
平成３０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３０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，169人）】
気軽に英会話（10回，17人），Step-up英会話（10
回，15人），私のキッチン（8回，20人），夏の編み
物（10回，10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（8回，40人），健康整体（10回，1
6人）
【後期講座（9講座，162人）】
気軽に英会話（10回，14人），Step-up英会話（10
回，15人），大人のビーズコレクション（10回，20
人），子ども英会話（10回，16人），子どもの裁縫
（10回，15人），子どもの書道（10回，15人），ピラ
ティス（10回，34人），リンパセラピー（10回，16
人），ヨーガ（10回，17人）
【短期講座（21講座，451人）】
クリスマス☆アイシングクッキー（1回，20人），カ
ミスココくん☆ソフトクレイ（1回，10人），パソコ
ン☆エクセル（2回，19人），パソコン☆ワード（2
回，18人），彩りカフェランチ（1回，19人），仲良
し親子UVレジン☆アクセサリー（1回，20人），仲良
し親子彩りカフェスイーツ（1回，15人），ママのた
めのリフレッシュ☆ヨーガ（2回，37人），ZUMBA（1
回，114人），リンパセラピー（4回，61人）子どもサ
イエンス「光のジュースで遊ぼう」（1回，25人），
子どもサイエンス「スーパーカーで運動エネルギーを
学ぼう」（1回，23人），子どもサイエンス「砂金取
り体験」（1回，30人），子どもサイエンス「液体窒
素で-196℃の世界を体験」（1回，31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

1,656 

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，41人)】
健康ヨーガ(10回，24人)，ゆったりエアロビクス(10
回，17人)
【後期講座(3講座，42人)】
健康整体(10回，17人)，体幹エクササイズ(10回，15
人)，はじめてのわら細工(8回，10人)
【短期講座(13講座，150人)】
お父さんと巻き寿司を作ろう！(4回，募集人数の半数
に満たなかったため中止)，座禅(1回，15人)，ソープ
カービング(5回，13人)，季節の寄せ植えガーデニン
グ(4回，13人)，親子でパソコンで絵を描こう(3回，1
0人)，写経(1回，15人)，男のそばうち(1回，10人)，
手作りハーバリウム(1回，25人)，手作りプラバンア
クセサリー(5回，13人)，恵方巻き作り(1回，15人)，
クッキング英会話(4回，10人)，親子でバレンタイン
クッキング(1回，7人)，はじめのいっぽ(2回，4人)

「お父さんと巻き寿

司を作ろう！」募集

人数に満たなかっ

た。

「お父さんと巻
き寿司を作ろう
！」について
は，開催の日程
が悪かった（コ
ンビナートオー
バーホール時期
と重なった）こ
とと，4回と回数
が多かったが原
因と考える。

定期講座の開催

776 



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）

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 矢田部公民館 【通年講座（1講座，15人）】
本格！金具を使ったビーズアクセサリー（15回，15
人）
【前期講座（3講座，49人）】
リラックスヨガ（10回，18人），ベリーダンス入門
（8回，15人），全身くまなくリンパセラピー（8回，
16人）
【後期講座（2講座，31人）】
骨盤調整ストレッチ（10回，16人），子ども絵画レッ
スン（10回，15人）
【短期講座（11講座，142人）】
英会話レッスン（1回，15人），夏のポーセラーツ（1
回，9人），UVレジンクラフト（5回，15人），かわい
いお菓子練りきり編（1回，11人），かわいいお菓子
託児付アイシングクッキー編（1回，11人），初めて
の薬膳料理（3回，13人），怒りと上手に付き合おう
アンガーマネジメント（1回，12人），シニアスマホ
安全教室（1回，16人），親子クリスマスアロマワッ
クスバー（1回，18人），子どもバルーンアート（1
回，15人）託児付カルトナージュ（1回，7人）
【文化講演会（2回，1,277人）】
講演会「世界一受けたいおもしろ日本語授業」（講師
：金田一秀穂氏）（1回，641人），落語講演会「笑い
と健康」（講師：林家正蔵氏（1回，636人）
【親子ファミリーコンサート（1回，681人）】
忍たま乱太郎＆坂田おさむめぐみ親子ファミリーコン
サート（1回，681人）

定期講座の開催

2,818 



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）

1 はさき生涯学習センター 【通年講座(2講座，37人)】
陶芸(16回，14人)，社交ダンス(16回，23人)
【前期講座(6講座，118人)】
心と身体の健康ヨーガ(10回，15人)，健康整体(10
回，30人)，ボクシングエクササイズ(10回，25人)，
腹式ヘルス(10回，16人)，クラフト手芸(8回，18
人)，心がなごむパステルアート(10回，14人)
【後期講座(5講座，95人)】
お仕事帰りのヨーガ(10回，22人)，ソフトなエアロビ
(10回，28人)，シェイプアップエクササイズ(8回，14
人)，心温まる絵手紙(8回，16人)，かぎ針編みを楽し
もう(8回，15人)
【短期講座(25講座，365人)】
春・夏の季節を彩るガーデニング(4回，29人)，秋・
冬の季節を彩るガーデニング(4回，21人)，おしゃれ
なハーバリウム(1回，23人)，女性のためのDIY(5回，
8人)，一歩進んだパソコン講座(4回，15人), シニア
タブレット講座(1回，19人)，デジタルカメラとスマ
ホカメラの活用術(3回，8人)，パン作り(3回，13
人)，手づくり発酵料理(3回，12人)，男子もごはん(1
回，19人)，心と身体が温まる料理(1回，15人)，歴史
散歩(1回，13人)，野鳥観察会(1回，24人)，家族で陶
芸チャレンジ(2回，12人)，親子でアクセサリー作り
(1回，21人)，ママさんヨーガ(2回，9人)，化石鉱物
の発掘体験(1回，16人)，楽しい社交ダンス(5回，13
人)，もっと楽しい社交ダンス(5回，11人)，夜カフェ
(3回，9人)，新年を彩る生け花飾り(1回，20人)，100
均グッズでおしゃれ小物づくり(1回，6人)，素敵なア
ロマワックスカップ＆サシェ(1回，12人)，バレンタ
インは手作りで(1回，11人)，新米ママの入学・入園
準備(1回，6人)

定期講座の開催

1,925 

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回，127人）】

空のサイエンス（2回，82人），おもてなし

講座（2回，45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。

かみす市民カレッジの開催

300 

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，41人が参加した。

自主事業の開催

235 

趣味や教養を充実させる学

習機会を提供します

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。

4 文化スポーツ課(文化ｾﾝﾀｰ指定管理
者) 音楽，ミュージカル，映画等ジャンル別・

年代別に自主事業9本，共済事業1本を実

施。
文化・芸術を鑑賞する機会の提供

35,666 



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）

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，保育所，認定子ども園の年長

児を対象としたぬいぐるみ劇「ブレーメン

のおんがくたい」の鑑賞会を2日間実施。

参加者793人

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：20,716冊，DVD：503点，CD：378点

また，市民の要望に直接応えるリクエスト

サービスやアンケートも実施。

図書館資料の整備

47,248 

7 中央公民館 【休日開催（16講座，308人）】
前期Step-up英会話（10回，15人），前期子ども英会
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），後期Step-up英会話（10
回，15人），後期子ども英会話（10回，16人），子ど
もの裁縫（10回，15人），子どもの書道（10回，15
人），パソコン☆エクセル（2回，19人），パソコン
☆ワード（2回，18人），仲良し親子UVレジン☆アク
セサリー（1回，20人），仲良し親子彩りカフェスイ
ーツ（1回，15人），子どもサイエンス「光のジュー
スで遊ぼう」（1回，25人），子どもサイエンス「ス
ーパーカーで運動エネルギーを学ぼう」（1回，30
人），子どもサイエンス「砂金取り体験」（1回，30
人），子どもサイエンス「液体窒素で-196℃の世界を
体験」（1回，31人）
【夜間開催（1講座，16人）】
健康整体（10回，16人）

夜間講座は講

師との日程調

整が難しい。

土日や夜間の

講座は仕事の

都合や学校行

事等で欠席に

なりがちであ

る。

夜間や休日での定期講座の開催

1,083 

7 若松公民館 【夜間開催(2講座，32人)】
座禅(1回，15人)，健康整体(10回，17人)
【休日開催(12講座，152人)】
お父さんと巻き寿司を作ろう！(4回，募集人数の半数
に満たなかったため中止)，座禅(1回，15人)，ソープ
カービング(5回，13人)，親子でパソコンで絵を描こ
う(3回，10人)，写経(1回，15人)，手作りハーバリウ
ム(1回，25人)，恵方巻き作り(1回，15人)，クッキン
グ英会話(4回，10人)，親子でバレンタインクッキン
グ(1回，7人)，ゆったりエアロビクス(10回，17人)，
体幹エクササイズ(10回，15人)，はじめてのわら細工
(8回，10人)

夜間や休日での定期講座の開催

571 

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（1講座，18人）】
リラックスヨガ（8回，18人）
【休日開催（6講座，84人）】
ベリーダンス入門（8回，15人），夏のポーセラーツ
（1回，9人），子どもバルーンアート（1回，15
人），子ども絵画レッスン（10回，15人），怒りと上
手に付き合おうアンガーマネジメント（1回，12
人），親子クリスマスアロマワックスバー（1回，9
人）

夜間や休日での定期講座の開催

270 



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）

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(3講座，56人)】
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，22人)，夜カフェ(3回，9人)
【休日開催(17講座，274人)】
ボクシングエクササイズ(10回，25人)，心がなごむパ
ステルアート(10回，14人)，ソフトなエアロビ(10
回，28人)，シェイプアップエクササイズ(8回，14
人)，おしゃれなハーバリウム(1回，23人)，女性のた
めのDIY(5回，8人)，パン作り(3回，13人)，男子もご
はん(1回，19人)，心と身体が温まる料理(1回，15
人)，歴史散歩 (1回，13人)，野鳥観察会(1回，24
人)，家族で陶芸チャレンジ (2回，12人)，親子でア
クセサリー作り(1回，21人)，化石鉱物の発掘体験(1
回，16人)，素敵なアロマワックスカップ＆サシェ(1
回，12人)，バレンタインは手作りで(1回，11人)，新
米ママの入学・入園準備(1回，6人)，健康整体（10
回，30人）

夜間や休日での定期講座の開催

680 

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10,371人
はる・なつ・あき・ふゆめし：4回72人
職場体験：4回26人
母の日・父の日イベント：2回34人
スポレクの日：2回68人
七夕イベント：113人
ラジオ体操：24回303人
水遊び：2回102人
夏休みの工作：2回35人
夏の縁日：29人
敬老の日イベント：17人
平児まつり：631人
歯科・栄養士・保健師講座：2回89人
ハッピーハロウィン：246人
ファミリーデー：55人
スクールサポーター(不審者対策）：38人
平児の森お楽しみ会：302人
新春書き初め：38人
正月遊びともちつき会：221人
おはなし会～節分バージョン：65人
節分イベント：152人
バレンタイン：18人
ひなまつりイベント：111人
ホワイトデー：17人
あかちゃんタイム：11回408人
おはなし会：100回3,771人
簡単スポーツテスト：12回65人
成長記録の日：12回477人
つぼみタイム：12回323人
避難訓練：12回419人
ベビービクス：6回237人
ボールプール・ボールハウスの日：15回332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) ゴールデンの会：188人
夏休みの会①②：65人
夏休み手洗い講座：38人
卓球のじかん：91人
だんごどろぼう：21人
enjoyの会：42人
アナログcafé：15人
一緒に遊ぼう：58人
モノづくりの会：16人
お正月あそび：35人
節分＆バレンタイン：19人
くすりのおはなし：18人
大野原商店街：65人
おわカレーの会：52人
年度末プレミアム抽選会：110人
卓球の日：36回619人
ボルダリング：141回2046人
今月のエブリデー＆ラッキーナンバー：12回118人
避難訓練：12回380人
おおのはらめんばーず：861人
シューズの日：6回82人
将棋部：11回191人 親子ヨガ：3回77人
ホットサロン：2回20人
保健師講座：2回36人
母子看護実習：2人
おはなし会：50回1208人
たいよう組：49回1504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：17人
春クッキング：34人
端午の節句：16人
児童館にメッセージを書こう：66人
うずもミニツアー：108人
集まれ！育メン：31人
七夕会：27人
夏クッキング：27人
ピカピカ手洗い教室：58人
ダンス!ダンス!ダンス!：721人
水あそび：376人
エンジョイ夏休み！：20人
こどもまつり：433人
地元だよ！うずもに集合：41人
メッセージカード作り：26人
秋クッキング：40人
ハロウィンファッションショー：43人
トリックorトリート：112人
先生とジャンケン大会：29人
秋の宝物探し：76人
うずフェス2018：601人
ファミリーピクニック：63人
冬クッキング：33人
サンタさんからの贈り物：98人
いのしし年でおめでとう：58人
新春会：153人
豆まきごっこ：67人
じゃんけん鬼さん：50人
ハートフルデー：38人
どきどきどっきん！バレンタイン：47人
桃の節句アレンジメント：35人
うずも感謝デー：125人
イングリッシュルーム：18回1,413人
誕生会：12回：415人
ご手印の日：1,435人
おはなし会：37回975人
おえかきの日：9回115人
成長記録の日：14回607人
おべんとうの日：12回73人
からだであそぼう：11回253人
つくってあそぼう：19回396人
1さいタイム：10回224人
あかちゃんタイム：12回281人
ボールプールの日：11回273人
避難訓練：10回411人
ねんねアート：551人
うずもスタジオ：133人
なりきり写真：221人
水遊び：376人
はじめまして！児童館：402人
保健士講座：2回83人
子育て広場：241回12,141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) うんどう会：111人
こどもまつり：362人
おたのしみ会：116人
お正月あそび：74人
春休みイベント：4回82人
ファミリーデー：27人
じゃがいも収穫：16人
歯科衛生士・保健師講座：13人
カレーの日：36人
七夕飾り製作：3回25人
けん玉教室：10人
夏休みイベント：42回555人
花王手洗い講座：35人
水あそび：34人
敬老の日イベント：4回101人
さつまいも収穫：23人
ハロウィン：56人
栄養士・保健師講座：11人
家族の日イベント：13人
ありがとうの日：38人
不審者にご用心：32人
節分会：20人
ひなまつり製作：30人
つくってかざろう：14回127人
春休みイベント：5回128人
かるカレ：12回340人
避難訓練：12回180人
ぴょんぴょんルーム：12回267人
ボールハウスの日：12回676人
おはなし会：12回486人
成長記録の日：12回169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) 子育て広場：243回5,049人
おはなし会：147回1,742人
さくらんぼルーム：13回515人
からだで遊ぼう：11回304人
サーキットの日：12回305人
成長記録・お誕生会：12回353人
ボールプール：36回613人
どうぞよろしく：2回29人
チューリップの花束：2回9人
イースターカードづくり：2回37人
焼いて食べよう：2回77人
折って作ろう：2回4人
大きなこいのぼり：9回119人
ピーマンを掴み取ろう：2回55人
こいのぼりを作ろう：2回35人
いつもありがとう：2回10人
大切な人へ：9回65人
集まれ！オセロ大会：15人
歯科衛生士講座：15人
夏の食育：18人
七夕ウィーク：4回79人
七夕イベント：74人
水遊びの日：7回85人
けん玉教室：3回19人
企業による手洗い講座：30人
かぼちゃのケーキ：2回29人
3クラブ合同水遊び：45人
夏休み工作：13人
デイキャンプ：21人
ヒンメリ工作：2回24人
キッドビクス：3回85人
ラジオ体操：34回447人
お月見会：30人
動くスパイダーを作ろう：15人
ハロウィン製作：32人
千葉科学大学看護学科実習：5回9人
ハロウィンパーティー：68人
おいでよ！ハロウィン：41人
秋の絵画展募集：51人
家族で焼き芋アッチッチ！：61人
秋の絵画展：30人
なぞときラリー：22人
不審者対策講座：19人
ランチプレート作り：15人
秋の食育：31人
みんなでクリスマスツリーを作ろう：5回33人
冬の製作：2回36人
ドッヂボール大会：11人
お正月飾りづくり：32人
若松神社：28人
新春富くじ：8回78人
あそびの広場：24人
相撲大会：12人
節分会：58人
バレンタインカード作り：2回26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）
バレンタインクッキング：2回50人
冬の食育：43人
ひなまつりリース作り：2回46人
あそびの広場：18人
ひなまつりリース作り：6回46人
ひなまつりフォト作り：25人
ひなまつりフォトスタジオ：3回85人
ひなまつりパーティー：42人
みんなでヨーイドン！：50人
じゃがいも植え：8人
ふれあいタイム：4回88人
アルバム表紙作り：2回37人
クリーン大作戦：4回45人
シルバニアの日：32回177人
写真アート：34回483人
園児さんあつまれ！：18回243人
スマイルウィーク：66回605人
ラッキーDay：44回338人
ぬってGO！：67回364人
なぞときタイム：132回669人
避難訓練：12回269人



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）

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) イースターカード作り：2回29人
運動会：76人
パステルアート：5回137人
こどもの日のイベント：2回49人
ファミリーデー：3回46人
歯科衛生士講座：29人
輪ゴムでブレスレット：6回103人
あつまれオセロ大会：2人
じゃがいも掘り：34人
ファミリーデー：45人
たなばた会：50人
ざりがにと遊ぼう：2回63人
夏休みの工作：20人
すいか割り・くるくるレインボー作り：44人
ラジオ体操：40回320人
水遊び：19回148人
竹の水鉄砲作り：35人
花王手洗い講座：27人
つくってあそぼう：5回119人
人形劇：47人
かぶと虫くわがたむしがくるぞ：22人
デイキャンプ：7人
不審者対策講座：23人
敬老の日のイベント：80人
さつま芋掘り：16人
マスコット作り：14人
ドリームキャチャー作り：54人
ハロウィンフェスティバル：152人
栄養士講座：16人
ハロウィンスタンプラリー：3回93人
家庭の日のイベント：44人
スウィートポテト作り：88人
年賀状を書こう：35人
クリスマスの製作：60人
冬クッキンング：38人
おたのしみ会：244人
さよならレク：45人
凧を作ろう：2回63人
お正月あそび：35人
にしの日：119人
節分の日：50人
バレンタインクッキング：50人
お薬講座：15人
ひなまつりクッキング：39人
じゃが芋植え：30人
防災キャンドル：68人
運動レク：27人
避難訓練：12回240人
シルバニアワールド：234人
くるまで遊ぼう：44人
ぴょんぴょんルーム：12回183人
成長記録・お誕生会：12回241人
ままたいむ：12回193人
パワフルタイム幼児：48人458人
パワフルタイム小学生：27回302人

｢子育て広場｣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）
おたのしみタイム：55回439人
ラッキーデー：30回352人

8 こども福祉課(女性・子どもセンタ
ー)

子育て広場：244回10,075人
端午の節句(午前・午後）：114人
鯉のぼりを飾ろう：20回232人
子どもの日：24人
こどもまつり：724人
千葉科学大学看護学部実習：33回88人
七夕かざり：11回281人
歯磨き講座：23人
たなばた会(午前・午後）：86人
波崎四中職場体験：3回18人
花王手洗い講座：25人
夏休み体験教室：2回35人
植松小児童クラブ合同避難訓練：4回234人
おはなしタイム：141人
ラジオ体操：10回818人
おひさまコンサート：110人
不審者対策教室：139人
ナイトアドベンチャー：30人
消防署見学：30人
おばけの世界：10回634人
ハロウィン(午前・午後）：231人
ハロウィンクイズラリー：33人
栄養士・保健師講座：25人
いばらき家庭の日ポップンサンデー：52人
おたのしみ会：173人
手作り教室：3回76人
お正月あそび(午前・午後）：72人
初もうでごっこ：9回188人
節分会(午前・午後）：64人
自衛消防訓練：26人
桃の節句(午前・午後）：109人
おひなさまの日：26人
成蹊大学ボランティア実習：5人
あそびの会：238回2746人
おはなし会：48回879人
なぁにちゃんタイム：51回993人
ぴょんぴょんルーム：51回1,598人
ポップンタイム：49回1268人
ふわふわマットの日：16回330人
成長記録の日：12回270人
避難訓練：12回618人
赤ちゃんとママのほほえみトリートメント：2回39人
ポップン・ファイブ：2回99人
てがたアートの日：12回414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：11回306人
男組クラブ：14回324人
おひさまクラブ：11回292人
女組クラブ：14回224人
たんぽぽクラブ：12回284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）

9 こども福祉課(大野原児童館) ベビービクス：10回388人
すくすくクラブ：8回321人
かるがもクラブ：10回388人
わくわくクラブ：16回195人
チャレンジクラブ：15回174人
けん玉クラブ：12回40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346人
すくすくクラブ：10回262人
かるがもクラブ：10回346人
チャレンジクラブ：10回132人
イングリシュルーム：18回1,795人

｢児童館クラブ｣の開催

- 

9 こども福祉課(軽野児童館) るんるんリズム：10回271人
ベビーヨガ：10回134人
かるがもクラブ：10回128人
わんぱくクラブ：10回77人
リコーダークラブ：20回138人
リコーダー教室：16回118人
軽キッズ教室：10回121人

｢児童館クラブ｣の開催

- 

9 こども福祉課(若松児童館)
うさぎクラブ：10回296人

ぱんだクラブ：10回136人

エンジョイクラブ：10回237人

｢児童館クラブ｣の開催

- 

9 こども福祉課(波崎西児童館) ふたばクラブ：10回126人
クローバークラブ：10回166人
かもめクラブ：52回895人
親子リズム：10回191人
わくわくCLUB：10回205人
ひよこリズム：10回248人

｢児童館クラブ｣の開催

- 

9 こども福祉課(女性・子どもセンタ
ー)

ひまわりクラブ：29回411人
サンサンクラブ：27回158人
波っこクラブ：30回509人
すくすくクラブ：18回458人
かるがもクラブ：18回597人
よちよちクラブ：10回144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。

10 中央公民館 【親子講座（6講座，144人）】
仲良し親子UVレジン☆アクセサリー（1回，20人），
仲良し親子彩りカフェスイーツ（1回，15人），子ど
もサイエンス「光のジュースで遊ぼう」（1回，25
人），子どもサイエンス「スーパーカーで運動エネル
ギーを学ぼう」（1回，30人），子どもサイエンス
「砂金取り体験」（1回，30人），子どもサイエンス
「液体窒素で-196℃の世界を体験」（1回，31人）

講座の実施が土
日となるため，
他施設の同様の
事業と当たらな
いよう日程調整
に配慮する。

｢親子講座｣の開催

62 



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）

10 若松公民館 【親子講座(4講座，32人)】
お父さんと巻き寿司を作ろう！(4回，募集人数の半数
に満たなかったため中止)，親子でパソコンで絵を描
こう(3回，10人)，恵方巻き作り(1回，15人)，親子で
バレンタインクッキング(1回，7人)

親子講座は回数を
多くすると親子の
日程調整が難しく
なり，参加申し込
みが少なくなる。

｢親子講座｣の開催

103 

10 矢田部公民館
【親子講座（1回，18人）】

クリスマスアロマワックスバー（1回，18

人）

｢親子講座｣の開催

10 

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(2講座，33人)】

家族で陶芸チャレンジ(2回，12人)，親子で

アクセサリー作り(1回，21人)

｢親子講座｣の開催

34 

11 文化スポーツ課 幼稚園・小中学校27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

1,368 

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54人

学童期子育て講座の開催

19 

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52人

思春期子育て講座の開催

20 

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。

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
場から遠方に住む
子育て世代は参加
し辛い。子育て中
の方が参加しやす
いよう児童館等で
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

- 



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 健康増進課 離乳食教室（完了期）3回開催（参加者32組

66人）

健診前運動教室2回（参加9組）

秋の運動教室3回（参加27組）

託児付き講座の充実

383 

15 中央公民館 【託児付講座（17講座，397人，託児107人）】
空のサイエンス（2回，53人，託児5人），おもてなし
講座（2回，33人，託児1人），クリスマス☆アイシン
グクッキー（1回，20人，託児14人），カミスココく
ん☆ソフトクレイ（1回，10人，託児0人），彩りカフ
ェランチ（1回，19人，託児9人），ママのためのリフ
レッシュ☆ヨーガ（2回，37人，託児24人），ZUMBA
（1回，114人，託児39人），リンパセラピー（4回，6
1人，託児15人）

時期によって
子どもの病気
等によりキャ
ンセルになり
やすため実施
時期に十分注
意する。

託児付き講座の充実

593 

15 若松公民館
【託児付講座(2講座，22人)】

恵方巻き作り(1回，15人)，親子でバレンタ

インクッキング(1回，7人)

託児付き講座の充実

32 

15 矢田部公民館
【託児付き講座（2講座，18人）】

かわいいお菓子アイシングクッキー編（1

回，11人），カルトナージュ（1回，7人）

託児付き講座の充実

    42 

15 はさき生涯学習センター 【託児付講座(4講座，57人，託児22人)】
ママさんヨーガ(2回，9人，託児13人)，親子で
アクセサリー作り(1回，21人，託児5人)，家族
で陶芸チャレンジ(2回，12人，託児2人)，心と
身体が温まる料理(1回，15人，託児2人)

託児付き講座の充実

 86 

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 子育て中の保護者を対象として「親業に学

ぶ子どもとの接し方」をテーマにふれあい

子育て講座を開催。

12月6日，会場：中央公民館，参加者44人

託児付き講座の充実

21 

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 長寿介護課

すでにバリアフリー対応済み
障がい者や介助者の参加を促すサービ
ス，環境設備。

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 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
なう。

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）

16 若松公民館

エレベーター1台と車いすあり。1階に多目

的トイレがある。
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。

障碍者の有無や介助

者の参加について制

限していない。

エレベーター未設
置のため，2階利用
の際は，介助者が
必要であることが
想定される。

会場となる施設のバリアフリー化

0 

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 

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) 文化センター大ホールの車椅子スペースを

以前の2倍に拡大。
また，車椅子対応トイレに，オスメイト及
びオムツ交換台等を新たに設置し，バリア
フリー改修を行なった。

会場となる施設のバリアフリー化

1,599 

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。外国人受講生延べ1,700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）

受講生人数の
偏りにより，
講師が不足し
ている教室が
ある。

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1件の通訳を実施した
が，内容は生涯学習講座を受講するためのものではな
かった。
（一方で，外国人も対象にした視察研修やゆかた着付
け体験を実施し，延べ30人の外国人が参加した。ま
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。）

通訳ボランティア
といっても，有償
であるため，市内
で開催されている
各種講座に活用す
るのは難しいと考
えられる。

通訳ボランティアの活用

- 

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 政策企画課 外国人グループ向けの出前講座は，申請がなく
実施していない。
（一方で，外国人も対象にした視察研修や，ゆ
かた着付け体験を実施し，延べ30人の外国人が
参加した。また，神栖市は神栖市国際交流協会
に対し，補助金を交付した）

外国人のニーズを
把握し，的確な講
座を企画すること
が難しい。
また，講座の周知
についても検討す
る必要がある。

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：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）

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
外国人からの要望が

なかったため。

出前講座について
は全メニューをま
なびアイかみすや
ホームページに掲
載して周知を行っ
ている。各課それ
ぞれの出前講座の
周知についても検
討する必要があ
る。

外国人向けの出前講座

0 



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）

20 文化スポーツ課(運動施設指定管理
者)

ジュニアヒップホップダンス教室を土合体育館で4月
～6月実施（参加者20人），9月～11月実施（参加者17
人）
水遊び運動を海浜温水プールで5・6月実施（参加者54
人），10・11月実施（参加者55人）
健康スポーツを武道館で5月～7月，9月～11月実施
（参加者各28人）
かけっこ運動を若松運動場で7・8月実施（参加者25
人）
ジュニア水泳教室を海浜温水プールで6・7月実施（参
加者55人），11月実施（参加者53人）
バスケットボールクリニックを市民体育館で8月に実
施（参加者80人）
夏休み少年野球教室を海浜球場で8月に実施（参加者5
0人）
中学生硬式野球教室を海浜球場で9月～2月実施（参加
者13人）

子どもスポーツ教室・講習会の開催

655 

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夏季大会を海浜球場で6月に
実施（参加者300人）
神栖杯少年柔道大会を武道館で6月に実施（参加者445
人）
神栖杯中学生ソフトテニス大会を海浜庭球場で8月に
開催（参加者390人）
神栖ジュニアユース（U-13）サッカー大会を海浜サッ
カー場，総合公園サッカー場で8月に実施（参加者250
人）
神栖杯中学生新人野球大会を海浜球場ほかで8月に実
施（参加者274人）
神栖市長杯中学生サッカー大会を海浜サッカー場ほか
で11月に実施（参加者900人）

スポーツ大会等の開催

900 

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 ソフトテニス教室を海浜庭球場で4月～7月実施（参加
者37人）
テニス教室を海浜庭球場で4月～7月実施（参加者77
人），9月～12月実施（参加者81人）
スポーツ体験教室として，ナイターテニス祭りを神之
池庭球場で10月実施（参加者21人）
クレー射撃体験教室を武道館で10月実施（参加者51
人）

各種スポーツ教室・トレーニング教室・
運動教室

891 

生涯健康スポーツ活動を推

進します

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
かみすスポーツクラブが行なう親子教室の

開催について，市ホームページで情報提供

した。（ファミリーバドミントン等）

総合型地域スポーツクラブが行う親子教
室への支援

0 



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）

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)

アクアビクス教室を海浜温水プールで4月～6月実施
（参加者41人），9月～11月実施（参加者39人）
水中ウォーキング教室を海浜温水プール4月～6月，9
月～11月実施（参加者各32人）
ピラティス教室を海浜温水プール内多目的室で5月～7
月実施（参加者20人），9月～11月実施（参加者21
人）
ヨガ教室を武道館で5月～7月実施（参加者43人），9
月～11月実施（参加者43人），1月～3月実施（参加者
30人）
体幹シェイプアップヨガ教室を波崎体育館で5月～7月
実施（参加者17人），9月～11月実施（参加者20人）
健康運動教室を市民体育館で通年実施（参加者307
人）
土合スポーツクラブ教室を土合体育館で前期4月～9月
実施（参加者30人），後期10月～3月実施（参加者28
人）

リフレッシュスポーツプログラムの提供

1,586 

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，健康

運動教室を5日実施（参加者延べ126人）
運動習慣導入支援の推進

280 

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) 市長杯グラウンドゴルフ大会（9月）：参加

者305人

神栖市長杯ソフトバレーボール大会（2月）

：参加者173人

ニュースポーツの教室・大会の開催

542 

27 文化スポーツ課(運動施設指定管理
者) ウォークラリー大会を12月に神之池緑地公

園周辺にて開催。

参加者96人
ウォークラリー大会の開催

123 

生涯健康スポーツ活動を推

進します

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)

神之池でかみすスポーツクラブカヌースプ

リントチーム「ENDEAVOUR」が活動。

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

- 



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）

29 障がい福祉課

鹿行地区身体障害者スポーツ大会（説明会

・準備：21人引率），茨城県ゆうあいスポ

ーツ大会（説明会・準備：10人引率），茨

城県身体障害者スポーツ大会（説明会・準

備：7人引率），神栖市障がい者グラウンド

・ゴルフ大会（全国障害者スポーツ大会い

きいき茨城ゆめ大会）リハーサル大会，市

が共催（参加者94人）

大会によっては，
種目ごとに競技会
場が設置されるこ
とが増えてきてい
る。すべての競技
会場に市職員の引
率は難しいため，
選手の家族や支援
者の協力が必要と
なってきている。
神栖市障がい者グ
ラウンド・ゴルフ
大会は，市が共催
している大会で，3
障がい（身体・知
的・精神）すべて
の方が参加できる
競技であり，選手
の移動補助などの
問題がある。

県や市が主催のスポーツイベントへの参
加支援

3,480 

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 長寿介護課
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55ヵ所で実施。

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 

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（春・秋・

冬期）に実施。

参加者128人
高齢者スポーツ教室の開催

127 

32 長寿介護課

かみす健康スポーツまつりの開催

(高齢者786人，小学生150人)

高齢者スポーツレクリエーション大会の
開催

1,609 

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。 33 長寿介護課 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
予防や身体機能の低下を予防するための体操など実
施。
延べ120回実施，実参加者72人，参加者延べ599人

参加者の確保にば
らつきがあり，一
定の人数を集めら
れるように周知し
ていく。

介護予防に関する教室の開催

9,070 



基本目標：1.学びの場をつくる
< P21 >

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) スポーツ少年団認定員指導者の養成のた

め，鹿行地区の輪番制での講習会開催を支

援している。

スポーツ少年団指導者の育成・確保の支
援

0 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，学校体育施設及び運動施

設を優先で確保した。
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の交

付。
総合型地域スポーツクラブ活動支援

400 

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

習を実施。

参加者22人
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人

会議・研修会・大会開催数：20回

団体関係者との情報交換 

2,311 

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。
神栖市体育協会 4,131,600円
神栖市スポーツ少年団2,208,000円
スポーツクラブ 400,000円

団体活動への支援

6,740 

40 文化スポーツ課 神栖海浜庭球場改修工事，神栖海浜運動公

園トイレ改修工事，海浜運動公園仮設駐車

場整備工事，防犯カメラ設置工事，海浜温

水プール前広場改修工事等

各競技の基準を達成する会場の確保と整
備

223,410 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 各競技リハーサル大会を実施し，競技団体や関係部署
と課題等を洗い出し，本大会に向け修正・調整を行っ
た。
さらに，福井国体を視察し，その後の業務説明会に出
席し，よりよい運営のための情報を収集した。

万全な推進体制を確立

155,818 



基本目標：1.学びの場をつくる
< P22 >

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 平成30年4月：第3回常任委員会の開催
7月：カヌースプリント競技・テニス競技リハーサル
大会開催
8月：第3回総会の開催
9月：グラウンド・ゴルフ競技リハーサル大会の開催
平成31年1～2月：第3回専門委員会の開催（総務企画
・宿泊衛生・輸送交通，競技式典）
4月：第4回常任委員会の開催

神栖市らしさを盛り込んだ国体の開催

155,818 

43 文化スポーツ課

スポーツレクリエーション祭内で実施（サ

ッカー教室，おにごっこ教室等）

トップアスリートを招いた練習会・講演
会

300 

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
スポーツ大会出場報奨金の支給

全国大会：65件（74人）

関東大会：49件（49人）

全国大会等へ出場団体等への支援

960 



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）

45 健康増進課

講座（全3回）を4回開催（参加者101人）

参加者増加のた
め，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

109 

46 健康増進課

4回開催（参加者136人）

初めて子を持つ
両親がイメージ
がしやすいよ
う，体験実習等
をとり入れる。

ニューファミリーセミナーの開催

109 

47 文化スポーツ課

【再掲】P.13：事業番号12（文化スポーツ

課）
学童期子育て講座の開催

19 

48 文化スポーツ課

【再掲】P.13：事業番号11（文化スポーツ

課）
家庭教育学級の開催

1,368 

49 文化スポーツ課

【再掲】P.13：事業番号13（文化スポーツ

課）
思春期子育て講座の開催

20 

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 「小学校に入学するまでに身につけておき
たいこと」をテーマに，次年度に小学校に
入学する児童の保護者を対象とした講演会
を市内全小学校14校で実施。
参加者855人

就学時子育て講座の開催

1,372 

51 文化スポーツ課 【再掲】P.3：事業番号5（文化スポーツ課）
市内幼稚園，保育所，認定子ども園の年長児を
対象としたぬいぐるみミュージカル「ブレーメ
ンのおんがくたい」の鑑賞会を2日間実施。
参加者793人

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 2月9日（土）に，マウントジーンズ那須

（栃木県）において，市内小学校5･6年生を

対象に，雪国自然体験を実施。

参加者29人

児童体験交流事業の開催

1,898 



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）

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 柳川小学区，軽野小学区において，土曜日
に地域の方の協力を得て，スポーツ活動や
文化活動の体験教室を実施（年10回程
度）。
登録児童数126人

地域子ども教室の開催

514 

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10,371人
はる・なつ・あき・ふゆめし：4回72人
職場体験：4回26人
母の日・父の日イベント：2回34人
スポレクの日：2回68人
七夕イベント：113人
ラジオ体操：24回303人
水遊び：2回102人
夏休みの工作：2回35人
夏の縁日：29人
敬老の日イベント：17人
平児まつり：631人
歯科・栄養士・保健師講座：2回89人
ハッピーハロウィン：246人
ファミリーデー：55人
スクールサポーター(不審者対策）：38人
平児の森お楽しみ会：302人
新春書き初め：38人
正月遊びともちつき会：221人
おはなし会～節分バージョン：65人
節分イベント：152人
バレンタイン：18人
ひなまつりイベント：111人
ホワイトデー：17人
あかちゃんタイム：11回408人
おはなし会：100回3,771人
簡単スポーツテスト：12回65人
成長記録の日：12回477人
つぼみタイム：12回323人
避難訓練：12回419人
ベビービクス：6回237人
ボールプール・ボールハウスの日：15回332人

子育て広場

- 



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(大野原児童館) ゴールデンの会：188人
夏休みの会①②：65人
夏休み手洗い講座：38人
卓球のじかん：91人
だんごどろぼう：21人
enjoyの会：42人
アナログcafé：15人
一緒に遊ぼう：58人
モノづくりの会：16人
お正月あそび：35人
節分＆バレンタイン：19人
くすりのおはなし：18人
大野原商店街：65人
おわカレーの会：52人
年度末プレミアム抽選会：110人
卓球の日：36回619人
ボルダリング：141回2,046人
今月のエブリデー＆ラッキーナンバー：12回118人
避難訓練：12回380人
おおのはらめんばーず：861人
シューズの日：6回82人
将棋部：11回191人
親子ヨガ：3回77人
ホットサロン：2回20人
保健師講座：2回36人
母子看護実習：2人
おはなし会：50回1,208人
たいよう組：49回1,504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(うずも児童館) イースター：17人
春クッキング：34人
端午の節句：16人
児童館にメッセージを書こう：66人
うずもミニツアー：108人
集まれ！育メン：31人
七夕会：27人
夏クッキング：27人
ピカピカ手洗い教室：58人
ダンス!ダンス!ダンス!：721人
水あそび：376人
エンジョイ夏休み！：20人
こどもまつり：433人
地元だよ！うずもに集合：41人
メッセージカード作り：26人
秋クッキング：40人
ハロウィンファッションショー：43人
トリックorトリート：112人
先生とジャンケン大会：29人
秋の宝物探し：76人
うずフェス2018：601人
ファミリーピクニック：63人
冬クッキング：33人
サンタさんからの贈り物：98人
いのしし年でおめでとう：58人
新春会：153人
豆まきごっこ：67人
じゃんけん鬼さん：50人
ハートフルデー：38人
どきどきどっきん！バレンタイン：47人
桃の節句アレンジメント：35人
うずも感謝デー：125人
イングリッシュルーム：18回1,413人
誕生会：12回，415人
ご手印の日：1,435人
おはなし会：37回975人
おえかきの日：9回115人
成長記録の日：14回607人
おべんとうの日：12回73人
からだであそぼう：11回253人
つくってあそぼう：19回396人
1さいタイム：10回224人
あかちゃんタイム：12回281人
ボールプールの日：11回273人
避難訓練：10回411人
ねんねアート：551人
うずもスタジオ：133人
なりきり写真：221人
水遊び：376人
はじめまして！児童館：402人
保健士講座：2回83人
子育て広場：241回12,141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）

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) うんどう会：111人
こどもまつり：362人
おたのしみ会：116人
お正月あそび：74人
春休みイベント：4回82人
ファミリーデー：27人
じゃがいも収穫：16人
歯科衛生士・保健師講座：13人
カレーの日：36人
七夕飾り製作：3回25人
けん玉教室：10人
夏休みイベント：42回555人
花王手洗い講座：35人
水あそび：34人
敬老の日イベント：4回101人
さつまいも収穫：23人
ハロウィン：56人
栄養士・保健師講座：11人
家族の日イベント：13人
ありがとうの日：38人
不審者にご用心：32人
節分会：20人
ひなまつり製作：30人
つくってかざろう：14回127人
春休みイベント：5回128人
かるカレ：12回340人
避難訓練：12回180人
ぴょんぴょんルーム：12回267人
ボールハウスの日：12回676人
おはなし会：12回486人
成長記録の日：12回169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）

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) 子育て広場：243回5,049人
おはなし会：147回1,742人
さくらんぼルーム：13回515人
からだで遊ぼう：11回304人
サーキットの日：12回305人
成長記録・お誕生会：12回353人
ボールプール：36回613人
どうぞよろしく：2回29人
チューリップの花束：2回9人
イースターカードづくり：2回37人
焼いて食べよう：2回77人
折って作ろう：2回4人
大きなこいのぼり：9回119人
ピーマンを掴み取ろう：2回55人
こいのぼりを作ろう：2回35人
いつもありがとう：2回10人
大切な人へ：9回65人
集まれ！オセロ大会：15人
歯科衛生士講座：15人
夏の食育：18人
七夕ウィーク：4回79人
七夕イベント：74人
水遊びの日：7回85人
けん玉教室：3回19人
企業による手洗い講座：30人
かぼちゃのケーキ：2回29人
3クラブ合同水遊び：45人
夏休み工作：13人
デイキャンプ：21人
ヒンメリ工作：2回24人
キッドビクス：3回85人
ラジオ体操：34回447人
お月見会：30人
動くスパイダーを作ろう：15人
ハロウィン製作：32人
千葉科学大学看護学科実習：5回9人
ハロウィンパーティー：68人
おいでよ！ハロウィン：41人
秋の絵画展募集：51人
家族で焼き芋アッチッチ！：61人
秋の絵画展：30人
なぞときラリー：22人
不審者対策講座：19人
ランチプレート作り：15人
秋の食育：31人
みんなでクリスマスツリーを作ろう：5回33人
冬の製作：2回36人
ドッヂボール大会：11人
お正月飾りづくり：32人
若松神社：28人
新春富くじ：8回78人
あそびの広場：24人
相撲大会：12人
節分会：58人
バレンタインカード作り：2回26人

子育て広場の開催

- 



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）
バレンタインクッキング：2回50人
冬の食育：43人
ひなまつりリース作り：2回46人
あそびの広場：18人
ひなまつりリース作り：6回46人
ひなまつりフォト作り：25人
ひなまつりフォトスタジオ：3回85人
ひなまつりパーティー：42人
みんなでヨーイドン！：50人
じゃがいも植え：8人
ふれあいタイム：4回88人
アルバム表紙作り：2回37人
クリーン大作戦：4回45人
シルバニアの日：32回177人
写真アート：34回483人
園児さんあつまれ！：18回243人
スマイルウィーク：66回605人
ラッキーDay：44回338人
ぬってGO！：67回364人
なぞときタイム：132回669人
避難訓練：12回269人



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）

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) イースターカード作り：2回29人
運動会：76人
パステルアート：5回137人
こどもの日のイベント：2回49人
ファミリーデー：3回46人
歯科衛生士講座：29人
輪ゴムでブレスレット：6回103人
あつまれオセロ大会：2人
じゃがいも掘り：34人
ファミリーデー：45人
たなばた会：50人
ざりがにと遊ぼう：2回63人
夏休みの工作：20人
すいか割り・くるくるレインボー作り：44人
ラジオ体操：40回320人
水遊び：19回148人
竹の水鉄砲作り：35人
花王手洗い講座：27人
つくってあそぼう：5回119人
人形劇：47人
かぶと虫くわがたむしがくるぞ：22人
デイキャンプ：7人
不審者対策講座：23人
敬老の日のイベント：80人
さつま芋掘り：16人
マスコット作り：14人
ドリームキャチャー作り：54人
ハロウィンフェスティバル：152人
栄養士講座：16人
ハロウィンスタンプラリー：3回93人
家庭の日のイベント：44人
スウィートポテト作り：88人
年賀状を書こう：35人
クリスマスの製作：60人
冬クッキンング：38人
おたのしみ会：244人
さよならレク：45人
凧を作ろう：2回63人
お正月あそび：35人
にしの日：119人
節分の日：50人
バレンタインクッキング：50人
お薬講座：15人
ひなまつりクッキング：39人
じゃが芋植え：30人
防災キャンドル：68人
運動レク：27人
避難訓練：12回240人
シルバニアワールド：234人
くるまで遊ぼう：44人
ぴょんぴょんルーム：12回183人
成長記録・お誕生会：12回241人
ままたいむ：12回193人
パワフルタイム幼児：48人458人
パワフルタイム小学生：27回302人

子育て広場の開催

- 



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）
おたのしみタイム：55回439人
ラッキーデー：30回352人

54 こども福祉課(女性・子どもセンタ
ー)

子育て広場：244回10,075人
端午の節句(午前・午後）：114人
鯉のぼりを飾ろう：20回232人
子どもの日：24人
こどもまつり：724人
千葉科学大学看護学部実習：33回88人
七夕かざり：11回281人
歯磨き講座：23人
たなばた会(午前・午後）：86人
波崎四中職場体験：3回18人
花王手洗い講座：25人
夏休み体験教室：2回35人
植松小児童クラブ合同避難訓練：4回234人
おはなしタイム：141人
ラジオ体操：10回818人
おひさまコンサート：110人
不審者対策教室：139人
ナイトアドベンチャー：30人
消防署見学：30人
おばけの世界：10回634人
ハロウィン(午前・午後）：231人
ハロウィンクイズラリー：33人
栄養士・保健師講座：25人
いばらき家庭の日ポップンサンデー：52人
おたのしみ会：173人
手作り教室：3回76人
お正月あそび(午前・午後）：72人
初もうでごっこ：9回188人
節分会(午前・午後）：64人
自衛消防訓練：26人
桃の節句(午前・午後）：109人
おひなさまの日：26人
成蹊大学ボランティア実習：5人
あそびの会：238回2,746人
おはなし会：48回879人
なぁにちゃんタイム：51回993人
ぴょんぴょんルーム：51回1,598人
ポップンタイム：49回1,268人
ふわふわマットの日：16回330人
成長記録の日：12回270人
避難訓練：12回618人
赤ちゃんとママのほほえみトリートメント：2回39人
ポップン・ファイブ：2回99人
てがたアートの日：12回414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：11回306人
男組クラブ：14回324人
おひさまクラブ：11回292人
女組クラブ：14回224人
たんぽぽクラブ：12回284人

児童館クラブの開催

- 



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）

55 こども福祉課(大野原児童館) ベビービクス：10回388人
すくすくクラブ：8回321人
かるがもクラブ：10回388人
わくわくクラブ：16回195人
チャレンジクラブ：15回174人
けん玉クラブ：12回40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346人
すくすくクラブ：10回262人
かるがもクラブ：10回346人
チャレンジクラブ：10回132人
イングリシュルーム：18回1795人

児童館クラブの開催

- 

55 こども福祉課(軽野児童館) るんるんリズム：10回271人
ベビーヨガ：10回134人
かるがもクラブ：10回128人
わんぱくクラブ：10回77人
リコーダークラブ:20回138人
リコーダー教室：16回118人
軽キッズ教室：10回121人

児童館クラブの開催

- 

55 こども福祉課(若松児童館)
うさぎクラブ：10回296人

ぱんだクラブ：10回136人

エンジョイクラブ：10回237人

児童館クラブの開催

- 

55 こども福祉課(波崎西児童館) ふたばクラブ：10回126人
クローバークラブ：10回166人
かもめクラブ：52回895人
親子リズム：10回191人
わくわくCLUB：10回205人
ひよこリズム：10回248人

児童館クラブの開催

- 

55 こども福祉課(女性・子どもセンタ
ー)

ひまわりクラブ：29回411人
サンサンクラブ：27回158人
波っこクラブ：30回509人
すくすくクラブ：18回458人
かるがもクラブ：18回597人
よちよちクラブ：10回144人

児童館クラブの開催

- 

56 子育て支援課

未実施
H29年より事業廃止

のため実施なし。
｢ふれあいサロン｣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。

57 中央図書館

絵本や紙芝居による読み聞かせを図書館及

びボランティア主催で年67回実施。
｢おはなし会｣の開催

0 



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）

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51回，平均13組参加。

｢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

1回開催，参加者20人(ブルーグラス)
図書館inコンサート

0 

62 長寿介護課

生きがい講座(52講座)各講座年間20回実施

受講者数1,500人，延べ20,144人

男性の受講者
が少ないため,
魅力ある講座
の新設等を行
う。

「生きがい講座」の開催 

5,610 

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。

60クラブ，会員2,037人

クラブの廃止や会
員数の減少が続い
ているため,クラブ
の新設等を支援し
ていく。

シニアクラブの活動支援

21,014 

64 長寿介護課

生涯大学1講座184人参加

男性の受講者
が少ないため,
魅力ある講座
の新設等を行
う。

「生涯大学」の開催

177 

65 長寿介護課 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。
定期教室延べ464回，参加者延べ17,164人
地区教室延べ970回，参加者延べ10,599人

継続参加者が多い
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

1,069 

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。

66 長寿介護課
新規者のみを募集し，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18人（延べ174人）

新規参加者の

確保のため，

広く周知して

いく。

水中ウォーキング教室(高齢者対象)の開
催

261 



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）

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 長寿介護課 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50ヶ所，参加者延べ963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

450 

68 社会福祉協議会
オトコ限定！輝くための男の講座

平成30年10月3日，20日，25日，29日（参加

者延べ19人）

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27件登録

（うち平成30年度新規登録は4件）し，市民

からの要望に応じて講座を開催している。

11回開催。

市民からの依頼が
なく開講できない
状況であるので,H3
1年度はまなびアイ
かみすで人材バン
クに関する特集記
事を掲載する。

退職を迎える方たちを対象とした講座

0 

69 長寿介護課 介護をしている家族を対象に理学療法士による
講話や実技指導を実施。3回コース「介護者の体
を痛めない身体の使い方・介助方法」「移乗，
移動の仕方について」「介護者自身の体調管理
・リフレッシュ」参加者延べ13人

それぞれの個性
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

45 

70 長寿介護課 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回開催，参加者22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

31 

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 長寿介護課 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。

訪問回数59回，参加者延べ59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）

1,710 

72 健康増進課 喫煙予防講座を市内の小中学校を対象に11
校で実施（参加者908人）
子宮がんに対する正しい知識の普及を目的
に，集団健診開催時に14回講話を実施（参
加者延べ1,132人）

10月からの実
施だったた
め，学校を選
択して実施し
た。

健康づくり講座の開催

4,500 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。
73 健康増進課 ロコモティブシンドローム予防教室2回開催

（参加者延べ61人）

健診前運動教室2回開催（参加者延べ38人）

秋の運動教室3回開催（参加者延べ94人）

日中開催時の参加
者が少ない。生涯
学習関連の教室等
と日程の調整も必
要ではないか。

健康づくり教室の開催

280 



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）

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
地域の医師からの生活習慣病予防をテーマ

とした講演を4回企画し実施（参加者延べ74

人）

参加者が少な

いため，周知

方法等を検討

する。

健康づくり講演会の開催

80 

②安全安心な生活につな
がる知識の普及，及び将
来の交通秩序維持のため
の学習機会を充実させま
す。

75 防災安全課 市内保育園（所）・こども園・幼稚園・小

学校・中学校での幼児・児童・生徒向けの

交通安全教室（34回，5,994人），高齢者交

通安全教室（3回，223人）を実施。

交通安全教室の開催

0 

76 企業港湾商工課 消費生活親子講座（子どもの金銭教育）16

組32人

食の安全安心講座（味噌作り講習会）40人

お掃除講座40人

消費生活講演会・講座の開催

200 

77 企業港湾商工課 幼児からシニアまで各年代に対応した出前講座
幼児7回454人，小学生31回1,127人，中学生14回
909人，高校生2回278人，一般成人7回243人，シ
ニア17回376人
合計78回3,387人

消費生活に関する出前講座の開催

1,143 

78 企業港湾商工課 市内公共施設（8ヵ所）に情報掲示（随
時），市広報紙に情報掲載（12回），ホー
ムページに見守り情報・緊急情報掲載（随
時），消費生活展での知識の普及・情報提
供（来場者約12,000人）

消費生活に関する情報提供

836 

79 社会福祉協議会 県社協が主催する防災養成講座を平成31年2月2日に潮
来市で開催。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。
たすけあいセンターが主催する災害時要配慮者の避難
研修会を平成31年3月9日に市保健福祉会館で開催。市
民関係機関への周知，参加者の取りまとめを実施。

防災ボランティア養成講座

0 

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 県・鹿嶋市が主催。県民の防災に関する理
解と意識の高揚を図ることを目的とする訓
練。平成30年8月11日カシマサッカースタジ
アム周辺にて開催。市民関係機関への周
知，参加者の取りまとめを実施。

防災訓練の実施

0 

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。

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435人，中国語教室が延べ435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。）

語学教室の開催

- 



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）

81 中央公民館 【英会話講座（6講座，93人）】
前期気軽に英会話（10回，17人），前期Step-up英会
話（10回，15人），前期子ども英会話（10回，16
人），後期気軽に英会話（10回，14人），後期Step-u
p英会話（10回，15人），後期子ども英会話（10回，1
6人）

語学教室の開催

672 

81 若松公民館

【英会話講座(1講座，10人)】

クッキング英会話(4回，10人)
語学教室の開催

32 

81 矢田部公民館

【語学講座（1講座，15人）】

英会話レッスン（5回，15人）
語学教室の開催

40 

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

かったため。

語学教室の開催

- 

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＆タイ料理教室②姉妹都市とのペンパル事業
③ゆかた着付け体験④視察研修⑤国際交流フェスティ
バル
（神栖市は神栖市国際交流協会に対し，補助金を交付
した。）

国際交流に関

心のない方々

の取り込み方

外国人との交流

- 

83 学務課

未実施

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。

政策企画課におい
て市長はじめ8名の
ユーリカ市派遣を
実施し，今後の交
流の在り方につい
て協議している。

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，姉妹都市とのペンパル

事業を実施。
神栖市は神栖市国際交流協会に対し，補助金を交付し
た。
また姉妹都市親善訪問の際に，ペンパルを行った生徒
も同行し，ホームステイ等による現地交流を行った。
（決算額は補助金総額と親善訪問事業総額）

姉妹都市との交流事業

8,097 

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

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 中央公民館
【パソコン講座（2講座，37人）】

パソコン☆エクセル（2回，19人），パソコ

ン☆ワード（2回，18人）

パソコン講座

255 



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）

85 若松公民館

【パソコン講座(1講座，10人)】

親子でパソコンで絵を描こう(3回，10人)
パソコン講座

72 

85 矢田部公民館

【パソコン講座（1講座，16人）】

シニアスマホ安全教室（1回，16人）
パソコン講座

0 

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

10月から11月にかけて4回開催

受講者15人
パソコン講座

118 

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 企業港湾商工課 県主催の勤労関係講座等のリーフレットを

窓口へ設置するとともに，市ホームページ

へ県ホームページのリンクを貼り，情報提

供を行った。

講座等への神

栖市民の参加

人数が把握で

きない。

県主催の講座等の案内

0 

87 はさき生涯学習センター

1回開催，受講者24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。
H30年度実績：参加団体12地区，参加者520
人

霞ヶ浦清掃大作戦の実施委

186 

89 廃棄物対策課 H30.6.30(土)に日川浜海水浴場で実施。
参加者2,700人
ゴミ回収量：可燃640kg，不燃950kg，処理
困難物320kg
合計1,910kg

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

1,578 

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。

90 第1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，講座を通し
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176人，陶芸教室12回130人，パッ
チワーク教室12回100人，エコクッキング教室4回40
人，ハーバリウム教室1回13人

エコ体験教室の開催

532 



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）

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
作品の募集自体は行い，参加賞として景品

の配布は実施したが，展示は行っていな

い。

例年展示をしていた
中央公民館が改修工
事を実施していたた
め，展示場所がなか
ったため。

年々応募作品が増
加していることか
ら展示スペースの
確保が難しくなっ
ていること。

下水道いろいろコンクール作品展の開催

233 

92 歴史民俗資料館

「まゆクラフト」10人，「蒔絵を体験して

みよう]20人，「けん玉・おりがみ」226人

題材の設定及

び講師の選

任，周知方法

伝承教室の開催

14 

93 文化スポーツ課 中学生を対象に，「手子后神社大潮祭鳴物」の笛や太
鼓の練習を通し，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：5～6月の全10回
参加者133人

中学生を対象とした鳴物教室の開催

210 

94 歴史民俗資料館

「夏休み昆虫展-神栖から茨城，そして世界

-」5,477人

テーマの選定

及び周知方法
企画展の開催

2,482 

95 歴史民俗資料館 「端午の節句展」299人，「錦絵づくし」43

2人，「明治150年展」982人，｢むかしの道

具展｣1,328人，「お雛さま」789人，「昔の

絵地図をみてみよう」619人

限られた収蔵

資料での展示

のため変化に

乏しい

収蔵品展の開催

1,049 

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

（県内）北茨城市 2回59人

（市内）高浜・石神地区 1回25人

見学場所の選

定及び定員越

えの際の参加

者決定方法

歴史見学会の開催

49 

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・港湾商工課
問い合わせに対し，情報を提供するととも

に，情報紙にて施設見学可能な工場を紹介

した。

施設見学が可能な企業の情報提供

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

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。

98 市民協働課 63回開催。（消費生活センター，防災安全

課，国保年金課，健康増進課，障がい福祉

課，都市計画課，廃棄物対策課）

参加者合計3,359人

かみす出前講座

0 



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）

99 秘書課

未実施 事業廃止のため移動市長室の実施

- 

100 秘書課 「まちづくり懇談会」に名称を変更。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，市政に関する疑問
に答え，説明を行う。30年度は6回実施し参
加人数は123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

10 

101 議事課

定例会4回発行。かみす市議会だよりの発行

4,566 

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。

議会中継のインターネット配信

1,180 

103 市民協働課

未実施

市民活動の活動促進，
市民活動支援センター
のＰＲの場として，共
催イベントを5回開催
したため。

市民活動に関する講演会

- 
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
くりサロン」を3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，5つのワークショップ
の開催）
参加者延べ520人

かみす市民フォーラムの開催

538 

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

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。
106 市民協働課

2回発行，各33,500部発行（うち新聞折込2

8,000部）

男女共同参画情報誌「ハートフルかみ
す」の発行

891 



基本目標：1.学びの場をつくる
< P40 >

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）

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 第12回かみす市民フォーラムにおいて，
「災害への備えと簡単防災グッズ作り」の
ワークショップを開催し，災害時の活動に
おいて女性の積極的な参加を促すために意
識啓発を図った。

男女共同セミナーの開催

43 

108 市民協働課
フラワーロード花植え（市内7ヵ所）2回実

施（春・秋）

参加者延べ815人

地域交流事業(フラワーロードの花植え)
の実施

7,734 

109 中央公民館 託児付講座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。

受講者397人

異世代が交流する機会の設定

176 

109 若松公民館
親子講座を設けることで，異世代が交流す

る機会とした。

【再掲】P.13：事業番号10（若松公民館）

異世代が交流する機会の設定

103 

109 矢田部公民館

未実施 今後検討していく。

R2年度講座計
画に際し，幅
広い年齢層に
対応可能な配
慮。

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 市民囲碁大会を開催。

定員50人，市内在住・在勤・在学(小学生以

上)を対象に募集。

参加者16人

異世代が交流する機会の設定

6 

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(平泉児童センター) 職場体験：4回26人
スポレクの日：2回68人
ラジオ体操：24回303人
平児まつり：631人
歯科・栄養士・保健師講座：2回89人
ハッピーハロウィン：246人
ファミリーデー：55人
スクールサポーター(不審者対策）：38人
平児の森お楽しみ会：302人
新春書き初め：38人
正月遊びともちつき会：221人
避難訓練：12回419人
ベビービクス：6回237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
< P41 >

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(大野原児童館) オープニングセレモニー：185人
ファミリーの会：21人
明日葉ルーム：111人
ハーフバースデー：138人
新年の会：144人
中・高生職場体験:5回22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) こどもまつり：433人
地元だよ！うずもに集合：41人
うずフェス2018：601人
ファミリーピクニック：63人
新春会：153人
うずも感謝デー：125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：111人

こどもまつり：362人

おたのしみ会：116人

お正月あそび：74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) わかまつ運動会：124人

夕涼み会：278人

ゴーストハウス：200人

冬のおたのしみ会：195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) うんどう会：76人
ファミリーデー：4回91人
たなばた会：50人
こむぎんスイカ割り：44人
夏休み工作教室：2回55人
夏休み人形劇：47人
敬老の日のイベント：80人
ハロウィンフェスティバル：152人
家族の日イベント：44人
おたのしみ会：244人
節分の日：50人
ひなまつりクッキング：39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)

こどもまつり：724人
歯磨き講座：23人
波崎四中職場体験：3回18人
花王手洗い講座：25人
おはなしタイム：141人
おひさまコンサート：110人
不審者対策教室：139人
おたのしみ会：173人
あそびの会バージョンUP：35回624人
千葉科学大学看護学部実習：33回88人
成蹊大学ボランティア実習：5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
< 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）

110 市民協働課 大野原コミュニティセンター46組188人発

表，うずもコミュニティセンター37組214人

発表，平泉コミュニティセンター49組360人

発表。

生涯学習ふれあい祭り「芸能発表会」の
開催

536 

111 文化スポーツ課 開催期間10/20～11/5
会場：文化センター，市民体育館，矢田部公民館
展示：21種目（505人，903点）
発表･催し：11種目（2,161人）
来場者数11,254人

芸術祭の開催

3,598 

112 文化スポーツ課 開催期間：3/5～3/10
会場：神栖市民体育館
出展：151点（絵画27点，書51点，写真43
点，工芸30点）
入場者602人

神栖市美術展の開催

485 

113 市民協働課

【再掲】P.38：事業番号105（市民協働課）
｢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

538 

114 中央公民館 市民将棋大会

参加者38人

囲碁・将棋フェスティバル

参加者23人

市民将棋大会

6 

115 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。

参加者16人

市民囲碁大会

6 

116 中央公民館
公民館講座作品展示8件，公民館ミニ企画展

3件，各種団体展示会4件，国・県・市事業

作品展1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 

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

ギャラリー展示用の貸出を12回行った。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
< P43 >

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 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4講座(心が和むパステ
ルアート講座，かぎ針編みを楽しもう講
座，楽しい絵手紙講座，陶芸講座)
各種団体の展覧会，2団体(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 

117 中央図書館 パッチワーク展示，写真展示，絵画等展示

ティーンズによる作品展(神栖二中：家庭

部，神栖高校：書道部・モデルアート部・

写真部，神栖三中：美術部)

図書館の｢展示スペース｣の貸出

0 

118 市民協働課
生涯学習人材バンクの講師に,まなびアイか

みすの特集記事掲載を募った。20講座の講

師が掲載を希望した。

団体･サークルへの参加呼びかけ

0 

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 

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 長寿介護課

未実施
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：9/30～10/8（9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

参加者約4,400人(35種目）

スポーツレクリエーション祭

3,753 

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24日（日曜日）

会場：波崎体育館周辺

種目：2km・3km・5km・10km

参加者1,307人

はさきさわやかランニング大会

5,992 



基本目標：2.学びを生かす
< P44 >

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3日（日曜日）
会場：神之池緑地公園内コース
参加校：小学校14校
参加チーム：男子23チーム，女子23チーム
※中学生の部は開催なし

小中学校駅伝大会

3,569 

123 文化スポーツ課 神栖市男子ソフトボール大会を石塚運動広場で5月に
実施（参加者150人）
神栖市弓道大会を武道館で5月に実施（参加者194人）
春季バドミントン大会を武道館で5月に実施（参加者4
4人）
神栖3×3バスケットボールチャンピオンズカップ2018
を市民体育館で9月に実施（参加者336人）
総合野球大会を海浜球場ほかで10月に実施（参加者25
6人）
神栖市民テニス大会を海浜庭球場で11月に実施（参加
者52人）
市長杯総合バスケットボール大会を市民体育館で1月
に実施（参加者548人）

各種スポーツ大会

1,058 

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30年10月11日
輪投げ：1クラブ5人
グラウンドゴルフ：2クラブ5人
応援19人

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 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
ンドゴルフ大会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，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

0 



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）

125 社会福祉協議会 市内小中学校17校及び看護専門学校からの
依頼により実施。
訪問数延べ56回
体験者延べ2,620人
協力者延べ254人

福祉教育に関する出前講座の開催

270 

126 社会福祉協議会 子育てサポーター養成基礎研修
平成30年6月13日，14日，19日，7月4日（受
講者8人）
子育てサポーターフォローアップ研修
平成31年2月25日（受講者23人）

子育てサポーター養成基礎研修の開催

53 

127 社会福祉協議会 わくわくサロン主催者向け市の高齢者事業説明会
平成30年4月12日（参加者27人）
県社協が主催する「福祉コミュニティーづくり推進の
つどい」
平成31年2月20日（参加者12人）
うぃるかみす協力会員養成講座
平成31年3月11日（受講者12人）

ボランティア養成講座の開催

85 

128 社会福祉協議会 毎月1回開催
参加者延べ487人
主な内容：自閉症スペクトラム障害の理解と支援，障
害年金の受給要件と手続き，脳血管障害やけが等によ
る《高次脳機能障害》，ひきこもり，法律の知識と法
テラスの活用方法，発達障害のある子のサポート方
法，精神科病院の医療相談室の役割，ストレスマネジ
メント講座等

地域ネットワーク勉強会の開催

65 

129 長寿介護課 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。30年度より活動に対して，ポイ
ントを支給し，介護保険料の負担軽減を図る。
基礎講座2回，参加者延べ33人
専門講座2回（やすらぎコース1回参加人数延べ41人，
えがおあっぷコース1回参加人数延べ32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
実を図る。

高齢者に関する活動ボランティアの育成,
活動支援

506 

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31年2月16日（参加者71人）
高校生の進路アシストカレッジ（全課程6日間）
平成30年7月23日～8月10日（参加者20人）
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31年1月31日，2月8日（参加者延べ118人）

福祉専門講座の開催

357 

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

養成講座，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。

女性総合相談員研修事業

9 



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）

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

未実施

日本女性会議に1人の
応募があったが，市外
在住であり要件を満た
さなかったため参加者
はいなかった。

広報紙等で参加者
を募集するが，例
年応募が少ない，
あるいはない状態
である。周知方法
について検討する
必要がある。

女性リーダー育成事業

-

133 市民協働課 フラワーロード里親制度の実施2団体（神栖

第二中学校，商工会女性部）参加（花の植

栽からデザインの作成，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)

 7,734 

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。

H30年度実績：参加者15件（個人8件，事業

所7件）

｢緑のカーテンコンテスト｣の開催

14 

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

・陸域の動物等の分布成生育状況の現状調

査を行った。

｢自然環境調査｣の実施

1,000 

136 健康増進課 親子の料理教室，伝承料理教室，世代別に
取り組む生活習慣病予防のためのスキルア
ップ講習会，家庭訪問実施。
1歳6ヶ月児健診での試食提供，消費生活展
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

664 

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84回，試食23回，調理実習18回実施

（参加者延930人）
｢地域食育サポーター｣による減塩指導

315 

138 政策企画課 【再掲】

P.15：事業番号17，18

P.34：事業番号81

P.35：事業番号82，84（政策企画課）

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】P.34：事業番号81（政策企画課）

語学教室の受講生
が，皆通訳が可能
なレベルまで語学
を習得できるわけ
ではない

通訳ボランティアの養成

- 



基本目標：2.学びを生かす
< P47 >

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 観光振興課

近隣市町村の観光ガイドボランティア活動

内容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 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

読み聞かせボランティア講習会

中級向け(2日間，受講人数延べ28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KAMISU登録者14人か

ら，3大会に各2～3人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等を活用し，ま

た文化・スポーツNEWSを年5回発行して，各

種イベントのPRを行なった。
ホームページや広報紙等の活用

1,010 

144 文化スポーツ課
かみす健康スポーツまつり24人

神栖小学校駅伝大会23人

はさきさわやかランニング大会25人

スポーツ推進委員の派遣

1,912 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 市内小中学校の運動施設を社会体育団体に

開放する。

利用日数延べ4,644日

利用人数延べ49,117人

学校体育施設開放事業

18 

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2018内で実施。かみす健康スポ

ーツまつり，グラウンドゴルフ体験，少林

寺拳法体験教室，スケートボードスクー

ル，笑いヨガ等

世代間スポーツ交流事業の実施

0 

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83組
団体加入延数1,731人
個人登録37人
ボランティア相談2,018件

ボランティアに関する相談、登録･斡旋の
実施

0 



基本目標：2.学びを生かす
< P48 >

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1件，保険適用1件）
市民活動補償制度の運用

1,033 

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1,146件

天災タイプ67件

ボランティア保険の加入支援

109 



基本目標：2.学びを生かす
< P49 >

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
｢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23,800部）
｢社協ニュース｣の発行

3,385 

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1

5日発行（発行部数23,800部）
｢ボランティアセンターマガジン｣の発行

1,692 

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30年度新規掲載数389件
平成30年度アクセス数20,576件（日平均59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861

件）

市民活動支援センターの運営  

7,163 

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。

156 市民協働課

2団体（更生保護女性会，消費者の会）6回

利用

女性交流サロンの
利用に関して，女
性団体連絡会の総
会にて周知した
が，利用が増加し
なかった。また，
庁内の部署移転等
に伴い，H31年2月
より使用不可とな
った。

女性交流サロンの設置

0 



基本目標：2.学びを生かす
< P50 >

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）

157 社会福祉協議会

交流スペース利用者数1,488人，点訳室135

人，録音室52人

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 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30年11月20日（参加者80人）
ボランティア交流会の開催

6 



基本目標：3.学びをサポートする
< P51 >

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
指導者になりたい
というニーズを拾
うため，周知方法
を検討する。

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
県内各市で講師として実績のある，関川畳

商店(株)と連携し，第12回かみす市民フォ

ーラムにてワークショップを行った。

企業や教育機関からの発掘

16 

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

「第1回地区別連絡会議」へ出席し，他市町

村および企業との連携を図った。
近隣市町村等とのネットワークづくり

0 

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海浜球場で3月に実施

（参加者25人）
スポーツ審判及び指導者の養成講習会

49 

166 文化スポーツ課(運動施設指定管理
者) 体育協会加盟の各競技団体で実施している

研修会等の会場を優先的に確保できるよう

支援した。
知識・技術の向上に向けた研修への派遣

0 

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

登録者によって登録

内容がちがうため，

研修内容の設定が困

難である。

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
< P52 >

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

生涯学習実施状況報告書を作成し，市ホー

ムページにて公表している。
実施状況シートを通じた情報把握

0 

170 市民協働課

未実施

計画の見直しの際に
関係各課との連絡調
整のために行う会議
のため今年度は未実
施。

生涯学習推進連絡会議

- 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 5/23開催，委員18人出席

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33,000部発行（うち新聞折込2

8,000部）

生涯学習応援情報誌「まなびアイかみ
す」の発行

1,589 

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付，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：H31.3現在9,979

人）

メールマガジンの配信

1,688 

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】P.51：事業番号171（市民協働課）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】P.51：事業番号173（市民協働課）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
< P53 >

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 図書館システムの更新（機器交換含む），セキュリテ
ィーの強化，セルフ貸出機導入（プライバシー保
護），FeliCaカード利用導入（利用者便利機能），ホ
ームページリニューアル（利用者サービス機能と情報
発信ページの一本化，スマホ対応，一般用・こども用
・ティーンズ用ページ作成）

図書館情報システムの機能強化

0 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
応が難しい。

学校図書館とのネットワークシステムの
整備

- 

183 企業港湾商工課 商店街活性化事業として，空き店舗を利用した街角ギ
ャラリーへの補助金交付を行った。（平成30年5月閉
館。）
街角ギャラリー閉館後は，市民の創作活動の成果発表
の場として，若松公民館内に「神栖みんなのギャラリ
ー」を開設した。（平成31年8月開設。文化スポーツ
課所管。）

空き店舗などを利用した｢街角ギャラリ
ー｣の運営支援

688 
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

市内の4公民館及び4コミ
ュニティセンターを活用
していただいている。交
通手段に関しては，デマ
ンドタクシーを活用して
いただくなど，既存の交
通手段での対応となる。

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
供している。（生涯学習におけるデマンドタクシーの
利用についての決算額はとりまとめていないため，
「-」としている。）

開催場所がデマ
ンドタクシー乗
降所の登録要件
に合致しない場
合もある。

生涯学習におけるデマンドタクシーの利
用促進

- 


