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 生  涯  学  習  
 

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、いつ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。 

これをより強く進めるため、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、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  

 

１ 重点事業 

⑴  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。 

⑵  青少年の健全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。 

⑶  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、中学校が行う防災教育に対して支援を行う。 

⑷  各地区公民館、生涯学習センターとの連携を強化する。 
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２ 事業計画 

⑴  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 2 年度事業分 

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 11月 20日(土)・

21日(日)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 13年 4月 2

日から平成 14

年 4 月 1 日まで

の間に生まれた

人 

令和 4 年 3 月 20 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 3年 6月 

 令和 4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、

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。 
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⑵ 青少年育成 

事業名 対象 期間等 事業内容 

青少年宿泊施設管理

運営事業 

団体、学校など 青少年宿泊施設「あかた

にの家」 

開館 4月～11月 

 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。 

家庭教育推進事業 ＰＴＡ等各種団

体 

通年 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。 

教育広報誌発行事業 市民 令和 4年 3月発行 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。 

防災教育推進事業 小中学校 通年 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行

う防災学習に対して支援

を行い、防災教育の推進

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あかたにの家」での防災キャンプにおけ

る水消火器での消火訓練 
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新 発 田 地 区 公 民 館  

 

１ 重点事業 

⑴  子どもたちの創造性や自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 

⑵  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 

⑶  生涯学習課及び各地区公民館との連携 

 

２ 事業計画 

⑴ 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 36回） 

【川東地区】 

5月～3月（全 40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 16日(日) 

 

「市民将棋大会」 

    8月 22日(日) 

 

「市民囲碁大会」 

令和 4年 2月 13日(日) 

 

同じ趣味を持つ人の交

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。 

生涯学習講座開催事業 市民 5月～3月 

「はじめての英会話」 

「韓国語講座」 

「はじめてのアコーステ

ィックギター」 

「楽しい工作」 

「いきいきシニアびもじ

編（筆ペン＋己書）」 

等 

生涯学習に取り組むき

っかけとなる場提供し、

市民の生きがいを増進す

るとともに、学習意欲を

支援する各種講座を開催

する。 

英会話、家庭教育支援、

地域学習、体育、趣味・教

養の向上講座などを計画

する。 
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事業名 対象 期間等 事業内容 

公民館こども交流体験

事業 

（オムレツクラブ） 

 

 

市内小学生 7月～12月 （全 8回） 土曜日を中心に実施

し、館外活動や体験学習、

伝統文化を通して子ども

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」「夏休み特別

コース」「こども将棋・囲

碁教室」を開催する。 

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 

 

6月～11月 （全 6回） 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６回開催。

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

にしたものを、発表する

場として「文集菖城」を作

成する。 

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。 

オムレツクラブ伝統文化コース 

「お茶を楽しもう」 
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事業名 対象 期間等 事業内容 

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。 

マナビィフェスティバル

開催事業 

 

 

 

市民 

 

令和 4年 2月下旬から 3

月上旬を予定 

 

 公民館文化祭開催事業

として行っていた「公民

館まつり」と統合し、開催

期間を拡大し、出品条件

を広げることでより多く

の参加者を募る。同時に

実際に体験し、楽しみな

がら「学ぶ心」を育て、会

員募集を兼ねた生涯学習

活動成果の発表の場を提

供する。 

手工芸・水墨画、いきい

き作品展開催事業 

 

（出品対象種

目）水墨画、陶

芸、写真、書

道、押し花等 

6 月 18日(金)～20 日(日) 手工芸・水墨画等の創

作活動の振興を図り、日

ごろの活動の成果を発表

する場を提供する。 

趣味の展示会運営事業 生涯学習活動団

体 

6 月 1 日から通年（申込予

約制） 

 

趣味活動で作り上げた

作品や団体活動の発表の

場を通年を通して提供

し、支援する。 

マイタウンコンサート

開催事業 

市民 ミニクラシックコンサー

ト 

11月 12日（金）・11月 13

日（土） 

バンドフェスティバル 

11月 7日（日） 

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。 

ミニクラシックコンサ

ート、バンドフェスティ

バルを計画している。 

 

⑵ 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  

 

１ 重点事業 

⑴ 生涯にわたる学習機会の提供 

⑵ 文化・芸術・芸能活動の場の提供 

⑶ スポーツ・レクリエーションを通じた地域コミュニティ活動の推進 

⑷ 「しばたの心継承プロッジェクト」の推進による学校、地域との連携 

⑸ 生涯学習課及び各地区公民館との連携 

 

２ 事業計画 

⑴ 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

及び中学生 

5月～3月 

（全 35 回） 

子どもたちの学習意欲の

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 

（チャレンジ真木山キッ

ズ） 

小学生・保育園

児（ただし、保

育園児は一部の

クラブ活動と体

験活動を除く。） 

6月～12月 

毎月第 2 土曜日

6回、体験活動 2

回 

クラブ活動及び様々な

「体験」活動を通して、楽し

みながら子どもたちの創造

力及び学習意欲を向上させ

るとともに、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 

（成人講座） 

市民（成人） 6月、10月 

（2回） 

 

成人を対象に４館合同で

歴史をテーマに講座教室を

実施する。 

（家庭教育講座） 市民（親子） 12月（１回） 親子クリスマスツリー教

室を実施する。 
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事業名 対象 期間等 事業内容 

（市民教室） 市民 9月、10月 

（2回） 

自分だけの作品作りを楽

しみながら文化・芸能祭へ

の出展・参加を視野に入れ

た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 5月～12月 

年 10回（前期、

後期） 

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

立つ野菜づくり、健康づく

りなど、生きがいにつなが

る講座を実施する。 

市民レクリエーション開催

事業 

市民 5月 16日(日) 

10月 17日(日) 

2月 27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 

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 

 

 ⑵ 芸術・文化 

事業名 対象 期間等 事業内容 

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 

11月 20日(土) 

  ～21日(日) 

豊浦地区公民館を活動拠

点としている団体及び個人

の活動成果を発表する場と

して位置づける。 
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 ⑶ 地域コミュニティースポーツ事業・体育施設運営 

事業名 対象 期日 会場 

① 陸上教室 市民 
5月 9日(日) 

9月 26日(日) 

多目的グランド 

（雨天：豊浦体育センター） 

② 真木山カップフェステ

バル 2021 

県内のジュニアチ

ーム 

6 月 5 日(土) 

  ～6 日(日) 

6 月 12日(土) 

  ～13(日) 

豊浦総合運動施設多目的グ

ラウンドほか 

③ 豊浦地区ゴルフ大会 市民 
6 月 7 日(月) 

10月 31日(日) 

中峰ゴルフ倶楽部 

フォレストカントリー倶楽部 

④ 豊浦地区野球大会 市民 8月 14日(土) 真木山中央公園野球場ほか 

⑤ 豊浦地区バレーボール

大会 
市民 10月 3日(日) 豊浦中学校体育館ほか 

⑥ 新発田ジュニア杯少年

野球大会 

市内小学生チー

ム 

10月 31日(日) 

11 月 6日(土) 

真木山中央公園野球場 

豊浦中学校グラウンドほか 

⑦ 愛スポソフトバレーボ

ール大会 
市民 11月 28日(日) 豊浦体育センター 

⑧ レッツトライ！スポー

ツチャンバラ 
市民 

12月 2日(木) 

9日(木) 
豊浦地区公民館大ホール 

⑨ 豊浦杯バドミントン大

会 
市民 12月 5日(日) 豊浦体育センター 

⑩ 豊浦地区空手道交流会 市民 2月 13日(日) 豊浦地区公民館大ホール 

⑪ スポーツ体験会 市民 随時 真木山中央公園野球場ほか 

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 

＊①～⑪は豊浦地区スポーツ振興会主催 
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紫 雲 寺 地 区 公 民 館  

 

１ 重点事業 

⑴ 地域関係団体との連携強化 

⑵ 生涯にわたる学習機会の充実 

⑶ 土曜学習支援事業の推進 

⑷ 生涯学習課及び各地区公民館との連携 

 

２ 事業計画 

 ⑴ 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） 

 

 

 

 

囲碁将棋 

愛好者 

2月 6日(日)  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。 

市民教養講座開催事業 

（しばた歴史講座） 

 

 

市民 

 

6月、10月  地域に由来のある歴史講

座を開催し、地域の歴史の

理解を深めるとともに郷土

の魅力を再発見することを

目的に４地区公民館合同で

歴史講座を開催する。 

（健康・教養講座） 

 

 

 

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

年生 

市内中学校全学

年 

5月～3月 

土曜日（午後） 

全 37回 

子どもたちの学習意欲の

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、土曜日を利用した学習支

援事業を実施し、推進する。 

 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 

（風の子クラブ） 

 

小学生 

（4～6年生） 

5月～2月 

年間 11回 

土曜日を中心に 野外活動

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 

（五葉大学） 

 

市民 

（60歳以上） 

5月～3月 

年間 11回 

 学級生による運営委員会

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。 

 

 

 

文化・芸術祭開催事業 

（紫雲寺地区文化祭） 

市民 

文化団体 

商工会女性部 

10月 30日(土) 

10月 31日(日) 

 作品の充実を図るととも

に、誰にでも「親しめる・

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

生 

11月 6日(土)  地区内の小・中学生が、

日頃の練習成果を発揮する

ことができ、また、保護者

だけでなく、地域の方々に

も子どもたちの成長を感じ

てもらえる音楽祭。 

（芸能音楽祭） 

 

地区公民館利用

団体他 

11月 14日(日)  紫雲寺地区公民館を利用

している活動団体の日頃の

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。 

 

 

 

⑵ 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 

 

⑶ 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 

協議会（事務局） 

市民 通年 ○環境浄化パトロール 

○広報「おもいやり」の発行 

○第 29 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 

 

 

 

 



- 57 - 

 

⑷ 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

事業 

 

 

 

市民  

 

 

 

4月 11日(日) 

 

春夏秋の 3回 

6月 13日(日) 

 

6月 27日(日) 

 

7月 18日(日) 

 

11月 23日(祝) 

 

1月 30日(日) 

 

1月 

 

随時 

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 

〇加盟団体及び地区体育振

興会への活動助成 

〇全国大会、北信越大会出場

者への派遣支援 

〇紫雲寺スポーツ振興会だ

よりの発行（年 2回） 
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加 治 川 地 区 公 民 館  

 

１ 重点事業 

⑴ 生涯にわたる学習機会の充実 

⑵ 青少年教育の充実 

⑶ 地域関係団体との連携と地域づくりの推進 

⑷ 生涯学習課及び各地区公民館との連携 

 

２ 事業計画 

⑴ 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） 

40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・七葉小

学校 2～6年生 

定員 25人    

7月～3月 

（年間 8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 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 

（4 地区公民館合同歴史講

座） 

新発田市民 

定員 

6月 50人 

（講演） 

10月 20人 

（歴史探訪） 

6、10月 

（各 4回） 

地域に由来のある歴史講

座を開催し、地域の歴史の

理解を深めるとともに郷土

の魅力を再発見することを

目的に、4地区公民館合同で

歴史講座を開催する。 

6月は、これまでの各地区

の特徴を生かした講座を、

新発田市全体の歴史として

知ってもらう機会とする。 

10 月は、歩きながら楽し

める歴史をテーマに、平日

では参加できない人や新た

に歴史に興味をもった人が

楽しく学べる機会とする。 

（出張！公民館講座） 加治川地区内の

市民 

7 月～3月 

（随時） 

公民館活動の普及啓発を

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 

定員 20人 

6 月～10月 

（4回） 

生き生きとした日常生活

を過ごしてもらうため、新

たな趣味の発見と仲間づく

りの機会とする。 

（スキルアップ講座） 市民 

定員 10～20人 

5 月～3月 

（2～3回） 

家庭や地域で役立つ技術

を身につけるための講座を

開催する。 

高齢者大学開催事業 

（高齢者団体生涯学習活動

支援事業） 

加治川地区内の

市民 

（概ね 60 歳以

上、10名以上で

構成する団体） 

通年 

4 月～3月 

（随時） 

高齢者が豊かで生きがい

のある生活を送るため、加

治川地区で活動する高齢者

団体の生涯学習活動を支援

する。 
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⑵ 生涯学習施設の運営・維持管理 

 

⑶ 青少年育成 

 

 

 

 

（ラクラク教室） 主に加治川地区

内の市民（主に

中高年者） 

通年 

4 月～3月 

（30回程度） 

 「心と体を楽にする」をテ

ーマに気軽に参加できる教

室を開催する。 

〇内容 体操教室（24回）、

その他（施設見学など） 

 

文化・芸能祭開催事業 

（加治川地区公民館まつ

り） 

市民 11月 13日・14日 地域住民の文化活動の発

表、展示を行い、学習の成果

を披露する機会として開催

する。 

○内容 作品展示、芸能発

表など 

加治川地区公民館維持管理

事業 

（中川分館含む） 

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

分館解体の工事を委託する。 

加治川地区青少年健全育成

協議会（事務局） 

市民 通年 ○小・中学校の活動支援 

○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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⑷ 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

業（春の大峰山ハイキング） 

市民ほか 4月 29日  自然への親しみを図り、

健康増進に資するため、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

託事業（加治川地区公民館地域

コミュニティスポーツ委託事

業） 

市民  

 

 

 

 

 

（通年） 

4月 

 

5月 

5月・9月 

 

 

8月 

 

秋季開催 

10月 

 

1月 

2月 

スポーツを通じて地域住

民の健康増進と地域コミュ

ニティの円滑化を図るた

め、地域コミュニティスポ

ーツ事業を加治川スポーツ

振興会に委託し実施する。 

（主な振興会実施事業） 

○れんぎょう・さくらお花

見ウォーク 

○櫛形山脈縦走チャレンジ 

○グラウンド・ゴルフ大会              

○ゲートボール大会 

○加治川相撲大会 

○男女混合ソフトボール大 

 会 

○ヨガ体験教室 

○テニス大会 

○バレーボール大会 

○親善卓球大会 

○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  

 

１ 重点事業 

⑴ 研修室等の貸出し、市民のかたらいの場・学習コーナー等の機能の充実 

 

２ 事業計画 

⑴ 生涯学習施設の運営・維持管理 

 

⑵ 視聴覚ライブラリーの運営 

 

※ 令和 2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 － ５１団体 

観覧者数 － １，８７９人 

教  材 

ＤＶＤ ６２本 ９本 

ビデオ ６４９本 ４本 

１６mmフイルム ５２５本 ０本 

機  材 

プロジェクター ２台 ３８回 

スクリーン ４台 ２６回 

１６mm映写機   １台 ０回 

書画カメラ １台 １回 

 

 

 

 

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 

内容 対象 期間等 事業内容 

視聴覚機器教材の貸出 登録団体 通年 

視聴覚機器・教材の貸出事

業 

不良・破損や不要教材等の

分別整理 
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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ついては、「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 

⑴  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。 

⑵  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。 

⑶  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。 

⑷  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。 

⑸  各種事業の周知のため、ホームページや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。 

 

＜豆まき＞ 

 

＜ちびっこワールド＞ 
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【令和３年度 青少年健全育成センター事業計画】  

事業  内容  

１ 遺児激励事業  

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

リスマスのプレゼントのほか、入学･卒業･進級の節目の時には祝

品の贈呈を行う。  

２ 青少年地域活動  

推進事業  

青少年の健全育成と問題行動の未然防止のため、新発田青少年

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

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  

への活動支援助成事

業  

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

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。  

４ 少年補導活動運  

営事業  

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

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

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３年度 児童センター事業計画】 

事業 対象 内容 

１ 児童センター 

活動事業 

(児童センター施

設での遊びの指

導・体力増進) 

ちびっこワールド 

おおむね2歳

以上の幼児と

その保護者 

○手遊び、リズム体操など、集団生活への準備

の場を提供する。 

Ⅰ期 5月、Ⅱ期 10月、Ⅲ期 2月 

（午前10:30～11:15 木曜日） 

体で遊ぼう 小学生 

○ジャンボバルーン、ドッジビー大会などの遊

びを通して子供たちの交流と体力増進を図る 

 （午後2:30～3:30 全2回） 

学生ボランティア 
中学生～ 

大学生 

○行事等への参加を通じて、子どもたちとの関

わりを体験する。 

別表（年間事業計画）参照 

２ 児童クラブ 

運営事業 

放課後児童健全育

成事業 

小学生 

 

○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

生活の場を提供する。（全19児童クラブ） 

○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。 

３ 放課後子ども 

教室推進事業 

学校・家庭・地域の

連携促進事業 

小学生 

 

○4年生から6年生の児童を対象に、放課後の余

裕教室等において学習やゲーム、体験や交流

事業などを実施し、安全・安心な居場所を確

保するとともに、豊かな人間性を育む。 

○二葉、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

月 日 曜日 対象 定員

1 土 母の日プレゼント作り 小学生 20人

15 土 体で遊ぼう① 小学生 20人

19 土 父の日プレゼント作り 小学生 20人

26 土 わくわく☆ワークショップ 幼児～小学生 40人

10 土 小学生 20人

24 土 ぷちぷちスライム作り 小学生 20人

5～7 木～土 カプラ週間 小学生 -

19～21 木～土 金魚台輪作り 幼児～小学生 -

9 19 日 子どもまつり 幼児～小学生 -

9 土 科学体験をしよう 小学生 20人

16 日 昔のあそびをしよう 幼児～小学生 20人

30 土 ランタン作り 小学生 20人

11 13 土 キッズタイム 小学生 20人

12 日 年末お楽しみ会 小学生 30人

18 土 ステンドグラス作り 小学生 20人

15 土 新春ビンゴ大会 幼児～小学生 40人

29 土 節分豆まき 幼児～小学生 40人

12 土 体で遊ぼう② 小学生 20人

26 土 風船あそびをしよう 小学生 20人

　プール開放　7月27日（火）～8月21日（土） おむつのとれた幼児～小学3年生

第Ⅰ期(3回) 5月 (毎週木曜日)

第Ⅱ期(3回) 10月 (毎週木曜日)

第Ⅲ期(3回) 2月 (毎週木曜日)

＜わくわくシールラリー＞ ＜こまで遊ぼう＞

なしおおむね2歳以上の幼児と保護者　ちびっこワールド
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児童センター年間行事計画（１）

内容

バスボム作り



- 66 - 

 

 

月 日 曜日 内容 対象 定員

4 23 金 ニコニコみっけ！！シャボン玉あそび 未就園児と保護者 10組

5 5 土 母の日のプレゼント作り 小学生 10人

19 土 ペットボトル工作 小学生 10人

25 金 ニコニコみっけ！！新聞紙あそび 未就園児と保護者 10組

7 31 土 消しゴム作り 小学生 10人

1 金 ニコニコみっけ！！秋あそび 未就園児と保護者 10組

16 土 ハロウィンソルトアート 小学生 10人

11 27 土 木の実あそび 小学生 10人

10 金 ニコニコみっけ！！クリスマス 未就園児と保護者 10組

18 土 お正月飾り作り 小学生 10人

15 土 スライム作り 小学生 10人

28 金 ニコニコみっけ！！節分あそび 未就園児と保護者 10組

2 26 土 カレンダー作り 小学生 10人

3 5 金 ニコニコみっけ！！お店屋さんごっこ 未就園児と保護者 10組

4 24 土 母の日プレゼント作り 小学生 10人

5 25 火 そらまめきっず  ボールであそぼっ！ 未就園児と保護者 10組

6 12 土 実験！シャボン玉 小学生 10人

3 土 夏の工作 小学生 10人

13 火 そらまめきっず  水あそび 未就園児と保護者 10組

9 14 火 そらまめきっず  音あそび 未就園児と保護者 10組

2 土 スライム作り 小学生 10人

26 火 そらまめきっず  ハロウィン 未就園児と保護者 10組

11 13 土 チャンバラ 小学生 10人

4 土 クリスマス飾りを作ろう 小学生 10人

14 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 22 土 巨大パズル 小学生 10人

2 15 火 そらまめきっず  スタンプあそび 未就園児と保護者 10組

3 5 土 牛乳パック工作 小学生 10人

10
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児童センター年間行事計画（２）
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