
【資料３】

「はままつ地域づくり講座」 実施・実績報告

１ 目的 

・地域づくり活動や生涯学習活動への興味・関心を引き出し、市民の地域参画

を促す。 

・協働センター等生涯学習施設と連携し、生涯学習による地域づくり活動を進

めることのできる力（生涯学習による地域づくり活動に必要なスキル、ノウ

ハウ）を育て、地域リーダーの候補となる人材を育成する。 

２ 内容 

○開催期間：平成 30 年 10 月 13 日（土）～平成 31 年 2 月 2 日(土)【全 8回】 

○会  場：可美公園総合センター（中級編第 3回は蒲協働センター） 

○運営主体：静岡県生涯学習インストラクターの会西部地区会

（１）初級編（全 3回）

（２）中級編（全 5回） 

回 月 日 内 容 

１ 
10月13日 
（土） 

○オリエンテーション「地域デビューをして人生を豊かにしよう！」 

・ 講師：藤沼 在久 氏 

（静岡県生涯学習インストラクターの会西部地区会地区長） 

２ 
10月20日 
（土） 

○講話「今、自分にできること」 

・ 講師：原田 和正 氏（NPO 法人静岡団塊創生塾 理事長） 

○実技体験「自分にできることを考えてみよう」 

３ 
11月10日 
（土） 

○講話「生き生き地域活動～地域の魅力を活かしたまちづくり～」 

・ 講師：飯田 のり子 氏（NPO 法人新居まちネット 理事長） 

○実践発表「ようこそ先輩！～初めての講座開設への挑戦～」 

・ 発表：平成 29 年度はままつ地域づくり講座 修了者 

回 月 日 内 容 

１ 
12 月 1日 
（土） 

○オリエンテーション「講座の企画ってどうやるの？」 

・ インストラクターの会会員、創造都市・文化振興課職員 

・ 平成 29 年度はままつ地域づくり講座 修了者 
○グループワーク「講座名を考えよう」 

２ 
12月15日 
（土） 

○講義「楽しい講座を企画・運営する裏ワザ」 

・ 名波 久子 氏（地域活動団体「マナビット蒲」会員） 
○グループワーク「講座の企画を立てよう ①」 

３ 
12月22日 
（土） 

蒲協働センター

○講座参観「季節のお花を楽しむアレンジメント」「子どもクリスマス会」 

・ 季節のお花の会（平成 29 年度はままつ地域づくり講座 修了者） 

   ・ マナビット蒲（蒲協働センター 地域活動団体）

４ 
1 月 12 日 
（土） 

○講義「人が集まる！チラシ作りと広報のコツ」 

・ 岡本 眞理 氏（可美協働センター生涯学習ボランティア「添え木の会」代表）
○グループワーク「講座の企画を立てよう ②」 

５ 
2 月 2 日 
（土） 

○グループ演習「講座を開いてみよう～模擬講座にチャレンジ！～」 

○講座のまとめ 

講座修了後 
☆企画した講座の実践 

（始めよう！市民力～学習成果活用事業への応募） 



３ 実績 

（１）全体 

☆ 修了率：90％（修了者/中級編の受講者） 
※修了条件 

  ・初級編・中級編両方の出席者…全８回中５回以上出席した者（中級編は３回以上出席） 

  ・中級編のみの出席者…全５回中３回以上出席した者 

（２）講座各回（Ｈ30）

４ 受講者アンケートによる満足度（Ｈ30）

５ 成果と課題 

＜成果＞ 

○各回の講師の実体験に基づく話は、受講者にとって地域課題やその解決策、

講座開講のためのポイント等をつかむヒントになった。 

○講座開設という具体的な目標を設定したため、グループワークや講話後の感

想交流などでの活発な意見交換がなされた。 

○昨年度の修了者を活用したり、現場における講座の参観・見学を取り入れた

りしたプログラムを組んだことで、講座を企画・運営する際のポイントや留

意点等についてより具体的に学んでいただくことができた。 

回 
初級編 中級編 集計 

（ ）はＨ29① ② ③ ① ② ③ ④ ⑤ 

受講者（人） ２９ ２９ ２９ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 187 

出席者（人） ２８ ２３ ２５ １８ １７ １７ １８ １８ 164 

出席率 出席者/受講者 96％ 79％ 86％ 90％ 85％ 85％ 90％ 90％ 
87％ 

（83％） 

回 
初級編 中級編 集計 

① ② ③ ① ② ③ ④ ⑤ Ｈ30 Ｈ29 

大変参考になった 56％ 67％ 47％ 56％ 48％ 56％ 44％ 72％ 56％ 50％ 

参考になった 44％ 33％ 53％ 38％ 52％ 44％ 48％ 28％ 43％ 45％ 

難しかった（参考にならない） 0％ 0％ 0％ 6％ 0％ 0％ 8％ 0％ 2％ 6％ 

Ｈ30 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ29

初級編 30 29 35

中級編 15 20 25

49 60 18 25計

受講者 修了者
内容 定員



○アンケートや受講者からの聞き取りから、生涯学習による地域づくり活動（講

座やイベント等）を充実させるためには、企画や運営の他に、よりよいコミ

ュニケーションや折り合いをつけながらの話合いなど、幅広いスキルや心構

えが必要であることを、受講者に認識していただくことができた。 

○市や運営者のフォローのもと、昨年度の修了者５グループによる講座を市内

５か所の協働センターで開催することができた。さらに、来年度も引き続き

講座開催を計画するグループがあるなど、継続的な活動へとつながっている。 

＜課題＞ 

○講座の目的や意図（より具体的・実践的な知識や技能を学んでいただくため

に、グループでの学習や実践活動を取り入れている）について、丁寧に伝達・

説明していくこと。 

○講座修了者への支援については、将来的に地域活動者（団体）として独り立

ちしていけるような支援を継続的に進めていくこと。 

（参考）H30 講座修了者が計画している講座（H31 年度実施予定） 

グル

ープ 
テーマ 

予定

回数 
講座概要（講座タイトルは仮称） 

Ａ 健康 

美容 

４ 「笑顔になる自分でできる４つの健康づくり体験」 

地域の健康長寿に役立つ具体的な４つの健康法（カイロプラ

クティック、整膚、アロマテラピー、ヨガ）を紹介。お財布に

優しい自己管理の大切さを学び、心身の健康維持増進を図る。

Ｂ 健康 

食と香り 

２ 「身体の内面から健康になろう！～深層筋・香・食を通して～」

 深層筋体操をメインに、食や香りの大切さも合わせて学び、

トータル的な身体の健康増進を図る講座。地域住民が健康保持

に対する意識の高揚を高め、健康寿命の延伸を目指す。 

Ｃ ものづくり 

（工芸） 

４ 「和のおもてなしの手作り講座」 

 慌ただしい日常を一時忘れ、日本の季節感あふれる書・食・

お飾りを現代風にアレンジした物を参加者が作って持ち帰り、

暮らしに癒しと潤いをもたらす。 

Ｄ 音楽 

舞踊 

３ 「音楽で心と体がいい感じ～昭和歌謡・沖縄舞踊に親しむ～」

 地域の高齢者を対象に、“音楽による癒し”を提供する講座。

尺八とピアノによる懐かしの昭和歌謡の鑑賞や斉唱、沖縄の伝

統舞踊「エイサー」の体験を通して、心身の健康増進を目指す。

Ｅ 生きがい 

づくり 

３ 「健康増進！３種体験！！」 

 人生１００年時代を迎え、自分の人生を楽しく、豊かに生き

るための方法を、「楽しい新聞の読み方」、「ビブリオバトル」、

「本の自費出版の実例」を通して分かりやすく伝える。 



（参考）講座の様子（中級編） 

実践発表（H29修了者）

グループワーク 

模擬講座 修了証書の授与

H29 修了者による講座の参観 

講 義



（参考）29 年度修了者による講座実践 

Ａグループ「生き生き笑顔で健康を楽しむ４つの秘訣」（全４回） 

第１回 ゆかたの着付け 

（南部協働センター）

Ｂグループ「ちょっと若返り“わろてんか”」（全１０回） 

第１回 骨盤体操とサイコロトーク（可美協働センター）

Ｅグループ「３世代交流講座」（全３回） 

第１回 クラフトバンドでミニかご作り 

（曳馬協働センター）

Dグループ「季節のお花を楽しむアレンジメント」（全３回） 

第３回 クリスマスのアレンジ 

（蒲協働センター） 

Ｃグループ「薬膳を通して健康になろう」 

第１回 薬膳・韓国風 

（入野協働センター）



【資料４】 

「集まれ！市民力～生涯学習推進フェスタ」 実施・実績報告

１ 目的 

 ・地域づくり活動や生涯学習活動への興味・関心を引き出し、市民の地域参画

を促す。 

・学習者、地域活動者、生涯学習施設職員等のスキルアップ及びネットワーク

づくり。 

２ 内容 

○日  時：平成３０年９月２２日（土） １０:００～１７:００ 

○会  場：クリエート浜松 

○運営主体：静岡県生涯学習インストラクターの会西部地区会 

浜松生涯学習ボランティアの会

（１）はままつ地域づくりフォーラム（２階ホール） 

集まれ！市民力～生涯学習推進フェスタ

み～んなで 楽しもう ものづくり 10:00～15:00 

（各生涯学習施設の講座の紹介や実技体験）

はままつ地域づくりフォーラム 13:00～17:00 

（講演会、事例発表、情報交流会）

日 程 内 容 

開会 

基調説明 

・主催者挨拶 

・浜松市の生涯学習の取り組み、方向性 

講 演 

（90 分） 

意欲・意識の高揚 

・「地域の絆づくり～みんな笑顔になるために」 

・講師…鎌田 敏 氏 

（こころ元気研究所 所長） 

事例発表 

（40 分） 

スキルアップ・フォローアップ

・「若者の力で、地域の活力アップ！ 

～浜松市と大学との連携事業の取り組み～」 

・発表者…聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学 作業療法学科

・「市民の手で、地域と地域をつなげる

～三遠南信文化交流講座の取り組み～」

・発表者… NPO 法人 三遠南信アミ

情報交流会 

（60 分） 

ネットワークづくりの支援

・活動発表…雅楽愛好者衆「千里」

・各団体におるポスター発表 

・参加者同士の自由交流、自由歓談



（２）み～んなで 楽しもう ものづくり 

○協働センターの「子ども講座」等をミニ体験コーナーでの実体験で紹介 

 フラワーアレンジメント、プラ版キーホルダー、くるくるレインボー、 

型抜きクッキー作り、革のキーホルダー、折り紙など 

○学習成果活用事例の実演 

 浜松学院高等学校の生徒による科学体験ブース 

○パネル展示 

 各協働センターの生涯学習ボランティアの取組紹介 

３ 実績 

４ 参加者アンケートによる満足度 

内 訳 アンケート集計 

項 目 

※（ ）はみ～んなで 楽しもう  

ものづくり

非常に 

よい 

（大変楽

しい） 

よい 

（楽しい） 

あまり 

よくない 

（あまり楽しく

ない） 

よくない 

（楽しくない） 

はままつ 

地域づくり 

フォーラム 

講演 
H29 46％ 51％ 0％ 2％ 

H30 62％ 36％ 2％ 0％ 

事例発表 
H29 26％ 71％ 3％ 0％ 

H30 34％ 57％ 9％ 0％ 

情報交流会 
H29 29％ 71％ 0％ 0％ 

H30 56％ 44％ 0％ 0％ 

み～んなで 楽しもう  

ものづくり 

H29 72％ 27％ 0％ 1％ 

H30 54％ 43％ 2％ 0％ 

（地域づくりフォーラム参加者の感想 抜粋） 

・ずっと学び続けるという、これからの生涯学習の動機付けとなった。 

・コミュニケーションの取り方が大変参考になった。 

  ・人間関係をよりよく築くためのヒントを教えていただき、今後に活かしたい。 

  ・身近な地域の方々とつながることの大切さがよく分かった。 

Ｈ30 Ｈ29

講演会、事例発表 132 165

情報交流会 105 139

み～んなで 楽しもう ものづくり 生涯学習活動の実演・紹介 延べ1,075 延べ1,270

はままつ地域づくり
フォーラム

参加者（人）
内　容



  ・大学生の活動を地域づくりに活かすことはとても素晴らしい。特に高齢化が深刻な 

天竜区にも広げてほしい。 

  ・皆さんの持っている力を出し合い、楽しい住みやすい地域になるよう心掛けたい。 

・交流会で様々な地域・職種の方とお話ができ、とてもよかった。 

・もっと市民に（このフェスタを）アピールしてほしい。今まで知らなかった。 

・地元を元気にするため、一緒に行動を起こし協力してくれる仲間がほしい。

５ 成果と課題 

＜成果＞ 

○「はままつ地域づくりフォーラム」では、講演、事例発表、情報交流会のいず

れも、アンケートにおける参加者の満足度は昨年度を上回っており、参加者の

思いや地域の実態・課題に寄り添った内容にすることができた。 

○今年度は、「人と人とのつながり」をテーマにプログラムを構成したことで、ア

ンケートからは、生涯学習活動や地域づくり活動における人間関係づくりやコ

ミュニケーションの大切さを伝えることができたことがうかがえた。 

○「み～んなで 楽しもう ものづくり」は、多くの子供や家族に生涯学習活動の

楽しさを伝える場となった。また、リピーターの参加者も多数見られた。 

○「み～んなで 楽しもう ものづくり」で講座等の体験ブースを体験・見学した

後に「地域づくりフォーラム」に参加した方が見受けられ、地域づくり活動や

生涯学習活動の意義や趣旨を幅広く伝える機会になった。 

＜課題＞ 

○情報交流会の充実 

・情報交流会の内容や進め方の工夫 

・地域づくフォーラム全体のプログラムや時間配分の再検討

○幅広い市民に周知するための広報活動の工夫 

・自治会関係者や地域活動団体等への周知 

２０１９年度 集まれ！市民力～生涯学習推進フェスタ

○日  時：２０１９年９月７日（土） 午前１０時～午後５時

○会  場：クリエート浜松



【資料５】

■青少年団体等活動助成事業（次世代育成課） （円）

内容 H31 H30 増減

地域で青少年健全育成活動を実施している団
体に活動補助金を交付して、その事業を支援
する。

5,000,000 5,000,000 0

【内訳】
自然体験活動等により青少年健全育成事業を行う団体 5,000,000 5,000,000 0

平成31年度社会教育関係団体交付補助金予算額一覧

社会教育法第１３条
（審議会等への諮問）
第十三条　国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、
あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二
十号）第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。）で政令で定めるものの、地
方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議（社会教育委員が置かれていない場合
には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会
その他の合議制の機関）の意見を聴いて行わなければならない。


