
生涯学習運営方針

基本方針

　多様化する市民の生涯学習ニーズに応えながら、いっでも学習できる機会と場を提供するとと

もに、市民が生きる張り合いや喜びを感じ、自己実現できるように支援していかなければならな

いg

　これをより強く進めるため、昨年度まで生涯学習センターと中央公民館の二つの施設に分かれ

ていた生涯学習機能を生涯学習センターに一元化し、生涯学習センターを生涯学習の拠点施設と

位置付けるとともに、今年度から新たに生涯学習課として、

1　生涯学習

　　　市民の生涯学習活動を充実させるため、多様化するニーズに応えた事業展開を推進する

　　　とともに、学習活動を幅広く支援し、市民の健康増進、人材育成に努める。

2　青少年育成

　　　「豊かな心と広い視野を持ち、自主性・社会性・創造性に富んだ子ども」の育成を目指

　　　し、学校や家庭、地域社会が一体となった育成活動を行うとともに、社会参加活動や体

　　験活動により、青少年の「生きる力」の育成に努める。

3　スポーツ・レクリエーション

　　　子どもから大人まで誰もが気軽にスポーツに親しめる機会の充実や環境づくりを進める

　　　とともに、スポーツを通じて市民の元気を育むまちを目指す。

　この三つの施策を基本としながら、各地区公民館・生涯学習センターなどの生涯学習関連機関

と連携を深め、事業を展開していく。

生涯学習課事業計画

1　重点事業

（1｝　様々な生涯学習の一環として、成人に対しても学習の機会を提供する中で、新発田を担う

　　新成人の門出を祝うため、市全体、市民全体でお祝いするあたたかみのある成人式を開催す

　　る。
（2｝

（3）

（4）

（5｝

（6）

　初心者を中心とした各種生涯学習講座の開催

　小規模ホールにふさわしい各種音楽会の開催

　青少年の健全な育成と赤谷地域の活性化のために、地元住民等と連携しながら青少年宿

泊施設「あかたにの家」の利用促進を図る。

　子どもたちの「生きる力」を育むために、小学校が防災教育カリキュラムの一環として行

う防災キャンプ、中学校が実施する防災教育に対して支援を行う。

　各地区公民館、生涯学習センターとの連携
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2　事業計画

（1）　生涯学習

事業名 対象 期間等 事業内容

成人式開催事業

※令和元年度事業分

平成11年4月2

日から平成12

年4月1日まで
の間に生まれた

人

令和2年9月21日（祝・

月）開催予定

　新成人の門出を市全

体、市民全体でお祝いす

るあたたかみのある成人

式を実施する。

成人式開催事業 平成12年4月2

日から平成13

年4月1日まで
の間に生まれた

人

令和3年3月21日（日）

開催予定

社会教育委員運営事

業

社会教育法に基

づく社会教育委

員

社会教育委員の会議

　令和2年6月

　令和3年3月

　社会教育委員の職務を

適切に機能させるよう努

め、社会教育関連の研究

成果や助言を集約する会

議等を定期的に開催し、

社会教育関係事業に効果

的に反映させる。

学校施設開放事業 市民やサーク
ル、各種団体

通年 　学習活動や会議、講習

会、地域行事等の場を提

供するため、市内小中学

校の特別教室の一部を開

放する。

マナビィフェスティ

バル開催事業

市民 9月 　生涯学習センターを活

動の拠点としているサー

クル等の活動の場を提供

する。同時に実際に体験

し、楽しみながら「学ぶ

心」を育てる。

マイタウンコンサー

ト開催事業

市民 11月 　小規模ホールにふさわ

しい音楽を提供すること

により、文化的な地域づ

くりの一端を担う。

生涯学習講座開催事
業

市民 4月～12月 　市民生涯学習に取り組

むきっかけとなるような

外国語講座や音楽セミナ

ー などを実施。また、各

種利用団体や専門学校等

と連携した講座も開催
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（2｝青少年育成

事業名

青少年宿泊施設管理

運営事業

家庭教育推進事業

教育広報誌発行事業

防災教育推進事業

対象

団体、学校など

PTA等各種団体

期間等

青少年宿泊施設「あかた

にの家」

開館　4月～11月

　　　　　昨年度、「あか
yj　；tl＝．　　たにの家」で開

’

L　　．i

　　　　　催したランプ
　ご　　　づくり

市民

小中学校

令和3年3月発行

通年

「あかたにの家」での防災キャンプにおけ

る水消火器による消火訓練

事業内容

　合宿等の宿泊体験や会

合、練習などの利用促進

に努め、健全な青少年の

育成と赤谷地域の活性化

を図る。

　小中学校PTAや幼稚
園、子育てサークル等と

連携し、家庭教育に関連

した学習機会の充実を図

る。

　青少年に関わるさまざ

まな体験活動や各種情報

を発信し、市が取り組む

教育活動への理解を深め

る。

　小学校が防災カリキュ

ラムの一環として行う防

災キャンプと中学校が実

施する防災学習に対して

支援を行い、防災教育の

推進を図る。
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新発田地区公民館事業計画

1　重点事業

（1｝　子どもたちの創造性や白主的な学習意欲を向上させ、ふるさとを愛する心を育むことに

　　重点を置いた、青少年の体験・学習活動

②　　生涯各期にわたる市民ニーズと必要課題を的確に捉えた、魅力ある学習機会と生きがい

　　づくりの場の提供

（3）　生涯学習課及び各地区公民館との連携

2　事業計画

（1）生涯学習

事業名 対象 期間等 事業内容

土曜学習支援事業 本庁地区の小学

校5・6年生及び

中学校1～3年
生

定員80人（本庁

地区）、30人（川

東地区）

【本庁地区】

5月～3月（全39回）

【川東地区】

5月～3月（全43回）

　子どもたちの学習意欲

の向上、学習習慣の定着、

居場所づくり、ひいては

学力向上を図るため、学

校、家庭、地域が連携して

土曜日を利用した学習支

援を行う。

市民レクリエーショ

ン開催事業

市民 「市民釣り大会」

　　　5月17日（日）

「市民将棋大会」

　　　8月23日（日）

「市民囲碁大会」

　　　2月14日（日）

　同じ趣味を持っ人の交

流と成果発表のための各

種大会を開催し、技術の

向上を図る。

市民教養講座開催事業 市民 6月～3月

「生涯学習講座」（佐々木

地区）等

　趣味や芸術文化の学習

の場を提供し、市民の生

きがいを増進するととも

に、学習意欲を支援する

各種講座の開催。

　また佐々木地区におい

て、家庭、職場、地域社会

の課題や自己の確立、仲

間づくり、趣味に関する

講座を実施する。
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事業名

公民館こども交流体

験事業

（オムレツクラブ）

対象

市内小学生

期間等

工

蟹．

注當．
　　　　　1

L；4

7．月～12月

li一

　　　」”Stre　l、

産璽

　　統　　　　　　　　　一

ク　　　　，　　　♂

　　～x“・．＃・

・ ．，　．白」

1

オムレツクラブ伝統文化コース

　　　「お茶を楽しもう」

獲

～　・i一

広

）

墨

’　a樹

高齢者大学開催事業

（菖城大学）

本庁、五十公野、松浦、

米倉、赤谷、川東、菅

谷、加治、佐々木地区

各地区のおおむ

ね60歳以上の
男女

4月～12月

・ 翼1
　ざ一．’”

i、　．う

∵

「　　、
叫

　菖城大学
「腸にいい話」

「簡単健康体操」

事業内容

　土曜日を中心に実施

し、館外活動や体験学習、

国際交流等を通して子ど

もたちの創造性や自主的

な学習意欲を向上させる

とともに、仲間づくりや

ひとづくりを目指す。ま

た、当市の歴史や文化、伝

統等を学び、ふるさとを

愛する心を育む。

「体験学習コース」「伝統

文化コース」「こども将

棋・囲碁教室」を開催す

る。

　高齢社会に対応し、健

康で明るく、豊かで生き

がいのある生活を送るこ

とを目的とし、講座、健康

体操、視察研修などを実

施する。9地区8回開催。

地区を超えて学べる越境

学習の機会も設けてい
る。また、各学級終了後に

受講生が参加した感想や

日ごろ思っている事を文

章にすることで文筆活動

の発表の場を提供する目

的として文集「菖城」を発

行し開講式に配布する。
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事業名 対象 期間等 事業内容

新潟県公民館連合会

参画事業

会員市町村 4月～3月 　新潟県公民館大会や各

種研修会に参加し、県内

公民館職員との交流や研

修による職員のスキルア

ップを図る。

下越地区公民館連絡

協議会参画事業

会員市町村 4月～3月 　下越地区公民館職員研

修会等へ参加し、職員の

資質の向上を図る、

公民館文化祭開催事業 新発田地区公民

館分館等を主な

活動場所として

いる団体・サー

クル

令和3年3月6日（土）・

3月7日（日）

　新発田地区公民館分館

等を利用している団体、サ

ー クルが1年間の活動の

成果を発表するとともに、

利用者相互の理解を深め

る，

手工芸・水墨画展開催

事業

水塁画、陶芸、

写真、書道、押

し花等

6月19日（金）～21日（日） 　創作活動に励んでいる

市民の手工芸・水墨画の作

品を展示し、鑑賞してもら

う。平成29年度から「い

きいき作品展」との合同開

催による相乗効果を図り、

平成30年度から事業を一

本化し、「手工芸・水塁画、

いきいき作品展」として開

催している。

趣味の展示会運営事業

（第50回）

春季趣味展

秋季趣味展

らんちゅう展

春蘭雪割草展

5月　9　日（ニヒ）　・10　日（日）

5月　23　Fl（」二）　・24　日　（FD

10月10日（土）・11日（日）

】0月24日（ニヒ）・25日（日）

10月18日（日）

3月20日（土）・21日（日）

　趣味活動でつくりあげ

た作品の発表の場を提供

し、潤いのある生活づく

りと文化の振興に寄与す

る．

（2｝生涯学習施設の運営・維持管理

事業名 部門等 期間 事業内容

新発田地区公民館・分

館維持管理事業

施設維持管理 4月～3月 　施設の維持管理を行う

ことで快適な施設利用を

図る。
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豊浦地区公民館事業計画

1　重点事業

Cl）生涯にわたる学習機会の充実。

②公民館利用活動の支援強化。

ω　生涯学習課及び各地区公民館との連携。

2　事業計画

（1）生涯学習

事業名 対象 期間等 事業内容

土曜学習支援事業 小学校5・6年生 5月～3月 子どもたちの学習意欲の

及び中学生 （全37回） 向上、学習の習慣化、確かな

学力の定着・向上を図るた

め、学校、家庭、地域が連携

して土曜日を利用した学習

支援を行う。

公民館こども交流体験事業 小学生・保育園 5月～3月 クラブ活動及び様々な体

（チャレンジ真木山キッ 児（ただし、保 毎月第2土曜日 験活動を通して、楽しみな
ズ） 育園児は一部の 全16回 がら子どもたちの創造力お

クラブ活動と体 （うち体験活動 よび学習意欲を向上させる

験活動を除く。） 6回） とともに、人間関係の形成

と「生き抜く力」を育む。

市民教養講座開催事業 市民（成人） 6月2回（ビラ 成人を対象に豊浦地区の

（成人講座：歴史講座、ビラ テイス） 歴史をテーマにした講座と

ティス講座） 8月2回（歴史） ピラティス講座を実施す
る。

（家庭教育講座） 未定 未定
　　”
未定
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事業・名 対象 期間等 事業内容

市民教室（陶芸教室） 市民 9月～10月

2回

　豊浦地区文化・芸能祭へ

の出展・参加、サークルの設

立を視野に、陶芸教室を実

施する。

高齢者大学開催事業

（豊浦大学）

60歳以上 4月～12月

年24回

　高齢者が豊かな人生を送

るための学習・交流の場と

して位置づけ、実生活に役

立っ野菜づくり、健康づく

りなど、生きがいにっなが

る講座を実施する。

1市民レクリエーション開催

1事業

市民 5月17日（日）

10月181ヨ（日）

2月28日（日）

月岡温泉湯ったりウォーク

男女混合ソフトボール大会

囲碁・将棋大会

公民館文化祭開催事業

（豊浦地区文化・芸能祭）

地区公民館を活

動拠点としてい

る団体および市

民

H月14日（土）

　～15日（日）

　豊浦地区公民館を活動拠

点としている団体および個

人の活動成果を発表する場

として位置づける。

（2）生涯学習施設の運営・維持管理

事業名 対象 期間等 事業内容

豊浦地区公民館維持管理事

業

市民・団体・

機関

通年 施設管理・貸出業務、

図書貸出業務

真木山中央公園体育施設維

持管理事業

市民・団体 通年 施設管理・貸出業務

豊浦体育センター維持管理

事業

市民・団体 通年 施設管理・貸出業務

豊浦総合運動施設維持管理

事業

市民・団体 通年 施設管理・貸出業務
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（3）スポーツ・レクリエーション

事業名 対象 期間等 事業内容

地域コミュニティスポーツ 市民 各種スポーツ大会、教室の

事業 開催

6月8日（月） ○豊浦地区ゴルフ大会

11月1日（日） 〃

8月14日（金） ○豊浦地区野球大会

10月25日（日） ○豊浦地区バレーボール大

△
瓜

11月19日（木） ○レッツトライ！スポーツ

26日（木） チャンバラ

11月22日（日） ○愛スポソフトバレーボー

ル大会

12月6日（日） ○豊浦杯バドミントン大会

2月14日（日） ○豊浦地区空手道交流会

随時 ○スポーツ体験会

県内のジュニア 7月24日（金・ 真木山カップフェスティバ

チーム 祝）～25日（土） ル2020

市内小学生チー 10月31目（土） 新発田ジュニア杯少年野球

ム 11月1日（日） 大会
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紫雲寺地区公民館事業計画

1　重点事業

口｝地域関係団体との連携強化

②生涯にわたる学習機会の充実

（3）土r濯学習支援事業の推進

（4｝生涯学習課及び各地区公民館とσ）連携

2　事業計画

田　生涯学習

事業名 対象 期間等 事業内容

市民レクリエーション開催

事業

（囲碁将棋大会）　　　　　　　1、

　　　　　‘L
ぎ董（さっき展示会）

囲碁将棋

愛好者

2月7日（1ヨ） 　囲碁・将棋愛好者の技術

向上を図るとともに、交流

の場を提供する。

　伝統文化の継承のため若

者の参加をうながす。

市民

さっき同好会員

6．月5日（金）

～ 6月7日（日）

　丹精込めたさっきを展示

し、広く市民に観賞しても

らうとともに交流の場とす

る。

市民教養講座開催事業

（ふるさと講座）

（健康・教養講座）

市民

（18歳以上）

10月～12月 　地域や近隣市町村の歴史

を学習し、理解を深めると

ともに、ふるさと再発見に

結びつける機会とする。

市民

（18歳以上）

6月～9月 　健康を見直し、体力づく

りとストレス社会でのリラ

クゼーション効果を得る機

会とする。

　また、趣味や芸術文化の

学習の場を提供し、市民の

生きがいを増進するととも

に、学習意欲を支援し、新

たな趣味の発見と仲間づく

りの場を提供する。
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事業名 対象 期間等 事業内容

土曜学習支援事業 市内小学校5・6 6月～3月 子どもたちの学習意欲の

年生 土曜日（午後） 向上、学習の習慣化、確かな

市内中学校全学 全36回 学力の定着・向上を図るた
　P

　＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　■“

ピ］・駄．’剥乏
年 め、学校・家庭・地域が連携

し、土曜日を利用した学習支

亘 援事業を実施し、推進する。
　　　：　　　’　1竃　　　　A　　　〔■一　　　　　A｛＿

　学校授業の予習・復習、宿

題、問題集や参考書など、各

自で教材を用意して自主学

習に取り組む場を提供する

もの。

教科の疑問・質問・相談は、

教員経験者、市民、高校生、

大学生など、有償ボランティ

アによる講師が指導、対応す

る。

小学生は算数、中学生は

数学・英語を基本とする。

公民館こども交流体験事業 小学生 5月～2月 土曜日を中心に野外活動

（風の子クラブ） （4～6年生） 年間11回 や体験活動、社会奉仕活動な

どを開催するとともに、地域

の高齢者との世代間交流事

業を実施する。

子どもの学習意欲を高め

るとともに、次代を担う子ど

もたちの自主性・協調性・創

造性を養う。

高齢者大学開催事業 市民 5月～3月 学級生による運営委員会

（五葉大学） （60歳以上） 年間11回 で学習計画をたて、学習意
］

欲の向上を図り、学習成果

を地域に還元し、生きがい

につなげる。
㌻・麟一　，．へ

」1　　　　　　　　　　ぐ
　　　　　　　　　　　’』」∠　　一　　・ζ

文化・芸術祭開催事業 市民 10月24日（土） 作品の充実を図るととも

（紫雲寺地区文化祭） 文化団体 10月25日（日） に、誰にでも「親しめる・

商工会女性部 楽しめる」文化祭を実施す

る。絵画・書道など多彩な

作品を展示する。
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事業名 対象 期間等 事業内容

（子ども芸能音楽祭） 地区内小・中学 11月7日（土） 地区内の小・中学生が日

生 頃の練習成果を発揮できる

芸能音楽祭とする。地区外

の団体にも出演依頼をし、

世代を問わず楽しめる事業

にする。

（芸能音楽祭） 地区公民館利用 11月⊥5日（FI） 紫雲寺地区公民館を利用

「　　　　　　　　　　F 団体他 している活動団体の日頃の

㊥

　　　岬秘鴇

練習の成果を発表する場を

設け、利用団体の活動意欲

の向上と芸能文化の振興に

努める。
　　。，　　　一己』一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（

（2）生涯学習施設の運営・維持管理

事業名 対象 期間等 事業内容

紫雲寺地区公民館・分館維持

管理事業

市民、団体、機関 通年 ○施設管理、施設貸出業務

○図書貸出業務

○学習情報の提供

○館内ロビーでのミニ作品

　展

紫雲寺地区体育施設維持管

理事業

市民、団体、機関 通年 ○施設管理、施設貸出業務
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（3）青少年育成

事業名 対象 期間等 事業内容

紫雲寺地区青少年健全育成 市民 通年 ○環境浄化パトロール

協議会（事務局） ○広報「おもいやり」の発行

○第28回教育振興大会

○「わが家わが地域の元気っ

子」写真コンクール

○れんぎょうパトロール隊

の育成と連携強化

○助成金交付

（4）スポーツ・レクリエーション

事業名

地域コミュニティスポーツ

事業

・i

s

対象

市民

期間等

4．月12日（日）

春夏秋の3回

6月14日（日）

6月28日（日）

7．月19日（日）

11月23日（祝）

1戊ヨ　31　日（日）

1月～2月

3月

随時

事業内容

各種スポーツ大会、教室の

開催

（平成25年度から市の委託

事業として実施）

○れんぎょう・さくらお花

　見ウォーク

○紫雲寺地区ゴルフ大会

○紫雲寺地区ソフトバレーボ

　ール大会

○ハイキング＆登山にチャレ

　ンジ

○男女混合ソフトボー一一・ル大

　会

○紫雲寺地区バレーボール

　大会

○紫雲寺・加治川オープン

　卓球大会

○紫雲寺スポーツ振興会ス

　キー教室

○日帰りスキー教室

○加盟団体及び地区体育振

　興会への活動助成

○全国大会、北信越大会出場

　者への派遣支援

○紫雲寺スポーツ振興会だ

　よりの発行（年2回）

一56一



加治川地区公民館事業計画

1　重点事業

団土曜学習支援事業の推進

②青少年教育の充実

（3）地域関係団体との連携と地域づくりの推進

（4｝生涯学習課及び各地区公民館との連携

2　事業計画

（1｝生涯学習

事業・名 対象 期間等 事業内容

土曜学習支援事業 加治川小学校
5・6年生、加治

川中学校1～3
年生、加治川小

中学校以外の児

童・生徒も参加

可能

定員30人

5月～3月

原則、毎週土曜

日（午後）

42回

　学校授業の復習・予習、宿

題、問題集や参考書など、各

自で教材を用意して自主学

習に取り組む場を提供す
る。

　教科の疑問・質問・相談

は、教員経験者、市民、大学

生など、有償ボランティア

による講師が指導する。

　主に算数・数学、英語（国

語、理科、社会も可）

公民館こども交流体験事業

（わくわく桜体験隊）

小学生

加治川・七葉・

菅谷小学校2～

6年生

定員25人

通年

年度募集

4月～3月
（年間9回）

　小学生を対象とした様々

な体験学習や創作活動を通

して、子どもたちの学習意

欲を向上させるとともに、

人間関係の形成と「生きる

力」を育む。

○内容　お花見ウォーク、

　　　　スポーツ体験、サ

　　　　マーキャンプ、4

　　　　館合同事業、創作

　　　　活動、料理体験な

　　　　ど
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事業名 対象 期間等 事業内容

市民教養講座開催事業 主に加治川地区 5～11月 地域に由来のある歴史を

（ふるさと歴史講座） 内の市民 （4回） 学習し理解を深めるととも

定員　20人（歴 に、郷土の再発見の機会と

史探訪）、30人 する。

（講演） ○内容　歴史探訪、講演

（出張！公民館講座） 加治川地区内の 7，月～3月
H

公民館活動の普及啓発を

市民 （随時） 図るため、地域で活動する

個人・団体と連携し、集落

集会場等に出かけて運動、

レクリエーション、調理実

習、健康講話などを開催す

る。

（園芸講座） 市民
　“
5月～10月 生き生きとした日常生活

定員25人 （5回） を過ごしてもらうため、新

たな趣味の発見と仲間つく

りの機会とする。

　　　　　婚飼（スキルアツプ講座） 市民 5月～3月
w

家庭や地域で役立っ技術

定員10～20人 （2～3回） を身にっけるための講座を

開催する。

高齢者大学開催事業 加治川地区内の 通年 高齢者が豊かで生きがい

（高齢者団体生涯学習活動 市民 4月～3月 のある生活を送るため、加

支援事業） （概ね60歳以 （随時） 治川地区で活動する高齢者

上、10名以上で 団体の生涯学習活動を支援

構成する団体） する。　　　　　　　　　已

（ラクラク教室） 　　　　丙
主に加治川地区 通年 「心と体を楽にする」をテ

内の市民（主に 4月～3月 一 マに気軽に参加できる教

中高年者） （30回程度） 室を開催する。

○内容　体操教室（24回）、

その他（施設見学など）

文化・芸能祭開催事業 市民 11月14目・15日 地域住民の文化活動の発

（加治川地区公民館まつ 表、展示を行い、学習の成果

り） を披露する機会として開催

する。

○内容　作品展示、芸能発

表、ふるまい鍋など

一58一



（2）生涯学習施設の運営・維持管理

加治川地区公民館維持管理

事業

（中川分館、金塚分館含む）

市民・団体・機関 通年 ○施設管理・施設貸出業務

○図書貸出業務

○学習情報・協力業務

○公民館ガイド発行

加治川地区体育施設維持管

理事業

（加治川地区体育館、大天

城公園野球場・テニスコー

ト、屋外運動場等）

市民・団体・機関 通年 ○施設管理・施設貸出業務

加治川地区公民館・分館整

備事業

市民・団体・機関 通年 　加治川地区公民館機能移転

および加治川地区公民館、金塚

分館解体に係る実施設計を委

託する。

（3）青少年育成

加治川地区青少年健全育成 市民 通年 ○小・中学校の活動支援

協議会（事務局） ○地域環境パトロール

○地域子ども会等の活動支援

○広報紙「はぐくみ」発行

○社会環境実態調査への協力
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（4）スポーツ・レクリエーション

事業名 対象 期間等 事業内容

市民レクリエーション開催事 市民ほか 4月29日 自然への親しみを図るた

業 め、大峰山山桜まつりとの

（大峰山　山桜ハイキング） 共同開催による大峰山ハイ

キングを実施する。

地域コミュニティスポーツ委 市民 スポーツを通じて地域住

託事業 民の健康増進と地域コミュ

（加治川地区公民館地域コミ ニティの円滑化を図るた

ユニティスポーツ委託事業） め、地域コミュニティスポ

一 ツ事業を加治川スポーツ

振興会に委託し実施する。

（通年） （主な振興会実施事業）

4月 ○れんぎょう・さくらお花

見ウォーク

5月 ○櫛形山脈縦走チャレンジ

5月・9月 ○グラウンド・ゴルフ大会

5月・10月 ○ゲートボール大会

6月 ○大天城野球大会

8月 ○加治川相撲大会

8月 ○男女混合ソフトボール大

△
云

9月～11月 ○ヨガ体験教室

10月 ○テニス大会

11月 ○バレーボール大会

1月 ○親善卓球大会

2月 ○ボウリング大会

○スポーツ体験教室（春・

秋・冬）
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　　　　　　　　　　　　　生涯学習センター事業計画

1　重点事業

（1｝研修室等の貸出し、市民のかたらいθ）場・学習コーナー等の機能の充実

2　事業計画

ほ）生涯学習施設の運営・維持管理

事業名 対象 期間等 事業内容

生涯学習センター維持管理

事業
施設維持管理 通年 施設管理・貸出業務

（2）視聴覚ライブラリーの迎営

※　令和元年度貸出状況（参考）

区分 所有数 貸出数

利用状況

利用団体数 一 67団体

観覧者数 一 2，599人

DVD 62本 23本

教　　材 ビデオ 649本 1本

16㎜フイルム 525本 4本

プロジェクター 2台 48回

スクリーン 4台 27回
機　　材

］6㎜映写機 1台 2回

書画カメラ 1台 3回
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青少年健全育成センター・児童センター

1　基本方針

　　当市における青少年の健全育成にっいては、「豊かな心と広い視野をもち、自主性・社会性・創造性

に富んだ子ども」の育成を目指し、①「自ら学ぶ意欲と思いやりのある心」、②「さまざまな社会の変

化に主体的に対応できる力」③「新発田への愛着と人に対する敬意や誇り」の育成を重点目標に掲げ、

施策を推進する。

　　「深めよう絆」をモットーに学校、家庭、地域社会における望ましい人間関係の再構築を図るととも

に、街頭指導活動や青少年健全育成活動等、地域社会が一体となった育成活動を行う。

　　さらに、関係機関との密接な連携のもと、ボランティア活動をはじめとした社会参加活動や体験活動

を重視し、子どもたちにこうした機会や場を積極的に提供することにより、深刻ないじめや非行問題の

解消を図り、「生きる力」を備えた青少年の育成に努める。

2　重点施策

（1）新発田青少年健全育成市民会議を通じて、少年団体や地域育成協議会などの関係団体相互の連帯

　強化や活動の充実、活性化を図る。

②　子どもたちを狙った声かけ事案など、不審者の出没が相次いでおり、地域における安心、安全の確

　保のために、一般の少年補導委員による青色パトカーのパトロールを引き続き実施するとともに、教

　職員の少年補導委員や警察スクールサポーターと連携し、補導活動を充実させる。

ω　全児童クラブでは、受入児童を小学校1年生から6年生まで、保護者が就労等により昼間家庭にい

　　ない児童に適切な遊びや生活の場を提供する。また、放課後子ども総合プランや子ども・子育て支援

　事業計画に基づき、一体型を中心とした放課後児童クラブと放課後子ども教室の定着を図るととも

　　に、児童クラブ指導員の放課後児童支援員資格の計画的な取得を図る。

ω　児童センター及び児童館は、放課後等に誰もが自由に利用できる安心、安全な居場所として供する

　　とともに、「しばたの心継承プロジェクト」や体で遊ぼう等の行事を実施し、子どもたちの遊びの指

　導等を通じて新発田への愛着や誇りの醸成を図る。

（5）各種事業の周知のため、ホームペL－・・ジやSNSなどの周知手段の工夫を図るとともに、学校や関係

　機関との連携を進め、青少年の健全育成のためのボランティア活動の支援に努める。

〈昔のあそび週間〉
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【令和2年度　青少年健全育成センター事業計画】

事業 内容

親を亡くした子どもたちを励ますため、鑑賞事業への招待、ク

1　遺児激励事業 リスマスのプレゼントのほか、入学・卒業・進級の節1ヨの11寺には祝

品の贈呈を行う。

青少年の健全育成と問題行動の未然防止のため、新発日ll青少年

2　青少年地域活動 健全育成市民会議（以下「市民会議」）の委託事業として、中学校

推進事業 区ごとにそれぞれの地域の独自性を活かした青少年の健全育成

活動を推進する（10中学校区）、

3　青少年育成組織 青少年の健全育成のため、市民会議の活動に対して財政的支援

への活動支援助成 を行う。各青少年団体等へは、市民会議を通じて支援を行う。

事業

青色回転灯パトロール車を利用し、青少年が集まりやすい場所

4　少年補導活動運 を重点的に街頭補導活動や駅周辺等の補導活動等を実施する。ま

営事業 た、夏季の河川や海岸、お祭り時には愛の一声運動として、特別

補導活動を実施する。

【令和2年度　児童センター事業計画】

事業 対象 内容

おおむね2歳
○手遊び、リズム体操など、集団生活への準備

ちびっこワールド 以上の幼児と
の場を提供する。

1　児童センター その保護者
1期　　6月、H期　10月、　m期　　2月
（午前10：30～11：15毎週木曜日）

活動事業（児童セ
○なわとび、ドッジボール、卓球などの遊びを

ンター施設での 体で遊ぼう 小学生 通して子供たちの交流と体力増進を図る
遊びの指導・体 （午後2：15～3：15全2回）
力増進）

中学生～ ○行事等への参加を通じて、子どもたちとの関
学生ボランティア

大学生 わりを体験する。

別表 （年間事業計画）参照

○保護者が就労等により昼間家庭にいない児童

を対象に、児童クラブの運営を行い、遊びや

2　児童クラブ運 放課後児童健全育 小学生
生活の場を提供する。（全19児童クラブ）

営事業 成事業
○国の定める「放課後子ども総合プラン」に基

　づき、学童保育の質の向上、指導員の放課後

児童支援員資格の取得などを進めるとともに

保護者の就労や女性の社会参画を支援する。

○全ての児童を対象に、放課後の余裕教室等に

おいて学習やゲーム、体験や交流事業などを

3　放課後子ども 学校・家庭・地域の 小学生 実施し、安全・安心な居場所を確保するとと

教室推進事業 連携促進事業 もに、豊かな人間性を育む。

〇二葉、菅谷、外ヶ輪、猿橋小学校で開設し、

児童クラブと連携した取り組みを進める。
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別表

児童センター年間行事計画（1）

月 日 曜日 内容 対象 定員

4 25 土 母の日プレゼント作り 幼児～小学生 30人

9 土 父の日プレゼント作り 幼児～小学生 30人
5

30 土 体で遊ぼう① 小学生 なし

13 土 レクリエーション大会 小学生 15人
6

27 土 キュービックパズル作り 小学生 15人

7
11 土

わくわくシールラリー

～ あそんで学ぼっ！しばたの心～
小学生 30人

25 土 バスボム作り 小学生 10人

6 土 キッズタイム☆summer 小学生 10人
8

15 木 フォトフレーム作り 小学生 10人

9 26 土 体で遊ぼう② 小学生 12人

17 土 外で遊ぼう 小学生 12人

児
童
セ

ン
ター

10 18 日 子どもまっり 小学生 50人×2

31 土 シュレッダーアート 小学生 10人

11 14 土 こまで遊ぼう 幼児～小学生 10人

13 日 年末お楽しみ会 小学生 30人
12

26 土 キッズタイム☆winter 小学生 20人

9 土 牛乳パックでランタン作り 小学生 10人
1

30 土 豆まき 幼児～小学生 30人

2 13 土 キラキラ☆サンキャッチャー作り 小学生 10人

プール開放　7．月22日（水）～8月23日（日） おむっのとれた幼児～小学3年生

第1期（3回） 6月　（毎週木曜日）

ちびっこワールド 第n期（3回） 10月　（毎週木曜日）
おおむね2歳以上の幼児
と保護者

なし

第m期（3回） 2月　（毎週木曜日）

　　　　　〈流しそうめん〉 〈年末お楽しみ会〉

一64一



児童センター年間行事計画（2）

月 日 曜日 内容 対象 定員

4 13 金 ニコニコみっけ！！シャボン玉あそび 未就園児と保護者 15組

5 9 土 母の日のプレゼントイ乍り 小学生 15人

6 20 土 父の日のプレゼント作り 小学生 10人

10 金 ニコニコみっけ！！夏まつり 未就園児と保護者 10組
7

18 土 夏の工作 小学生 10人

1L

土 卵の殻でモザイクアート 小学生 LO人
8

8 ニヒ スライム作り 小学生 10人

9 12 金 敬老の日のプレゼント作り 小学生 10人
紫雲寺児童館

10

22
～24

木
～土

ハロウィン週間 幼児～小学生
各回
10人

14 金 木の実あそび 小学生 10組
11

27 土 ニコニコみっけ！！冬あそび 未就園児と保護者 10組

12 19 土 お正月飾り 小学生 lo人

23 土 運動あそび 小学生 10人
1

29 金 ニコニコみっけ！！なりきりあそび 未就園児と保護者 10組

2 13 土 バレンタイン 小学生 10人

3 5 金 ニコニコみっけ！！お絵かきしよう 未就園児と保護者 10組

4 25 土 母の日プレゼント 小学生 15人

5 26 火 そらまめきっず　ボールであそぼっ！ 未就園児と保護者 20組

6 13 火 ストロー工作 小学生 15人

4 上 リサイクルエ作 小学生 15人
7

14 火 そらまめきっず　工作しよう 未就園児と保護者 10組

8 8 ニヒ 夏の自由研究 小学生 10人

5 土 敬老の日プレゼント作り 小学生 10人
9

15 火 そらまめきっず　敬老の日プレゼント作り 未就園児と保護者 10組

加
治川児童館

10 土 スライム作り 小学生 12人
10

20 火 そらまめきっず　ハロウィン 未就園児と保護者 10組

11 7 土 科学実験をしよう 小学生 12人

5 土 年賀状作り 小学生 12人
12

15 火 そらまめきっず　クリスマス会 未就園児と保護者 10組

1 16 土 Let’sチャンバラ 小学生 12人

6 土 バレンタイン 小学生 12人
2

25 火 そらまめきっず　新聞紙あそび 未就園児と保護者 10組
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