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生涯学習事業報告 

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

○

○

○

○

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）

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・工事を実施しました。(西部・富塚)
①耐久性向上のための屋上防水工事や老朽化した外壁改修を行いました。（県居）
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した。（全施設）
③デマンド監視システムにより、デマンド(最大需要電力)値の抑制に努めました。(南
部・北部・曳馬・佐鳴台)
③8月に開催した井伊直虎に関する講座に併せ、市民協働スペースで直虎のパネル展を
実施するなど、市政のＰＲと施設利活用の促進を図りました。（西部）

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
習情報提供の充実を図りました。(全施設)
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した。(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
行いました。（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
した。(中部)
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25回市民アカデミーを開催しまし
た。（まちづくり推進課）
③託児サービス付きの講座を増やし、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した。（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、相続、認知症予防等
ニーズに即した多彩な講座を盛り込み充実したものを開催しました。（高台）
③健康志向を背景に食育講座や気功教室、リンパ体操等を開催しました。(南部）

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した。(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した。(南部)
③インターンシップの受け入れを積極的に進めました。（北部・高台）
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した。(全施設)
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した。（南部）
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ました。、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した。(西部)

区の重点開催した講座・事業等

①事業内容・方法等に工夫をこらし、地域住民の学習活動に大きく貢献しているとし
て、文部科学省の第７０回優良公民館表彰を受けました。（中部）
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」等積極的に推薦しまし
た。(北部・中部・東部)
②協働センターまつりや成人式で中学生のボランティアを募集し、地域への貢献と意
識向上を図りました。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
しくみで実施しました。(東部・高台・佐鳴台・南部・曳馬・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
を積んでもらいました。(北部)
②大学生のボランティアに研修会等の情報を提供し、スキルアップの支援や活動の場
を拡げる支援を行いました。(中部)
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
アップを図りました。(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
場を設けました。(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した。(西部・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、事業を実施しました。また、協働センターまつりで活躍する場を設けまし
た。(富塚)
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した。（佐鳴台）

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)を積極的に活用しました。(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ました。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ました。(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
しました。(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した。(全施設)
②井伊直虎や家康公など歴史・文化等の地域づくり講座を積極的に企画しました。(北
部)
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
開催を支援しました。(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、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した。（東部・南部・北部・曳馬・富塚・
佐鳴台・高台・県居・中部）
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した。(中部)
③地域課題解決に向けて、徒歩で地域の名所・旧跡を巡る「地域再発見ウオーク」を
開催し,文化的遺産に興味を持つ事業や、「富塚土曜講座」を開催し、文化講演会や親
子で取り組む講座などを実施することで、地域をあげて子どもたちの健全な育成を図
る事業を行いました。(富塚・県居)
③浜松市の課題である交通事故の撲滅に向け、交通安全教室・親子交通安全自転車教
室を実施しました。(曳馬・東部)

（3）学習環境の向上
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めざす都市像 基本方向  推進項目 重点事項

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
びかけました。（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した。（笠井協働センター）
②学習成果活用事業では、ファイナンシャルプランナーが講師となり
地域の子育てファミリー向けのライフプラン講座（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）を実施しまし
た。
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した。（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した。（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」を実施しました。（長上協働センター）
①②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」を開催しました。
（蒲協働センター）
②小・中学校のほか、高等学校にも協力を依頼して、協働センターまつりの準備
等におけるボランティアとして参加を呼び掛けました。（笠井協働センター）
②ボランティア養成講座の事業では、実際の子ども講座に参加して運営を経験し
てもらう子ども講座体験事業や、今後の生涯学習活動で役立つ園芸の実技講習を
開催しました。（天竜協働センター）
②小・中学生ボランティアが中心になってゲーム大会や模擬店などを企画・準備
する「こどもアドベンチャーランド」を開催しました。（積志協働センター）

（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した。（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した。（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、長上協働センター）を通じて、東区の課題である交通安全の啓発に努めま
した。
②③高齢化社会における学びのニーズに対応するため、高齢者向けの料理講座や
終活・遺言の講座、脳トレ講座などを開催しました。（積志協働センター、蒲協
働センター）
②③講師として人気の高い手製本作家の先生による、明治文学を通じた歴史考証
の講座を開催しました。（笠井協働センター）
③昨年度、学習成果活用事業で実施し人気があった着物の着付け教室をヒューマ
ンセミナーで実施しました。（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
座を行いました。（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した。（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」を実施しました。（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
ました。（積志協働センター）
③地域の生涯学習ボランティアが講師となって、子どもたちにそば打
ちを教える「そば打ち体験教室」を開催しました。（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回開催しました。（蒲協働センター）

　　　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、地域資源を活かした様々な学習機会を提供します。
　　【大綱との関連】　基本方向１－（２）

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した。（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した。（全協働センター）
①③ユニバーサルデザイン化工事により、どなたにも使いやすいようエレベーターを設置
するほか、施設内廊下等への手すりの設置やトイレの改装等を行いました。（天竜協働セ
ンター）
①災害時等の利用者の安全を確保するため、老朽化した体育館上部の窓枠等の建具一式を
取り替える工事を行いました。（笠井協働センター）
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
説明しました。（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、床面をきれいに
改修する工事を行いました。（積志協働センター）
③施設の長寿命化を目的として、体育館外壁及び屋根塗装改修の工事を行いました。（長
上協働センター）
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めざす都市像 基本方向  推進項目 重点事項

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う
等、子ども講座講師としての協力体制を整えました。（全施設）
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
の支援を実施しました。（全施設）
②講座をとおして地域ボランティアを育成しました。「だれにでも
できる花づくり」（庄内協働センター）、「さつまいもの苗植え・
芋ほり体験講座」（和地協働センター）、「夏休み料理教室」（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

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
開しました。「身近な自然観察と木の工作教室」「おもちゃ病院」
「ピラティス・ストレッチ講座」「ご朱印とお寺さん講座」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した。（６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
けました。（全施設）
③講座や事業をとおして、地域の活動に参加しようとする意識を高
めました。「盆踊り講習会」「盆踊りで太鼓をたたこう」「庄内地
区夏まつり」「和太鼓・書道・陶芸教室」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した。
「庄内ウォーキング」「庄内地区歴史探訪」「歴史講座」「ホタル
の観察会」「川遊び講座」「凧揚げ講座」「伊佐見ふれあい水車小
屋コンサート」「伝統文化支援事業「万人講」」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し
た。「庄内地区・長野県箕輪町交流事業」「庄内地区福祉体験講
座」（庄内協働センター）、「花川堤清掃事業」「花川コンサー
ト」（和地協働センター）、「さざんかコンサート」「悠々クラ
ブ」「軽スポーツ教室」（篠原協働センター）、「ふれあい昼食
会」（入野協働センター）、「神久呂グラウンドゴルフ大会」（神
久呂協働センター）、「三遠南信ふるさと歌舞伎交流事業」（雄踏
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した。「夏休み親子園芸教
室」「アップルパイづくり」「食品サンプル作り教室」「お菓子作
り教室」「クッキーづくり」「昼ごはんづくり」「茶道体験」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地域の自治会や学校、民間事業所に協力を仰ぎ、協働センターだ
より等の回覧及び各戸配布、小学校への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した。（全施設）
②託児付の講座を実施しました。(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した。「フラン
ス料理教室」「コーヒー講座」「ドラム講座」「ハンドベル講座」
「吹奏楽講座」「中国舞踊講座」「骨ナビ＆リンパストレッチ」
「気軽に脳活講座」「歌声喫茶」「パン・イタリア料理教室」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地域で活動している団体を新たに発掘し、地域ふれあいフェスタ
事業等への参加を呼びかけ、地域コミュニティの醸成を図りまし
た。（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、地域住民に
向け、団体の活動紹介とメンバーの募集を積極的に実施しました。
（全施設）
③夏まつりにおいて地域を盛り上げるための企画を中学生ボラン
ティアに持ち掛け、企画から関わってもらう機会を作りました。
（庄内協働センター）

　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 地域の特性と豊富な人材を生かした事業を実施します。
○ 子ども育成事業に地域住民の参画を図るとともに世代間交流を促進し、地域の教育力とコミュニティ意識を向上します。
　　【大綱との関連】　基本方向２－（１）

浜松市生涯学習推進大綱
開催した講座・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（設計）を実
施しました。(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昇降機の耐震工事を実施しま
した。（舞阪協働センター）
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、
改善に努めました。（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した。屋上防水工
事(庄内協働センター)、消防設備更新工事(庄内協働センター、和
地協働センター)、高圧受電設備更新工事（伊佐見協働セン
ター）、外壁等修繕工事（舞阪協働センター）
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めざす都市像 基本方向  推進項目 重点事項

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
を図りました。（全施設）
②生涯学習ボランティア活動を推進すべく、協働センター事業に取
り組み年間を通じ計画的に活動の支援を行いました。（全施設）
②協働センターまつりの運営に中学生ボランティアを積極的に活用
し活動の支援をしました。（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」を実施しました。（南陽・新津・
五島）

〇

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講座を実施しました。「蕎麦打ち体験教
室」（南陽）「生けばな教室」（白脇）「かんたんおいしい焼きた
てパン作り」（五島）「正月の寄せ植え」「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
会を提供しました。「ゆらゆらフレミングアニマル」（白脇）
「Walking をThinking」を開催しました。（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した。（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し
た。「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
ました。（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、児童に配布しました。（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」】で発信しました。（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」を実施しました。（新津）
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」を実施しました。（南陽）
②地域住民の健康意識を高める講座を実施しました。
「背骨コンディショニング」（南陽）「いきいき体操」（白脇）
「サーキットトレーニング」（五島）「骨ナビ&リンパストレッチ」
（可美）「スローエアロビック」（新津）
②夏休み期間を利用して様々な体験が出来る「夏休み子ども講座」
を実施しました。（南陽・白脇・五島・新津）
②女性の「衣」に関する自立をサポートするための事業として「着
付け体験講座」を実施しました。（五島）
③講座への参加意欲を高めるため、各種の講座で製作した作品を協
働センターまつりで展示しました。（南陽・白脇・五島）
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、
ニーズの把握に努めました。（全施設）

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図書館から図書を借り受け、図書コーナーを設置し、図書の貸し
出しを行いました。（新津・白脇・五島・可美）
②館内ロビーに同好会の絵画、工芸品等を展示しました。（全施
設）
②南区の過去の様子を振り返り、郷土の愛着を深めるための「南区
昔のアルバム編集事業」を実施しました。（全施設）
②地域に関する資料を集中展示し、情報提供を行いました。（白
脇）
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
う働きかけを行いました。（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した。（全施設）

〇

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 開催した講座・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した。
（全施設）
①エレベーターや授乳室の設置など、ユニバーサルデザイン化整備
工事を行いました。（新津）
②まつぼっくりカードの利用者登録を推奨し、インターネット予約
やサポートセンターでの電話予約、口座振替を案内しました。（全
施設）
③エレベーター設置工事に伴いホールが使用できない期間、講座室
と体育館の利用を促しました。（新津）
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めざす都市像 基本方向  推進項目 重点事項

①地域リーダーの養
成
②地域ボランティア
の養成

①協働センターで活動する同好会メンバーや地域の人材を講師に講
座を開催し、地域リーダーとしての資質向上を図りました。（全協
働センター）
②協働センターまつりや成人式等において、中学生や大学生、地域
住民にボランティアを募集し、運営に携わる機会を提供しました。
（全協働センター）
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した。
（都田・三方原協働センター）

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

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
育成に努めました。（全協働センター）
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した。（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
働センターまつり等や北区文化交流祭に積極的に参加を呼びかけ、
情報交換とコミュニティの熟成を図りました。（全協働センター）
③地域の課題を市民協働で協議する中で、地域課題の解決に向けて
取り組みました。（都田・三方原協働センター）

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定期的に協働センターだよりを発行し、地域への情報発信を図り
ました。（全協働センター）
①②子ども講座は、学校行事日程と重複しないよう配慮しながら、
小学校を通じて対象児童にチラシを配布し、情報及び学習機会の提
供に努めました。（全協働センター）
②③事業の実施にあたり、前年のアンケート結果や受講者の意見を
聞く中で、地域の学習ニーズに応じた講座の開催に積極的に取り組
みました。（全協働センター）
②③成人講座として開催していた講座を子ども講座で開催（その逆
も）するなど切り口を変えた講座を開催することができました。
（引佐協働センター）
③「女城主・直虎」の大河ドラマの放映に伴い、「直虎」関連の講
座を開催しました。（細江・都田協働センター）

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地域学習の拠点施設として、地域の方々が気軽に利用できるよう
来館者を明るいあいさつで迎え利用しやすい雰囲気作りに努めまし
た。（全施設）
③開催講座終了後サークルを立ち上げ活動するグループの活動拠点
として学習環境の向上に努めました。（引佐・三ヶ日協働セン
ター）

市民協働による区民主体のまちづくり

○地域におけるまちづくりや生涯学習の拠点として協働センター等の施設を多くの地域住民に利用していただくため、年代に応じた
学習ニーズを捉え、幅広い分野の学習機会を提供します。【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、地域の皆さん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 開催した講座・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し
た。（全施設）
①２階女子トイレの洋式化により利用者に優しい施設へと改善され
ました。（都田協働センター）
①③第４講座室、第１・２和室の空調機を庁舎一体型から個別タイ
プに改善しました。（三ヶ日協働センター）
②まつぼっくりシステムを改修しシステムで予約できなかった部屋
の予約をできるようにしました。（都田協働センター）
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めざす都市像 基本方向  推進項目 重点事項

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した。（まちづくり
推進課生涯学習Ｇ）
②ボランティアの養成を図るため、中学生を協働センターまつりの
運営に活用しました。（全協働センター）
②協働センターまつりの運営に生涯学習ボランティアを活用しまし
た。（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を開催しました。（全
協働センター）
①協働センターだより等で生涯学習ボランティアを募集しました。
（全協働センター）
②学習成果の発表や展示する機会として協働センターまつりを開催
しました。（全協働センター）
②学習成果活用事業を実施しました。（全協働センター）
②大学連携事業により、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した。（麁玉協働センター・北浜南部協働セ
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企画し
ましたが、荒天により中止となりました。（麁玉協働センター）
③活動推進委員会委員の意見を聴取し、協働センターの活動推進に
取り組みました。（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区内の協働センター合同の｢協働センターだより｣を発行し、区内
全域に等しく学習情報を提供しました。（全協働センター）
①子ども講座は、地区内の小学校の協力により、募集チラシを対象
児童に配布し、より多くの子どもたちが参加しやすいようにしまし
た。（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した。（全協働セン
ター）
③多くの人たちが関心を持つような市民スクールやヒューマンセミ
ナーを開催しました。（全協働センター）
③施設開設時から開催されている芸術文化教室を引き続き実施しま
した。(浜名協働センター）
③子どもたちが自然とふれあい、自然環境について学ぶ講座を開催
しました。(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地域のコミュニティ・学習拠点として、協働センターまつりやふ
れあい事業に取り組みました。(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した。(全
協働センター)
③協働センターで活動する団体の支援として会員募集のチラシを掲
示し、継続して活動できるよう支援しました。（全協働センター）

○　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 開催した講座・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及び施設の長寿命化を図るため、エレ
ベーター新設、授乳室・多目的トイレへの改修、屋根の防水工事等
を行ないました。（浜名協働センター）
③利用者が安全・安心に施設を利用できるように、職員による施設
の点検を定期的に行いました。（全協働センター）
③利用者が安全・快適に施設を利用できるように、点検により支障
のある箇所や不具合箇所の早期発見に努めました。（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

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し
た。(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た講座等を開設しました。
・地域住民が講師を務める講座等を開催しました。(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、山香ふ
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し
た。 (水窪文化会館、龍山森林文化会館、二俣協働センター、熊ふ
れあいセンター　など)
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した。(春野文化センター、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(竜川ふれあいセンター)、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）などを開催しました。
③地域の材料を活用した、ものづくり教室を開催しました。（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）

○

（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、積極的な広報
活動を実施しました。(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した。(天竜地域全センター他)
・夏、冬休み体験教室（水窪文化会館）、自然体験講座（熊ふれあ
いセンター）、二俣川水棲生物調査(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高齢者学級などの生きがいづくり教室
を開催しました。(水窪文化会館、佐久間歴史と民話の郷会館、上阿
多古ふれあいセンター他)

○

（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
した。
・世代間交流事業を開催しました。(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した。(協働・ふれあいセン
ター全施設、春野文化センター、水窪文化会館)
③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し
た。 (二俣協働センター、水窪文化会館)

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 開催した講座・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ともに、設備保守や清掃業務も定期的に実
施しました。(全施設)
③利用に不便をきたさないよう、必要な施設修繕を行いました。
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