人　・思い出バス遠足
：31人　・だんごどろぼう：33人(2,700円)　・こども
まつり：413人(模擬店127,600円，謝礼18,000円)　・運
動会：179人(プレゼント45,586円)　・おたのしみ会：3
37人(講師謝礼30,000円，プレゼント70,000円)　・お正
月あそび：95人(8,000円)　・めざしバーベキュー：66
人(3,000円)　・ピアノコンサート：49人　・ひなまつ
り会：9人　・おわカレー：93人(7,607円)

うずも児童館 -

・端午の節句：30人　・たなばた：48人　・彩りあそび
：34人　・敬老ふれあい：43人　・ミニ運動会：50人　
・収穫祭：41人(1,490円)　・音楽コンサート：77人(講
師謝礼24,000円)　・お楽しみ会：200人(講師謝礼58,00
0円，プレゼント38,000円)　・七草粥：33人(2,879円)
　・節分会：68人(2,952円)　・桃の節句：51人(1,340
円)

軽野児童館 -

・カレー会食：81人(8,410円)　・デイキャンプ：61人
　・こどもまつり：446人(模擬店127,605円，謝礼24,00
0円)　・お楽しみ会：175人(講師謝礼77,525円，プレゼ
ント25,200円)　・お正月あそび：70人　・節分会：61
人(3,000円)

2.地域や市民協働
のまちづくりへの
関心を高める学習
機会を提供します

2.まちづくりへの
関心を高め，まち
づくり活動や市民
協働を促す学習機
会の提供

4.学びを通じて世代や地
域の交流を促す機会を充
実します。 113異世代交流事業

若松児童館 -・サマーフェスティバル：418人　・運動会：157人　・
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

お楽しみ会：148人

波崎西児童館 310
こどもまつり・おたのしみ会：地域の幼児から大人まで
誰でも参加できる行事(模擬店やゲーム，クリスマス会)

通年の利用者が乳幼児と一部の
小学生に限られているため，普
段利用しない地域の方の参加が
少ない。

2.地域や市民協働
のまちづくりへの
関心を高める学習
機会を提供します

2.まちづくりへの
関心を高め，まち
づくり活動や市民
協働を促す学習機
会の提供

4.学びを通じて世代や地
域の交流を促す機会を充
実します。

113異世代交流事業

女性・子どもセンター 284

・端午の節句：100人　・たなばた：141人　・こどもま
つり：605人(156,468円)　・夏休み体験(2回)：23人　
・おはなしタイム：124人　・ハッピーハロウィン：123
人　・おひさまコンサート：145人　・おたのしみ会：2
67人(謝礼63,000円，プレゼント64,406円)　・お正月飾
り：16人　・お正月あそび：73人　・節分会：57人　・
桃の節句：67人　・春のおたのしみ会：97人

114
生涯学習ふれあい祭り
「芸能発表会」

市民協働課 527

・大野原コミュニティセンター：34組 167人発表(160千
円)　・うずもコミュニティセンター：42組 286人発表 
98組作品展示(190千円)　・平泉コミュニティセンター
：49組 331人発表(177千円)

115芸術祭 文化スポーツ課 4,500
10/29～11/13に体育館等で実施。参加者2,594人，来場
者12,842人(委託事業)

116神栖市美術展 文化スポーツ課 300
3/20～3/25に体育館で実施。参加者121人，来場者583人
(委託事業)

1.日ごろ活動している生
涯学習の成果を広く発表
する機会を充実します。

117
(仮)生涯学習フェスティ
バル

市民協働課 -未実施
震災復興へ予算を充当したため中
止

118市民将棋大会 中央公民館 171回開催，31人参加

1.学習の成果を発
表する機会や成果
を通じた交流機会
の充実

2.学習成果を発表する場
が，交流を促す機会とな
るように努めます。 119市民囲碁大会 はさき生涯学習センター 231回開催，16人参加

120波崎トライアスロン大会文化スポーツ課 0未実施 波崎漁港等の被災により中止

121
スポーツレクリエーショ
ン祭

文化スポーツ課 3,932開催7日間，39事業，8,000人参加
事業種目内容の充実により，参
加者を確保する。

122
はさきさわやかランニン
グ大会

文化スポーツ課 3,2771回開催，828人参加
きめ細かいＰＲ活動により，幅
広い参加者を得られるよう努め
る。

123小中学校駅伝大会 文化スポーツ課 4,1831回開催，33校・88チーム・928人参加 対象の小・中学校へ参加奨励

124市民マラソン大会 文化スポーツ課 -未実施
マラソンコースの選定協議等のた
め，中断

1.学習やスポーツ
の成果を発表する
機会を充実します

2.スポーツやレク
リエーションを通
じた交流機会の充
実

1.市内外の多くの人が参
加できるスポーツ大会や
体育協会等と連携しなが
ら競技会を開催します。

125各種スポーツ大会
文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

1,32314事業，3,877人 特になし

1.成果発表の場にこれま
で参加していない団体や
サークルに参加を呼びか
けます。

126
団体・サークルへの参加
呼びかけ

市民協働課 -未実施
生涯学習啓発事業を実施しなかっ
たため

市民協働課(市民フォー
ラム)

-未実施
市民フォーラム及び生涯学習啓発
事業を実施しなかったため

127掲示板の設置
長寿介護課(生きがい講
座)

0館内掲示板あり

2.成果発表に参加
する団体やサーク
ルを増やすととも
に，相互の交流や
活動メンバーの拡
大を促進します

－
2.成果発表の場が，活動
内容や活動メンバー募集
をＰＲしたり，参加した
団体やサークル相互の交
流が活発に行われるよう
な，多面的な機会となる
ように努めます。

128
(仮)生涯学習フェスティ
バル

市民協働課 -未実施
震災復興へ予算を充当したため中
止

129福祉教育出前講座 社会福祉協議会 -報告対象外

130
子育てサポーター養成基
礎研修

社会福祉協議会 -報告対象外

131ボランティア養成講座 社会福祉協議会 -報告対象外

1.地域で活躍する
市民活動を促進し
ます

1.地域で活躍する
市民活動を促す機
会の充実

1.地域福祉を支える活動
がより活発になるよう
に，必要な知識や技術な
どを得る学習機会を充実
します。

132地域ネットワーク勉強会社会福祉協議会 -報告対象外
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

133
認知症高齢者やすらぎ支
援事業

長寿介護課 900
かみすやすらぎさん(認知症についての研修を受けた者)
訪問人数：16人 延155回・373人

1.地域福祉を支える活動
がより活発になるよう
に，必要な知識や技術な
どを得る学習機会を充実
します。

134福祉専門講座 社会福祉協議会 -報告対象外

135女性総合相談員研修事業市民協働課 17ＤＶ防止研修(東京都2人参加，水戸市2人参加)2.男女共同参画に関する
活動がより活発になるよ
うに，必要な知識や技術
などを得る学習機会を充
実します。

136女性リーダー育成事業 市民協働課 -未実施
震災復興へ予算を充当したため中
止

137
花とふれあいのまちづく
り推進事業

市民協働課 3939
フラワーロード花植え：(春・秋)2回実施　計1,180人参
加

花壇の水遣り，草取り等の管理
を任せる里親団体の育成3.環境保全や環境美化に

関する活動がより活発に
なるように，必要な知識
や技術などを得る学習機
会を充実します。

138緑のカーテンコンテスト環境課 390
緑のカーテンの普及啓発のため，苗等の資材の配布及び
緑のカーテンの出来栄えを競うコンテストを行った。70
人参加

苗等の資材配布の作業が若干煩
雑となっている点とコンテスト
の応募数も若干増えてはいる
が，更に広めていきたい。

4.食育や食生活改善に関
する活動がより活発にな
るように，必要な知識や
技術などを得る学習機会
を充実します。

139
食生活改善推進員連絡協
議会委託事業

健康増進課 550
エコクッキング，男性のための料理教室，再教育料理教
室などの各種教室を開催するとともに，消費生活展で，
食についての広報活動を実施した。

新規推進員の獲得に向けて，平
成25年度に推進員養成講座を開
催予定

140国際交流推進事業 政策企画課 0国際交流協会で，外国語教室を開講
募集をしても申し込みが少な
く，実施できない場合がある。

141通訳ボランティアの養成政策企画課 -未実施
外国人住民からの要望がなかった
ため

ボランティアの人材確保が難し
い。

5.観光や交流に関する活
動がより活発になるよう
に，必要な知識や技術な
どを得る学習機会を充実
します。 142

観光ガイドボランティア
の養成

商工観光課 0近隣市町の実施状況等を情報収集した。 人員の確保

1.地域で活躍する
市民活動を促す機
会の充実

6.施設運営を支援する活
動がより活発になるよう
に，必要な知識や技術な
どを得る学習機会を充実
します。

143
図書館ボランティア養成
事業

中央図書館 0館内掲示により，ボランティアの募集

144
スポーツボランティアの
設置，人材確保

文化スポーツ課 14スポーツボランティア　17人 特になし1.スポーツイベント事業
を運営するための人材確
保や広報・ＰＲ活動の支
援に努めます。 145

ホームページや広報紙等
の活用

文化スポーツ課 0随時
市民が見やすいように，開催写
真や記録を掲載

146スポーツ指導員の派遣 文化スポーツ課 0依頼により，随時派遣 特になし2.地域で小グループのメ
ンバーで行っているスポ
ーツ活動を支援します。 147学校体育施設開放事業 文化スポーツ課 0利用団体：111団体，利用者数：延34,018人

節電により，1団体週1回に活動
を制限

1.地域で活躍する
市民活動を促進し
ます

2.市民主体のスポ
ーツイベントや地
域スポーツ活動を
促す機会の充実

3.地域コミュニティ単位
で，世代間スポーツ交流
が行われるよう支援しま
す。

148
世代間スポーツ交流事業
のプログラム検討

文化スポーツ課 0スポレク祭2011内で実施 特になし

市民協働課 0市民活動支援センターにて，随時実施中1.ボランティア活動に関
するコーディネート機能
を充実します。

149
ボランティア相談・登録
・斡旋 社会福祉協議会 -報告対象外

150市民活動補償制度 市民協働課 1837保険会社と年間契約し，市民活動を補償(1件適用)

2.ボランティア希
望者と受け入れ側
の調整や，ボラン
ティア活動の支援
に努めます

－ 2.ボランティア保険の加
入などにより，ボランテ
ィア活動の活性化に向け
た環境づくりに努めま
す。

151ボランティア保険 社会福祉協議会 -報告対象外

1.市民主体で活動
している団体やサ

－
1.市民主体の団体やサー
クルの活動状況の把握に

152
団体やサークル対象のメ
ーリングリスト

市民協働課 -未実施
現在，会員募集のサークルの情報
提供はしているものの，個々のサ
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

ークルの状況を把
握し，情報提供な
どを通じて活動を
促進します

努めます。
ークルの活動状況は把握していな
い。

1.市民主体の団体やサー
クルの活動状況の把握に
努めます。

153
団体やサークル対象のア
ンケート

市民協働課 -未実施

現在，会員募集のサークルの情報
提供はしているものの，個々のサ
ークルの活動状況は把握していな
い。

154
団体やサークル対象のメ
ーリングリスト

市民協働課 0
会員募集のサークルの情報を市ホームページに掲載(登
録10団体)

1.市民主体で活動
している団体やサ
ークルの状況を把
握し，情報提供な
どを通じて活動を
促進します

－
2.市民主体の団体やサー
クルが求めている情報等
の把握，提供に努めま
す。 155

団体やサークル対象のア
ンケート

市民協働課 -未実施
サークルの会員募集情報のみ，市
ホームページに掲載(アンケート
未実施)

156
市民活動支援センター  
 

市民協働課 13,013
鹿島セントラルビル内に，市民活動支援センターを設置
し運営(利用者数565人)

施設の設置場所及びＰＲ不足等
により，利用者が伸び悩む状況

157女性交流サロン 市民協働課 04団体・48回利用

158
交流サロン(ボランティ
アセンター)

社会福祉協議会 -報告対象外

2.市民主体で活動
している団体やサ
ークル相互の交流
を促進します

－

1.市民主体で活動してい
る団体やサークル相互の
情報交換や交流ができる
機会の提供や環境づくり
に努めます。

159神栖市ボランティア集会社会福祉協議会 -報告対象外

160かみす人材バンク 市民協働課 0
新規登録4名(5分野)，市民への制度の普及・促進及び体
験を兼ねた人材バンク普及講座を開催(3講座各1回，太
極拳8人，ダンス9人，スポーツ吹き矢15人参加)

活用実績が少ないため，引き続
きＰＲに努める。

1.指導者や協力者となり
うる市民に登録を呼びか
け，情報を一元化しま
す。 161スポーツ指導者バンク 文化スポーツ課 0県登録者：神栖市22人 特になし

162
企業や教育機関からの発
掘

市民協働課 -未実施
人材バンク制度が発足して間もな
く，まだ他機関との連携が進んで
いない。

1.指導者となりう
る人材の把握と情
報の一元化

2.近隣市町村や企業など
との連携により，指導者
や協力者となりうる人材
に関する情報を共有しま
す。 163

近隣市町村等とのネット
ワークづくり

市民協働課 -未実施
人材バンク制度が発足して間もな
く，まだ他機関との連携が進んで
いない。

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

-未実施
スポーツボランティア・体協ボラ
ンティアで対応しているため

中央公民館 -未実施
文化協会からの推薦で講師を依頼
している。

定期講座の講師として，活用を
検討する。

はさき福祉センター 0他機関を通じて，講師を依頼したことがある。

はさき生涯学習センター -未実施
定期講座の講師として，活用を
検討する。

矢田部公民館 -未実施
定期講座の講師として，活用を
検討する。

若松公民館 -未実施
定期講座の講師として，活用を
検討する。

健康増進課 -該当なし

164かみす人材バンクの活用

長寿介護課 0講師選定の際の参考とした。

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

-未実施 体協指導者を活用しているため

健康増進課 -該当なし

1.教室や講座で行
う人材を発掘し，
活用します

2.人材の活用

1.指導者となりうる人材
として登録した人に，教
室や講座の講師を依頼す
るなど積極的に活用しま
す。

165
スポーツ指導者バンクの
活用

長寿介護課 0講師選定の際の参考とした。

166
スポーツ審判及び指導者
の養成講習会

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

0普通救命講習会　18人参加2.指導者の発掘や
養成を目的とした
学習機会を充実し
ます

－

1.指導者となりうる人材
の発掘や養成を目的とし
た学習機会を充実しま
す。 167

知識・技術の向上に向け
た研修への派遣

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

3スポーツ少年団認定員講習会　1回，17人参加
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

2.指導者の発掘や
養成を目的とした
学習機会を充実し
ます

－

1.指導者となりうる人材
の発掘や養成を目的とし
た学習機会を充実しま
す。

168人材バンク登録者の研修市民協働課 -未実施

人材バンク制度が発足して間もな
く，まずは人材を集めることに専
念し，研修を開催するまでには至
っていない。

169
実施状況シートを通じた
情報把握

市民協働課 -未実施
平成23年度事業より，翌年度に報
告を求める。

170
施設見学が可能な企業の
情報収集

企業・港湾振興課 0会社ホームページや，会社担当者から情報収集

1.各課が実施・把握して
いる生涯学習に関する情
報(民間で実施している
ものも含む)を収集しま
す。 171

生涯学習に関する取り組
みの情報収集

市民協働課 0
情報誌発行時期に合わせ，各担当部署へ生涯学習関連事
業の情報提供を依頼した。

172生涯学習推進連絡会議 市民協働課 -未実施
平成22年度に，生涯学習推進計画
の策定が完了し，23年度は開催案
件がなかったため

1.生涯学習に関す
る情報集約や意見
交換のしくみづく
り

2.生涯学習関連事業に関
する意見交換や相互調整
を関係各課で行います。

173生涯学習連絡調整会議 市民協働課 -未実施 平成24年度より開催

174
生涯学習応援情報誌「ま
なびアイかみす」

市民協働課 03回発行，市施設等26ヶ所・計約3,000部配布
わかりやすい情報の提供に努め
る。

175広報「かみす」 市民協働課 27,458
32,000部印刷(28,700部折込)　公民館定期講座生募集
等，生涯学習情報21件掲載

176市ホームページ 情報統計課 0「イベント情報」ページの掲載
民間が主催するイベント情報に
ついてもニーズがあるが，収集
が難しい。

1.生涯学習に関連する教
室や講座，催し物などの
情報(民間で実施してい
るものも含む)を，市民
に分かりやすく提供しま
す。

177メールマガジン 市民協働課 1,373
毎週金曜日発信　登録者：H24.3月 7,805件(12月 最大
8,330件)　生涯学習情報158件配信

178
生涯学習サークル・グル
ープの募集情報提供

市民協働課 0
会員募集のサークルの情報を市ホームページに掲載(登
録10団体)

179ネットかみす 市民協働課 0市民活動情報をホームページにて掲載

180社協ニュース 社会福祉協議会 -報告対象外

1.生涯学習に関す
る情報を集約し，
分かりやすく提供
します

2.広報媒体それぞ
れの特性を活かし
た情報提供体制の
充実

2.ボランティア活動を含
め生涯学習関活動を行っ
ている団体やサークルの
活動紹介や活動メンバー
募集に関する情報を，市
民に分かりやすく提供し
ます。

181
ボランティアセンターの
ホームページ

社会福祉協議会 -報告対象外

1.生涯学習について市民
から寄せられた相談や要
望，苦情などを収集し，
対応の改善や統一に努め
ます。

182生涯学習連絡調整会議 市民協働課 -未実施 平成24年度より開催
2.生涯学習につい
て相談できる窓口
(方法)を設置し，
市民に周知します

－

2.生涯学習について知り
たいことを気軽に相談で
きる相談窓口を周知し，
適切に対応します。

183
市ホームページ・広報紙
等の活用

市民協働課 0生涯学習情報を市ホームページに掲載
わかりやすい情報の提供に努め
る。

184波崎地域の図書館整備 中央図書館 -未実施

図書館だけの単独事業ではなく，
他課と協議して進めるべき事業だ
と判断したが，その連絡調整まで
進めることができなかった。

1.生涯学習活動に利用す
る施設や設備の整備や改
修を計画的に進めます。

185
スポーツ中核施設及び既
存施設の整備・充実

文化スポーツ課 12,841
・体育館競技場床塗装工事等(波崎体育館，市民体育館)
　・バックネット補修工事

施設周辺の防球ネット，老朽化
による改修は急務

186図書自動貸出機導入 中央図書館 -未実施
自動貸出のためのＩＣタグの導入
ができなかった。2.生涯学習活動に利用す

る備品の充実に努めま
す。 187書庫の増設・設置 中央図書館 -未実施

震災復興が優先となったため(H25
予算要求)

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

0利用者の要望等を集約し，改善を随時行っている。
利用者の要望等を集約し，計画
的に改修を行う。

1.だれもが利用し
やすい施設をめざ
し，生涯学習に利
用する施設の改修
や環境整備を進め
ます

1.利便性を高める
ための施設の計画
的な改修，整備

3.生涯学習活動に利用す
る施設運営の効率化やバ
リアフリーの推進に努め

188
スポーツ施設の効果的な
運用

中央公民館 0 体育室はあるが，できる種目が
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

ます。 限られる。

若松公民館 0バリアフリー施設となっている。 老朽化のため，今後検討

188
スポーツ施設の効果的な
運用 市民協働課(コミュニテ

ィセンター)
40平泉コミュニティセンター多目的ホールの遮光幕の修繕

体育備品の老朽化による修繕・
取替が必要

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

0段差等の解消を図る。

中央公民館 0未実施
施設の修繕時に，バリアフリー
を考慮した計画・工事を行う。

はさき生涯学習センター 0バリアフリー施設となっている。
施設の修繕時に，バリアフリー
を考慮した計画・工事を行う。

矢田部公民館 -一部がバリアフリーになっている。
施設が老朽化のため，今後検討
する。予算の確保

若松公民館 0バリアフリー施設となっている。
バリアフリーになっているが，
老朽化のため，今後検討

長寿介護課(保健･福祉会
館)

0バリアフリー施設となっている。

はさき福祉センター -未実施
一部がバリアフリーでないので，
今後検討

市民協働課(コミュニテ
ィセンター)

0未実施
施設の改修時期に，バリアフリ
ー等導入の検討をする。

中央図書館 -未実施 震災復興が優先となったため

189
生涯学習に関する施設の
バリアフリーの推進

歴史民俗資料館 -該当なし

1.利便性を高める
ための施設の計画
的な改修，整備

3.生涯学習活動に利用す
る施設運営の効率化やバ
リアフリーの推進に努め
ます。

190文化センター改修工事
文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

28,242
・文化センター舞台吊り物取替　・外部床タイル補修工
事

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

0
文化・スポーツ振興公社，文化センター，また，市ホー
ムページ，広報紙，ポスター，パンフレット等で，情報
を提供している。

中央公民館 0講座等事業の募集 定期的な情報発信に努める。

はさき生涯学習センター 0講座等事業の募集 定期的な情報発信に努める。

矢田部公民館 -未実施 今後検討

若松公民館 0 定期的な情報発信に努める。

長寿介護課(保健・福祉
会館）

0
長寿介護課ホームページを開設し，各種事業を紹介して
いる。

はさき福祉センター -未実施 今後検討

市民協働課(コミュニテ
ィセンター)

0
コミュニティセンター3館の情報を市ホームページに掲
載

わかりやすい情報の提供に努め
る。

中央図書館 0行事等の掲載

191
各課・各施設のホームペ
ージの充実

歴史民俗資料館 010月下旬よりツイッター開始，ホームページ随時更新
提供する情報量を増やすよう努
める。

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

0
文化・スポーツ振興公社，文化センター，また，市ホー
ムページ，広報紙，ポスター，パンフレット等で，情報
を提供している。

中央公民館 0未実施 公民館として，今後検討する。

はさき生涯学習センター -未実施 今後検討

矢田部公民館 -未実施 今後検討

若松公民館 -未実施 今後検討

1.だれもが利用し
やすい施設をめざ
し，生涯学習に利
用する施設の改修
や環境整備を進め
ます

2.生涯学習に利用
する施設の情報提
供，施設予約の利
便性の向上

1.生涯学習活動に利用す
る施設に関する情報を，
市民に分かりやすく提供
します。

192各施設の案内ちらし作成

長寿介護課(保健・福祉
会館)

0パンフレット及び配置図あり
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施策項目 細目 取り組み内容
事業
番号

主な事業 担当課
決算額 
(千円)

具体的な実施内容 実施できなかった理由 実施にあたっての課題・問題点

はさき福祉センター -未実施 今後検討

市民協働課(コミュニテ
ィセンター)

-未実施
各施設のパンフレット及び市ホー
ムページで対応

中央図書館 106
利用案内の作成，図書館カレンダーの作成，行事ポスタ
ーなどの作成

1.生涯学習活動に利用す
る施設に関する情報を，
市民に分かりやすく提供
します。

192各施設の案内ちらし作成

歴史民俗資料館 282
子供用・一般用パンフレット：2,000部作成，年報：100
部作成

193
図書館情報システムの整
備・充実

中央図書館 19,794
図書館システム提携業者との定期的な調整を取り，改善
充実を図った。

システムの変更などが必要にな
るケースが多く，早急な改善が
難しい。

194
学校図書館とのネットワ
ークシステムの整備

中央図書館 2,518配本事業を開始(小学校7校，1,700冊)

文化スポーツ課(文化･ス
ポーツ振興公社)

1,016
予約8,769件(窓口8,273件，インターネット483件，携帯
電話13件)

新規利用者確保のためのＰＲ

中央公民館 0未実施
公民館だけではなく，関係各所
との連絡調整が必要

はさき生涯学習センター 0未実施
公民館だけではなく，関係各所
との連絡調整が必要

矢田部公民館 -未実施
管理規則による申請方法としてい
るため

若松公民館 -未実施 現段階では対応が難しい。

長寿介護課(保健･福祉会
館)

-未実施

福祉目的の施設であり，使用対象
者が限られることから，システム
導入は，現在のところ検討してい
ない。

1.だれもが利用し
やすい施設をめざ
し，生涯学習に利
用する施設の改修
や環境整備を進め
ます

2.生涯学習に利用
する施設の情報提
供，施設予約の利
便性の向上

2.生涯学習活動に利用す
る施設を，より市民が使
いやすくなるようなしく
みに改善します。

195公共施設予約システム

市民協働課(コミュニテ
ィセンター)

-未実施
平成24年度より，システムを試験
的に導入予定

市民自らが，インターネット上
で施設の空き状況等を確認でき
るなど，施設予約の利便性の向
上を図る。

196
空き店舗などを利用した
市民ギャラリー

商工観光課 2,100
商店街活性化事業として，空店舗を利用した街角ギャラ
リーへ補助金交付(展示251日，24団体，来館者4,025人)

展示利用者，来館者へのＰＲ活
動の充実を図る。

1.生涯学習に親し
める場の拡大

1.生涯学習活動に利用で
きる場所を拡充し，市民
が取り組みやすい環境づ
くりを進めます。 197かみす出前講座 市民協働課 02回開催(防災講座) 計261人参加

まだ実績が少ないため，メニュ
ーの見直し等実施し，継続して
ＰＲに取り組み，幅広く市民に
活用されるよう努める。

1.生涯学習活動に参加す
るために必要な移動手段
として，既存の交通手段
をより利用しやすくしま
す。

198デマンドタクシー 政策企画課 45,040
運行便数：9台×9便×244日＝年間19,764便，延利用者
数：26,563人

政策企画課 -未実施
既存の公共交通機関の連携等によ
る，市全体の交通の利便性向上を
優先的に検討しているため

実際に移送ボランティアを検討
する場合，要望の確認や運行形
態などを行政区単位等で進めて
いく必要がある。

2.開催場所の拡大
や移動手段の確保
により，自家用車
を利用しない人で
も生涯学習に親し
みやすい環境にし
ます 2.自家用車以外で

の移動手段の確保
2.既存の交通手段以外
に，生涯学習活動に参加
するために必要な移動手
段を検討します。

199移送ボランティアの育成

市民協働課 -未実施

予算的な問題もあるため，現在
は，デマンドタクシーを活用して
いただくなど，既存の交通手段で
の対応となる。
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