
平成２８年度

この報告書は，平成２３年３月に策定し，平成２

８年３月に後期計画見直しを行った神栖市生涯学

習推進計画に掲載の生涯学習関連事業について，

平成２８年度事業を対象に，その実施状況などを

調査し，取りまとめたものです。

なお，各事業は，計画期間（平成２３年度から平

成３２度まで）の間に，各所管課で実施または実

施を予定しているものです。

神栖市

神栖市生涯学習関連事業実施状況報告書



基本目標：1.学びの場をつくる
< P1 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

1はさき生涯学習センター 【通年講座（2講座，44人）】陶芸（16回，17人），
社交ダンス（16回，27人）【前期講座（7講座，135
人）】ヨーガ1（10回，21人），健康整体（10回，31
人），ボクシングエクササイズ（10回，27人），腹式
ヘルス体操（9回，21人），始めよう英会話（10回，1
3人），クラフト手芸（8回，11人），和紙ちぎり絵
（8回，11人）【後期講座（5講座，99人）】ヨーガ2
（10回，20人），シェイプアップエクササイズ（9
回，18人），ソフトなエアロビ（10回，27人），たの
しい絵手紙（8回，18人），編み物＆小物作り（9回，
16人）【短期講座（15講座，250人）】ガーデニング1
（4回，24人），ガーデニング2（4回，21人），マク
ロビオティック料理（5回，15人），ホットな料理（1
回，19人），男のパン作り（3回，10人），男のパン
作り2（5回，7人），夏休み家族で陶芸チャレンジ（1
回，23人），親子でお菓子づくり（1回，25人），家
族で恵方巻を作ろう（1回，20人），あったかしあわ
せラテアート（1回，8人），フラワーアレンジメント
（3回，10人），アロマテラピー（1回，7人），科学
の不思議体験（1回，18人），家庭の洋食料理（3回，
16人），野鳥観察会（1回，27人）

定期講座の開催

1,7681.趣味や教養を充実させる

学習機会を提供します

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,学習機会を充実さ

せます。

1若松公民館
【前期講座（2講座，32人）】健康ヨーガ

（10回，15人），心が和む絵手紙（8回，17

人）【短期講座（1講座，21人）】春を楽し

む寄せ植えガーデニング（3回，21人）

前期1講座
受講希望者が半数以上に
ならなかったため未実
施。
アスベスト除去工事によ
る休館のため,後期･短期
10講座を開催できなかっ
た。

定期講座の開催

184



基本目標：1.学びの場をつくる
< P2 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

1中央公民館 【前期講座（10講座，190人）】やさしい英会話（10
回，13人），Step-up英会話（10回，14人），私のキ
ッチン（8回，20人），悠々ゆる文字（10回，19
人），子ども英会話（10回，15人），子どもの絵画
（10回，19人），子どもの造形（10回，15人），ピラ
ティス（10回，30人），ＺＵＭＢＡ（10回，28人），
健康整体（10回，17人）【後期講座（9講座，156
人）】気軽に英会話（10回，20人），Step-up英会話
（10回，15人），ビーズアクセサリー（10回，20
人），お裁縫入門（10回，15人），子ども英会話（10
回，15人），子どもの絵画（10回，20人），子どもの
造形（10回，15人），ヨーガ（10回，18人），自彊術
（10回，18人）【短期講座（19講座，343人】はじめ
てのアートリュミエール＆パステルアート（2回，8
人），ソフトクレイ①（1回，13人），ソフトクレイ
②（1回，16人），シュガークラフト（1回，12人），
パソコン（エクセル）（2回，20人），窓辺deカフェ
ごはん（1回，13人），コタツde家呑み（1回，13
人），リンパセラピーで健康づくり（1回，30人），
キャラ弁deウキウキ（1回，15人），チャレンジ！簡
単朝ごはん（1回，12人），ママのためのリフレッシ
ュ☆ヨーガ（1回，22人），ＺＵＭＢＡ（1回，17
人），手ごろdeカフェごはん（1回，17人），手ごろd
eカフェスイーツ（1回，15人），二人の時間ふーふde
ランチ（1回，13人），子どもサイエンス「びよよ～
ん！ゴムの実験」（1回，24人），子どもサイエンス
「電気パン＆レモン電池」（1回，27人），子どもサ
イエンス「不思議な光の万華鏡」（1回，30人），子
どもサイエンス「静電気の科学」（1回，26人）

市民のニーズ

に合った講座

を実施できる

よう、調査研

究を実施す

る。

定期講座の開催

2,817

1矢田部公民館 【通年講座（1講座，8人）】ビーズアクセサリー（15
回，8人）【前期講座（4講座，43人）】ペン習字（10
回，9人），癒しのヨガ（10回，15人），子どもそろ
ばん（10回，8人），パンと料理教室（8回，11人）
【後期講座（2講座，21人）】お菓子と料理教室（8
回，11人），太極拳（10回，10人）【短期講座（5講
座，64人）】65歳からの基礎英語（5回，10人），ス
ポーツ吹き矢（3回，17人），茶道（5回，9人），プ
リザーブドフラワーアレンジ（2回，19人），子ども
ビーズアクセサリー（2回，9人）【文化講演会（1
回，620人）】講演会 「命の授業」（講師：ゴルゴ松
本氏）（1回，620人）

定期講座・文化講演会の開催

1,894

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,学習機会を充実さ

せます。

2中央公民館 【かみす市民カレッジ（4講座，175人）】運動から健
康づくり（1回，73人），少年期の成長と運動（1回，
43人），ファッションコーディネイト術（女性ファッ
ション）（1回，42人），ファッションコーディネイ
ト術（男性ファッション）（1回，17人）

市民のニーズに
合った講師を選
定できるよう、
調査研究を実施
する。

かみす市民カレッジの開催

222

1.趣味や教養を充実させる

学習機会を提供します

②コミュニティーセンタ

ーで行われている学習機

会を拡充します。

3市民協働課
平泉コミュニティセンターにおいて，ビー

ズアクセサリー講座（全5回）を開催，受講

生20名。

自主事業の開催

116



基本目標：1.学びの場をつくる
< P3 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

4文化スポーツ課(文化ｾﾝﾀー指定管理者)
各ジャンル別に分けて，幅広い年齢層をタ

ーゲットに自主事業8本・共催事業3本を実

施した。

チケット発売
の予約受付に
時間がかかる
（回線が少な
いため）

文化・芸術を鑑賞する機会の提供

39,167

③市民の文化意識を高め

るため「演奏会」や「演

劇」など,鑑賞機会を拡

充します。
5文化スポーツ課(文化ｾﾝﾀー指定管理者)

市内幼稚園・保育園・保育所の年長児を対象と
したぬいぐるみミュージカル「ピノキオ」の鑑
賞会を実施した。
9月9日波崎地区の幼稚園と保育園の年長257人，
9月20日神栖地区の幼稚園と保育園の年長577人
が鑑賞した。

子ども芸術劇場の開催

3,132

1.趣味や教養を充実させる

学習機会を提供します

④市民ニーズに沿った図

書館資料を計画的に収集

します。

6中央図書館 定期的に新着資料を購入
図書21,364冊
ＤＶＤ461点
ＣＤ382点
また市民の要望に直接答えるリクエストサービスやア
ンケートも実施している。

図書館資料の整備

47,843

7はさき生涯学習センター 夜間開催（2講座，47名）】ボクシングエクササイズ
（10回，27人），ヨーガ2（10回，20人）【休日開催
（14講座，217人】はじめよう英会話（10回，13
人），シェイプアップエクササイズ（9回，18人），
編物＆小物作り（9回，16人），マクロビオティック
料理（5回，15人），ホットな料理（1回，19人），男
のパン作り（3回，10人），男のパン作り2（5回，7
人），夏休み家族で陶芸チャレンジ（1回，23人），
親子でお菓子づくり（1回，25人），家族で恵方巻き
を作ろう（1回，20人），フラワーアレンジメント（3
回，10人），アロマテラピー（1回，7人），科学の不
思議体験（1回，18人），家庭の洋食料理（2回，16
人）

夜間や休日での定期講座の開催

6252.若い世代や子育て世代,会

社勤めの市民にも参加しや

すいように配慮します

①夜間や休日に開催する

学習機会を充実させま

す。

7若松公民館

未実施

アスベスト除去工事に
よる休館のため,後期
講座5講座（夜間1講
座,休日4講座）を開催
できなかった。

夜間や休日での定期講座の開催

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P4 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

7中央公民館 【夜間開催（1講座，17人）】健康整体（10回，17
人）【休日開催（17講座，308人）】前期Step-up英会
話（10回，14人），前期子ども英会話（10回，15
人），前期子どもの絵画（10回，19人），前期子ども
の造形（10回，15人），後期Step-up英会話（10回，1
5人），後期子ども英会話（10回，15人），後期子ど
もの絵画（10回，20人），後期子どもの造形（10回，
15人），パソコン（エクセル）（2回，20人），コタ
ツde家呑み（1回，13人），キャラ弁deウキウキ（1
回，15人），チャレンジ！簡単朝ごはん（1回，12
人），，二人の時間ふーふdeランチ（1回，13人），
子どもサイエンス「びよよ～ん！ゴムの実験」（1
回，24人），子どもサイエンス「電気パン＆レモン電
池」（1回，27人），子どもサイエンス「不思議な光
の万華鏡」（1回，30人），子どもサイエンス「静電
気の科学」（1回，26人）

夜間講座につ
いては、講師
との日程調整
が難しい。ま
た、土日や夜
間は仕事の都
合や学校行事
により出席率
が低くなりや
すい。

夜間や休日での定期講座の開催

1,2002.若い世代や子育て世代,会

社勤めの市民にも参加しや

すいように配慮します

①夜間や休日に開催する

学習機会を充実させま

す。

7矢田部公民館 【夜間開催（2講座，25人）】癒しのヨガ
（10回，15人），太極拳（10回，10人）
【休日開催（2講座，17人）】子どもそろば
ん（10回，8人），子どもビーズアクセサリ
ー（夏休み開催）（2回，9人）

夜間や休日での定期講座の開催

260



基本目標：1.学びの場をつくる
< P5 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

2.若い世代や子育て世代,会

社勤めの市民にも参加しや

すいように配慮します

②親子で参加できる学習

機会を充実させます。

8こども課(平泉児童センター) おはなし会：100回5,101人
ﾎ゙ ﾙーﾌ゚ ﾙーの日：12回531人
成長記録の日：12回750人
あかちゃんﾀｲﾑ：12回441人
つぼみタイム：12回421人
はる飯：16人
こどもの日イベントクッキング：17人
母の日イベント工作：52人
七夕イベント：144人
なつ飯：12人
なつまつり「ザ・平児まつり」：705人
職場体験：4回28人
手洗い講座：43人
スポーツレクの日：86人
水遊び：9人
夏休み「ラジオ体操」：1,169人
お月見イベント工作と会食：41人
敬老の日イベント：82人
歯科衛生士講座：84人
栄養士講座：64人
あき飯：12人
保育園園外保育：20人
チャレンジハロウィン：240人
第2弾スポーツレクの日：174人
移動プラネタリウム：71人
エコツリー工作：45人
書道大会：28人
Xマス平児フェス：264人
もちつき会：87人
豆まき会：97人
ふゆ飯：12人
バレンタインクッキング：12人
保健師講座：13人
ひなまつりイベント：133人
ホワイトディークッキング：24人
避難訓練：12回883人

｢子育て広場｣の開催

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P6 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

2.若い世代や子育て世代,会

社勤めの市民にも参加しや

すいように配慮します

②親子で参加できる学習

機会を充実させます。

8こども課(大野原児童館) おはなし会：44回559人
ぱんだ広場11回160人
ボールプール18回412人
あさイチうんどう28回245人 
にこにこ広場：12回222人
けん玉教室：20回291人
避難訓練：12回380人
こどもの日スペシャル：53人
ファミリースペシャル第１弾：83人
似顔絵を描こう：32人
デイキャンプ：48人
じゃがいも掘り：17人
ファミリースペシャル第２弾：186人
こどもまつり：599人
水遊び：33人
山の日記念イベント：45人
夏休みスペシャル：13人
緊急企画模擬店：37人
夏休み最後の日：18人
だんごどろぼう：29人
ハロウィン：157人
ファミリースペシャル第３弾：32人
ファミリースペシャルデラックス：35人
ランチョンマットつくり：6人
おたのしみ会：155人
ありが状作り：18人
新年会：93人
ファミリースペシャル第４弾：56人
バレンタインクッキング：35人
ファミリースペシャル第５弾：43人
グランド☆おわカレー：69人

｢子育て広場｣の開催

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P7 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

2.若い世代や子育て世代,会

社勤めの市民にも参加しや

すいように配慮します

②親子で参加できる学習

機会を充実させます。

8こども課(うずも児童館) おはなし会：45回1,853人
からだであそぼう：17回649人
つくってあそぼう：15回294人
お弁当の日：10回170人
計測会：16回820人
お絵かきの日：40回665人
赤ちゃんタイム：12回373人
１さいタイム12回458人
保健師講座：2回73人
端午の節句：50人
母の日：25人
運動会：146人
ファミリーデー：41人
たなばた会：56人
カレーパーティー：94人
手洗い講座：30人
色水あそび：16人
夕涼み会：419人
水フェス：36人
ラジオ体操：541人
プールあそび：110人
水遊び：57人
お月見会：37人
食欲の秋：24人
スポーツの秋：117人
ハロウィン：268人
お楽しみ会：399人
芸術の秋：37人
読書の秋：79人
クリスマスクッキング：55人
おもちつき：167人
節分会：40人
桃の節句：39人
午ー後-レッツゴー：602人
ねんねアート：364人
避難訓練：415人

｢子育て広場｣の開催

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P8 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

2.若い世代や子育て世代,会

社勤めの市民にも参加しや

すいように配慮します

②親子で参加できる学習

機会を充実させます。

8こども課(軽野児童館) ぴょんぴょんルーム：12回104人
ﾎ゙ ﾙーﾊｳｽ：73回378人
おはなし会：51回240人
家族の似顔絵：20人
歯科衛生士講座：4人
かるルン王国：47人
七夕かざり：60人
水あそび：17人
山の日イベント：37人
手洗い講座：16人
収穫祭：11人
こどもまつり：282人
栄養士講座：22人
ハロウィン：78人
うんどう会：104人
おたのしみ会：51人
節分会：11人
軽野感謝デー：25人
避難訓練：12回206人
ハッピータイム：61人

｢子育て広場｣の開催

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P9 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

2.若い世代や子育て世代,会

社勤めの市民にも参加しや

すいように配慮します

②親子で参加できる学習

機会を充実させます。

8こども課(若松児童館) 子育て広場：243回5085人
おはなし会：12回231人
成長記録：12回333人
さくらんぼ製作ルーム：12回452人
さくらんぼルーム：21回711人
交通安全教室：49人
こどもの日イベント：154人
母の日イベント：24人
ファミリーデー製作①：117人
ファミリーデー製作②：43人
歯科衛生士・保健師講座31人
栄養士・保健師講座：29人
わかまつうんどう会140人
たなばた製作：102人
手洗い講座：38人
理科実験教室：10人
夏休みチャレンジ：267人
ラジオ体操：494人
水遊び：15人
夏休みクッキング：19人
夏休み工作教室：23人
色水遊び：7人
お月見製作：52人
お月見クッキング：12人
敬老の日製作：56人
秋のクッキング：29人
ハロウィンフェスティバル：412人
わかまつ写真館：190人
家庭の日：43人
クリスマスクッキング：33人
新春おたのしみ会：263人
節分会：37人
バレンタインクッキング：14人
ひなまつりイベント：22人
春のクッキング：26人
避難訓練：12回281人

｢子育て広場｣の開催

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P10 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

2.若い世代や子育て世代,会

社勤めの市民にも参加しや

すいように配慮します

②親子で参加できる学習

機会を充実させます。

8こども課(波崎西児童館) ぴょんぴょんルーム：9回231人
避難訓練：12回329人
お誕生日会・成長記録の日：11回202人
こどもの日クッキング：14人
こどもの日製作：38人
保健師・歯科衛生士講座：19人
じゃが芋堀り：76人
父の日製作：72人
保健師育児相談：10人
手洗い講座：58人
パステルアート：3回63人
理科教室：15人
篠笛作り：2回20人
敬老の日製作：92人
栄養士講座：31人
ゲームで対決：2回59人
交通安全教室：37人
レザークラフト：3回211人
ハロウイン製作：73人
秋クッキング：38人
クリスマス製作：101人
冬クッキング：40人
お正月クッキング：34人
お正月遊び：33人
お薬講座：33人
節分会：44人
ひなまつり：38人

｢子育て広場｣の開催

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P11 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

8こども課(女性・子どもセンター)
こいのぼりプロジェクト：125人
端午の節句：93人
こどもの日：37人
こどもまつり：888人
歯磨き講座：48人
たなばた飾り：231人
たなばた会：93人
夏休み体験：32人
手洗い講座：27人
ラジオ体操：1,057人
あそびの会「夏休みバージョン」：234人
おはなしタイム：167人
敬老の日プレゼント作り：20人
おひさまコンサート：148人
赤ちゃんとママのほほえみトリートメント：40人
保健師講座：73人
ハロウィン：210人
おばけの世界：403人
ポップンサンデー：40人
ナイトアドベンチャー：15人
自衛消防訓練：106人
おたのしみ会：411人
お願いメッセージ：144人
あそびの会「冬休みバージョン」：35人
お正月あそび：95人
初詣ごっこ：111人
節分会：95人
桃の節句：121人
手作り教室：123人
成長記録の日：12回1009人
避難訓練：12回579人

｢子育て広場｣の開催

-

9こども課(平泉児童センター) たんぽぽクラブ：10回397人
にんにんクラブ ：゙10回245人
にんじゃクラブ：10回524人
グリーンカフェクラブ：10回255人
ホップ・ステップクラブ：10回191人
ステップ・ジャンプ：10回205人
タートルズクラブ ：゙10回164人
ナチュラルルーム：8回146人
ベビービクス教室：10回579人
母親クラブ：27回208人

｢児童館クラブ｣の開催

-

2.若い世代や子育て世代,会

社勤めの市民にも参加しや

すいように配慮します

②親子で参加できる学習

機会を充実させます。

9こども課(大野原児童館) すくすくクラブ：8回231人
かるがもクラブ：10回430人
わくわくクラブ：16回351人
チャレンジクラブ：15回236人
ベビービクスクラブ：10回276人

｢児童館クラブ｣の開催

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P12 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

9こども課(うずも児童館) ぴよぴよくらぶ：10回577人
すくすくクラブ：10回302人
かるがもクラブ：10回396人
チャレンジクラブ：10回211人
ベビーマッサージ教室:6回71人
教室マンマ：6回184人
イングリシュルーム：21回1,855人

｢児童館クラブ｣の開催

-

9こども課(軽野児童館) るんるんリズム：10回292人
かるがもクラブ：16回607人
わんぱくクラブ：15回225人
軽キッズ教室：10回103人
染め物：14人
お月見会：25人

｢児童館クラブ｣の開催

-

9こども課(若松児童館) さくらんぼ製作ルーム：12回452人
さくらんぼルーム：21回711人
成長記録の日：12回333人
親子リトミック：6回335人
あつまれ！2歳児！：4回44人
happy steps：7回200人
うさぎクラブ：10回214人
ぱんだクラブ：10回386人
エンジョイクラブ：10回176人
けん玉で遊ぼう：12回71人
若松タイム：10回330人

｢児童館クラブ｣の開催

-

9こども課(波崎西児童館) あひるクラブ：10回317人
なかよしクラブ：10回284人
わくわくクラブ：10回226人
ひよこリズムクラブ：8回201人
親子リズムクラブ：9回228人
かもめ教室：4回48人

｢児童館クラブ｣の開催

-

9こども課(女性・子どもセンター) 子育て広場：242回13,239人
ふわふわマット：19回726人
なあにちゃんタイム：52回1,595人
ぴょんぴょんルーム：50回2,342人
おはなし会：45回1231人
ポップンタイム：50回1,892人
すくすくクラブ：18回350人
かるがもクラブ：18回316人
サンサンクラブ：28回298人
ひまわりクラブ：30回773人
波っこクラブ:30回742人
あそびの会：241回3,589人

｢児童館クラブ｣の開催

-

2.若い世代や子育て世代,会

社勤めの市民にも参加しや

すいように配慮します

②親子で参加できる学習

機会を充実させます。

10はさき生涯学習センター 【親子講座（3講座，68人）】夏休み家族で

陶芸チャレンジ（1回，23人），親子でお菓

子づくり（1回，25人），家族で恵方巻を作

ろう（1回，20人）

｢親子講座｣の開催

43



基本目標：1.学びの場をつくる
< P13 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

10若松公民館

未実施

アスベスト除去工事に
よる休館のため,短期
講座2講座（おもしろ
理科先生パート1,2）
を開催できなかった。

｢親子講座｣の開催

-

10中央公民館 【親子講座（6講座，134人）】キャラ弁deウキウキ
（1回，15人），チャレンジ！簡単朝ごはん（1回，12
人），子どもサイエンス「びよよ～ん！ゴムの実験」
（1回，24人），子どもサイエンス「電気パン＆レモ
ン電池」（1回，27人），子どもサイエンス「不思議
な光の万華鏡」（1回，30人），子どもサイエンス
「静電気の科学」（1回，26人）

講座の実施が土
日になるため、
他施設等で同じ
ような事業が開
催されないか十
分調整する。

｢親子講座｣の開催

60

②親子で参加できる学習

機会を充実させます。

10矢田部公民館

未実施 今後検討する

H29年度

親子ｸｯｷﾝｸ゙計

画

｢親子講座｣の開催

-

11文化スポーツ課 幼稚園・小中学校29校において，家庭の教
育力向上に関する学級を実施した。文化ス
ポーツ課主催講座開催時に保育サポーター
を配置し，小さい子どもがいても保護者が
参加しやすい環境づくりを行なった。

家庭教育学級の開催

20

12文化スポーツ課 幼稚園・小学校の家庭教育学級生を対象

に，幼児期・学童期の子育てに関する講話

及び情報交換会を実施した。

参加者：62人

学童期子育て講座の開催

18

13文化スポーツ課 小学校・中学校の家庭教育学級生を対象に

思春期の子どもとの関わり方についての講

話及び情報交換会を実施した。

参加者：47人

思春期子育て講座の開催

6

14健康増進課
子どもの健康に関する講演会「こどものピ

ロリ感染症」を開催した。

参加者：57人

さらに周知に

努め，受講者

の増加を図

る。

子どもの健康に関する講演会の開催

14

2.若い世代や子育て世代,会

社勤めの市民にも参加しや

すいように配慮します

③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。

15はさき生涯学習センター 【託児付講座（4回，76人，託児11人）】夏休み家族
で陶芸チャレンジ（1回，23人，託児4人），親子でお
菓子づくり（1回，25人，託児1人），家族で恵方巻き
を作ろう（1回，20人，託児3人），あったかしあわせ
ラテアート（1回，8人，託児3人）

託児付き講座の充実

57



基本目標：1.学びの場をつくる
< P14 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

15健康増進課

離乳食教室（完了期）を3回開催した。

参加者：90人（延べ44組）
託児付き講座の充実

114

15若松公民館

未実施

アスベスト除去工事によ
る休館のため,短期講座1
講座（託児付ママのため
の骨盤矯正エクササイ
ズ）を開催できなかっ
た。

託児付き講座の充実

-

15中央公民館 【託児付講座・かみす市民カレッジ（託児付）（13
回，291人，託児110人）】はじめてのアートリュミエ
ール＆パステルアート（2回，8人，託児延べ8人），
ソフトクレイ①（1回，13人，託児8人），ソフトクレ
イ②（1回，16人，託児9人），シュガークラフト（1
回，12人，託児8人），ママのためのリフレッシュヨ
ーガ（1回22人，託児17人），ＺＵＭＢＡ（1回，17
人，託児14人），手ごろdeカフェごはん（1回，17
人，託児15人），手ごろdeカフェスイーツ（1回，15
人，託児15人），二人の時間ふーふdeランチ（1回，1
3人，託児4人），運動から健康づくり（かみす市民カ
レッジ）（1回，73人，託児4人），少年期の成長と運
動（かみす市民カレッジ）（1回，43人，託児1人），
ファッションコーディネイト術（女性ファッション）
（かみす市民カレッジ）（1回，42人，託児7人）

時期によって

は、子どもの

病気などによ

りキャンセル

が多くなりや

すいため実施

時期に十分注

意する。

託児付き講座の充実

298

15文化スポーツ課 【対象】子育て中の保護者【内容】より良
い親子関係を築くためのコミュニケーショ
ン方法を学ぶ【講座回数】3回【会場】中央
公民館
参加者：40人

託児付き講座の充実

141

2.若い世代や子育て世代,会

社勤めの市民にも参加しや

すいように配慮します

③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。

15矢田部公民館

未実施

託児利用に適した部

屋がないため。(畳

敷きなど)

託児付き講座の充実

-  

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。

16中央公民館

すでにバリアフリー対応済み。

施設改修時
に，よりバリ
アフリーを考
慮した計画・
工事を行う。

会場となる施設のバリアフリー化

03.障がいのある方,市内在住

の外国人も参加しやすいよ

うに配慮します ①障がいのある方も参加

しやすくなるように,学

習機械の拡充や環境づく

りに努めます。

16はさき生涯学習センター

すでにバリアフリー対応済み。会場となる施設のバリアフリー化

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P15 >

施策目標：1.豊かな心と生きる力をはぐくむ学習機会の拡充

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

16若松公民館

すでにバリアフリー対応済み。会場となる施設のバリアフリー化

-

16長寿介護課

すでにバリアフリー対応済み。会場となる施設のバリアフリー化

-

16文化スポーツ課(文化施設指定管理者、運動施設指定管理者) 文化センターのトイレは多目的トイレとな

っており，大ホールも車椅子使用に対応済

みとなっている。
会場となる施設のバリアフリー化

0

①障がいのある方も参加

しやすくなるように,学

習機械の拡充や環境づく

りに努めます。

16矢田部公民館

多目的トイレは設置済み。１階については

車椅子での利用も可能になった。

障がい者の有無や介

助者の参加について

制限していない。

ｴﾚﾍ゙ ﾀーー未設置の
ため、2階利用の
際は、介助者が
必要であること
も想定される。

会場となる施設のバリアフリー化

988

17政策企画課 神栖市国際交流協会事業

日本語教室全8教室

上期受講者：延べ1,474人，下期受講者：延

べ1,406人

外国人向けの日本語教室

897

②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。

18政策企画課

神栖市国際交流協会事業

通訳１件
通訳ボランティアの活用

2

19政策企画課 神栖市国際交流協会事業
はさき漁業協同組合からの委託を受け，イ
ンドネシア人漁業実習生への日本語教室を
実施した。
インドネシア人実習生：14人

外国人向けの出前講座

170

3.障がいのある方,市内在住

の外国人も参加しやすいよ

うに配慮します

③市内在住の外国人ニー

ズに沿った学習機会づく

りに努めます。
19市民協働課

未実施

市民からの要望がな

かったため
外国人向けの出前講座

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P16 >

施策目標：2.生涯スポーツ活動の機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

20文化スポーツ課(運動施設指定管理者)
こども健康ｽﾎ゚ ﾂー教室，ジュニア水泳教室，ちび
っこ水遊び教室，いけいけかけっこ教室，いけ
いけ水遊び教室，バスケットボールクリニッ
ク，ジュニアヒップホップダンス教室，テニス
教室，ソフトテニス教室，中学生硬式野球教室
を開催した。

子どもスポーツ教室・講習会の開催

3,767①児童・生徒のスポーツ

活動を推進します。 21文化スポーツ課(運動施設指定管理者) 中学生サッカー大会，弓道大会，男子ソフ
トボール大会，バトミントン大会，少年柔
道大会，高校野球大会，中学野球大会，親
子ソフトボール大会，中学生ソフトテニス
大会，3×3大会等を開催した。

スポーツ大会等の開催

1,474

②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。

22文化スポーツ課
文化・スポーツ振興公社へ委託している。

実施内容については事業番号20，24，26を

参照。

各種スポーツ教室・トレーニング教室・
運動教室

-

③子育て中でも参加しや

すい環境づくりを進めま

す。

23文化スポーツ課

未実施

総合型地域スポーツ

クラブで親子教室と

しての開催がなかっ

たため。

総合型地域スポーツクラブが行う親子教
室への支援

-

④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

を充実させます。

24文化スポーツ課(運動施設指定管理者) 下肢筋力向上トレーニング教室，水中ウォ

ーキング教室，アクアビクス教室，ヨガ教

室，ピラティス教室等を開催した。
リフレッシュスポーツプログラムの提供

4,671

⑤住民健診の保健指導対

象者に対して,運動によ

る生活改善を促す事業の

推進を図ります。

25健康増進課

国保運動教室を開催した。

参加者：14人

さらに周知に

努め，受講者

の増加を図

る。

運動習慣導入支援の推進

50

1.生涯健康スポーツ活動を

推進します

⑥スポーツ推進委員など

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。

26文化スポーツ課(運動施設指定管理者) グラウンド・ゴルフ大会を9月7日（水）に

中央公園で開催した。参加者：294人

ソフトバレーボール大会を2月5日（日）に

市民体育館で開催した。参加者：197人

ニュースポーツの教室・大会の開催

140



基本目標：1.学びの場をつくる
< P17 >

施策目標：2.生涯スポーツ活動の機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

27文化スポーツ課(運動施設指定管理者) 神栖市ウォークラリー大会

12月10日（土）に神栖市武道館周辺で開催

した。参加者：113人
ウォークラリー大会の開催

70

⑦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。

28文化スポーツ課(運動施設指定管理者)

カヌー体験教室を3回開催した。総合型地域スポーツクラブが行う水辺の
スポーツへの支援

-

⑧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。

29文化スポーツ課
障がい福祉課を通じて身体障害者福祉協議

会へ開催案内を通知した（身体障害者の大

会1回，知的障がい者の大会1回）。

県主催のスポーツイベントへの参加支援

-

⑨高齢者などを対象とし

た介護予防や体力づくり

に関する相談事業の充実

を図ります。

30地域包括支援課

シニアクラブへの出前講座等，人の集まる

機会を利用し，介護予防などの講話及び相

談を実施した。実施箇所：49か所

シニアクラブを中
心に実施し従来よ
り拡充を果たし
た。今後，定例化
していくかが検討
課題である。

介護予防や体力づくり相談の充実

0

31文化スポーツ課(運動施設指定管理者)
下肢筋力向上トレーニング教室を春期，秋期，冬期の
3期間で全10回または全13回，神栖市武道館小道場で
開催した。
参加者合計：126人
水中ウォーキング教室を前期，後期で各全10回，神栖
海浜温水プールで開催した。
参加者合計：61名

高齢者スポーツ教室の開催

875

32長寿介護課 「かみす健康スポーツまつり」の開催10月2

日月曜日

若松運動公園

参加者：高齢者725人，小学生114人

高齢者スポーツレクリエーション大会の
開催

1,538

1.生涯健康スポーツ活動を

推進します

⑩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。 33地域包括支援課
週1回（全10回）を1クールとした介護予防

に関する講話と体操の短期集中教室を3クー

ル開催した。参加者：延べ685人

教室の声かけをし
ても，自分には必
要ないと断られる
ことが多く，人数
が集まりにくい。

介護予防に関する教室の開催

7,620



基本目標：1.学びの場をつくる
< P18 >

施策目標：2.生涯スポーツ活動の機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

34文化スポーツ課(運動施設指定管理者)

未実施

県事業としてスポー

ツ少年団指導者の支

援を実施している。

スポーツ少年団指導者の育成・確保の支
援

-1.生涯健康スポーツ活動を

推進します

⑪スポーツ少年団指導者

の育成・確保や,スポー

ツ少年団の活動の場所の

確保と青少年を対象とし

たスポーツ大会・イベン

トへの参加などを支援し

ます。

35文化スポーツ課(運動施設指定管理者) 神栖市スポーツ団体事業費補助金交付要項

に基づき，スポーツ少年団の事業費に対し

補助金を交付した。

11団体 2,377千円交付

スポーツ少年団活動への支援

2,377

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活動
を支援します。

36文化スポーツ課 神栖市スポーツ団体事業費補助金交付要項

に基づき，かみすスポーツクラブの事業費

に対し補助金を交付した。

2,860千円交付

総合型地域スポーツクラブ活動支援

2,860

②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
できるように支援します。

37文化スポーツ課(運動施設指定管理者)
文化スポーツ課が支援している。
県スポーツ推進委員協議会研修会
開催地：龍ヶ崎市 内容：ヘネシーボール 対象者：県
女性スポーツ推進委員 神栖市からの参加者：4人
鹿行地区スポーツ推進委員協議会研修会
開催地：神之池陸上競技場 内容：スポーツ鬼ごっこ 
神栖市からの参加者：神栖市スポーツ推進委員22人 

指導者育成研修会への参加支援

-

38文化スポーツ課

【スポーツ推進委員協議会】委員数：30

人，会議・研修会・大会開催数：19回
団体関係者との情報交換 

-

2.スポーツを推進する体制

を整備します

③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。

39文化スポーツ課
神栖市スポーツ団体事業費補助金交付要項に基づき，
スポーツ団体の事業費に対し補助金を交付した。
神栖市体育協会 4,161,600円
神栖市スポーツ少年団 2,377,000円
スポーツクラブ 2,860,000円

団体活動への支援

9,399

40文化スポーツ課
文化スポーツ課内に4月から国体推進室を設

置し，担当職員3人を配置した。11月には競

技会場整備計画を策定した。

各競技の基準を達成する会場の確保と整
備

-3.茨城国体の開催に向けた

取り組みと競技力向上対策

を推進します

①茨城国体の開催に向け

て取り組みます。 41文化スポーツ課 国体への準備組織として，12月22日にいき

いき茨城ゆめ国体神栖市実行委員会を設立

した。

実行委員：110人

万全な推進体制を確立

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P19 >

施策目標：2.生涯スポーツ活動の機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

①茨城国体の開催に向け

て取り組みます。

42文化スポーツ課
いきいき茨城ゆめ国体神栖市実行委員会に

おいて，地域特色を活かした大会を運営す

るための準備を開始した。

神栖市らしさを盛り込んだ国体の開催

-

43文化スポーツ課 10月1日～9日開催のスポレク2016におい
て，10月2日に鹿島アントラーズの選手3人
を招いて「おもしろサッカー教室」を開催
した。
参加者：223人

トップアスリートを招いた練習会・講演
会

10

3.茨城国体の開催に向けた

取り組みと競技力向上対策

を推進します ②競技力向上のための支

援体制の充実を図りま

す。
44文化スポーツ課 全国大会等へ出場した人へ神栖市スポーツ

大会出場報奨金を交付した。
国際大会：1件，出場者：1人
全国大会：58件，出場者：105人
関東大会：40件，出場者：68人

全国大会等へ出場団体等への支援

1,440



基本目標：1.学びの場をつくる
< P20 >

施策目標：3.地域の課題に対応した学習機会やまちづくりへの関心を促す学習機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

45健康増進課

全3回の講座を4回開催した。

参加者：延べ131人
マタニティセミナーの開催

120

46健康増進課

4回開催した。

参加者：延べ136人
ニューファミリーセミナーの開催

39

47文化スポーツ課

【再掲】（P13事業番号12）学童期子育て講座の開催

18

48文化スポーツ課

【再掲】（P13事業番号11）家庭教育学級の開催

1,450

49文化スポーツ課

【再掲】（P13事業番号13）思春期子育て講座の開催

-

①子育て世代が求める出

産や子育てに関する学習

機会を充実させます。

50文化スポーツ課 H29年度入学児童の保護者を対象に，子ども
の成長に応じたしつけや接し方などの講座
を実施した。
実施校：小学校15校
参加者：903人

就学時子育て講座の開催

74

51文化スポーツ課

【再掲】（P3事業番号5）子ども芸術劇場の開催

3,132

1.子どもや子育て世代,高齢

者や家族介護者が求める学

習機会を提供します

②子どもの居場所づくり

につながる学習機会を充

実させます。
52文化スポーツ課 【対象】市内小学校5,6年生【開催時期】8/

3～5の2泊3日【会場】休暇村裏磐梯（福島
県）【内容】体験活動を中心としたキャン
プ
参加者：38人

児童体験交流事業の開催

2,470



基本目標：1.学びの場をつくる
< P21 >

施策目標：3.地域の課題に対応した学習機会やまちづくりへの関心を促す学習機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

②子どもの居場所づくり

につながる学習機会を充

実させます。

53文化スポーツ課 【対象】柳川小，植松小，軽野小児童【内

容】主に週末に地域の方の協力を得て，ｽﾎ゚

ﾂーや文化活動の体験教室を実施。

登録者数：163人

習い事や少年団活
動など週末の過ご
し方の多様化によ
り，参加希望者の
増加があまり見込
めない。

地域子ども教室の開催

621

54こども課(平泉児童センター)

【再掲】（P5事業番号8）｢子育て広場｣の開催

-

54こども課(大野原児童館)

【再掲】（P6事業番号8）
｢子育て広場｣の開催

-

54こども課(うずも児童館)

【再掲】（P7事業番号8）｢子育て広場｣の開催

-

54こども課(軽野児童館)

【再掲】（P8事業番号8）｢子育て広場｣の開催

-

54こども課(若松児童館)

【再掲】（P9事業番号8）｢子育て広場｣の開催

-

54こども課(波崎西児童館)

【再掲】（P10事業番号8）｢子育て広場｣の開催

-

1.子どもや子育て世代,高齢

者や家族介護者が求める学

習機会を提供します ③親子で参加できる遊び

や交流の機会を充実させ

ます。

54こども課(女性・子どもセンター)

【再掲】（P11事業番号8）｢子育て広場｣の開催

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P22 >

施策目標：3.地域の課題に対応した学習機会やまちづくりへの関心を促す学習機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

55こども課(平泉児童センター)

【再掲】（P11事業番号9）｢児童館クラブ｣の開催

-

55こども課(大野原児童館)

【再掲】（P11事業番号9）｢児童館クラブ｣の開催

-

55こども課(うずも児童館)

【再掲】（P12事業番号9）｢児童館クラブ｣の開催

-

55こども課(軽野児童館)

【再掲】（P12事業番号9）｢児童館クラブ｣の開催

-

55こども課(若松児童館)

【再掲】（P12事業番号9）｢児童館クラブ｣の開催

-

55こども課(波崎西児童館)

【再掲】（P12事業番号9）｢児童館クラブ｣の開催

-

55こども課(女性・子どもセンター)

【再掲】（P12事業番号9）｢児童館クラブ｣の開催

-

1.子どもや子育て世代,高齢

者や家族介護者が求める学

習機会を提供します

③親子で参加できる遊び

や交流の機会を充実させ

ます。

56こども課(波崎保育所)

未実施

児童館の支援事業と重な
り利用参加者減少のた
め、平成26年度より実施
していない（平成25年度
利用者は1名）。

｢ふれあいサロン｣の開催

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P23 >

施策目標：3.地域の課題に対応した学習機会やまちづくりへの関心を促す学習機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

57中央図書館
絵本や紙芝居による読み聞かせ

図書館主催及びボランティア主催で年74回

実施した。参加者：延べ2,120人

｢おはなし会｣の開催

0

58中央図書館 子育て中の家族の支援，及び幼少期から沢山の
本に触れる機会を提供することを目的に，毎週
木曜日午前10時～12時に実施している。51回開
催，参加者899組。子育てコンシェルジュ（こど
も課）による相談を月2回実施している。

｢赤ちゃんタイム｣の開催

0

59うずも図書館
毎週金曜日午後3時～午後6時

51回開催

参加者：448組

｢キッズタイム｣の開催

0

③親子で参加できる遊び

や交流の機会を充実させ

ます。

60中央図書館
ミニコンサートを2回開催した。

参加者：延べ168人

（二胡とオカリナ，津軽三味線）

図書館inコンサート

0

62長寿介護課 生きがい講座
ダーツ，生け花，カラオケ，詩吟，太極
拳，大正琴，ダンス，ヨーガ，藤工芸，折
り紙，ハーモニカなど43講座を開催した。
受講者：1,419人

｢生きがい講座｣の開催 

15,008

63長寿介護課 シニアクラブ連合会及びシニアクラブ（65クラ
ブ，会員2,226人）への活動助成として，5活動
（教養，健康，レクリエーション，地域との交
流，ボランティア）に参加した人数×700円+5,0
00円／1団体を月ごとに交付した。

シニアクラブの活動支援

18,484

64長寿介護課 生涯大学
5月～2月に毎月1回開講した。
講座内容：移動教室（鉄道博物館），教養講座（歴
史），社会学習（寺院での講和）など
受講生：153人

｢生涯大学｣の開校

244

1.子どもや子育て世代,高齢

者や家族介護者が求める学

習機会を提供します

④高齢者の健康づくりや

生きがいづくりにつなが

る学習機会を充実させま

す。

65地域包括支援課 茨城県が推奨するシルバーリハビリ体操を推進
するため，神栖シルバーリハビリ体操指導士会
へ委託した。公共機関・公民館・区民館での体
操を実施した。
1,099回，参加者：延べ25,844人（定期教室及び
自主活動教室）

前年度からの継続
の参加者が多く、
会場によっては新
規参加者の受け入
れ人数が数人にと
どまる教室もあ
る。

シルバーリハビリ体操の実施

2,831



基本目標：1.学びの場をつくる
< P24 >

施策目標：3.地域の課題に対応した学習機会やまちづくりへの関心を促す学習機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

66地域包括支援課
新規者をメインに募集し，週1回短期集中の

教室を1クール（全10回）開催した。参加者

：延べ184人

人気の教室であ
り，もっと開催
してほしいと参
加者より希望が
あがっている。

水中ウォーキング教室(高齢者対象)の開
催

222
④高齢者の健康づくりや

生きがいづくりにつなが

る学習機会を充実させま

す。

67地域包括支援課 シニアクラブの定例会等，集まる機会を利

用し，保健師等がシニアクラブの会場へ出

向いて健康に関する講話を開催した。48

回，参加者：855人

高齢なため活動が
減っているシニア
クラブもあり，出
前講座をクラブの
予定に組み入れる
ことが難しいクラ
ブもある。

シニアクラブ対象の出前講座の開催

490

68市民協働課 生涯学習人材バンクの指導者を26件登録

（うち平成28年度新規登録は2件）し,市民

からの要望に応じて講座を開催している。6

回開催した。

退職を迎える方たちを対象とした講座

0

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

学習機会を充実させま

す。

68社会福祉協議会
・オトコ限定！輝くための男の講座平成28

年10月12日、19日、26日、11月12日（全４

日間）延べ参加者数６４名

退職を迎える方たちを対象とした講座

107

69地域包括支援課 家族介護者に対し，「体を痛めない体の使い方，介助
方法」，介護のストレス軽減のための「リフレッシュ
体操」などを理学療法士を招き実施した。また，管理
栄養士による講話「介護が必要な高齢者の食事」を別
日程で実施した。3日間，参加者：延べ15人

介護される方そ
れぞれの体の状
態が違うため，
個別での指導が
難しい。

家族を対象とした介護教室の開催

33

70地域包括支援課 家族介護者に対し，介護負担の軽減と情報

交換のため，イチゴ狩りと意見交換会を実

施した。

1回,参加者：31人

交流会で悩み
を打ち明けに
くい人がいる
ので，環境の
整備が必要

家族介護者が交流できる機会の設定

45

1.子どもや子育て世代,高齢

者や家族介護者が求める学

習機会を提供します

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

させます。

71地域包括支援課 理学療法士・作業療法士等による，在宅に

おけるリハビリの相談と支援，並びに住宅

改修のアドバイス等を行った。３圏域で実

施した。70回,参加者：84人

圏域による相

談件数にばら

つきがある。

スポットリハビリ（在宅におけるリハビ
リの相談と支援、アドバイスなど）

1,711

2.健康づくりや安心安全の

意識を高める学習機会を提

供します

①健康管理や生活習慣病

予防,食育などに関する

学習機会を充実させま

す。

72健康増進課 喫煙予防講座として，市内の小中学校を対
象に18校（1,600人）で実施した。
子宮がんに対する正しい知識の普及を目的
に集団検診開催時に14回（1,100人）講話を
実施した。

小中学校の理解
・協力を得てな
るべく多くの児
童・生徒に受講
を促進する。

健康づくり講座の開催

4,307



基本目標：1.学びの場をつくる
< P25 >

施策目標：3.地域の課題に対応した学習機会やまちづくりへの関心を促す学習機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

73健康増進課 ウォーキング教室18回（参加者：420人），

運動教室5回（参加者：107人）,ロコモティ

ブシンドローム予防教室2回（参加者：50

人）を実施した。

さらに周知に

努め，受講者

の増加を図

る。

健康づくり教室の開催

904
①健康管理や生活習慣病

予防,食育などに関する

学習機会を充実させま

す。
74健康増進課 鹿嶋ハートクリニックの医師を招いて，心

血管疾患等の生活習慣病についての講演会

を5回開催した。

参加者：延べ128人

さらに周知に

努め，受講者

の増加を図

る。

健康づくり講演会の開催

0

75防災安全課 市内保育園（所），幼稚園，小学校での幼

児・児童向け交通安全教室（計36回,参加者

：5,909人），公共施設を利用しての高齢者

交通安全教室(計17回，参加者：382人）

交通安全教室の開催

340

76商工観光課 消費生活講演会「キッチンからはじまる家族の
絆～安全安心・地産地消でもっとおいしく～」
参加者：137人。
消費生活講座「味噌作り体験講習会」
第1回参加者：19人，第2回参加者：20人

多くの市民が参加
したいと思える内
容，講師の選定及
び開催周知方法

消費生活講演会・講座の開催

609

77商工観光課
幼児向け6回278人，小学生向け16回812人，

中学生向け4回200人，高校生向け3回479

人，一般成人向け8回613人，シニア向け11

回1,319人

合計48回3,701人

・消費者トラブル
に巻き込まれやす
い高齢者の受講者
数を増やすこと
・成人年齢の引き
下げに伴い中学・
高校生対象の出前
講座を推進してい
く

消費生活に関する出前講座の開催

520

78商工観光課 市内施設8カ所の消費生活コーナー12回，市
広報紙12回，ＨＰ30回，情報を掲載した。
かみすフェスタにおいて消費生活情報を提
供した。
10/15，16（２日間）体育館内延べ11,821人
書籍「くらしの豆知識」を752部配布した。

消費生活トラブル
についての注意喚
起及び安全・安心
な暮らしのために
役立つ情報をより
多くの市民に提供
する

消費生活に関する情報提供

343

2.健康づくりや安心安全の

意識を高める学習機会を提

供します

②安心安全な生活につな

がる知識を普及するため

の学習機会を充実させま

す。

79社会福祉協議会

未実施

茨城県社会福祉協議
会が広域で実施。
（平成28年11月22日
：防災ボランティア
養成研修会）

防災ボランティア養成講座

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P26 >

施策目標：3.地域の課題に対応した学習機会やまちづくりへの関心を促す学習機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

2.健康づくりや安心安全の

意識を高める学習機会を提

供します

②安心安全な生活につな

がる知識を普及するため

の学習機会を充実させま

す。

80社会福祉協議会

未実施

社協単独での実施予定は
ないが、平成28年11月27
日に開催された神栖市総
合防災訓練（避難所運営
訓練）に合同参加。

防災訓練の実施

-

81はさき生涯学習センター

【英会話講座（1講座，13人）】始めよう英

会話（10回，13人）
語学教室の開催

120

81若松公民館

未実施

アスベスト除去工事
による休館のため,
後期講座1講座（Let
's英会話）を開催で
きなかった。

語学教室の開催

-

81政策企画課
神栖市国際交流協会事業

英会話教室１教室，中国語教室１教室，英

語サロン延べ６回

語学教室の開催

313

81中央公民館 【英会話講座（6講座，92人）】やさしい英会話（10
回，13人），前期Step-up英会話（10回，14人），前
期子ども英会話（10回，15人），気軽に英会話（10
回，20人），後期Step-up英会話（10回，15人），後
期子ども英会話（10回，15人）

語学教室の開催

712

81矢田部公民館

【英会話講座（1講座，10人）】65歳からの

基礎英語（5回，10人）
語学教室の開催

40

3.国際化や情報化への対応,

就業に必要な知識や技術を

得ることができる学習機会

を提供します

①国際理解や語学に関す

る知識が高まる学習機会

を充実させます。

82政策企画課 神栖市国際交流協会事業
①ホームビジット（外国人宅訪問）参加者：8人
②国際交流フェスティバル参加者：372人（うち外国
人130人）
③多文化ふれあいの集い参加者：17人（うち外国人6
人）
④息栖小学校国際理解授業／６年生126人参加／外国
人講師3人

外国人との交流

1,064



基本目標：1.学びの場をつくる
< P27 >

施策目標：3.地域の課題に対応した学習機会やまちづくりへの関心を促す学習機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

83学務課

未実施

交流相手である姉妹都市
・ユーリカ市との連絡調
整が付かなかったが，政
策企画課が平成28年度に
ユーリカ市当局と今後の
交流について連絡調整を
図っているため，そちら
の調整がつき次第検討す
る。

相手方の事情
により、交流
が停滞してお
り、平成21年
度以降事業実
施していな
い。

中学生海外派遣交流事業

-②国際交流に関する取り

組みを促す機会を充実さ

せます。 84政策企画課 姉妹都市・ユーリカ市
平成28年度は，平成27年度に招いた使節との交信のほ
か，ユーリカ市当局と今後の交流について連絡調整を
図った。
友好都市・上虞区
茨城県日中友好協会経由で，上虞区の担当者の連絡先
が判明し，直接電話で連絡したほか，メール及び年賀
状の交信をした。

姉妹都市との交流事業

0

85はさき生涯学習センター

未実施

パソコンなどの設備
環境が整っていない
ため。

開講に向け、

設備機器が整

う他の施設利

用の検討。

パソコン講座

 - 

85若松公民館

未実施

パソコンなどの設備

環境が整っていない

ため未実施。

パソコン講座

-

85中央公民館

【パソコン講座（1講座，20人）】パソコン

（エクセル）（2回，20人）
パソコン講座

136

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

を充実させます。

85矢田部公民館

未実施

H24～26年度に初級者対
象に募集したが、申込者
の認識にバラつきがあ
り、講座進行に支障がみ
られた。

パソコン講座

-  

3.国際化や情報化への対応,

就業に必要な知識や技術を

得ることができる学習機会

を提供します

④就業に生かせる知識や

技術を得ることができる

学習機会を充実させま

す。

86商工観光課
県主催の勤労関係講座のリーフレット（公

共職業訓練コースガイド）の配布と市ＨＰ

へ関連リンクを貼り，情報提供に努めた。

講座等への神
栖市民の参加
人数を把握で
きなかった。

県主催の講座等の案内

0



基本目標：1.学びの場をつくる
< P28 >

施策目標：3.地域の課題に対応した学習機会やまちづくりへの関心を促す学習機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

87はさき生涯学習センター

【野鳥観察会（1講座，30人）】野鳥観察会

（1回，30人）
野鳥観察会

8

88環境課 常陸利根川・外浪逆浦・鰐川流域の12地区

と連携し，沿岸・河川等の清掃活動を行っ

た。

参加団体12地区，参加者：602人

「霞ヶ浦清掃大作戦」の実施

169

89廃棄物対策課 海岸清掃を7月2日（土）に日川浜海岸で実施した。
参加者：2,600人
ごみ回収量
可燃990㎏
不燃1,180㎏・処理困難物380㎏
合計2,550㎏

海岸清掃の実施

1,169

90第1リサイクルプラザ ごみの減量化を推進するため，講座を通じて，楽しみ
ながらごみの減量やリサイクルについて学び，実践で
きる体験教室を開催した。リフォーム教室17回参加者
：130人
陶芸教室12回参加者：106人
パッチワーク教室12回参加者：122人

エコ体験教室の開催

468

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さ

せます。

91下水道課 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
に中央公民館で全作品を展示した（公募数
1,460）

作品数の多さもあ
り,全作品を展示す
るとなると,大きな
スペースを必要と
すること。

下水道いろいろコンクール作品展の開催

208

92歴史民俗資料館 「まゆクラフトⅠ」参加者：16人，「まゆ

クラフトⅡ」参加者：16人，伝承あそび

「けん玉・おりがみ」（毎月1回）参加者：

合計237人

題材の設定と

講師の選任。
伝承教室の開催

5

93文化スポーツ課 【対象】主に波崎東部・西部地区の中学生
【内容】鳴物の練習を通し，子どもたちの
協調性を養い，郷土芸能の伝承・保存を図
る【会場】はさき生涯学習センター
実施回数：10回，参加者：168人

中学生を対象とした鳴物教室の開催

331

4.地域の自然や歴史,産業な

どに関する学習機会を提供

します

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

習機会を充実させます。

94歴史民俗資料館
第41回企画展「木のおもちゃ展」を開催し

た。

入館者：5,987人

テーマ選定と，開
催までの準備期間
が短く，展示資料
に対する研究が追
いつかない状況に
ある。

企画展の開催

3,033



基本目標：1.学びの場をつくる
< P29 >

施策目標：3.地域の課題に対応した学習機会やまちづくりへの関心を促す学習機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

95歴史民俗資料館 「むかしの道具展」入館者1,920人，季節展
示「お雛さま」入館者905人，「五月人形と
凧」入館者472人，市民コレクション展「な
つかしのガラス品」入館者739人，「折り紙
の宴」入館者489人。

限られた収蔵品の
展示なので，マン
ネリにならないよ
う展示方法の工夫
に努める。

収蔵品展の開催

41②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

習機会を充実させます。

96歴史民俗資料館

市内（賀・筒井の史跡を巡る）

参加者：19人，県外（柴又・戸定邸）3回

参加者：90人

平日実施のため高
齢者の参加が多
く，抽選により参
加者を決定。回数
を増やすことは難
しいため，今後も
公平な抽選で決定
する。

歴史見学会の開催

23

4.地域の自然や歴史,産業な

どに関する学習機会を提供

します

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

実させます。

97企業・港湾振興課

3件の問合せがあり情報提供を行った。施設見学が可能な企業の情報提供

0

98市民協働課 41回開催した。（消費生活センター，総務

課．地域包括支援課，防災安全課，健康増

進課，水産・地域整備課，障がい福祉課）

参加者：合計3,635人

かみす出前講座

0

99秘書課
議会月を除く月1回，予約制で市民と市長が

個別に懇談する。

4回実施した。

移動市長室の実施

0

100秘書課 各団体の要望に応じて個別に懇談し，市政

についての意見を聞き取り，また市政に関

する疑問に答え，説明を行う。

7回実施，参加者：148人。

高校生との実施な
ど若者の意見を取
り入れるよう努め
ているが、子育て
世代の参加が少な
い傾向にある。

ふれあい懇談会の開催

15

101議事課

定例会4回発行 なしかみす市議会だよりの発行

5,330

5.まちづくりへの関心を高

め,まちづくり活動や市民協

働を促す学習機会を提供し

ます

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

習機会を充実させます。

102議事課
本会議の映像及び音声のインターネットに

よる配信の実施並びに平成27年２月からス

マートフォン等に対応させた。

なし議会中継のインターネット配信

1,180



基本目標：1.学びの場をつくる
< P30 >

施策目標：3.地域の課題に対応した学習機会やまちづくりへの関心を促す学習機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

103市民協働課
3月11日（土）チラシ作成講習会を開催し

た。

参加者：17団体28人

市民活動に関する講演会

68
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

させます。
104市民協働課 過去の参加者が中心となって組織した実行

委員会と市が協働で開催し，大野原地域に
住む市民32人が集まり，「大野原地域をハ
ッピーにするための夢のあるアイデアを
！」をテーマに話し合った。

市民討議会の開催

361

105市民協働課 2月25日（土）かみす市民フォーラム開催：講演
会，アトラクション，功労表彰及び男女共同参
画に関する作品の表彰,生涯学習人材バンク講師
による体験･発表ブースを設置した。
参加者：延べ500人

かみす市民フォーラムの開催

954

106市民協働課

2回（9月1日，3月20日），各30,000部発行

した(うち新聞折込28,000部)。

男女共同参画情報誌「ハートフルかみ
す」の発行

1,097

③男女共同参画について

の考え方を普及する学習

機会を充実させます。

107市民協働課 市民意識調査から分かった，神栖市の男女
共同参画の現状について学ぶとともに，
「ハートフルなまちかみすにしていくため
には？」をテーマに，1月15日（日）にワー
クショップを開催した。

男女共同セミナーの開催

0

108市民協働課
フラワーロード花植え（市内7ヶ所）2回

（春5月28日・秋10月29日）実施した。

参加者：延べ918人

地域交流事業(フラワーロードの花植え)
の実施

7,133

109こども課(平泉児童センター) なつまつり「ザ・平児まつり」：705人
Ｘマス「平児フェス」：264人
もちつき会：87人
豆まき会：92人
手洗い講座：43人
育児講座：161人

異世代が交流する機会の設定

-

5.まちづくりへの関心を高

め,まちづくり活動や市民協

働を促す学習機会を提供し

ます

④学びを通じて世代や地

域の交流を促す機会を充

実させます。

109こども課(大野原児童館) こどもまつり：599人

おたのしみ会：155人

新年会；93人

けん玉教室：291人

異世代が交流する機会の設定

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P31 >

施策目標：3.地域の課題に対応した学習機会やまちづくりへの関心を促す学習機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

109こども課(うずも児童館) 端午の節句：50人
運動会：146人
手洗い講座：30人
夕涼み会：419人
お楽しみ会：399人
おもちつき：167人

異世代が交流する機会の設定

-

109こども課(軽野児童館)

けん玉教室：10回74人異世代が交流する機会の設定

-

109こども課(若松児童館) けん玉で遊ぼう：12回71人
夏休み工作教室：23人
ファミリーデー製作①：117人
ファミリーデー製作②：43人
敬老の日製作：56人
家庭の日：43人
手洗い講座：38人
節分会：37人
ひなまつりイベント：22人
わかまつ運動会：140人
ハロウィンフェスティバル：412人
新春おたのしみ会：263人

異世代が交流する機会の設定

-

109こども課(波崎西児童館) 人形劇：2回93人
たなばた会：61人
すいかわり：36人
こむぎん作り：36人
にこにこカレー：27人
敬老の日イベント：49人
秋まつり：253人
家族ふれあいフェスタ：81人
クリスマス会：114人

異世代が交流する機会の設定

-

109こども課(女性・子どもセンター) 歯磨き講座：46人
おはなしタイム：167人
親子でわくわく手洗い講座：27人
おひさまコンサート：148人
おたのしみ会：411人

異世代が交流する機会の設定

-

109はさき生涯学習センター
【市民囲碁大会】 対象者：市内在住・在勤

・在学（小学生以上），定員：50人，参加

者：24人

小・中・高校
生の応募がな
かったので、
ＰＲ方法の検
討する。

異世代が交流する機会の設定

19

5.まちづくりへの関心を高

め,まちづくり活動や市民協

働を促す学習機会を提供し

ます

④学びを通じて世代や地

域の交流を促す機会を充

実させます。

109若松公民館

未実施

アスベスト除去工事によ
る休館のため,短期講座1
講座（アロマテラピー,
対象者中学生以上）を開
催できなかった。

異世代が交流する機会の設定

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P32 >

施策目標：3.地域の課題に対応した学習機会やまちづくりへの関心を促す学習機会の提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

109中央公民館 託児付講座で年代を問わない講座を実施することによ
り幅広い世代が交流できる機会を設けた。【託児付講
座（年代を問わないもの）（5講座，62人）】はじめ
てのアートリュミエール＆パステルアート（2回，8
人），ソフトクレイ①（1回，13人），ソフトクレイ
②（1回，16人），シュガークラフト（1回12人），二
人の時間ふーふdeランチ（1回，13人）
【市民将棋大会】 対象者：市内在住・在勤・在学
（小学生以上），定員：48人，参加者：34人
【囲碁将棋フェスティバル】初心者向けの囲碁･将棋
コーナーや参加者同士の対局の場を設けた。
対象者：市内在住・在勤・在学（小学生以上），定員
：50人，参加者：27人

異世代が交流する機会の設定

143
5.まちづくりへの関心を高

め,まちづくり活動や市民協

働を促す学習機会を提供し

ます

④学びを通じて世代や地

域の交流を促す機会を充

実させます。

109矢田部公民館

未実施
今後、課題として検

討していく。
異世代が交流する機会の設定

-  



基本目標：2.学びを生かす
< P33 >

施策目標：1.学習成果を発表する機会の充実

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

110市民協働課 2月5日（日）大野原コミュニティセンター 
41組222名発表，2月19日（日） うずもコミ
ュニティセンター56組359名発表，1月22日
（日）平泉コミュニティセンター 57組403
名発表。

生涯学習ふれあい祭り「芸能発表会」の
開催

539

111文化スポーツ課 【開催期間】10/22～11/6【会場】文化セン

ター，市民体育館，矢田部公民館

参加者：2,222人

来場者数：11,873人

芸術祭の開催

4,427

112文化スポーツ課 【開催期間】3/15～3/19【会場】市民体育

館

出品者：148人

来場者：642人

神栖市美術展の開催

389

113市民協働課

【再掲】（P36事業番号105）
｢かみす市民フォーラム｣での生涯学習の
発表･体験機会の設定、掲示板の設置

954

114中央公民館

【再掲】（P38事業番号109）市民将棋大会

6

115中央公民館はさき生涯学習センター 【再掲】（P37事業番号109はさき生涯学習

センター）

（P38事業番号109中央公民館）【囲碁将棋

フェスティバル】

市民囲碁大会

19

116はさき生涯学習センター 公民館講座の成果発表の場として作品を展
示した（和紙ちぎり絵講座15点，たのしい
絵手紙講座26点）。
各種団体の展覧会を開催した（海の子絵画
展，伝統文化こども教室生け花展）。

各公民館等の｢展示スペース｣の貸出

0

1.学習やスポーツ活動の成

果を発表する機会を充実さ

せます

①生涯学習の成果を発表

・展示する機会,交流を

促す機会を充実させま

す。

116若松公民館

1回貸出を行った。絵画作品展示（公民館自

主グループ 3/18～3/31）
各公民館等の｢展示スペース｣の貸出

0



基本目標：2.学びを生かす
< P34 >

施策目標：1.学習成果を発表する機会の充実

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

116中央公民館
講座作品展示 4件  公民館企画展 6件  各

団体展覧会 6件  公共事業作品展 4件

市民等の展示 4件

展示スペース

活用の日程調

整及び広く活

用を促す。

各公民館等の｢展示スペース｣の貸出

0

116矢田部公民館 5回貸出を行った。
原爆展（市総務課 8/9～8/16）
ポスター展示（波崎自警団 9/26～10/1）
芸術祭作品展示（市文化スポーツ課 11/1～11/7）
火災予防ポスター展（波崎消防署 11/8～11/16）
生きがい講座作品展示（はさき福祉センター 2/24～2
/26）

各公民館等の｢展示スペース｣の貸出

0

117中央図書館
グラスアート展，カスタムペイント・エア

ブラシ作品展示，絵画展，国体資料展示，

舞っちゃげ祭りポスター展を実施した。

図書館の｢展示スペース｣の貸出

0

118市民協働課

かみす市民フォーラムで実施した（男女共

同参画・生涯学習）。
団体･サークルへの参加呼びかけ

 0

119長寿介護課

参加無し
参加希望が無かった

ため

いばらきねんりん文化祭への参加促進・
支援

-

①生涯学習の成果を発表

・展示する機会,交流を

促す機会を充実させま

す。

119社会福祉協議会

県からの通知をシニアクラブ連合会へ案内

した。

いばらきねんりん文化祭への参加促進・
支援

-

120文化スポーツ課 【開催日】10/1～9（8日間）【会場】神之

池陸上競技場他【内容】かみす健康スポー

ツまつり他

参加者：40種目，約5,000人

スポーツレクリエーション祭

3,961

1.学習やスポーツ活動の成

果を発表する機会を充実さ

せます

②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。
121文化スポーツ課

【開催日】2月26日日曜日

会場：波崎体育館前広場，種目：2km・3km

・5km・10km，参加者数：1,090人

はさきさわやかランニング大会

4,590



基本目標：2.学びを生かす
< P35 >

施策目標：1.学習成果を発表する機会の充実

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

122文化スポーツ課 【開催日】12月4日日曜日

会場：神之池緑地公園内コース，参加校：1

5校，参加チーム：男子26チーム，女子22チ

ーム※中学生の部は開催なし

小中学校駅伝大会

3,576

123文化スポーツ課
各種スポーツ大会の運営については，文化

・スポーツ振興公社へ委託し実施してい

る。

各種スポーツ大会

-

124長寿介護課 10月11日笠松運動公園（ひたちなか市）にて開催され
たいばらきねんりんスポーツ大会へ，神栖市シニアク
ラブ連合会主催のゲートボール，グラウンドゴルフ，
輪投げ大会で優勝した単位クラブが参加した。ゲート
ボール：奥野谷浜百寿会，グラウンドゴルフ：新港ク
ラブ，泉区あけぼの会，輪投げ：須田団地シニアクラ
ブ

いばらきねんりんスポーツ大会への参加
促進・支援

- 

1.学習やスポーツ活動の成

果を発表する機会を充実さ

せます

②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。

124社会福祉協議会 〈シニアクラブ連合会事業〉シニアクラブ

連合会の主催する各種大会で上位者が出

場。輪投げ：1クラブゲートボール：１クラ

ブグラウンドゴルフ：2クラブ6名

いばらきねんりんスポーツ大会への参加
促進・支援

-



基本目標：2.学びを生かす
< P36 >

施策目標：2.学習成果が地域で生かされる活動の促進

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

125社会福祉協議会
市内小中学校10校からの依頼により実施。

延べ訪問数46回。延べ体験者数１,753名。

延べ協力者数205名。

福祉教育に関する出前講座の開催

-

126社会福祉協議会 ・子育てサポーター養成基礎研修平成28年6

月8日、14日

受講者12名・子育てサポーターフォローア

ップ研修平成29年3月13日受講者31名

子育てサポーター養成基礎研修の開催

31

127社会福祉協議会

・うぃるかみす協力会員養成講座平成29年3

月7日受講者15名
ボランティア養成講座の開催

6

128社会福祉協議会 ・毎月１回開催
延べ参加者数
452名・主な内容：発達障害の特性理解、精神障害者
の理解、ニート・ひきこもりの理解、高次脳機能障害
の理解、障害者の就労支援、ストレスマネジメント講
座、相続・遺言の知識と成年後見制度の活用等

地域ネットワーク勉強会の開催

155

129地域包括支援課 認知症高齢者の自宅に訪問し，本人や家族の話を聞い
てくる「かみすやすらぎさん」の養成講座を開催した
(1回【全10回講習】参加者：18人／終了者：9人)。
また，「かみすやすらぎさん」の定例会を毎月開催
し，訪問調整とフォローアップを行った。
かみすやすらぎさん利用者への年間訪問回数：191回

講座に参加して
も，実際のボラ
ンティア活動と
結びつかないこ
とがある。

高齢者に関する活動ボランティアの育
成、活動支援

490

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

させます。

130社会福祉協議会 ・福祉感謝会（記念映画上映会）
平成29年2月18日
参加者135名・高校生の進路アシストカレッジ（全課
程６日間）
平成28年7月25日～8月12日
参加者16名・第８期発達障害療育者研修会（全5日間
講座）平成28年11月16日～12月７日延べ参加者数２８
１名

福祉専門講座の開催

329

131市民協働課 デートDV予防のためのファシリテーター講

座，女性相談員向けの研修へ参加し，情報

の収集・把握に努めた。県外1件(相談員1人

参加)，県内3件(相談員2人参加)

女性総合相談員研修事業

29

1.地域で活躍する市民活動

を促進します

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

実させます。

132市民協働課

日本女性会議2016(10/28～10/29 秋田県秋

田市)に1人が参加した。
女性リーダー育成事業

25



基本目標：2.学びを生かす
< P37 >

施策目標：2.学習成果が地域で生かされる活動の促進

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

133市民協働課
フラワーロード里親制度の実施

1団体参加した（花や植栽のデザインから，

水遣り，草取りまでの管理）。

花とふれあいのまちづくり推進事業(里親
団体の育成)

7,133

134環境課 緑のカーテンの普及啓発のため，苗の配布

及び緑のカーテンコンテストを行った。

参加者：24件（個人：14人，事業所：10

社）

｢緑のカーテンコンテスト｣の開催

11

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

会を充実させます。
135環境課 千葉科学大学に委託し，神栖市を取り巻く水域・陸域

の動植物等の分布生育状況の現状調査を行った。
平成29年4月22日に政策企画課主催の「大学と連携し
たまちづくり調査研究報告会」に併せて千葉科学大学
による成果発表会を開催した。

｢自然環境調査｣の実施

1,000

136健康増進課
減塩スキルアップ事業,伝承料理教室を実施

した。かみすフェスタ等での食生活改善の

啓発活動等を実施した。

さらに周知に

努め，受講者

の増加を図

る。

食生活改善推進員連絡協議会委託事業

661

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

を充実させます。

137健康増進課

講話42回，調理実習10回を行った。受講者

：延べ514人

さらに周知に

努め，受講者

の増加を図

る。

｢地域食育サポーター｣による減塩指導

165

138政策企画課 神栖市国際交流協会へ補助金を支出するとともに，運
営支援を行った。
≪参考≫神栖市国際交流協会では文化交流委員会，ホ
ームステイ委員会，語学委員会，広報委員会を設けて
おり，事業82に挙げているような事業を実施してい
る。

国際交流推進事業

1,064

139政策企画課 神栖市国際交流協会で行っている事業81に

挙げた語学教室を実施し，外国語の習得支

援を行うことで，通訳ボランティアの養成

につなげた。

通訳ボランティアの養成

313

1.地域で活躍する市民活動

を促進します

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

させます。
140商工観光課

観光ガイドボランティアがまだいないた

め，近隣市町の実施状況等の情報収集をし

た。
人材の確保

観光ガイドボランティアの養成

0



基本目標：2.学びを生かす
< P38 >

施策目標：2.学習成果が地域で生かされる活動の促進

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

1.地域で活躍する市民活動

を促進します

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
させます。

141中央図書館 ボランティア連絡会を実施した。ボランテ

ィアの敷居を低くするため体験会を1回開催

した（プチとしょかんボランティア）。参

加者：29人

図書館ボランティア養成事業

0

142文化スポーツ課(運動施設指定管理者)
スポーツボランティア16人の中から，スポーツ
カフェ，パターゴルフ大会，さわやかランニン
グ大会・小中学校駅伝大会において，それぞれ1
～2人の協力をお願いした。
年4回発行の文化スポーツＮＥＷＳにスポーツボ
ランティアの新規募集について掲載した。

スポーツボランティアの設置，人材確保

24
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。
143文化スポーツ課(運動施設指定管理者) ホームページ，フェイスブック，文化スポ

ーツＮＥＷＳに自主事業の募集や大会の結

果，教室の様子などを掲載した。
ホームページや広報紙等の活用

1,312

144文化スポーツ課

かみす健康スポーツ祭りで16人，神栖市小

学校駅伝大会で25人，はさきさわやかラン

ニング大会で23人が運営に協力した。

スポーツ推進委員の派遣

-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。
145文化スポーツ課

登録団体数：135団体，開放日数：延べ3,79

2日，利用者数：延べ40,647人
学校体育施設開放事業

-

2.市民主体のスポーツイベ

ントや地域スポーツ活動を

促進します

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。

146文化スポーツ課 スポレク2016内で実施した。

神栖市健康スポーツ祭り，ナイターテニス

祭り，軽スポーツ体験教室，クレー射撃体

験教室，少林寺拳法体験教室

世代間スポーツ交流事業の実施

-

147市民協働課

市民活動支援センターにて，随時実施して

いる。

ボランティアに関する相談、登録･斡旋の
実施

03.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

①ボランティア活動に関

するコーディネート機能

を充実させます。
147社会福祉協議会 ボランティア登録数・団体登録

85組

団体加入延数1,811名・個人登録

56名・ボランティア相談1,377件

ボランティアに関する相談、登録･斡旋の
実施

-



基本目標：2.学びを生かす
< P39 >

施策目標：2.学習成果が地域で生かされる活動の促進

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

148市民協働課
保険会社と年間契約し，市民活動中の事故

を保障した（事故件数2件，保険適用2

件）。

市民活動補償制度の運用

1,6303.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。

149社会福祉協議会
・ボランティア保険加入者数
基本タイプ
1209件
天災タイプ

85件

ボランティア保険の加入支援

129



基本目標：2.学びを生かす
< P40 >

施策目標：3.市民の主体的な学習活動や地域活動の促進

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

150市民協働課
会員募集のサークル情報を市ホームペー

ジ，「まなびアイかみす」に掲載した（登

録14団体)。

生涯学習サークル･グループの募集情報の
提供

0

151市民協働課

登録団体紹介やボランティア情報などをホ

ームページにて掲載した（更新65件）。
｢ねっとかみす｣の運営

0

152社会福祉協議会
・かみす社協ニュース

毎月１日発行

（発行部数25100部）

｢社協ニュース｣の発行

3,404

153社会福祉協議会
・ボランティアセンターマガジン

毎偶数月15日発行

（発行部数25100部）

｢ボランティアセンターマガジン｣の発行

1,702

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

①ボランティア活動を含

め生涯学習活動を行って

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。

154社会福祉協議会 ・社会福祉協議会ホームページ（http://www.kamisus
hakyo.com）・ボランティアセンターホームページ（h
ttp://www.kamisushakyo.com/vc）・平成28年度新規
掲載数
４０１件・平成28年度アクセス数
２２,９７７件（日平均63件）

ボランティアセンターのホームページ運
営

44

155市民協働課
平泉コミュニティセンター内に，市民活動

支援センターを設置し運用している（利用

件数：925件）。

市民活動支援センターの運営  

5,252

156市民協働課

2団体が延べ39回利用した。女性交流サロンの設置

0

2.地域で活躍する市民活動

団体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。
157社会福祉協議会 ・交流スペース利用者数

1367名
・点訳室
125名
・録音室
 67名

ボランティアセンターの運営及び交流ス
ペースの設置

-



基本目標：2.学びを生かす
< P41 >

施策目標：3.市民の主体的な学習活動や地域活動の促進

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

2.地域で活躍する市民活動

団体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。

158社会福祉協議会 ・ファミリーサポートセンター会員交流会平成2
8年12月１日参加者65名
・わくわくサロン活動者交流（県社協主催事業
「平成28年度福祉コミュニティづくり推進のつ
どい」に合同参加）平成29年3月８日参加者15名

ボランティア交流会の開催

77



基本目標：3.学びをサポートする
< P42 >

施策目標：1.生涯学習をサポートする人材の確保と指導体制の充実

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

159市民協働課

登録者募集についてホームページに掲載し

た。
生涯学習人材バンクの拡充

0
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。

160文化スポーツ課

未実施

スポーツ推進委員が

同様の活動をしてい

るため

スポーツ指導者バンクの登録促進

-

161市民協働課

未実施
他機関との連携が進

んでいない

企業や教育機関からの発掘

-

1.教室や講座で指導を行う

人材を発掘し,活用します

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。

162市民協働課

未実施
他機関との連携が進

んでいない

近隣市町村等とのネットワークづくり

-

165文化スポーツ課(運動施設指定管理者)
軟式野球審判講習会を3月19日（日）に海浜

野球場にて開催した。

参加者：60人

スポーツ審判及び指導者の養成講習会

20

166文化スポーツ課(運動施設指定管理者) 普通救急救命講習会を6月25日（土）に神栖

消防署にて開催した。

参加者：16人
知識・技術の向上に向けた研修への派遣

0

2.指導者の発掘や養成を目

的とした学習機会を充実さ

せます

①指導者となりうる人材

の発掘や養成を目的とし

た学習機会を充実させま

す。

167市民協働課

未実施

人材集め，PRに専念
し，研修を開催する
までに至っていな
い。

生涯学習人材バンク登録者の研修

-



基本目標：3.学びをサポートする
< P43 >

施策目標：2.生涯学習情報の集積と分かりやすい情報提供

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

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。

168市民協働課

生涯学習関連事業実施状況報告書を作成

し，平成28年11月に公表した。
実施状況シートを通じた情報把握

0

170市民協働課 2回開催した。（1回目8月2日「神栖市生涯

学習推進計画について」委員9人出席，2回

目10月24日「神栖市生涯学習関連事業実施

報告書について」委員10人出席）

生涯学習推進連絡会議

0②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。
171市民協働課 9月30日に1回開催した。(1)生涯学習推進計

画（後期見直し計画）について(2)神栖市生

涯学習関連事業実施報告書について」委員1

5人出席。

生涯学習連絡調整会議

0

172市民協働課

2回（4月15日，9月1日），各30,000部発行

した(うち新聞折込28,000部)。

生涯学習応援情報誌「まなびアイかみ
す」の発行

1,335

173市民協働課
生涯学習情報誌「まなびアイかみす」を広

報紙に挟み込み配布し，市ホームページに

掲載した。

広報紙やホームページでの情報提供

27,092

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

③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。 174市民協働課
生涯学習情報を市のメールマガジンにて配

信（毎週水曜日。登録者：Ｈ29.3現在9,046

人）。

メールマガジンの配信

1,530 

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

175市民協働課

【再掲】（P49事業番号171）生涯学習連絡調整会議の開催

02.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。

176市民協働課

【再掲】（P49事業番号173）市ホームページ，広報紙等の活用

27,092



基本目標：3.学びをサポートする
< P44 >

施策目標：3.利用しやすい施設環境の整備

施策項目 取り組み内容

事業番号 担当課

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

主な事業

決算額（千円）

179中央図書館
図書館システムの最適化を行い，資料検索

ＨＰに予測変換機能等を追加し，利用者の

利便性を図った。

図書館情報システムの機能強化

13,6631.生涯学習に関する情報提

供，施設予約の利便性の向

上に努めます

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。
180中央図書館

システム構築のための調査研究中。
学校図書館とのネットワークシステムの
整備

197

183商工観光課 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の補助金の交付を行っ

た。（展示217日，27団体，来館者4,622

人）

展示内容等の

ＰＲの充実を

図る

空き店舗などを利用した｢街角ギャラリ
ー｣の運営支援

2,019
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。
184市民協働課

未実施

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

かみす出前講座の会場としての利用

-

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。

185政策企画課 デマンドタクシーの乗降場所として，生涯
学習活動の拠点となっている市内の公共施
設も登録しており，より多くの方が生涯学
習活動に参加しやすい交通環境を提供して
いる。

特定エリアの
一部の時間帯
に需要が集中
すること

生涯学習におけるデマンドタクシーの利
用促進

43,710


