
平成２９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２９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 中央公民館 【前期講座（9講座，177人）】気軽に英会話（10回，
18人），Step-up英会話（10回，14人），私のキッチ
ン（8回，16人），子ども英会話（10回，16人），子
どもの絵画（10回，20人），子どもの造形（10回，15
人），ピラティス（10回，37人），ＺＵＭＢＡ（10
回，23人），健康整体（10回，18人）【後期講座（9
講座，169人）】気軽に英会話（10回，19人），Step-
up英会話（10回，13人），和の小物作り（10回，19
人），子ども英会話（10回，16人），子どもの絵画
（10回，23人），子どもの造形（10回，13人），ピラ
ティス（10回，33人），自彊術（10回，16人），ヨー
ガ（10回，17人）【短期講座（19講座，364人）】カ
ミスココくん★アイシングクッキー（1回，20人），
シルエットアート（1回，11人），リンパセラピー①
ケイブリンパ節（1回，25人），リンパセラピー②エ
キカリンパ節（1回，22人），リンパセラピー③ソケ
イリンパ節（1回，24人），リンパセラピー④シッカ
リンパ節（1回，24人），春の彩りカフェランチ（1
回，15人），50歳からのチャレンジ料理 男の食彩①
（1回，8人），パソコン☆ワード（2回，20人），パ
ソコン☆エクセル（2回，19人），仲良し親子★彩り
カフェｄｅスイーツ（1回，15人），仲良し親子ビー
ズコレクション（1回，21人），ママのためのリフレ
ッシュ☆ＺＵＭＢＡ（1回，20人），ママのためのビ
ーズ☆コレクション（1回，9人），ママのためのリフ
レッシュ☆ヨーガ（1回，17人），子どもサイエンス
化石を発掘しよう（1回，30人），子どもサイエンス 
木炭電池を作ろう（1回，24人），子どもサイエンス 
The光りもの実験（1回，19人），子どもサイエンス
音楽を作ろう（1回，21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

2,622

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，35人）】健康ヨーガ（10回，15
人），ソフトエアロビ（10回，20人）【後期講座（4
講座，67人）】健康整体（10回，16人）心が和む絵手
紙（8回，15人）ソープカービング（8回，14人）はじ
めてのクラフト手芸（8回，22人）【短期講座（10講
座，126人）マクロビオティック料理（5回，15人）座
禅（1回，12人）落語（1回，12人）初ハワイ！3泊5日
のトラベル英会話（3回，14人）男の料理（5回，7
人）冬の寄せ植えガーデニング（4回，21人）男のそ
ばうち（1回，13人）親子でクリスマスケーキ（1回，
18人）親子でプラネタリウム（1回，13人）はじめの
一歩（1回，1人）

なかなか申込

者が集まらな

い講座もあっ

たが、全講座

開講できた。

定期講座の開催

773



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 矢田部公民館 【前期講座】シニアの英会話(10回,受講者11名)，UV
レジン大人のアクセサリー(8回,同18名)，心と体を整
えるヨガ(10回,同18名)、けん玉で健康づくり(8回,同
7名)
【後期講座】デコパージュとパンフラワー(10回,同7
名)，ベリーダンス(10回,同14名)，子どもの絵画レッ
スン(10回,同15名)
【短期講座】男のそば打ち(1回,同10名)，手ごねパン
(3回,同8名)，バルーンアート(3回,13名)、手作りベ
ーコン・ソーセージ(3回,同8名)，手作り焼豚・ミー
トローフ・ハム(3回,同9名)，ポーセラーツ①(1回,同
11名)，ポーセラーツ②(1回,同10名)，おもしろ理科
先生(1回,同13名)，アロマハンドトリートメント(4
回,同7名)，春のからだ喜ぶリンパセラピー(1回,同16
名)，秋のからだ喜ぶリンパセラピー(1回,同17名)休
日のリンパセラピー(1回,同16名)，親子クリスマスク
ッキング(1回同8組17名)
【講演会】 舞の海秀平氏『決してあきらめない。夢
は必ずかなう。』(来場者722名)
合計21講座(総受講者1,630名)

定期講座の開催

1,846

1 はさき生涯学習センター 【通年講座（2講座，42人）】陶芸（16回，15人），
社交ダンス（16回，20人）【前期講座7講座，146
人）】ヨーガ1（10回，19人），健康整体（10回，29
人），ボクシングエクササイズ（10回，25人），腹式
ヘルス体操（10回，21人），初歩からの書道（10回，
18人），クラフト手芸（8回，21人），たのしい絵手
紙（8回，13人）【後期講座（4講座，78人）】お仕事
帰りのヨーガ（10回，20人），シェイプアップエクサ
サイズ（10回，27人），ソフトなエアロビ（10回，22
人），刺しゅうを楽しもう（8回，9人），【短期講座
（16講座，245人）】ガーデニング1（4回，25人），
ガーデニング2（4回，26人），パン作り（5回，12
人），男のパン作り（5回，9人），ママさんヨーガ(2
回，9人)，父の日親子でシフォンケーキを作ろう(1
回,12人)，夏休み家族で陶芸チャレンジ（1回，23
人），親子でアロマキャンドルを作ろう(1回，15
人)，健康料理(1回，14人)，デジタルカメラで撮るテ
クニック（2回，9人），パソコンで絵を描こう（3
回，8人），不思議な光の万華鏡（1回，21人），メン
ズキッチン（3回，8人），ハーバリウム（1回，19
人），プリザーブドフラワーを作ろう(1回，10人)野
鳥観察会（1回，25人）

定期講座の開催

1,620

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。

2 中央公民館 【かみす市民カレッジ（4講座，151人）】金融経済講
座
資産形成と資産運用（1回，35人），金融経済講座
資産と家族を守るために（1回，26人），笑いの脳科
学（1回，42人），笑いの健康科学（1回，48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

145



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）

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2講座）開催

し，延べ37名が参加した。

自主事業の開催

232

4 文化スポーツ課(文化ｾﾝﾀｰ指定管理
者)

ジャンル別・年代別に自主事業9本，共催事

業2本を実施。
文化・芸術を鑑賞する機会の提供

37,181

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劇「白雪姫」の鑑賞会

を実施。2日間で829人が参加。

子ども芸術劇場の開催

3,598

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20,357冊
ＤＶＤ483点
ＣＤ364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

図書館資料の整備

47,228

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 中央公民館 【夜間開催（1講座，18人）】健康整体（前期講座）
（10回，18人）【休日開催（17講座，295人）】Step-
up英会話（前期講座）（10回，14人），子ども英会話
（前期講座）（10回，16人），子どもの絵画（前期講
座）（10回，20人），子どもの造形（前期講座）（10
回，15人），Step-up英会話（後期講座）（10回，13
人），子ども英会話（後期講座）（10回，16人），子
どもの絵画（後期講座）（10回，23人），子どもの造
形（後期講座）（10回，13人），50歳からのチャレン
ジ料理
男の食彩①（短期講座）（1回，8人），パソコン☆ワ
ード（短期講座）（2回，20人），パソコン☆エクセ
ル（短期講座）（2回，19人），仲良し親子★彩りカ
フェｄｅスイーツ（短期講座）（1回，15人），仲良
し親子ビーズコレクション（短期講座）（1回，21
人），子どもサイエンス
化石を発掘しよう（短期講座）（1回，30人），子ど
もサイエンス
木炭電池を作ろう（短期講座）（1回，24人），子ど
もサイエンス
The光りもの実験（短期講座）（1回，19人），子ども
サイエンス 音楽を作ろう（短期講座）（1回，21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

1,552



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 若松公民館 【夜間開催（1講座，12人）】座禅（1回，12人）【休
日開催（10講座，147人）】ソフトエアロビ（10回，2
0人）健康整体（10回，16人）ソープカービング（8
回，14人）座禅（1回，12人）落語（1回，12人）初ハ
ワイ！3泊5日のトラベル英会話（3回，14人）親子で
クリスマスケーキ（1回，18人）親子でプラネタリウ
ム（1回，13人）はじめの一歩（1回，1人）

夜間の講座は長
く感じるという
意見があったた
め、今年度は時
間を短くして実
施する。

夜間や休日での定期講座の開催

344

7 矢田部公民館 夜間：心と体を整えるヨガ(10回,受講者18名)
休日：ベリーダンス(10回,同14名)，子どもの絵画レ
ッスン(10回,同15名)，手作りベーコン・ソーセージ
(3回,同8名)，手作り焼豚・ミートローフ・ハム(3回,
同9名)，ポーセラーツ①(1回,同11名)，親子クリスマ
スクッキング(1回,同8組17名)，休日のリンパセラピ
ー(1回,同16名)
夏休み：おもしろ理科先生(１回,同13名)

夜間や休日での定期講座の開催

376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 はさき生涯学習センター 【夜間開催（2講座，45名）】ボクシングエクササイ
ズ（10回，25人），お仕事帰りのヨーガ（10回，20
人）【休日開催（15講座，271人】健康整体（10回，2
9人），ボクシングエクササイズ(10回，25人)，シェ
イプアップエクササイズ（10回，27人），ソフトなエ
アロビ（10回，22人），パン作り（5回，12人），男
のパン作り（5回，9人），父の日親子でシフォンケー
キを作ろう（1回，12人），夏休み家族で陶芸チャレ
ンジ（1回，23人），親子でアロマキャンドルを作ろ
う（1回，25人），健康料理（1回，14人），不思議な
光の万華鏡（1回，21人），メンズキッチン（3回，8
人），ハーバリウム（1回，19人），プリザーブドフ
ラワーを作ろう（1回，10人），野鳥観察会(1回，25
人)

夜間や休日での定期講座の開催

704



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）

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 こども福祉課(平泉児童センター) 子育て広場：244回14668人
なつめし：15人
職場体験：3回4人
手洗い講座：40人
夏休みの工作：19人
敬老の日イベント：84人
平児城秋まつり：668人
あきめし：25人
栄養士・保健師講座：21人
ハロウィン～平児プレイランド～：243人
海のクリスマス：213人
新春書き初め：31人
節分もちつき会：59人
ふゆめし：18人
おはなし会 節分バージョン：87人
バレンタイン：15人
おはなし会～ひなまつりバージョン～：85人
春休みスポレクWEEK：50人
ホワイトデー：18人
あかちゃんタイム：12回640人
おはなし会：93回4698人
おはなし会・ミニ誕生会：4回277人
簡単スポーツテスト：10回91人
シルバニアの日：4回49人
スポレクWEEK：3回90人
成長記録の日：12回694人
つぼみタイム：12回429人
避難訓練：11回484人
ベビービクス：10回538人
ボールプールの日：12回513人
みずあそび：3回 118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）

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 こども福祉課(大野原児童館) イー☆エッグ：16人
合同避難訓練：88人
ザ☆こどもまつり：264人
保健師講座：20人
神栖高校インターンシップ：2回20人
七夕☆クッキング：25人
夏休み手洗い講座：14人
ばーすでー☆くろぱ：33人
○○をすくってぽい！：12人
朝イチうんどう2017：31回150人
さよなら☆サマー：25人
職場体験：3回3人
本日のミッション！：31回161人
おつきみ☆クッキング：24人
敬老バッグつくり：10回39人
栄養士講座：12人
ミニミニ☆ハロウィン：53人
おたのしみ☆会：81人
工作教室：11人
クリスマス☆クッキング：14人
クリスマスツリー作り：33人
☆節分会☆：25人
節分の日：20人
なんちゃってオリンピック：10人
薬剤師さんによる薬のはなし：10人
ぬりえコンテスト：7人
ひなまつり☆クッキングﾞ：27人
レセプション：31人
避難訓練：11回211人
たいよう組：35回1213人
つき組：12回139人
ほし組：12回53人
ばーすでー☆くろぱ：8回 251人
けん玉検定：5回34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）

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 こども福祉課(うずも児童館) イースター：41人
運動会：166人
端午の節句クッキング：35人
集まれ！育メン：45人
うずもＤＥぽてと：17人
エンジョイ夏休み！：20人
たなばた会：56人
七夕飾り作り：4回26人
ダンス!ダンス!ダンス!：11回216人
うずもシアター：59人
ダンス!ダンス!ダンス!：19回723人
ミニミニ麦わら帽子づくり：13人
夕涼み会：482人
お月見クッキング：33人
カボチャでドン！8回95人
ハロウィンファッションショー：90人
ハロウィン壁面写真：31回106人
うずも動物園：560人
逃走中：19人
クリスマスクッキング：44人
顔出しパネル：2回61人
新春会：186人
つくってあそぼう週間：2回88人
出前鬼さん：14人
日本列島輪投げの旅：4回105人
幼稚園・保育園体験会：25人
お買い物ごっこ：75人
おひなさまをつくろう：19人
お別れ会：93人
逃走中：100人
桃の節句クッキング：35人
イングリッシュルーム：44回1795人
おはなし会：43回2009人
おえかきの日：27回589人
成長記録の日：13回766人
おべんとうの日：12回182人
からだであそぼう：10回465人
つくってあそぼう：11回347人
１さいタイム：11回362人
あかちゃんタイム：11回380人
ボールプールの日：10回352人
午～！後～！レッツゴー！：10回442人
避難訓練：10回322人
ねんねアート：9回592人
うずも鉄道：9回370人
水遊び：8回191人
はじめまして！児童館：7回25人
ベビーマッサージ：6回78人
保健士講座：2回78人 子育て広場 242回 13919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）

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 こども福祉課(軽野児童館) うんどうかい：135人
こどもの日イベント：3回29人
保健師講座（歯科衛生士）：4人
いきいき神栖：1人
カレーの日：57人
じゃがいも収穫：9人
おりがみでつくろう：12人
校外学習（町たんけん）：19人
七夕かざり：7回49人
ペットボトルキャップ工作：2回36人
おもしろ理科実験：25人
貝殻工作：17人
花王の手洗い講座：18人
神栖二中福祉体験：3回3人
フラダンス：23人
水あそび：14回207人
お月見会：60人
神栖高校ふれあい交流体験：3人
こどもまつり：261人
さつまいも収穫：24人
保健師講座：4人
ありがとうの日：26人
ハッピータイム：2回29人
おたのしみ会：108人
お正月かざり：27人
お正月あそび：33人
節分会：52人
アイロンビーズ：2回13人
ひなまつり：33人
アロハオハナ：7人
イースター：31人
さくらメッセージ：12回50人
チューリップのはなたば：5人
つくってあそぼう：18人
つくってかざろう：52人
ベビーヨガ：8人
ポップアップカード：9人
ミニゲーム・エプロンシアター：18人
ゆらゆらみつばちの指輪：6人
ボールハウス：40回368人
おはなし会：30回190人
成長記録の日：13回107人
避難訓練：12回156人
ぴょんぴょんルーム：12回264人
かるルンカード：10回1470人
けん玉教室：8回52人
リズムあそび教室：6回101人
エプロンシアター：3回36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）

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 こども福祉課(若松児童館) 子育てひろば：244回 5547人
企業による交通安全教室：53人
若松イースター：65人
こどもの日イベント：3回98人
玉ねぎ収穫：14人
わかまつうんどう会：182人
自衛消防訓練：15人
じゃがいも収穫：14人
玉ねぎまつり：60人
プチ！じゃがいも祭り：17人
保健師・歯科衛生士講座：25人
七夕イベント：7回109人
チャレンジ the 夏休み！：52回495人
フラダンス教室：3回48人
ラジオ体操：42回585人
親子で遊ぼう：2回49人
かぶと虫と遊ぼう：20人
工作教室：20人
さようなら夏休み：80人
夏休み手洗い講座：52人
水遊び：3回9人
理科実験教室：14人
敬老の日イベント：2回43人
お芋ほり：27人
お月見イベント：29人
おまけのハロウィン：48人
ハロウィンフェスティバル：253人
ハワイアンリトミック：60人
栄養士・保健師講座：30人
秋季避難訓練：34人
おたのしみ会：160人
クリスマスおはなし会：29人
ドッヂボール大会：56人
年賀状製作：2回54人
いもラリー：2回61人
絵馬製作：4回55人
お正月あそび①：31人
紙ずもう製作：2回25人
伝承あそび：17人
節分イベント：30人
節分フォト：3回78人
ひなまつりイベント：40人
紙ずもう初場所：16人
シルバニアタイム：4回33人
ひなまつりフォト：3回52人
ホワイトデークッキング：15人
さくらんぼ製作ルーム：24回975人
おたんじょう会：13回271人
成長記録の日：13回270人
いちごルーム：12回214人
スマイルルーム：12回210人
ベビールーム：12回263人
避難訓練：10回242人
happy  steps：6回138人
Let'sリトミック：7回419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）

あつまれ！2歳児！：4回68人

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 こども福祉課(波崎西児童館) 成長記録・おたんじょう会：22人
春のクッキング：30人
こどもの日のイベント：2回48人
母の日のイベント：3回67人
歯科衛生士保健師講座：21人
じゃがいも堀り：29人
七夕ウィ-ク：9回115人
父の日のイベント：3回71人
時の記念日イベント：41人
たなばた会：55人
デコカレー：45人
水遊び：39回244人
ラジオ体操：39回1057人
こむぎんスイカ割り：70人
夏休み工作教室：18人
夏休み人形劇：55人
秋祭り：296人
お月見会：35人
敬老の日のイベント：35人
エンジョイ・ハロウィン：2回119人
お米の収穫祭：39人
ハロウィン・クッキング：32人
ハロウィン製作：7回150人
幼児ランプシェード作り：2回22人
うんどう会：89人
栄養士講座：12人
焼き芋会：57人
お楽しみ会：186人
さよならレク：54人
スウィートポテト作り：70人
冬のクッキング：60人
お正月あそび：40人
節分会：43人
パステルアート：4回134人
ハッピーレク：3回79人
じどうかんｄｅバレンタイン：2回 65人
とばしてあそぼう：2回59人
ハンドメイド・マスコット：2回22人
一緒に遊ぼう：28人
じゃがいも植え：33人
ひなまつりクッキング：46人
ミニサッカー大会：36人
焼いて食べよう：2回103人
薬剤師講座：9人
パワフルタイム：34回726人
おたのしみタイム：23回220人
ラッキーデー：13回211人
避難訓練：12回280人
ぴょんぴょんルーム：12回197人
成長記録・お誕生会：11回245人
つくってあそぼう：8回172人
シルバニア・ワールド：3回87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 こども福祉課(女性・子どもセンタ
ー)

子育て広場：245回12090人
端午の節句：88人
大きな鯉のぼり～みんなの夢を乗せて～：24回267人
子どもの日：39人
こどもまつり：784人
千葉科学大学看護学部：5回20人
七夕かざり：19回269人
歯磨き講座：42人
たなばた会(午前・午後）：109人
波崎四中職場体験：2回4人
花王手洗い講座：39人
夏休み体験教室：2回28人
植松小児童クラブ合同避難訓練：2回262人
おはなしタイム：114人
ラジオ体操：12回936人
おひさまコンサート：131人
煙体験：142人
おばけの世界：8回713人
ハロウィン：175人
栄養士・保健師講座：27人
おたのしみ会：185人
手作り教室：22人
お正月あそび：95人
初もうでごっこ：9回123人
節分会：172人
自衛消防訓練：57人
桃の節句：87人
おひなさまかけじく：17回289人
おひなさまの日：36人
成蹊大学ボランティア実習：4人
あそびの会：180回2988人
千葉科学大学看護学部：89回161人
おはなし会：45回959人
なぁにちゃんタイム：38回1274人
ぴょんぴょんルーム：38回1958人
ポップンタイム：36回1557人
ふわふわマットの日：15回306人
成長記録の日：12回699人
避難訓練：7回220人
赤ちゃんとママのほほえみトリートメント：2回38人
手作り教室：2回55人
ポップン・ファイブ：2回 110人

｢子育て広場｣の開催

-
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 こども福祉課(平泉児童センター) あおぞらクラブ：15回433人
運動クラブ：15回277人
おひさまクラブ：8回166人
グリーンカフェ：9回123人
タートルズクラブ：9回134人
たんぽぽクラブ：15回429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 こども福祉課(大野原児童館)

ベビー☆ビクス：9回223人

りずむ☆リズム：2回16人
｢児童館クラブ｣の開催

-

9 こども福祉課(うずも児童館) ぴよぴよくらぶ：10回287人
すくすくクラブ：19回616人
かるがもクラブ：10回389人
チャレンジクラブ：9回191人
ベビーマッサージ教室:6回78人
イングリシュルーム：44回1795人

｢児童館クラブ｣の開催

-

9 こども福祉課(軽野児童館) リコーダークラブ：48回301人
かるがもクラブ：10回276人
わんぱくクラブ：10回136人
軽キッズ教室：8回72人
フラダンスクラブ：8回167人
るんるんリズム：5回102人

｢児童館クラブ｣の開催

-

9 こども福祉課(若松児童館) さくらんぼ製作ルーム：24回975人
成長記録の日：13回270人
あつまれ！2歳児！：4回68人
happy steps：6回138人
うさぎクラブ：10回94人
ぱんだクラブ：10回70人
こあらクラブ：10回236人
チャレンジクラブ：10回91人
エンジョイクラブ：10回166人

｢児童館クラブ｣の開催

-

9 こども福祉課(波崎西児童館) なかよしクラブ：10回236人
あひるクラブ：10回148人
親子リズム：10回227人
わくわくCLUB：10回205人
ひよこリズム：10回270人

｢児童館クラブ｣の開催

-

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 こども福祉課(女性・子どもセンタ
ー)

ふわふわマットの日：15回306人
なぁにちゃんタイム：38回1274人
ぴょんぴょんルーム：38回1958人
おはなし会：45回959人
ポップンタイム：36回1557人
ひまわりクラブ：24回692人
サンサンクラブ：22回340人
波っこクラブ：20回548人
すくすくクラブ：17回550人
かるがもクラブ：16回428人
波っこクラブ：4回78人  
あそびの会：180回2988人

｢児童館クラブ｣の開催

-



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 中央公民館 【親子講座（7講座，172人）】仲良し親子★彩りカフ
ェｄｅスイーツ（短期講座）（1回，15人），仲良し
親子ビーズコレクション（短期講座）（1回，21
人），子どもサイエンス
化石を発掘しよう（短期講座）（1回，30人），子ど
もサイエンス 木炭電池を作ろう（短期講座）（1回，
24人），子どもサイエンス
The光りもの実験（短期講座）（1回，19人），子ども
サイエンス
音楽を作ろう（短期講座）（1回，21人），笑いの脳
科学（かみす市民カレッジ）（1回，42人）

講座の実施が

土日となるた

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

181

10 若松公民館

【親子講座（2講座，31人）】親子でクリス

マスケーキ（1回，18人）親子でプラネタリ

ウム（1回，13人）

冬季の開催だった
ため、インフルエ
ンザによる欠席が
多かった。キャン
セルを減らすた
め、開催時期をず
らす等、検討す
る。

｢親子講座｣の開催

33

10 矢田部公民館

「親子クリスマスクッキング」(1回,受講生

8組17名)を実施
｢親子講座｣の開催

8

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，50人）】夏休み家族で
陶芸チャレンジ（1回，23人），父の日親子
でシフォンケーキを作ろう（1回，12人），
親子でアロマキャンドルを作ろう（1回，15
人）

｢親子講座｣の開催

45

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。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

1,458

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。参加者:53人。

学童期子育て講座の開催

11

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。

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



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）

14 健康増進課

未実施

小児科医講師が多忙

なため都合がつかず

開催できなかった。

小児科医講師は、
診療等多忙なため
都合がつきにく
い。また、講演会
場から遠方な方等
は参加し辛い。子
育て中の方が気軽
に参加できるよ
う、児童館等で育
児・歯科講話の充
実を図る。

子どもの健康に関する講演会の開催

-

15 健康増進課 離乳食教室（完了期）3回開催，51組，104

名参加。健診前運動教室2回開催，12組，41

人参加。秋の運動教室3回開催，26組，80人

参加。

託児付き講座の充実

175

15 中央公民館 【託児付き講座（14講座，338人，託児人数133人）】
カミスココくん★アイシングクッキー（短期講座，託
児人数11人）（1回，20人），シルエットアート（短
期講座，託児人数3人）（1回，11人），リンパセラピ
ー①ケイブリンパ節（短期講座，託児人数6人）（1
回，25人），リンパセラピー②エキカリンパ節（短期
講座，託児人数4人）（1回，22人），リンパセラピー
③ソケイリンパ節（短期講座，託児人数20人）（1
回，24人），リンパセラピー④シッカリンパ節（短期
講座，託児人数19人）（1回，24人），春の彩りカフ
ェランチ（短期講座，託児人数12人）（1回，15
人），ママのためのリフレッシュ☆ＺＵＭＢＡ（短期
講座，託児人数21人）（1回，20人），ママのための
ビーズ☆コレクション（短期講座，託児人数7人）（1
回，9人），ママのためのリフレッシュ☆ヨーガ（短
期講座，託児人数18人）（1回，17人），金融経済講
座
資産形成と資産運用（かみす市民カレッジ，託児人数
8人）（1回，35人），金融経済講座
資産と家族を守るために（かみす市民カレッジ，託児
人数3人）（1回，26人），笑いの脳科学（かみす市民
カレッジ，託児人数0人）（1回，42人），笑いの健康
科学（かみす市民カレッジ，託児人数1人）（１回，4
8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

430

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 若松公民館

【託児付講座（1講座，18人，託児1人）】

親子でクリスマスケーキ（1回，18人，託児

1人）

若松公民館として
初めての託児付講
座だったため、託
児の申し込みが１
人のみだった。今
後、託児の申し込
み人数を増やすた
め、周知を徹底す
る。

託児付き講座の充実

17



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）

15 矢田部公民館

未実施

託児利用に適した部

屋が無いため(土足

でない部屋)

H30年度実施予
定
(土足の部屋に
マットを敷い
て対応)

託児付き講座の充実

-

15 はさき生涯学習センター 【託児付講座（6講座，92人，託児26人）】ママさん
ヨーガ(2回，9人,託児12人)，父の日親子でシフォン
ケーキを作ろう(1回，12人，託児1人)夏休み家族で陶
芸チャレンジ（1回，23人，託児2人），親子でアロマ
キャンドルを作ろう（1回，15人，託児1人），健康料
理（1回，14人，託児3人），ハーバリウム（1回，19
人，託児7人）

託児付き講座の充実

120

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 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】2回【会場】中央
公民館
参加者：33人

託児付き講座の充実

148

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

0

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
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

0

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

0

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。

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。

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

会場となる施設のバリアフリー化

0

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

0



基本目標：1.学びの場をつくる
< P16 >

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 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)

文化センターの大ホールやトイレは車椅子

使用者に対応済み。
会場となる施設のバリアフリー化

0

17 政策企画課 神栖市国際交流協会において日本語教室を8

教室実施。外国人参加者は延べ1,898人。神

栖市は神栖市国際交流協会に対し補助金を

交付した。（決算額は補助金総額）

日本語を学びたい
外国人が増えてい
るが，日本語ボラ
ンティア講師が不
足している。

外国人向けの日本語教室

2,000

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において４件通訳を実
施。内容としては生涯学習に関するもので
はなかった。神栖市は神栖市国際交流協会
に対し補助金を交付した。（決算額は補助
金総額）

通訳ボランティア
といっても，無償
ではないため，生
涯学習の場におけ
る活用は難しいと
考えられる。

通訳ボランティアの活用

2,000

19 政策企画課

未実施
要望がなかった。

外国人向けの出前講座

-

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
外国人住民からの要

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
< 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）

20 文化スポーツ課(運動施設指定管理
者)

ジュニアピップポップダンス教室を4月～6月，9月～1
1月にかけて土合体育館で実施。参加者：各20人,水遊
び運動を5月～11月にかけて海浜温水プールで実施。
参加者：111人,健康スポーツを5月～7月，9月～11月
に武道館で実施。参加者：各28人，かけっこ運動を7
月に計4回若松運動公園で実施。参加者：32人,ジュニ
ア水泳教室を6月～7月，11月に海浜温水プールで実
施。参加者：52人，51人，バスケットボールクリニッ
クを8月に市民体育館で実施。参加者：80人，少年野
球教室を海浜球場で8月に実施。参加者：20人,中学生
硬式野球教室を9月～2月に海浜球場で実施。参加者4
人。

子どもスポーツ教室・講習会の開催

661
①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)

神栖杯県東地区高校野球大会を6月に海浜球場で実
施。参加者:250人，少年柔道大会を6月に武道館で実
施。参加者：440人，中学生ソフトテニス大会を7月に
海浜庭球場で実施。参加者：380人，中学生サッカー
大会を8月に海浜多目的広場・海浜サッカー場で実
施。参加者：300人，中学生野球大会を8月に海浜球場
･神之池球場で実施。参加者：250人,中学生サッカー
大会を11月に海浜サッカー場で実施。参加者:900人。

スポーツ大会等の開催

872

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

未実施
文化・スポーツ振興

公社へ委託

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

文化・スポーツ振興

公社へ委託してい

る。

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)

水中ウォーキング教室を4月～6月,9月～11月に欠けて
海浜温水プールで実施。参加者：61人,アクアビクス
を4月～7月，9月～11月にかけて海浜温水プールで実
施。参加者：86人,ボディシェイプ＆ストレッチを4月
～6月にかけて海浜温水プールで実施。参加者：8人,
ヨガ教室を5月～7月，9月～11月,1月～3月にかけて武
道館で実施。参加者：115人。体幹シェイプアップヨ
ガ教室を5月～7月,9月～11月に波崎体育館で実施。参
加者：各20人,ピラティス教室を9月～11月に海浜温水
プールで実施。参加者：23人,健康運動教室を通年で
市民体育館で実施。参加者：307人。

リフレッシュスポーツプログラムの提供

1,221

生涯健康スポーツ活動を推

進します

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

保健指導対象者を含む市民を対象に行い，5

回で延べ121人参加
運動習慣導入支援の推進

238



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）

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9日に神栖市

グランド･ゴルフ場で開催した。参加者：29
9人
ソフトバレーボール大会を2月4日に市民体
育館で開催した。参加者：168人

ニュースポーツの教室・大会の開催

504

27 文化スポーツ課(運動施設指定管理
者)

神之池緑地周辺で97名が参加し開催した。ウォークラリー大会の開催

120

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)

未実施
スポーツクラブで実

施
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

-

29 障がい福祉課 鹿行地区5市持ち回りにて開催している「鹿行地区身
体障害者スポーツ大会」を開催。出場者86名（内神栖
市22名），ボランティア・スタッフ66名，計152名参
加。茨城県ゆうあいスポーツ大会（説明会・準備，13
名引率），茨城県身体障害者スポーツ大会（説明会・
準備，4名引率）

障害者にとって長
距離の移動は身体
に負担がかかるた
め，遠方の事業所
は出場を辞退し
た。

県や市が主催のスポーツイベントへの参
加支援

429

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，知的障害者の大会1回）

県主催のスポーツイベントへの参加支援

0

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
シニアクラブやシルバーリハビリ体操など

高齢者の集まる機会を利用し、介護予防な

どの講話や相談を実施。実施箇所：53ヶ所

実施の拡充の

ため、今後も

継続して広報

していく。

介護予防や体力づくり相談の充実

0

生涯健康スポーツ活動を推

進します

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。

31 文化スポーツ課(運動施設指定管理
者) 対象を高齢者に限定はしていないが，下肢

筋力向上トレーニング教室を3期36回開催し

た。参加者：延べ126人
高齢者スポーツ教室の開催

119



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）

32 長寿介護課 「かみす健康スポーツまつり」の開催（参

加者数高齢者859人、小学生144人）高齢者スポーツレクリエーション大会の
開催

1,537

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

未実施

29年度は、介護保険の介
護予防・日常生活支援総
合事業の通所型サービス
「神栖市通所型短期集中
サービス」として実施。

介護予防に関する教室の開催

-

34 文化スポーツ課(運動施設指定管理
者)

未実施

認定員指導者育成の
ため，鹿行地区の輪
番制での養成講習会
の開催を支援してい
る。

スポーツ少年団指導者の育成・確保の支
援

-

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)

活動場所として，学校体育施設開放事業を

優先で確保した。
スポーツ少年団活動への支援

0

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

かみすスポーツクラブ支援事業補助金総合型地域スポーツクラブ活動支援

3,200

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)

消防本部にご協力をいただき，普通救命講

習会を開催し，18名が参加した。
指導者育成研修会への参加支援

0

38 文化スポーツ課

【スポーツ推進委員協議会】委員数：28名

会議・研修会・大会開催数：18回
団体関係者との情報交換 

0

スポーツを推進する体制を

整備します

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 4,160,600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

6,967



基本目標：1.学びの場をつくる
< P20 >

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）

40 文化スポーツ課 神栖海浜庭球場人工芝・照明設備改修工

事，神栖海浜庭球場管理棟内装改修工事，

海浜運動公園駐車場改修工事設計，神之池

陸上競技場等改修工事

各競技の基準を達成する会場の確保と整
備

144,483

41 文化スポーツ課 平成29年5月：第1回各専門委員会（総務企
画・競技式典・宿泊衛生・輸送交通）の開
催，平成29年6月：第2回総会・常任委員会
の開催，平成30年2月：第2回各専門委員会
の開催

万全な推進体制を確立

11,890

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 平成29年5月：第1回各専門委員会（総務企
画・競技式典・宿泊衛生・輸送交通）の開
催，平成29年6月：第2回総会・常任委員会
の開催，平成30年2月：第2回各専門委員会
の開催

神栖市らしさを盛り込んだ国体の開催

11,890

43 文化スポーツ課 10月1日～8日開催のスポレク祭2017におい
て，10月8日に鹿島アントラーズOBの選手を
招いて「おもしろサッカー教室」を実施し
た。
参加者：235人

トップアスリートを招いた練習会・講演
会

10

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

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：66件・87名

関東大会：35件・89名
全国大会等へ出場団体等への支援

2,400



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）

45 健康増進課

全3回で1講座，4講座開催，延べ115人参加

参加者増加のため
に、さらに周知に
努める。病院が行
うセミナーとの差
別化が必要。

マタニティセミナーの開催

102

46 健康増進課

4回開催，延べ147人参加ニューファミリーセミナーの開催

40

47 文化スポーツ課 【再掲】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

：53人

学童期子育て講座の開催

11

48 文化スポーツ課 【再掲】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

1,458

49 文化スポーツ課 【再掲】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

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 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：882人

就学時子育て講座の開催

68

51 文化スポーツ課 【再掲】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「白雪姫と7人のこび
と，ヘンゼルとグレーテル」の鑑賞会を実施した。
9月6日神栖地区の幼稚園と保育園の年長540人，9月７
日波崎地区の幼稚園と保育園の年長289人が鑑賞し
た。

子ども芸術劇場の開催

3,598

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】3

月2日【会場】マウントジーンズ那須（栃木

県）【内容】雪国体験

参加者：22人

児童体験交流事業の開催

824



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）

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

ポーツや文化活動の体験教室を実施。

登録者数：156人

地域子ども教室の開催

743

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 こども福祉課(平泉児童センター) 子育て広場：244回14668人
なつめし：15人
職場体験：3回4人
手洗い講座：40人
夏休みの工作：19人
敬老の日イベント：84人
平児城秋まつり：668人
あきめし：25人
栄養士・保健師講座：21人
ハロウィン～平児プレイランド～：243人
平児城海のクリスマス：213人
新春書き初め：31人
節分もちつき会：59人
ふゆめし：18人
おはなし会 節分バージョン：87人
バレンタイン：15人
おはなし会～ひなまつりバージョン～：85人
春休みスポレクWEEK：50人
ホワイトデー：18人
あかちゃんタイム：12回640人
おはなし会：93回4698人
おはなし会・ミニ誕生会：4回277人
簡単スポーツテスト：10回91人
シルバニアの日：4回49人
スポレクWEEK：3回90人
成長記録の日：12回694人
つぼみタイム：12回429人
避難訓練：11回484人
ベビービクス：10回538人
ボールプールの日：12回513人
みずあそび：3回 118人

子育て広場

-



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）

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 こども福祉課(大野原児童館) イー☆エッグ：16人
合同避難訓練：88人
ザ☆こどもまつり：264人
保健師講座：20人
神栖高校インターンシップ：2回20人
七夕☆クッキング：25人
夏休み手洗い講座：14人
ばーすでー☆くろぱ：33人
○○をすくってぽい！：12人
朝イチうんどう2017：31回150人
さよなら☆サマー：25人
職場体験：3回3人
本日のミッション！：31回161人
おつきみ☆クッキング：24人
敬老バッグつくり：10回39人
栄養士講座：12人
ミニミニ☆ハロウィン：53人
おたのしみ☆会：81人
工作教室：11人
クリスマス☆クッキング：14人
クリスマスツリー作り：33人
☆節分会☆：25人
節分の日：20人
なんちゃってオリンピック：10人
薬剤師さんによる薬のはなし：10人
ぬりえコンテスト：7人
ひなまつり☆クッキング：27人
レセプション31人
避難訓練：11回211人
たいよう組：35回1213人
つき組：12回139人
ほし組：12回53人
ばーすでー☆くろぱ：8回 251人
けん玉検定：5回34人

子育て広場の開催

-



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）

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 こども福祉課(うずも児童館) イースター：41人
運動会：166人
端午の節句クッキング：35人
集まれ！育メン：45人
うずもＤＥぽてと：17人
エンジョイ夏休み！：20人
たなばた会：56人
七夕飾り作り：4回26人
ダンス!ダンス!ダンス!：11回216人
うずもシアター：59人
ダンス!ダンス!ダンス!：19回723人
ミニミニ麦わら帽子づくり：13人
夕涼み会：482人
お月見クッキング：33人
カボチャでドン！8回95人
ハロウィンファッションショー：90人
ハロウィン壁面写真：31回106人
うずも動物園：560人
逃走中：19人
クリスマスクッキング：44人
顔出しパネル：2回61人
新春会：186人
つくってあそぼう週間：2回88人
出前鬼さん：14人
日本列島輪投げの旅：4回105人
幼稚園・保育園体験会：25人
お買い物ごっこ：75人
おひなさまをつくろう：19人
お別れ会：93人
逃走中：100人
桃の節句クッキング：35人
イングリッシュルーム：44回1795人
おはなし会：43回2009人
おえかきの日：27回589人
成長記録の日：13回766人
おべんとうの日：12回182人
からだであそぼう：10回465人
つくってあそぼう：11回347人
１さいタイム：11回362人
あかちゃんタイム：11回380人
ボールプールの日：10回352人
午～！後～！レッツゴー！：10回442人
避難訓練：10回322人
ねんねアート：9回592人
うずも鉄道：9回370人
水遊び：8回191人
はじめまして！児童館：7回25人
ベビーマッサージ：6回78人
保健士講座：2回78人
子育て広場 242回 13919人

子育て広場の開催

-



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）

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 こども福祉課(軽野児童館) うんどうかい：135人
こどもの日イベント：3回29人
保健師講座（歯科衛生士）：4人
いきいき神栖：1人
カレーの日：57人
じゃがいも収穫：9人
おりがみでつくろう：12人
校外学習（町たんけん）：19人
七夕かざり：7回49人
ペットボトルキャップ工作：2回36人
おもしろ理科実験：25人
貝殻工作：17人
花王の手洗い講座：18人
神栖二中福祉体験：3回3人
フラダンス：23人
水あそび：14回207人
お月見会：60人
神栖高校ふれあい交流体験：3人
こどもまつり：261人
さつまいも収穫：24人
保健師講座：4人
ありがとうの日：26人
ハッピータイム：2回29人
おたのしみ会：108人
お正月かざり：27人
お正月あそび：33人
節分会：52人
アイロンビーズ：2回13人
ひなまつり：33人
アロハオハナ：7人
イースター：31人
さくらメッセージ：12回50人
チューリップのはなたば：5人
つくってあそぼう：18人
つくってかざろう：52人
ベビーヨガ：8人
ポップアップカード：9人
ミニゲーム・エプロンシアター：18人
ゆらゆらみつばちの指輪：6人
ボールハウス：40回368人
おはなし会：30回190人
成長記録の日：13回107人
避難訓練：12回156人
ぴょんぴょんルーム：12回264人
かるルンカード：10回1470人
けん玉教室：8回52人
リズムあそび教室：6回101人
エプロンシアター：3回36人

子育て広場の開催

-



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）

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 こども福祉課(若松児童館) 子育てひろば：244回 5547人
企業による交通安全教室：53人
若松イースター：65人
こどもの日イベント：3回98人
玉ねぎ収穫：14人
わかまつうんどう会：182人
自衛消防訓練：15人
じゃがいも収穫：14人
玉ねぎまつり：60人
プチ！じゃがいも祭り：17人
保健師・歯科衛生士講座：25人
七夕イベント：7回109人
チャレンジ the 夏休み！：52回495人
フラダンス教室：3回48人
ラジオ体操：42回585人
親子で遊ぼう：2回49人
かぶと虫と遊ぼう：20人
工作教室：20人
さようなら夏休み：80人
夏休み手洗い講座：52人
水遊び：3回9人
理科実験教室：14人
敬老の日イベント：2回43人
お芋ほり：27人
お月見イベント：29人
おまけのハロウィン：48人
ハロウィンフェスティバル：253人
ハワイアンリトミック：60人
栄養士・保健師講座：30人
秋季避難訓練：34人
おたのしみ会：160人
クリスマスおはなし会：29人
ドッヂボール大会：56人
年賀状製作：2回54人
いもラリー：2回61人
絵馬製作：4回55人
お正月あそび①：31人
紙ずもう製作：2回25人
伝承あそび：17人
節分イベント：30人
節分フォト：3回78人
ひなまつりイベント：40人
紙ずもう初場所：16人
シルバニアタイム：4回33人
ひなまつりフォト：3回52人
ホワイトデークッキング：15人
さくらんぼ製作ルーム：24回975人
おたんじょう会：13回271人
成長記録の日：13回270人
いちごルーム：12回214人
スマイルルーム：12回210人
ベビールーム：12回263人
避難訓練：10回242人
happy  steps：6回138人
Let'sリトミック：7回419人

子育て広場の開催

-



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）

あつまれ！2歳児！：4回68人

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 こども福祉課(波崎西児童館) 成長記録・おたんじょう会：22人
春のクッキング：30人
こどもの日のイベント：2回48人
母の日のイベント：3回67人
歯科衛生士保健師講座：21人
じゃがいも堀り：29人
七夕ウィ-ク：9回115人
父の日のイベント：3回71人
時の記念日イベント：41人
たなばた会：55人
デコカレー：45人
水遊び：39回244人
ラジオ体操：39回1057人
こむぎんスイカ割り：70人
夏休み工作教室：18人
夏休み人形劇：55人
秋祭り：296人
お月見会：35人
敬老の日のイベント：35人
エンジョイ・ハロウィン：2回119人
お米の収穫祭：39人
ハロウィン・クッキング：32人
ハロウィン製作：7回150人
幼児ランプシェード作り：2回22人
うんどう会：89人
栄養士講座：12人
焼き芋会：57人
お楽しみ会：186人
さよならレク：54人
スウィートポテト作り：70人
冬のクッキング：60人
お正月あそび：40人
節分会：43人
パステルアート：4回134人
ハッピーレク：3回79人
じどうかんｄｅバレンタイン：2回 65人
とばしてあそぼう：2回59人
ハンドメイド・マスコット：2回22人
一緒に遊ぼう：28人
じゃがいも植え：33人
ひなまつりクッキング：46人
ミニサッカー大会：36人
焼いて食べよう：2回103人
薬剤師講座：9人
パワフルタイム：34回726人
おたのしみタイム：23回220人
ラッキーデー：13回211人
避難訓練：12回280人
ぴょんぴょんルーム：12回197人
成長記録・お誕生会：11回245人
つくってあそぼう：8回172人
シルバニア・ワールド：3回87人

子育て広場の開催

-



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）

54 こども福祉課(女性・子どもセンタ
ー)

子育て広場：245回12090人
端午の節句：88人
大きな鯉のぼり～みんなの夢を乗せて～：24回267人
子どもの日：39人
こどもまつり：784人
千葉科学大学看護学部：5回20人
七夕かざり：19回269人
歯磨き講座：42人
たなばた会(午前・午後）：109人
波崎四中職場体験：2回4人
花王手洗い講座：39人
夏休み体験教室：2回28人
植松小児童クラブ合同避難訓練：2回262人
おはなしタイム：114人
ラジオ体操：12回936人
おひさまコンサート：131人
煙体験：142人
おばけの世界：8回713人
ハロウィン：175人
栄養士・保健師講座：27人
おたのしみ会：185人
手作り教室：22人
お正月あそび：95人
初もうでごっこ：9回123人
節分会：172人
自衛消防訓練：57人
桃の節句：87人
おひなさまかけじく：17回289人
おひなさまの日：36人
成蹊大学ボランティア実習：4人
あそびの会：180回2988人
千葉科学大学看護学部：89回161人
おはなし会：45回959人
なぁにちゃんタイム：38回1274人
ぴょんぴょんルーム：38回1958人
ポップンタイム：36回1557人
ふわふわマットの日：15回306人
成長記録の日：12回699人
避難訓練：7回220人
赤ちゃんとママのほほえみトリートメント：2回38人
手作り教室：2回55人
ポップン・ファイブ：2回 110人

子育て広場の開催

-
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。

55 こども福祉課(平泉児童センター) あおぞらクラブ：15回433人
運動クラブ：15回277人
おひさまクラブ：8回166人
グリーンカフェ：9回123人
タートルズクラブ：9回134人
たんぽぽクラブ：15回429人

児童館クラブの開催

-



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）

55 こども福祉課(大野原児童館)

ベビー☆ビクス：9回223人

りずむ☆リズム：2回16人
児童館クラブの開催

-

55 こども福祉課(うずも児童館) ぴよぴよくらぶ：10回287人
すくすくクラブ：19回616人
かるがもクラブ：10回389人
チャレンジクラブ：9回191人
ベビーマッサージ教室:6回78人
イングリシュルーム：44回1795人

児童館クラブの開催

-

55 こども福祉課(軽野児童館) リコーダークラブ：48回301人
かるがもクラブ：10回276人
わんぱくクラブ：10回136人
軽キッズ教室：8回72人
フラダンスクラブ：8回167人
るんるんリズム：5回102人

児童館クラブの開催

-

55 こども福祉課(若松児童館) さくらんぼ製作ルーム：24回975人
成長記録の日：13回270人
あつまれ！2歳児！：4回68人
happy steps：6回138人
うさぎクラブ：10回94人
ぱんだクラブ：10回70人
こあらクラブ：10回236人
チャレンジクラブ：10回91人
エンジョイクラブ：10回166人

児童館クラブの開催

-

55 こども福祉課(波崎西児童館) なかよしクラブ：10回236人
あひるクラブ：10回148人
親子リズム：10回227人
わくわくCLUB：10回205人
ひよこリズム：10回270人

児童館クラブの開催

-

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。

55 こども福祉課(女性・子どもセンタ
ー)

ふわふわマットの日：15回306人
なぁにちゃんタイム：38回1274人
ぴょんぴょんルーム：38回1958人
おはなし会：45回959人
ポップンタイム：36回1557人
ひまわりクラブ：24回692人
サンサンクラブ：22回340人
波っこクラブ：20回548人
すくすくクラブ：17回550人
かるがもクラブ：16回428人
波っこクラブ：4回78人  
あそびの会：180回2988人

児童館クラブの開催

-



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）

56 子育て支援課

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

-

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77回

実施

｢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
とし，毎週木曜日午前10時～正午に実施
控え室の提供（午前10時～午後2時）
子育てコンシェルジュによる相談（月2回）

｢赤ちゃんタイム｣の開催

0

59 うずも図書館
毎週金曜日15時～18時をキッズタイムと

し、小さな子ども優先の時間とした。実施

回数50回、平均10組が参加。

特に無し｢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

3回開催，延べ191人参加

（二胡とオカリナ，津軽三味線，市内中学

校吹奏楽部）

図書館inコンサート

0

62 長寿介護課

生きがい講座（46講座）各講座年間20回実

施，受講者数1,396人，延べ18,284人
｢生きがい講座｣の開催 

16,297

63 長寿介護課
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（62クラブ

会員2,234人）

シニアクラブの活動支援

18,039

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。

64 長寿介護課

生涯大学（1講座

174人）
｢生涯大学｣の開校

253



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）

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
指導士会に委託し、市内の公共機関や公民
館で体操教室を実施。1,235回，参加者：延
べ26,536人（定期教室及び地区教室）

継続参加者も多い
ため、会場によっ
ては新規参加者の
受け入れが少なく
なってしまう現状
がある。

シルバーリハビリ体操の実施

682

66 地域包括支援課
新規者をメインに募集し、週1回、全10回コ

ースを9月から１１月にかけて開催。参加者

：延べ156人

定員を超えて
の応募があ
り、希望者全
員が参加でき
ない。

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などの機会を利用
し、保健師などの講師がシニアクラブの活
動の場に出向き、健康や介護予防に関する
講話を実施。実施箇所：51ヶ所，参加者：
延べ973人

シニアクラブの活
動の一つとして取
り入れてもらえる
よう、今後も講話
内容を工夫してい
く。

シニアクラブ対象の出前講座の開催

510

68 社会福祉協議会 オトコ限定！輝くための男の講座
平成29年10月4日、12日、11月10日（当初4
日間の予定だったが、天候不良により全3日
間に変更）
延べ参加者数21名

退職を迎える方たちを対象とした講座

100

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 市民協働課 生涯学習人材バンクの指導者を28件登録

（うち平成29年度新規登録は1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。

退職を迎える方たちを対象とした講座

0

69 地域包括支援課 介護をしている家族を対象に、理学療法士
と管理栄養士による講話や実技指導を実
施。3回コース「体を痛めない身体の使い
方、介助方法」「リフレッシュ体操体験」
「介護が必要な高齢者の食事」延べ20人

それぞれの個別
性もあるが、集
団指導のため、
細かい個別相談
まで至らない。

家族を対象とした介護教室の開催

34

70 地域包括支援課 介護をしている家族を対象に、介護負担の

軽減とリフレッシュ、情報交換のため、い

ちご狩りと意見交換会を実施。1回，参加者

：18人

交流会において、
打ち解けやすいよ
うに環境作りや職
員の配置を考慮し
ていく。

家族介護者が交流できる機会の設定

29

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 理学療法士または作業療法士による、在宅

におけるリハビリ相談・支援、ならびに住

宅改修のアドバイスなどを実施。51回，参

加者：延べ62人

日常生活圏域
別で実施して
いるが、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



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）

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（延べ1,510人）で実施。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（延べ1,082人）講話を実
施。

健康づくり講座の開催

4,423

73 健康増進課 ウォーキング教室18回（延べ369人），ロコ

モティブシンドローム予防教室2回（延べ43

人），健診前運動教室2回（延べ41人），秋

の運動教室3回（延べ80人）を実施。

健康づくり教室の開催

893

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
地域の医師を招いて，脳血管疾患等の生活

習慣病についての講演会を5回開催し，延べ

176人が参加した。

健康づくり講演会の開催

20

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40回,延べ5,

441人参加），公共施設を利用しての高齢者

交通安全教室(計19回，延べ466人参加）

交通安全教室の開催

0

76 商工観光課 消費生活講演会「スイーツによる地産地消

の可能性」403名参加

消費生活講座「味噌作り体験講習会」第1回

15名参加，第2回12名参加

より多くの方に
興味を持っても
らえる内容・講
師の選定，講座
等の周知方法

消費生活講演会・講座の開催

748

77 商工観光課
幼児 6回 延べ424人，小学生 20回 延べ732

人，中学生 6回 延べ401人，高校生 2回 延

べ360人，一般成人 9回 延べ566人，シニア

 13回 延べ1.214人，合計56回 延べ3,697人

成人年齢の引き下
げに対応するた
め，中学・高校生
の出前講座を推
進。また，消費者
被害に巻き込まれ
やすい高齢者対象
の講座の実施回数
も増やしていく。

消費生活に関する出前講座の開催

970

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。

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，ＨＰ34回，情報を掲載

神栖市消費生活展において消費生活情報を

提供 10/14，15（２日間）体育館・公民館

小ホール・講演会会場内 延べ12,039人

暮らしの豆知識配布

①消費者トラブル
についての注意喚
起
②安全・安心な暮
らしのために役立
つ情報を多くの市
民に提供し，地域
の消費者問題の解
決力を高める。

消費生活に関する情報提供

821



基本目標：1.学びの場をつくる
< P33 >

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）

79 社会福祉協議会 県社協が主催する防災養成講座。平成30年1

月31日に鹿嶋市で開催。市民へのホームペ

ージなどによる周知、参加者の取りまとめ

を実施。

防災ボランティア養成講座

-
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

指定管理者として実施している。

きぼうの家：年12回

障害デイサービス：年12回

防災訓練の実施

-

81 政策企画課 神栖市国際交流協会において，英会話教室
と中国語教室を開催。受講者は英会話教室
が延べ377名，中国語教室が延べ160名。神
栖市は神栖市国際交流協会に対し補助金を
交付した。（決算額は補助金総額）

特になし。語学教室の開催

2,000

81 中央公民館 【英会話講座（6講座，96人）】気軽に英会話（前期
講座）（10回，18人），Step-up英会話（前期講座）
（10回，14人），子ども英会話（前期講座）（10回，
16人），気軽に英会話（後期講座）（10回，19人），
Step-up英会話（後期講座）（10回，13人），子ども
英会話（後期講座）（10回，16人）

語学教室の開催

672

81 若松公民館

【英会話講座（1講座，14人）】初ハワイ！

３泊５日のトラベル英会話（3回，14人）

テーマを決めた英
会話だったので好
評だったが、回数
が少ないという意
見があった。今年
度は回数を検討し
て実施する。

語学教室の開催

24

81 矢田部公民館

「シニアの英会話」(10回,受講生11名)を実

施
語学教室の開催

80

81 はさき生涯学習センター

未実施

講座アンケートの結
果，語学教室の要望
が他の講座より少な
かったことから実施
しなかった。

語学教室の開催

-

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において次の事業を実施。
①多文化の集い参加者：19人
②餅つき体験参加者：41人③英語サロン参加者：27人
④ホームビジット7人 ⑤国際交流フェスティバル参加
者：237人
神栖市は神栖市国際交流協会に対し補助金を交付し
た。（決算額は補助金総額）

外国人との交流

2,000



基本目標：1.学びの場をつくる
< P34 >

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

連絡調整がつかなか

った。

相手方の事情によ
り、交流が停滞し
ており、平成21年
度以降事業を実施
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 神栖市国際交流協会の主導で，姉妹都市ユ

ーリカ市のZaneMiddleSchoolと神栖第四中
学校でペンパルを実施。神栖市は神栖市国
際交流協会に対し補助金を交付した。（決
算額は補助金総額）

姉妹都市との交流事業

2,000

85 中央公民館
【パソコン講座（2講座，39人）】パソコン

☆ワード（短期講座）（2回，20人），パソ

コン☆エクセル（短期講座）（2回，19人）

パソコン講座

290

85 若松公民館

未実施

パソコン講座のニー

ズがないと考え実施

しなかったが、今年

度実施予定である。

パソコン講座

-

85 矢田部公民館

未実施

当館アンケート結果

では要望が低く、実

施を見送った。

H30年度「シニ

アスマホ安全

教室」実施予

定

パソコン講座

-

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 はさき生涯学習センター

8月に3回開催

受講者数8人
パソコン講座

64

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等のリーフレットの

配布及び市広報紙・HPへの掲載を行った。

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

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

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。

87 はさき生涯学習センター

1回開催

受講者数25人
野鳥観察会

8



基本目標：1.学びの場をつくる
< P35 >

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）

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。H29実績：参加団体12地区，参加者557

人

霞ヶ浦清掃大作戦の実施委

184

89 廃棄物対策課 H29．7．8（土）に日川浜海岸で実施した。
参加者：約2,500人
ごみ回収量：可燃950㎏，不燃770㎏，
処理困難物1,200㎏
合計2,920㎏

環境美化意識は簡
単には向上しない
ため市民等に対し
継続的な働きかけ
が必要である。

海岸清掃の実施

1482

90 第一リサイクルプラザ ごみの発生抑制や資源化を推進するため，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15回参加者123人
陶芸教室12回参加者102人
パッチワーク教室12回参加者98人

エコ体験教室の開催

456

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（総数1,668
件）

作品数の多さ

から展示スペ

ースの確保が

難しいこと

下水道いろいろコンクール作品展の開催

292

92 歴史民俗資料館
「ミニわら牛馬を作ろう」5名，「まゆクラ

フト17名」，伝承あそび「けん玉・おりが

み」237名/11回

題材の設定と

講師の選任，

イベントの周

知方法

伝承教室の開催

14

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：155人

中学生を対象とした鳴物教室の開催

336

94 歴史民俗資料館
第42回企画展「氷河時代の動物たち」7/15

～8/31（41日間）

5,400名

テーマの選
定，企画展開
催と関連イベ
ントの周知方
法

企画展の開催

3,303

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。

95 歴史民俗資料館 「むかしの道具展」2,458名，季節展示「端

午の節句展」529名，「お雛さま」666名，

市民コレクション展「なつかしのガラス展

Ⅱ」150名，「おりがみ展」406名

限られた収蔵
資料の中での
恒例展示であ
り，マンネリ
化が懸念

収蔵品展の開催

43



基本目標：1.学びの場をつくる
< P36 >

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（波崎地区の町並を巡る）17名，県内

（ひたちなか市史跡めぐり）2回

47名

場所の選定，

定員超えの場

合の参加者の

決定方法

歴史見学会の開催

14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

未実施
問合せがなかったた

め。
施設見学が可能な企業の情報提供

-

98 市民協働課
48回開催。（消費生活センター，防災安全

課，環境課，障がい福祉課）合計3,990名参

加

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。平成２９年度は申し込み

がなかったため、実施せず。

広報紙1日号で毎号

募集のお知らせを行

っていたが、申し込

みがなかったため。

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。29年度は2回

実施し参加人数は37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

32

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

4,846

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

なし議会中継のインターネット配信

1,180

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

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。

103 市民協働課

未実施

市民活動団体同士が

交流する「おしゃべ

りカフェ」を開催し

たため

市民活動に関する講演会

-



基本目標：1.学びの場をつくる
< P37 >

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

未実施

市民討議会よりも実働
性が高く，身近なテー
マを語り合う「まちづ
くり地域サロン」を4
回開催したため

市民討議会の開催

-

105 市民協働課 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,8つのワークショップを同
時開催
延べ500名参加

かみす市民フォーラムの開催

1,622

106 市民協働課

2回発行，各32,500部発行(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

874

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
市民フォーラムと同時開催。共働き夫婦の

家事育児ワークショップ「我が家の家事・

育児バランスチェック」を実施。

男女共同セミナーの開催

0

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。

108 市民協働課

フラワーロード花植え（市内7ヶ所）2回実

施（春・秋）延べ989名参加

地域交流事業(フラワーロードの花植え)
の実施

7,550



基本目標：1.学びの場をつくる
< P38 >

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。【託児付き
講座（14講座，338人，託児人数133人）】カミスココ
くん★アイシングクッキー（短期講座，託児人数11
人）（1回，20人），シルエットアート（短期講座，
託児人数3人）（1回，11人），リンパセラピー①ケイ
ブリンパ節（短期講座，託児人数6人）（1回，25
人），リンパセラピー②エキカリンパ節（短期講座，
託児人数4人）（1回，22人），リンパセラピー③ソケ
イリンパ節（短期講座，託児人数20人）（1回，24
人），リンパセラピー④シッカリンパ節（短期講座，
託児人数19人）（1回，24人），春の彩りカフェラン
チ（短期講座，託児人数12人）（1回，15人），ママ
のためのリフレッシュ☆ＺＵＭＢＡ（短期講座，託児
人数21人）（1回，20人），ママのためのビーズ☆コ
レクション（短期講座，託児人数7人）（1回，9
人），ママのためのリフレッシュ☆ヨーガ（短期講
座，託児人数18人）（1回，17人），金融経済講座
資産形成と資産運用（かみす市民カレッジ，託児人数
8人）（1回，35人），金融経済講座
資産と家族を守るために（かみす市民カレッジ，託児
人数3人）（1回，26人），笑いの脳科学（かみす市民
カレッジ，託児人数0人）（1回，42人），笑いの健康
科学（かみす市民カレッジ，託児人数1人）（1回，48
人）レクリエーション大会を開催することにより幅広
い世代が交流できる機会を設けた。【レクリエーショ
ン事業（2大会，68人）】市民将棋大会（1回，39
人），囲碁将棋フェスティバル（1回，29人）

異世代が交流する機会の設定

430

109 若松公民館

未実施

親子講座を設けるこ

とで、異世代が交流

する機会とした。

異世代が交流する機会の設定

-

109 矢田部公民館

未実施 今後検討していく。

H30年度講座計
画に際し、幅
広い年齢層に
対応するよう
配慮した。

異世代が交流する機会の設定

-

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 はさき生涯学習センター 市民囲碁大会の開催

定員50人,市内在住・在勤・在学（小学生以

上）を対象に募集した。

参加者18人

異世代が交流する機会の設定

6



基本目標：1.学びの場をつくる
< P39 >

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 こども福祉課(平泉児童センター) 職場体験：3回4人
手洗い講座：40人
敬老の日イベント：84人
平児城秋まつり：668人
栄養士・保健師講座：21人
ハロウィン～平児プレイランド～：243人
平児城海のクリスマス：213人
新春書き初め：31人
節分もちつき会：59人

異世代が交流する機会の設定

-

109 こども福祉課(大野原児童館)
こどもまつり：264人

おたのしみ会：81人

けん玉教室：5回34人

異世代が交流する機会の設定

-

109 こども福祉課(うずも児童館) 端午の節句：35人
運動会：166人
夕涼み会：482人
うずも動物園：560人
新春会：186人

異世代が交流する機会の設定

-

109 こども福祉課(軽野児童館)

うんどう会：135人

けん玉教室：8回52人
異世代が交流する機会の設定

-

109 こども福祉課(若松児童館) 敬老の日製作：43人
手洗い講座：52人
節分イベント：30人
ひなまつりイベント：40人
わかまつうんどう会：182人
ハロウィンフェスティバル：253人
おたのしみ会：160人

異世代が交流する機会の設定

-

109 こども福祉課(波崎西児童館) 母の日のイベント：3回67人
父の日のイベント：3回71人
たなばた会：55人
こむぎんスイカ割り：70人
夏休み工作教室：18人
夏休み人形劇：55人
うんどう会：89人
ひなまつりクッキング：46人  

異世代が交流する機会の設定

-

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 こども福祉課(女性・子どもセンタ
ー) 歯磨き講座：42人

波崎四中職場体験：2回4人

花王手洗い講座：39人

おたのしみ会：185人

異世代が交流する機会の設定

-



基本目標：2.学びを生かす
< P40 >

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 大野原コミュニティセンター40組117名発

表，うずもコミュニティセンター46組242名

発表，平泉コミュニティセンター52組363名

発表

生涯学習ふれあい祭り「芸能発表会」の
開催

559

111 文化スポーツ課 【開催期間】10/21～11/5【会場】文化セン
ター，市民体育館，矢田部公民館
展示部門：21種目
発表･催し物部門11種目
来場者数：10,267人

芸術祭の開催

4,428

112 文化スポーツ課 【開催期間】3/6～3/11【会場】市民体育館

出品者：146人

参加出展数：146点（絵画30点，書51点，写

真36点，工芸29点）来場者：584人

神栖市美術展の開催

485

113 市民協働課
【再掲】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,８つのワークショップを同時開催
延べ500名参加

｢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

1,622

114 中央公民館
市民将棋大会を開催した。定員48人，市内

在住・在勤・在学（小学生以上）を対象に

募集した。参加者39人

市民将棋大会

6

115 はさき生涯学習センター 【再掲】市民囲碁大会の開催

定員50人,市内在住・在勤・在学（小学生以

上）を対象に募集した。

参加者18人

市民囲碁大会

6

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 中央公民館 【公民館講座作品展示（8件）】子どもの絵画，子ど
もの造形，悠々ゆる文字，アイシングクッキー，ソフ
トクレイ，ビーズコレクション，和小物，シルエット
アート【公民館企画展（6件）】画報「近代百年
史」，懐かしの野球誌，週刊少年誌時代の幕開け，少
女誌の世界，絵手紙，連続テレビ小説「ひよっこ」茨
城の魅力【各種団体の展覧会（7件）】写真連盟，写
友会，さつき展，青彩会展覧会（絵画），神栖市文化
協会30周年記念展覧会，歴史民俗資料館ナウマンゾウ
化石展，芸能連盟（和楽器）【公共事業作品展（4
件）】下水道コンクール作品展，秋季全国火災予防運
動ポスター，中学校文化祭展示，教育指導課展示（各
学校の取組み）【市民等による展示（2件）】オール
ドノリタケ，和小物

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



基本目標：2.学びを生かす
< P41 >

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 若松公民館

絵画制作10/4～10/8各公民館等の｢展示スペース｣の貸出

0

116 矢田部公民館

各種団体の展覧会及び国・県・市事業作品

展での貸出を実施。（4件)
各公民館等の｢展示スペース｣の貸出

0

116 はさき生涯学習センター 公民館講座作品展示
2講座(たのしい絵手紙講座,刺しゅうを楽しもう講座)
各種団体の展覧会
3団体(海の子絵画展,伝統文化こども教室生け花展,エ
コクラフト手芸作品展)

各公民館等の｢展示スペース｣の貸出

0

117 中央図書館

刺繍作品展，写真展，絵画展，原爆被災写

真展，市内中学校美術部作品展
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（男女共同・

生涯学習）で実施
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
参加希望者が無かっ

たため

いばらきねんりん文化祭への参加促進・
支援

0

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・県社協が主催。シニアクラブ連合会と

連携を図り会員への周知を実施。

いばらきねんりん文化祭への参加促進・
支援

0

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。

120 文化スポーツ課 【開催日】10/1～8（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：39種目，約4,000人

スポーツレクリエーション祭

3,961



基本目標：2.学びを生かす
< P42 >

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）

121 文化スポーツ課

【開催日】2月25日日曜日

会場：波崎体育館前広場，種目：2km・3km

・5km・10km，参加者数：1,119人

はさきさわやかランニング大会

6,000

122 文化スポーツ課
【開催日】12月3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25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

未実施

文化・スポーツ振興

公社へ委託してい

る。

各種スポーツ大会

-

124 長寿介護課 神栖市シニアクラブ連合会主催の輪投げ大

会、グラウンドゴルフで優勝した単位クラ

ブが参加。輪投げ：木崎長寿会、グラウン

ドゴルフ：筒井長楽会、居切美和クラブ

いばらきねんりんスポーツ大会への参加
促進・支援

0

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 県・県社協が主催。
シニアクラブ連合会の各種大会で上位者が出場。
平成29年10月11日参加
輪投げ：1クラブ5名
グラウンドゴルフ：2クラブ6名
応援12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
< P43 >

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15校及び看護専門学校からの
依頼により実施。
延べ訪問数47回。
延べ体験者数１,944名。
延べ協力者数228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29年6月28～30日
受講者8名
子育てサポーターフォローアップ研修
平成30年2月28日
受講者27名

子育てサポーター養成基礎研修の開催

46

127 社会福祉協議会 市内におけるボランティアセンター登録団体・個人及
びボランティアに関心のある市民を対象に、ボランテ
ィア活動の更なる啓発と推進をめざした「ボランティ
ア講演会」開催
平成29年9月2日
受講者66名

ボランティア養成講座の開催

65

128 社会福祉協議会 毎月１回開催
延べ参加者数：578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

106

129 地域包括支援課 平成29年度より、神栖市が実施する地域支援事業で活
動していた様々なボランティアの総称を「地域支援サ
ポーター」とし、統一したカリキュラムで講習会を実
施。地域支援サポーターの活動に対して統一した基準
で交通費を支給する。基礎講座4回，参加者：延べ124
人
専門講座2回（やすらぎコース1回28人，えがおあっぷ
コース1回35人）

講座に参加して
も、実際のボラ
ンティア活動に
結びつかない場
合がある。説明
会や講習会の充
実をはかる。

高齢者に関する活動ボランティアの育
成、活動支援

2,890

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30年2月17日
参加者137名
高校生の進路アシストカレッジ（全課程６日間）
平成29年7月24日～8月10日
参加者18名
発達障害療育者研修スキルアップ講座（全2日間講
座）
平成29年12月12日、平成30年1月19日
延べ参加者数162名

福祉専門講座の開催

345

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。

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名

参加)，県内2件(相談員3名参加)

女性総合相談員研修事業

55



基本目標：2.学びを生かす
< P44 >

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）

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2017(北海道苫小牧)に1名参加女性リーダー育成事業

35

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（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)

7,550

134 環境課 緑のカーテンの普及啓発のため，種の配布

及び緑のカーテンコンテストを行った。

H29実績：参加者21件（個人：18件，事業所

：13件）

｢緑のカーテンコンテスト｣の開催

12

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

専門機関に委託し，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

査を行う。

｢自然環境調査｣の実施

1,000

136 健康増進課
おやこの食育教室,伝承料理教室の実施。か

みすフェスタ等での食生活改善の啓発活動

等。

食生活改善推進員連絡協議会委託事業

651

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101回，調理実習19回を行い，延べ1,04

1人に実施。
｢地域食育サポーター｣による減塩指導

345

138 政策企画課
【再掲】P16：事業番号18

P33：事業番号81，82

P34：事業番号84

国際交流推進事業

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。

139 政策企画課

【再掲】P33：事業番号81通訳ボランティアの養成

2,000



基本目標：2.学びを生かす
< P45 >

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）

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

おもてなし研修会を実施した。実施日12/1 

参加者13名
人材の確保観光ガイドボランティアの養成

0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の実施

ボランティアの敷居を低くする為の体験会

を開催（プチ図書館ボランティア体験会）

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14名から，3大会に各

2・3名の協力をお願いした。
スポーツボランティアの設置，人材確保

11
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，広報誌，SNSの活用，また，

文化・スポーツNEWSを年5回発行し各イベン

トのPRを行った。
ホームページや広報紙等の活用

1,043

144 文化スポーツ課
かみす健康スポーツまつりで20名，神栖小

学校駅伝大会で22名，はさきさわやかラン

ニング大会で23名

スポーツ推進委員の派遣

2,700②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】123団体【開放日数】延べ4,

289日【利用者数】45,430人
学校体育施設開放事業

134

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
スポレク祭2017内で実施。かみす健康スポ

ーツまつり，ナイターテニス，軽スポーツ

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

-

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
82組
団体加入延数1,691名
個人登録40名
ボランティア相談1,340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
< P46 >

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 市民協働課

市民活動支援センターにて，随時実施中
ボランティアに関する相談、登録･斡旋の
実施

0

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（事故件数2件，保険適用2件）
市民活動補償制度の運用

1,631

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
1125件
天災タイプ
71件

ボランティア保険の加入支援

120



基本目標：2.学びを生かす
< P47 >

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

に掲載（登録16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（更新75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24300部）

｢社協ニュース｣の発行

3,399

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24300部）

｢ボランティアセンターマガジン｣の発行

1,699

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.kamisusha
kyo.com）
ボランティアセンターホームページ（http://www.kam
isushakyo.com/vc）
平成29年度新規掲載数★
396件
平成29年度アクセス数20,154件（日平均55件）

ボランティアセンターのホームページ運
営

45

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（利用件数937

件）

市民活動支援センターの運営  

7,878

156 市民協働課

4団体が延べ43回利用女性交流サロンの設置

0

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1,432名

点訳室129名

録音室79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

0



基本目標：2.学びを生かす
< P48 >

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）

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29年11月30日
参加者76名
わくわくサロン交流会
平成30年2月22日
参加者20名
わくわくサロン活動者交流
（県社協主催事業「平成29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30年3月2日
参加者10名

ボランティア交流会の開催

81



基本目標：3.学びをサポートする
< P49 >

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

同様の活動を行って

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

-

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25日（日）に海浜

野球場にて開催した。参加者数：56人
スポーツ審判及び指導者の養成講習会

50

166 文化スポーツ課(運動施設指定管理
者)

未実施
スポーツ推進委員で

実施
知識・技術の向上に向けた研修への派遣

-

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
< P50 >

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29年11月に公表
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（1回目8/7「神栖市生涯学習推進計

画について」委員10名出席，2回目10/16

「神栖市生涯学習関連事業実施報告書につ

いて」委員7名出席

生涯学習推進連絡会議

0
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。
171 市民協働課 2回開催（1回目5/24開催,委員15名出席

2回目9/12開催,委員15名出席
生涯学習連絡調整会議について,神栖市生涯
学習推進計画について,生涯学習推進事業の
概要,今年度の年間計画など

生涯学習連絡調整会議

0

172 市民協働課

2回発行，各30,000部発行(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

1,118

173 市民協働課
生涯学習応援情報誌「まなびアイかみす」

を広報紙に挟み込み配布，市ホームページ

に掲載

広報紙やホームページでの情報提供

0

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：Ｈ30.3現在9,477

名）

メールマガジンの配信

1,594

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】2回開催（1回目5/24開催,委員15名出席
2回目9/12開催,委員15名出席
生涯学習連絡調整会議について,神栖市生涯学習
推進計画について,生涯学習推進事業の概要,今
年度の年間計画など

生涯学習連絡調整会議の開催

0
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】生涯学習応援情報誌「まなびアイ

かみす」を広報紙に挟み込み配布，市ホー

ムページに掲載

市ホームページ，広報紙等の活用

0



基本目標：3.学びをサポートする
< P51 >

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 インターネットサービス（検索・予約・貸
出延長）
利用者保護の観点から，貸出期限票の利用
者番号マスク
利用者端末キーボード対応化

図書館情報システムの機能強化

13,676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

未実施
システム構築のため

の調査研究中

学校図書館と市立
図書館のシステム
及びデータの仕様
が違う為，システ
ム連携の早急な対
応は難しい

学校図書館とのネットワークシステムの
整備

-

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203日，21団体，来館者延べ3,44

4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

2,030
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

-

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 デマンドタクシーは市内の公共施設・医療

機関・商業施設・金融機関を乗降場所とし

て登録しており，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た。

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

44,537


