
平成３０年度  

生涯学習事業計画 

浜松市市民部創造都市・文化振興課 



めざす都市像 基本方向  推進項目 重点事項

○

○

○

○

区の重点具体的な計画（講座・事業等）

①地元で活躍しているボランティア団体を、「青少年の表彰」等積極的に推薦してい
きます。(東部・北部)
②協働センターまつりや成人式に中学生のボランティアを募集し、地域への貢献と意
識向上を図ります。また、ボランティアがまつりの企画・運営に参画できるようなし
くみを検討します。(東部・南部・曳馬・佐鳴台・高台・県居)
②地元中学生ボランティアが毎年8月に開催される「北部ジュニア公民館(子ども版協
働センターまつり)」の企画・立案及び運営に携わることで、ボランティアの実戦経験
を積んでもらう機会の提供をします。(北部)
②餅つき大会で中学生ボランティアを募集し、地域住民と触れ合いながらボランティ
ア活動を体験してもらいます。（佐鳴台）
②地域の人たちに、生涯学習ボランティアの活躍の場として、子ども講座などの講師
となっていただくことにより、新たなボランティアスタッフの掘り起しや、スキル
アップを図ります。(南部)
②中学生ボランティア経験者に、協働センターまつりや成人式などで活躍してもらう
場を設けます。(北部)
②花の会のボランティアとの協働で講座の開催や花壇の植栽活動を実施し、緑化管理
やボランティア活動の啓発に取り組みます。(県居)
②子どもフェスタ事業で小中学生のボランティアを募集し、フェスタの企画・運営か
ら参画し、事業を実施します。また、協働センターまつりで活躍する場を設けます。
(富塚)

①人材発掘、人材登
録体制の整備
②学習成果を発揮す
る機会や場づくりと
啓発活動
③地域づくりの意識
高揚

①地元講師(ヒューマンセミナー等)を積極的に活用していきます。(全施設)
①生涯学習ボランティアの協力のもと親子講座を毎月開催していきます。また、講師
登録制度や学習成果活用事業により地域ニーズに応じた講師を登用していきます。(西
部)
①地域の団体と協働して、地域の人材を活用した「まちなか異文化体験講座」を実施
します。(中部)
②協働センターまつりでは、地域活動団体等の日ごろの活動を発表する場として、作
品展示、芸能発表、コンサート等を行います。(全施設)
②学習成果活用事業において、同好会及び地域で活動している団体による自主講座の
開催を支援します。(全施設)
②浜松学院大学、常葉大学等との連携事業を開催することにより、地域住民と大学生
がお互いに自己の学びを深める講座を開催します。（全施設）
③地域の課題解決に取り組むNPOと協働し、三遠南信地域の歴史や文化を学び、地域間
交流を図ることを目的に、三遠南信文化交流講座を開催します。(中部)
③中区地域力向上事業として、地域の特徴を生かした事業を行います。
地域の歴史文化遺産を再発見する。(南部・中部）地域の水との関わりと環境を現地調
査を交えて親子で体験する。（西部）「食育」をテーマに親子での農業体験の機会を
提供する。（佐鳴台）児童と地域の世代間交流の機会を提供する。（高台)
③浜松市の課題である交通事故の撲滅に向け、引き続き交通安全教室を実施します。
(曳馬)
③協働センターの新たな試みとして、婚活イベントを２回（６月・９月）開催しま
す。（東部）

（3）学習環境の向上

①学習情報提供の充
実
②学習機会の充実
③学習ニーズの高ま
りへの積極的対応

①地域の知の拠点と
しての図書館
②地域への誇りや愛
着を育てる博物館・
美術館
③地域の学習拠点と
しての協働センター
等

①地域リーダーの養
成
②地域ボランティア
の養成

①ユニバーサルデザインに配慮した施設や利用者の利便性の向上のため、公共建築課
と連携して施設改修の設計・工事を実施します。(北部・高台)
①職員の日常の館内点検等により故障、劣化箇所の早期発見に努め、照明器具、トイ
レ、空調設備等施設利用に支障があるものを優先的に修繕を行います。（全施設）
①施設の安全性向上のため、ホール吊天井改修工事を実施します。（北部）
③デマンド監視システムにより、デマンド(最大需要電力)値の抑制に努めます。(南
部・北部・曳馬・佐鳴台)

①協働センターだよりの配布やポスターの掲示、チラシの設置方法などを工夫し、学
習情報を提供します。(南部)
①浜松市公式ホームページ「中区協働センター通信」や協働センターだよりに、講
座、イベントの予定や同好会の活動状況を紹介をします。(全施設)
①協働センターのイベントなどを広く広報するため、積極的に関係機関へ情報提供を
行います。（全施設）
②大学生を講師に招き、大学生と小学生とのふれあいができる子ども講座を開催しま
す。(中部)
③託児サービス付きの講座を実施し、小さなお子さまをお持ちの方がより一層受講し
やすい環境を整えます。（曳馬・まちづくり推進課）
③生きがいづくり教室では、昨年度実施したアンケートを基に、伝統工芸、料理、健
康管理などニーズに即した多彩な講座を盛り込み充実したものとします。（高台）
③現代社会の文化・技術等について幅広く学び、よりよく生きたいという市民ニーズ
に応えるため、県西部8大学9学部の協力を得て、第26回市民アカデミーを開催しま
す。（まちづくり推進課）

③小学校や中学校からの施設見学や職場体験を積極的に受け入れます。(全施設)
③主催した講座や学習成果活用事業をきっかけとした同好会の立ち上げを支援すると
ともに、地域活動団体に移行できるよう、指導や助言を積極的に行います。(南部)
③インターンシップの受け入れを積極的に進めます。（北部）
③地域ふれあい事業(センターまつり、クリスマスコンサート等)を地域活動団体や地
域住民と協働で取り組みます。(全施設)
③地域内の外国人児童が言葉や習慣の壁を乗り越えて安心して学べるように、夏休み
期間を利用して小学校及びボランティア団体等と協働による学習支援を行います。
（佐鳴台）
③近隣小学校から協働センターを訪問する児童に、地元の髙栁健次郎さんのテレビ
ジョン研究や記念碑の話をしていきます。また、協働センターの仕事や役割を伝えた
り、同好会が活動している姿を見てもらい、一緒に活動することで協働センターを身
近に感じてもらう機会を設けます。(西部)
③地域づくり講座として地場野菜を使った料理教室を開催します。（南部）

浜松市生涯学習推進大綱

①耐震性の向上とユ
ニバーサルデザイン
化の推進
②まつぼっくりシス
テムによる施設予約
の利便性の向上
③既存施設の有効活
用

（2）学習情報と学習機
会の充実

地域と人とのつながりを生かした生涯学習の充実

○ 地域の特性に応じて学習ニーズに応えられる、「地域の学習の場として」の学習機会の充実を図ります。
　　【大綱との関連】　基本方向1－（２）

○ 「地域の学習拠点」として、地域住民・学校の協力により事業を進め、人づくり・まちづくりの機能充実を図ります。
　　【大綱との関連】　基本方向１－（３）

○地域と協働し、地域づくり・地域課題解決に取り組みます。
　　【大綱との関連】　基本方向２－（１）

○ 地域において生涯学習を推進していくために、人材を発掘し、育成に努めます。
　　【大綱との関連】　基本方向２－（２）
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めざす都市像 基本方向  推進項目 重点事項

　　　新たな人の和と多様な出会いが生まれるまちを目指して、地域の人材をはぐくむ機会の提供と環境の整備に取組みます。

○活力にあふれ、特色あるまちづくりの中心となる地域の人材の育成に努めます。
　　【大綱との関連】　基本方向２－（２）

○地域の生涯学習の拠点であり、人材の育成と活躍の場でもある協働センターの整備と改修に取組みます。
　　【大綱との関連】　基本方向１－（１）

○住民の交流や相互の啓発による地域の活性化を目指して、地域の学習拠点となる環境づくりに努めます。
　　【大綱との関連】　基本方向１－（３）

浜松市生涯学習推進大綱 具体的な計画（講座・事業等） 区の重点

①耐震性の向上とユ
ニバーサルデザイン
化の推進
②まつぼっくりシス
テムによる施設予約
の利便性の向上
③既存施設の有効活
用

①③安全で快適な公共施設の提供と建物の延命化を目的として、協働センター職員
による施設の定期点検を実施します。（全協働センター）
①③点検に基づく不具合の修繕のほか、利用者の要望を聞き取り、より使いやすい
施設になるための計画的な改修を行います。（全協働センター）
③協働センター附設の体育館について、老朽化した外壁の修繕をするほか、利用者
の安全確保や防火設備の機能を備えるため、換気扇の改修工事を行います。（笠井
協働センター）
③利用者の安全性の確保並びに景観を確保するため、老朽化した敷地内のフェンス
の工事を行います。（蒲協働センター）
②窓口で受付をした団体に、まつぼっくりシステム予約の利便性や口座振込払いに
ついて説明します。（全協働センター）
③体育館でスポーツやレクリエーションを行う利用者の安全性を鑑みて、雨天時に
滑りやすく、転倒のおそれがある渡り廊下タイルについて取替工事を行います。
（積志協働センター）
③施設の長寿命化を目的として、体育館外壁及び玄関自動ドアの工事を行います。
（天竜協働センター）

（2）学習情報と学習機
会の充実

①学習情報提供の充
実
②学習機会の充実
③学習ニーズの高ま
りへの積極的対応

①協働センターだよりを学校や地域住民に配布・回覧するほか、市のホームページ
にも掲載してセンターの活動を広報します。（全協働センター）
①②たよりによる活動団体紹介や活動の支援、様々な世代に向けた講座の開催など
の取組みにより、施設使用率の向上を図ります。（全協働センター）
②交通安全指導員による高齢者向け交通安全教室の開講（天竜協働センター、笠井
協働センター）や、地域住民による危険箇所の点検運動の実施（積志協働セン
ター、蒲協働センター）を通じて、東区の課題である交通安全の啓発に努めます。
②③高齢化社会における学びのニーズに対応するため、高齢者向けに相続の講座、
脳トレ講座、郷土史講座などを開催します。（天竜協働センター、積志協働セン
ター）
②③小学生を対象に、門松づくりを体験し、物作りの楽しさを知るとともに、日本
の伝統に触れる機会を教える教室を開講します。（笠井協働センター）
③講師として動物園の職員を招き、動物園の仕事の説明や小動物とのふれあいを体
験できる子ども講座を実施します。（天竜協働センター）
③郷土史家の先生を講師に迎え、地域にゆかりのある歴史上の人物についての講座
を行います。（長上協働センター）

（3）学習環境の向上

①地域の知の拠点と
しての図書館
②地域への誇りや愛
着を育てる博物館・
美術館
③地域の学習拠点と
しての協働センター
等

③人づくり、まちづくりの拠点としての機能を充実させるため、学習成果の発揮
と住民交流の機会として、協働センターまつり等の地域ふれあい事業を開催しま
す。（全協働センター）
③退職した学校の先生が夏休みの小学生の勉強をサポートする勉強会「長上寺子
屋」を実施します。（長上協働センター）
③地域の楽団・積志ウィンドアンサンブルと小・中学生による「ふれあいコン
サート」を開催し、子どもたちが音楽に触れる機会を提供します。（積志協働セ
ンター）
③地域の中ノ町環境保全会が講師となって、有休農地で栽培した地元産の信州そ
ばを使用した「そば打ち体験教室」を開催します。（天竜協働センター）
③地域の生涯学習団体と協力して、書初めから軽スポーツまで様々な内容の子ど
も講座を全１２回開催します。（蒲協働センター）

①人材発掘、人材登
録体制の整備
②学習成果を発揮す
る機会や場づくりと
啓発活動
③地域づくりの意識
高揚

①地域活動団体の活性化を目的として、講座の企画運営への協力を呼びかけま
す。（天竜協働センター）
①②地区の体育協会が地域のスポーツクラブと協力して、協働センターまつりで
ゲーム大会を開催します。（笠井協働センター）
②学習成果活用事業では、加工食品でなく、旬の食材を使ったおかず作りの調理
実習を行い、各家庭でも実践していただくことで家族の健康を目指す「満福食
堂」（長上協働センター）や、子どもから大人まで楽しめるフラワーアレンジメ
ントやものづくりを行う「わいわい広場」（積志協働センター）を実施します。
②③協働センターまつりでは、展示や演技発表などで日頃の学習成果を発揮して
もらうとともに、地域づくりの一助となるよう企画や準備から団体やボランティ
アの参加を呼び掛けます。（全協働センター）

①地域リーダーの養
成
②地域ボランティア
の養成

①②大学との連携事業を活用して地域に新しい風を呼び込み、若いリーダーやボラ
ンティアの養成を図ります。（全協働センター）
①②地区社協や民児協の協力のもと、生涯学習ボランティア団体と小・中学生ボラ
ンティアが中心となって、就学前の児童に子ども講座の内容を体験してもらう「体
験しよう！子ども講座」や、小学生に母の日におくる羊毛フェルトでコースターづ
くりを体験してもらう「母の日プレゼント コースターをつくろう」を実施します。
（長上協働センター）
①②学習成果事業の中で、将来、地域で活躍できる人材の育成を目的として、地域
活動団体が講師となって中学生ボランティアを育成する「リーダーカレッジ」を開
催します。（蒲協働センター）
②人生80年代を迎え、一般社会人を対象とし、人間として市民としての教養の向上
や健康で豊かな生活を目指し、創造性豊かで活力ある社会の建設を目的とし、全１
０回にかけて、ヒューマンセミナーを実施します。（笠井協働センター）
②中学生に協力を依頼して、11月に開催される協働センターまつりのボランティア
参加の呼びかけや中学生のボランティアが中心となって、協働センター周辺の草刈
及び体育館清掃を行う「清掃奉仕活動」を実施します。（積志協働センター）
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めざす都市像 基本方向  推進項目 重点事項

　　　個性輝く心豊かなまちにふさわしい学習機会の充実と地域づくり意識の向上

〇　地域の多様なニーズに応じた学習機会を充実させます。
　　　【大綱との関連】　基本方向１－（２）
〇　地域の活性化やコミュニティの強化を図ります。
　　　【大綱との関連】　基本方向１－（３）
○　地域の特性を生かした講座を開催します。
　　　【大綱との関連】　基本方向２－（１）

浜松市生涯学習推進大綱
具体的な計画（講座・事業等） 区の重点

①耐震性の向上とユ
ニバーサルデザイン
化の推進
②まつぼっくりシス
テムによる施設予約
の利便性の向上
③既存施設の有効活
用

①ユニバーサルデザイン化を図るため昇降機設置工事を実施しま
す。(庄内協働センター)
①ユニバーサルデザイン化を図るため次の工事を実施します。昇降
機設置工事（設計）、オストメイト対応トイレ設置工事（設計）、
授乳室設置工事（設計）（和地協働センター）
③協働センター利用者が安心して安全に施設を利用できるよう、協
働センター職員等が定期的に点検を実施し、不良箇所の早期発見、
改善に努めます。（全施設）
③施設の長寿命化を図るため次の工事を実施します。外壁・屋根修
繕工事（伊佐見協働センター）、消防設備改修工事、熱源更新工
事、オイルタンク修繕工事等（舞阪協働センター）

①「浜松市生涯学習講師登録」から情報を得るとともに、地域の人
材を発掘・活用し、地域に根ざした特色ある協働センター事業を展
開します。「おもちゃ病院」「そば打ち講座」等（全施設）
②学習成果活用事業を積極的に展開し、地域で活動する団体・個人
による特色ある講座を実施します。(７施設)
②協働センターまつり等のなかで、作品の展示や演技発表の場を設
けます。(全施設)
③講座をとおして、地域の活動に参加しようとする意識を高めま
す。「盆踊り講習会」「庄内地区夏まつり」「あそびごころのサー
クル活動」等（全施設）
③地域づくり講座や地域の特性を生かした事業を実施します。「ホ
タルの観察会」「凧あげ教室」「子ども料理教室」「伊佐見ふれあ
い水車小屋コンサート」「俳句による地域おこし事業」「ボイスト
レーニング&健康講座」「歴史講座」「子ども歌舞伎講座」等（全
施設）
③地域団体との共催事業を実施し、地域間、世代間交流を図りま
す。「ふれあい昼食会」（入野協働センター）「庄内地区福祉体験
講座」「庄内地区・長野県箕輪町交流事業」（庄内協働センター）
「さざんかコンサート」「ゆうゆうクラブ」「軽スポーツ教室」
（篠原協働センター）「生きがいづくり教室」（伊佐見協働セン
ター）
③地域の人材を活用して子ども講座等を実施することにより、子ど
も育成事業への地域住民の参画を図ります。「夏休み親子園芸教
室」「アップルパイづくり」「こども講座全般」「昼ごはんづく
り」「クッキーづくり」「さつまいもの苗を植えよう」「ふれあい
クリスマスコンサート」等(全施設)

（2）学習情報と学習機
会の充実

①学習情報提供の充
実
②学習機会の充実
③学習ニーズの高ま
りへの積極的対応

①学校、新聞店、民間事業所等に協力を仰ぎ、協働センターだより
等のチラシ回覧及び各戸配布、子ども講座の周知等を行い、学習情
報を積極的に提供します。(全施設)
②託児付の講座を開催します。（篠原協働センター）
③地域の多様なニーズを反映させた講座を実施します。「子ども料
理教室」「野菜の選び方講座」「おいしいおやつ作り講座」「次世
代の地域リーダー養成事業」「親子で遊ぼうハッピータイム」「リ
ンパストレッチ」「こどもクッキング講座」「歌声喫茶」「パン・
洋風家庭料理教室」「ボイストレーニング&みんなで合唱」「音楽&
健康講座」「仏像鑑賞入門講座」「クラフトバッグ講座」等（全施
設）

○

（3）学習環境の向上

①地域の知の拠点と
しての図書館
②地域への誇りや愛
着を育てる博物館・
美術館
③地域の学習拠点と
しての協働センター
等

③小・中学生や生涯学習ボランティア、地域の各種団体に、地域ふ
れあいフェスタ事業等への参加を呼びかけ、地域住民と協力した事
業展開を図ります。（全施設）
③協働センターの地域活動団体等の活動活性化のため、団体の活動
紹介とメンバーの募集を積極的に実施します。(全施設)
③地域の活性化やコミュニティの強化を図るため、協働センターの
運営業務と生涯学習業務を委託します。（和地協働センター）

○

①地域リーダーの養
成
②地域ボランティア
の養成

②生涯学習ボランティアのメンバーに実技講習会に参加してもら
い、子ども講座講師としての協力体制を整えます。(７施設)
②地域のボランティア団体に対して、協働センター事業に積極的に
参画する機会の情報提供を行い、ボランティア団体による事業展開
の支援を実施します。(全施設)
②講座をとおして地域ボランティアを育成します。「花ボランティ
ア育成講座」「次世代の地域リーダー養成事業」（庄内協働セン
ター）「夏休み料理講座」（篠原協働センター）

①人材発掘、人材登
録体制の整備
②学習成果を発揮す
る機会や場づくりと
啓発活動
③地域づくりの意識
高揚
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めざす都市像 基本方向  推進項目 重点事項

①耐震性の向上とユ
ニバーサルデザイン
化の推進
②まつぼっくりシス
テムによる施設予約
の利便性の向上
③既存施設の有効活
用

①市民が安全・快適に利用できるように環境整備を行うとともに、
不具合が発生した場合は迅速に対処する緊急修繕を実施します。
（全施設）
①ユニバーサルデザイン化整備工事を行います。
　エレベーター及び授乳室、障がい者用駐車場の設置等（白脇・可
美）障がい者用駐車場及び授乳室の設置等（五島）
③ユニバーサルデザイン化工事に伴い、和室、料理教室、ホール、
講座室が使用できない期間、児童室と体育館の利用を促します。
（白脇）

〇

（3）学習環境の向上

①地域の知の拠点と
しての図書館
②地域への誇りや愛
着を育てる博物館・
美術館
③地域の学習拠点と
しての協働センター
等

①協働センターまつりの中で、図書館から借り受けた大型絵本を用
いた読み聞かせを行います。（南陽）
②館内ロビーに同好会の絵画、工芸品等を展示します。（全施設）
③協働センターで活動する団体を支援するとともに、協働センター
が主催する講座を契機として受講生が同好会をつくり、活動するよ
う働きかけます。（全施設）
③学習成果を発表する場の提供、地域住民のコミュニケーションの
拠点として各種団体、学校等と連携を持ち、協働センターまつり等
の地域ふれあい事業に取組みます。（全施設）

市民協働によるまちづくりの推進

○区民がいきいきと活躍する協働まちづくりの推進
【大綱との関連】基本方針１－（２）、２－（１）、（２）

○様々な世代が快適に暮らせるまちづくりの推進
【大綱との関連】基本方針１－（２）、２－（１）

○地域資源を活かした魅力あるまちづくりの推進
【大綱との関連】基本方針１－（２）、１－（３）、２－（１）

浜松市生涯学習推進大綱 具体的な計画（講座・事業等） 区の重点

①地域の人材を活用した講座を実施します。「パソコン教室」（南
陽）「剣道クラブ」「いけばな教室」（白脇）「パンづくり教室」
（五島）「手打ち蕎麦教室」「オオクワガタを育てよう」「茶道
ジュニア」等（可美）「笑って生き生き！笑いヨガ」（新津）
②大学と連携した事業を行い、大学で学んだ知識や技能を生かす機
会の提供を行います。（南陽・白脇・五島・可美）
③学習成果を発表する場の提供、地域住民のコミュニケーションの
拠点として各種団体、学校等と連携を持ち、協働センターまつり等
の地域ふれあい事業に取組みます。（全施設）
③地域コミュニティの推進と地域間交流を図る事業を実施します。
「町別対抗男女混合バレーボール大会」（南陽）
③世代間交流や地域コミュニティの活性化に寄与するために考案さ
れた南区発祥のオリジナルゲーム「サイコロダーツ」の普及に努め
ます。（全施設）

（2）学習情報と学習機
会の充実

①学習情報提供の充
実
②学習機会の充実
③学習ニーズの高ま
りへの積極的対応

①協働センターだよりを各戸配布又は回覧するほか、子ども講座で
は小学校の協力を得て、直接、児童に配布します。（全施設）
①協働センターまつりや天文台事業など広域対象事業の情報を【南
区公式Facebook「みなみる」】で発信します。（全施設）
②環境への意識を高める事業として小学生を対象に「天竜の森で山
の恵みを感じてみよう」を実施します。（五島・南陽）
②地域の文化・伝統への啓発意識を高める事業として、「秀吉ゆか
りの松下屋敷跡啓発事業」を実施します。（南陽）
②地域住民の健康意識を高める講座を実施します。「カラダの不調
改善リンパ体操」（南陽）「いきいき体操」（白脇）「すまいる体
操」（可美）「ラジオ体操の沿革、正しいラジオ体操」（新津）
③協働センターまつり、講座等の開催時にアンケート調査をし、学
習ニーズの把握に努めます。（全施設）

①人材発掘、人材登
録体制の整備
②学習成果を発揮す
る機会や場づくりと
啓発活動
③地域づくりの意識
高揚

〇

〇

①地域リーダーの養
成
②地域ボランティア
の養成

①学習成果活用事業を受託した団体を支援し、地域リーダーの養成
を図ります。（全施設）
②協働センターまつりの運営等に小学生や中学生ボランティアを積
極的に活用し、地域の生涯学習ボランティア活動を支援するととも
に、将来の地域リーダー及びボランティアの養成を図ります。（全
施設）
②生涯学習ボランティアが子供向け工作の研修を受講し、協働セン
ターまつりで、「子ども工作教室」（新津・五島・南陽）「生涯学
習体験教室」（可美）を実施します。

〇
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めざす都市像 基本方向  推進項目 重点事項

市民協働による区民主体のまちづくり

○　地域住民の学習ニーズを的確に捉え、学びの欲求に応えることができる講座・事業を企画します。そして、学びを共有する仲間
づくりの場から、地域づくりの場へと発展していくことができるようサポートします。
【大綱との関連】基本方向１－（２）

○　自らの学習と経験から得た生涯学習の楽しさや喜びを伝えることで、地域住民との交流を図ります。また、地域の活性化や文化
振興のため、市民協働の観点を取り入れた事業を企画します。
【大綱との関連】基本方向２－（１）

浜松市生涯学習推進大綱 具体的な計画（講座・事業等） 区の重点

①耐震性の向上とユ
ニバーサルデザイン
化の推進
②まつぼっくりシス
テムによる施設予約
の利便性の向上
③既存施設の有効活
用

①③地域住民が安全・安心に施設を利用できる施設を維持するため
に、施設職員による日常点検、業者による定期点検を実施します。
（全施設）
③不具合のある設備等は早期改修に努め、使いやすい施設を維持し
ます。（全施設）
③前年度に引き続き講座室等に個別の空調機を設置し、快適な環境
を提供します。（三ヶ日協働センター）

〇

（2）学習情報と学習機
会の充実

①学習情報提供の充
実
②学習機会の充実
③学習ニーズの高ま
りへの積極的対応

①協働センターだよりを定期的に発行し、地域への広報活動を積極
的に行います。（全協働センター）
②子ども講座は、学校行事との日程調整をしながら計画し、小学校
の協力が得られる場合は学校を通じてチラシを配布します。（全協
働センター）
②③子ども講座を多様化し、２・３歳児とその保護者が参加する講
座を新たに企画実施します。（引佐協働センター）
②③市民のニーズに応える講座を企画開催します。（全協働セン
ター）
③「直虎ゆかりの地」に関連する講座を企画開催します。（引佐協
働センター、細江協働センター）

〇

（3）学習環境の向上

①地域の知の拠点と
しての図書館
②地域への誇りや愛
着を育てる博物館・
美術館
③地域の学習拠点と
しての協働センター
等

③市民の身近な施設として、気軽に利用できる開かれた公共施設を
目指します。（全協働センター）
③講座終了後のサークル活動について案内をしていきます。また、
現在のサークルの参加者が増えるよう情報発信していきます。
（三ヶ日協働センター）

①地域リーダーの養
成
②地域ボランティア
の養成

①生涯学習ボランティアの研修や協働センターまつり等の企画・実
施等に関わることにより、資質の向上を図ります。（三方原・都田
協働センター）
①実行委員会組織による協働センターまつり等の企画・実施等に係
わることにより、地域リーダーの養成、資質の向上を図ります。
（都田・三方原協働センター）
②協働センターまつり、地区成人式等において中学生ボランティア
として企画・運営に携わる機会を提供します。（全協働センター）

①人材発掘、人材登
録体制の整備
②学習成果を発揮す
る機会や場づくりと
啓発活動
③地域づくりの意識
高揚

①地域の人材を活用した各種講座を開催し、人材の育成、後継者の
育成に努めます。（全協働センター）
①「浜松市と大学との連携事業」に参加し、大学の専門性を地域に
還元するともに、大学生がセンター事業に参加する環境づくりを進
めます。
（三方原・都田・引佐・細江協働センター）
②学習成果を発揮する場として、地域住民が主体となって講座を企
画・運営する機会を提供します。（全協働センター）
②③作品の展示や芸能発表等の学習成果を発表する機会として、協
働センターまつりや北区文化交流祭、生涯学習フェア等を日頃の学
習成果発表の場として、作品の展示や芸能発表会を行います。（全
協働センター）
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めざす都市像 基本方向  推進項目 重点事項

○　地域の特徴とニーズに合わせ、講座内容の充実を図ります。
　【大綱との関連】基本方向１－（２）

○　地域との連携を図り、人材を活用した講座を開催し、地域づくりの意識高揚を図ります。
　【大綱との関連】基本方向２－（１）

浜松市生涯学習推進大綱 具体的な計画（講座・事業等） 区の重点

①耐震性の向上とユ
ニバーサルデザイン
化の推進
②まつぼっくりシス
テムによる施設予約
の利便性の向上
③既存施設の有効活
用

③市民が安全・安心また快適に施設を利用できるように、施設職員
による施設の点検を定期的に行い、支障のある箇所や不具合のある
箇所の早期発見に努めます。（全協働センター）

○

（2）学習情報と学習機
会の充実

①学習情報提供の充
実
②学習機会の充実
③学習ニーズの高ま
りへの積極的対応

①区内全協働センターよる｢協働センターだより合併号｣を発行し、
区内全域に等しく学習情報を提供します。（全協働センター）
①各地区の小学校の協力により対象全児童に募集チラシを配布し、
より多くの子どもが子ども講座に参加できる機会の提供を図りま
す。（全協働センター）
③高齢者を対象とした生きがい教室を開催します。（全協働セン
ター）
③多くの市民から需要のある情報、健康等に関する市民スクール
（初級講座）や浜松市ヒューマンセミナーを開催します。（全協働
センター）
③施設開設時から継続して３０年以上に亘り開催されている芸術文
化教室を引き続き実施します。（浜名協働センター）
③子どもが自然とふれあい、自然環境について学ぶ、みどりの探検
隊を開催します。（北浜南部協働センター）

○

（3）学習環境の向上

①地域の知の拠点と
しての図書館
②地域への誇りや愛
着を育てる博物館・
美術館
③地域の学習拠点と
しての協働センター
等

③地域の学習及びコミュニティの拠点として、協働センターまつり
やふれあい事業に取り組みます。（全協働センター）
③協働センターを利用する団体の活動を支援し、講座受講者が引き
続き自主的に活動できるように同好会等の結成を支援します。(全協
働センター）

①地域リーダーの養
成
②地域ボランティア
の養成

①生きがいリーダー養成講座の修了者を協働センター事業における
ボランティアの核として積極的な活用を図ります。（まちづくり推
進課生涯学習Ｇ）
②区内の中学校へ生徒の協働センターまつり運営への参加協力を求
め、ボランティア精神の醸成を図ります。（全協働センター）
②協働センターまつり運営に生涯学習ボランティアを活用します。
（全協働センター）

①人材発掘、人材登
録体制の整備
②学習成果を発揮す
る機会や場づくりと
啓発活動
③地域づくりの意識
高揚

①地域の人材を活用した子どもいきいき講座、子どもふるさと学級
を開催します。（全協働センター）
①②「浜松市と大学との連携事業」に参加し、大学の専門性を地域
に還元するとともに、大学生が協働センター事業に参画する環境づ
くりを進めます。（全協働センター）
①②学習成果活用事業を実施し、学習の成果を発揮する場の提供と
併せて人材の発掘を図ります。（全協働センター）
②学習成果の発表や展示をする機会として協働センターまつりを開
催します。（全協働センター）
③地域住民とのふれあい事業としてグラウンドゴルフ大会を開催し
ます。（麁玉協働センター）
③活動推進委員会を開催し、委員から意見を聴取し協働センター活
動の推進に取り組みます。（全協働センター）
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めざす都市像 基本方向  推進項目 重点事項

地域資源の活用と実情に即した学習機会を提供し学習意欲の高揚を図ります。

○　年代に応じた学習ニーズに対応するため、学習機会の充実を図ります。
　　　【大綱との関連】　基本方向１－（２）

○　学習成果を発揮する機会の充実を図ります。
　　　【大綱との関連】　基本方向２－（１）

浜松市生涯学習推進大綱 具体的な計画（講座・事業等） 区の重点

①耐震性の向上とユ
ニバーサルデザイン
化の推進
②まつぼっくりシス
テムによる施設予約
の利便性の向上
③既存施設の有効活
用

①③全ての人が使いやすく安心して利用できるよう職員による施設
の点検を定期的に行うと共に、設備保守や清掃業務も定期的に実施
します。(全施設)
③施設の長寿命化を図るため外壁の劣化調査を行います。（水窪文
化会館、竜川ふれあいセンター）
③施設の長寿命化を図るため設備の劣化調査を行います。（春野文
化センター、龍山森林文化会館、水窪文化会館、竜川ふれあいセン
ター）

○

（2）学習情報と学習機
会の充実

①学習情報提供の充
実
②学習機会の充実
③学習ニーズの高ま
りへの積極的対応

①協働・ふれあいセンターだより等を地域に配布し広報活動を行い
ます。(天竜地域全センター)
②地域への愛着を育んでもらうため、子どもを対象に地域の自然や
歴史についての講座を開催します。(天竜地域全センター他)
・自然体験講座（熊ふれあいセンター）、二俣川水棲生物調査・壬
生の郷歴史講座(二俣協働センター)、光明山遺跡保存美化活動(光明
ふれあいセンター) など
③高齢者のニーズに対応した生きがいづくり教室を開催します。(春
野文化センター、二俣協働センター、上阿多古ふれあいセンター)

○

（3）学習環境の向上

①地域の知の拠点と
しての図書館
②地域への誇りや愛
着を育てる博物館・
美術館
③地域の学習拠点と
しての協働センター
等

③地域の学習拠点として地域のニーズに適した学習機会を提供しま
す。
・世代間交流事業を開催します。(上阿多古ふれあいセンター、浦川
ふれあいセンター、山香ふれあいセンター)
・地域住民の交流の輪を広げるため協働・ふれあいセンターまつり
などのふれあいフェスタ事業を開催します。(協働・ふれあいセン
ター全施設、春野文化センター)
③地域づくり、人づくりのための学習機会を提供する場として、積
極的に講座を開催します。(全施設)
・学習ニーズの高い地域の歴史に関する講座を企画し開催します。
(二俣協働センター、龍山森林文化会館)

①地域リーダーの養
成
②地域ボランティア
の養成

②将来の地域ボランティアの育成のため、協働・ふれあいセンター
まつり等の各事業に中学生ボランティアを募り事業を実施します。
(二俣協働センター、光明ふれあいセンター、竜川ふれあいセン
ター)

①人材発掘、人材登
録体制の整備
②学習成果を発揮す
る機会や場づくりと
啓発活動
③地域づくりの意識
高揚

①地域の人材を活用し講座等を開設します。
・地域住民が講師を務める講座等を開催します。(熊ふれあいセン
ター、上阿多古ふれあいセンター、下阿多古ふれあいセンター、光
明ふれあいセンター、龍山森林文化会館など）
②学習成果活用支援事業として、市民団体等から企画提案された講
座や公演を実施することで学習成果を発揮する機会を提供します。
②利用者団体等の学習成果発表の場として協働・ふれあいセンター
まつり等を開催します。(協働・ふれあいセンター全施設)
③地域を再発見する検定会・クイズ大会(竜川ふれあいセンター、下
阿多古ふれあいセンター)、地域を題材にしたかるた大会（光明ふれ
あいセンター）、地域の史跡巡り（二俣協働センター）、地元食材
を使用した料理教室（上阿多古ふれあいセンター）などを開催しま
す。
③地域の材料を活用した、ものづくり教室を開催します。（二俣協
働センター、下阿多古ふれあいセンター、光明ふれあいセンター）
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