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課題内容 取組（事業）の具体的な内容 形態 対象 対象【詳細】 連携

新規事業は番号に〇を記載 ※実施する事業の具体的な内容を記載 ※事業の形
態をプルダ
ウンで選択

※事業の対
象をプルダ
ウンで選択

※「e：対象」の、更に具体的な対象
を記載（例）「ひとり親家庭の小学校
3年生～6年生」等

※連携先及び連携の方法（共催／協働
／講師として起用等）を記載 基本施策-施策 施策（詳細） 取組

1

南部ブロックは市内で最も外国人住
民数が多く、「生涯学習アンケー
ト」における、居住地域で心配なこ
ととして、「外国人住民との関係
性」が多く挙げられている（地域課
題）

多文化共生講座
～おとなりさんは外国人～

日常で接する機会が増えてきている外国人との付き合
い方・接し方について学ぶ

学級・講座 その他 どなたでも 9月～10月 未定

_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_1地域課題に関する取組の
推進

1地域課題に関する学習と活動の
推進

2

青年教室「若草の会」
小中学校特別支援学級教師、会員父母、市民ボラン
ティアで構成される運営委員会と各回の企画･運営を
行い、障害のある青年に対して学習の機会提供や交流
活動を行う

学級・講座 その他
青年
(教室の生徒のみ)

4月～3月
小中学校特別支援学級教師、
市民ボランティア、
会員父母

_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

3

中学生ボランティア養成講座
ボランティアへの理解･体験(視覚障害者ガイドヘルプ
体験、高齢者･障害者施設見学、手話体験、災害ボラ
ンティア体験など)

学級・講座 青少年 中学生 7～8月 社会福祉協議会　共催 船橋SLネットワーク　他

_2_1地域・社会で活躍する人
材・団体の育成と支援

_2_1_1地域・社会で活躍する人
材の育成と支援

1地域・社会で活躍する人材の育
成と支援

4
シニアボランティア研修会 ボランティアへの理解･体験･活動成果の発表およびボ

ランティア同士の交流会を行う
集会活動 成人一般 どなたでも 11月

社会福祉協議会・ボラ連協
共催

未定
_2_1地域・社会で活躍する人
材・団体の育成と支援

_2_1_1地域・社会で活躍する人
材の育成と支援

1地域・社会で活躍する人材の育
成と支援

5

夏休み子どもダンス教室
ダンスを通して子どもたちの情操を豊かにし、健全な
育成を図る

学級・講座 青少年 小学生 7月～8月

_1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成
のための取組の推進

2体験活動の充実

6

サイエンスファンタジー 地域の学校(県立船橋高等学校)の生徒を講師として起
用し、様々な科学実験をブースごとに体験できる講座
を行う
(ブースは10～15程度を予定)

集会活動 青少年 小学生 7月 県立船橋高校生徒 

_1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成
のための取組の推進

2体験活動の充実

7
読書に親しむ機会の充実
(第三次船橋市子供の読書活動推進
計画)

夏休み読書感想文講座

読書感想文指導 学級・講座 青少年 小学生 7～8月 未定

_1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成
のための取組の推進

3子供の読書活動の推進

8
ハッピーサタデー事業

子供たちの居場所づくり(毎月第3土曜) 集会活動 青少年 小学生 4～3月 青少年課　共催 料理研究家 他
_1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成

のための取組の推進
1青少年の居場所づくり

9
こどもまつり

地域の子供たちの交流会 集会活動 青少年 どなたでも 6月 青少年課　共催 人形劇団　他
_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

10
青少年の健全育成･居場所づくり、
子育てについての情報提供･交流の
場の提供

巡回児童ホーム事業

自由遊び、簡単工作、ゲーム大会　他 集会活動 その他
0･1歳と保護者、
2･3歳と保護者、小学生

5～3月 児童ホーム　共催 児童ホーム職員　他

_1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成
のための取組の推進

1青少年の居場所づくり

11
子育てひろば

未就学児と保護者による身近な遊びの実践 学級・講座 その他 未就学児と保護者 11～12月 公民館職員
_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

12
出張子育て支援事業

子育て相談や情報提供、遊び場の提供 集会活動 その他 乳幼児と保護者 4～3月
南本町子育て支援センター
共催

南本町子育て支援センター職員　他
_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

2地域の子供を地域で守り育てる
体制の整備・充実

13
家庭教育セミナー

家庭教育に関する学習 学級・講座 その他 子供と保護者 2月 未定
_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

14
船橋小就学時健診子育て学習会

就学時健診に行う子育て学習会 集会活動 成人一般 就学時健診対象者の保護者 11月 船橋小学校　共催 未定
_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

15
湊町小就学時健診子育て学習会

就学時健診に行う子育て学習会 集会活動 成人一般 就学時健診対象者の保護者 11月 湊町小学校　共催 未定
_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

16
南本町小就学時健診子育て学習会

就学時健診に行う子育て学習会 集会活動 成人一般 就学時健診対象者の保護者 11月 南本町小学校　共催 未定
_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

17 高齢者の学習機会・交流の場の提供
中央ふれあい学級（高齢者学級）

高齢者の生きがい学習 学級・講座 高齢者 60歳以上 5～3月 落語家　他
_1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_5高齢期を豊かに生きるた

めの学習支援
1高齢期を豊かに生きるための学
習の推進

18
介護予防事業

介護予防のための学習･体操 学級・講座 高齢者 65歳以上 11～12月 健康づくり課　共催 未定
_1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_5高齢期を豊かに生きるた

めの学習支援
1高齢期を豊かに生きるための学
習の推進

19
ふなばしシルバーリハビリ体操教室

シルバーリハビリ体操 集会活動 高齢者 65歳以上 4～3月 健康づくり課　共催 シルバーリハビリ体操指導士
_1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_5高齢期を豊かに生きるた

めの学習支援
1高齢期を豊かに生きるための学
習の推進

20

デジタルデバイド対策事業
初心者向けのスマホ講座
（かんたん入門編）

集会活動 成人一般 成人
5月～3月
8月・10
月を除く

ソフトバンク ソフトバンク

_1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの
対応

2デジタルデバイド対策の推進

21

デジタルデバイド対策事業
初心者向けのスマホ講座
（スマホの基本とLINE体験編）
※中級編としてアプリ紹介等での実施も検討

集会活動 成人一般 成人
5月～3月
8月・10
月を除く

ソフトバンク ソフトバンク

_1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの
対応

2デジタルデバイド対策の推進

22

デジタルデバイド対策事業
初心者向けのスマホ講座
（はじめてのオンライン体験「zoom入門編」）

集会活動 成人一般 成人
5月～3月
8月・10
月を除く

ソフトバンク ソフトバンク

_1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの
対応

2デジタルデバイド対策の推進

23

デジタルデバイド対策事業
初心者向けのスマホ講座
（タブレット体験・QR決裁等）

集会活動 成人一般 成人 随時 ソフトバンク・docomo ソフトバンク・docomo

_1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの
対応

2デジタルデバイド対策の推進

24
福祉の向上と地域のコミュニティづ
くり

地区団体支援事業（中老連）
ダーツ･輪投げ大会、芸能交流･カラオケ大会 集会活動 高齢者

中央地区老人クラブ連合会に属
する団体

未定
中央地区老人クラブ連合会
共催

_2_1地域・社会で活躍する人
材・団体の育成と支援

_2_1_2地域・社会で活躍する団
体の育成と支援

2地域・社会で活躍する団体の育
成と支援

25

サークル体験教室
（オープン公民館）
～サークル見学週間～

会員の減少に悩んでいるサークルを募り、実際の活動
を体験できる講座を行う

学級・講座 その他 どなたでも 9月～10月 社会教育関係団体

_2_1地域・社会で活躍する人
材・団体の育成と支援

_2_1_2地域・社会で活躍する団
体の育成と支援

2地域・社会で活躍する団体の育
成と支援

26
社会教育関係団体研修会

社会教育関係団体の研修･登録説明会 集会活動 成人一般 中央公民館社会教育関係団体 5月
_2_1地域・社会で活躍する人
材・団体の育成と支援

_2_1_2地域・社会で活躍する団
体の育成と支援

2地域・社会で活躍する団体の育
成と支援

27
中央公民館で活動しているサークル
の成果の発表･地域住民との交流の
場の提供

文化祭

サークル活動の発表と地域の交流 集会活動 その他 どなたでも 11月

_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

南部ブロックは他ブロックと比較
し、学びの成果を自分以外のために
活かしている人材の割合が高く、そ
のために必要なこととして、同じ分
野の人材交流が求められている。
（積極的に推進する取組）

高齢者の健康増進

社会教育関係団体の支援

夏休み期間の子供たちの居場所づく
り・学習機会の提供

子育てについての情報提供･交流の
場の提供

家庭の教育力を高めるための学習機
会の提供

青少年の健全育成･居場所づくり

デジタルデバイド対策

番号
今後の取組（事業名） 期間 講師

【令和４年度】事業計画シート（中央公民館） 　　

ふなばし一番星プランにおける位置づけ

k

1



28

南部ブロックは他ブロックと比較
し、学びの成果を自分以外のために
活かしている人材の割合が高い（積
極的に推進する取組）

コーディネーター協働企画事業
（今知っておきたいSDGｓのこ
と）

より身近になってきたSDGｓについて主体的に学ぶ
講座を行う

学級・講座 成人一般 成人 11～12月
生涯学習コーディネーター
協働

未定

_2_3学びの成果を活用するため
の環境の整備

_2_3_2活動へつなげるコーディ
ネート機能の強化

1活動へつなげるコーディネート
機能の強化

29
リカレント教育の推進
（積極的に推進する取組）

実践！ロジカルコミュニケーション 伝えたいことをまとめ、正確に情報伝達する力を身に
付ける。 学級・講座 成人一般 成人 9～10月 未定

_1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_4再チャレンジする人への
学習支援

1リカレント教育の推進

30
コロナ禍においても自宅で気軽に運
動不足の解消

ご褒美ヨガ♪

筋肉をほぐし身体を活性化させるヨガの動きを通し
て、幅広い年齢層の健康増進をはかる。

学級・講座 成人一般 成人 6～7月 ヨガインストラクター

_1_3充実した学習のための環境
の整備

_1_2_2健康維持・増進のための
学習機会の提供

2運動習慣形成のための学習の推
進

31
防災に関する知識の習得、防災力の
向上（積極的に推進する取組）

地域防災講座
近隣自治会と防災学習講座を行う 集会活動 成人一般 該当自治会に属する人 3月 湊西六自治会　共催 危機管理課　他

_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_1地域課題に関する取組の
推進

2防災学習の推進

32 公民館における文化振興の推進
サンデー・コンサート

市内各楽団の演奏会 集会活動 その他 市内在住･在勤･在学の人
8・11・
12・2月

船橋吹奏楽団　他
_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

33 気軽にスポーツを楽しめる場の提供
卓球開放

市民文化ホールロビーを利用した卓球台の一般開放 集会活動 その他 どなたでも 4～7月 公民館職員
_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

34 市民の知識や経験を活かす場の提供
市民の力活用事業

公募による市民提案事業の開催 集会活動 その他 未定 未定 未定
_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_1地域課題に関する取組の
推進

1地域課題に関する学習と活動の
推進

35
予算や動員の面で単独館では開催が
難しい事業を南部4公民館で協力し
て実施する

南部ブロック公民館合同事業
南部4公民館での事業 集会活動 その他 未定 未定 未定

_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

36 周辺地域への公民館事業の周知
公民館報発行

文化祭特別号の配布 その他 その他 10月
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課題内容 取組（事業）の具体的な内容 形態 対象 対象【詳細】 連携
新規事業は番号に〇を記載 ※実施する事業の具体的な内容を記載 ※事業の形

態をプルダ
※事業の対
象をプルダ

※「e：対象」の、更に具体的な対象
を記載（例）「ひとり親家庭の小学校

※連携先及び連携の方法（共催／協働
／講師として起用等）を記載 基本施策-施策 施策（詳細） 取組

1
海を活かした街づくり、団体活動を
通した親子の交流

海とのふれあい講座「親子海洋教室」  
東京湾や三番瀬を通して海と向かい合いながら子供の
健全育成を図る

学級・講座 青少年
小学校2～6年生と保護者

6～12月 海洋少年団共催 船橋海洋少年団　他 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成
のための取組の推進

2体験活動の充実

2
家庭教育力の向上と、地域における
連帯意識の醸成

若松小･中学校後援会家庭教育セミナー
家庭教育の大切さや子供たちを取り囲む様々な問題を
家庭教育の中でどう対応するかを学ぶ

学級・講座 成人一般
若松小・中学校生徒の保護者

7月～12
月

若松小･中学校後援会共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

3 親子のふれあいと子育て世帯の交流 子育て応援講座 1～3歳児の親子向け子育て講座
学級・講座 その他

1～3歳児と保護者
6～7月 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

4 青少年の健全育成・居場所づくり 遊びの学校　ハッピー・サタデー 近隣小学校の児童の居場所づくり
集会活動 青少年

公民館管区に住む小学生
4～3月 青少年課共催

若松地区青少年健全育成会共催
地域ボランティア　他 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成

のための取組の推進
1青少年の居場所づくり

5 地域ぐるみの子育て環境の醸成 浜町わんぱくフェスタ 親子･地域の関わりを重視したこども祭り
集会活動 青少年

どなたでも
2月 わんぱくフェスタ実行委員会共

催
古山達夫　他 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

2地域の子供を地域で守り育てる
体制の整備・充実

6 子育て世代の交流と情報交換 すくすく広場 乳幼児を持つ親の子育て学習と交流
集会活動 その他

０歳児と保護者
4～3月 湊町地区社会福祉協議会共催 地域ボランティア _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

2地域の子供を地域で守り育てる
体制の整備・充実

7 学校との連携・子育て世帯の支援 就学時健診等に伴う子育て学習 小学校の就学時健康診断を活用した子育て学習
集会活動 成人一般 次年度若松小学校新１年生の保

護者

11月 若松小学校共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

2地域の子供を地域で守り育てる
体制の整備・充実

8 学校との連携 小学生落語教室
学校授業で学習した落語について、プロの落語家の解
説と落語を聞き、授業の総まとめとする。また、間近
で落語を聞いて、日本の伝統芸能の素晴らしさを知る

集会活動 青少年

若松小学校４年生

未定 若松小学校共催 三遊亭円福 _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

2地域の子供を地域で守り育てる
体制の整備・充実

9 学校との連携、地域住民の交流 音楽フェスティバル 近隣の小中学校音楽部の発表会
集会活動 その他

どなたでも
7月 湊町地区社会福祉協議会共催 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

2地域の子供を地域で守り育てる
体制の整備・充実

10
地域住民との協働と豊かなまちづく
り

春のコンサート 地域住民に気軽に音楽にふれる機会を提供する
集会活動 その他

どなたでも
5月 コンサート実行委員会共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

11
地域住民との協働と豊かなまちづく
り

秋のコンサート 地域住民に気軽に音楽にふれる機会を提供する
集会活動 その他

どなたでも
11月 コンサート実行委員会共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

12
地域住民との協働と豊かなまちづく
り

冬のコンサート（地域ふれあいコンサート）
船橋音楽月間に贈る地域ふれあいコンサートの一環と
して開催

集会活動 その他
どなたでも

2月 コンサート実行委員会共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

13 地域住民の交流と健康の維持 春のふれあいウォーキング ウォーキングを通し健康増進と交流
集会活動 その他 船橋市在住在勤在学の小学生以

上の方

4月 湊町地区スポーツ推進委員共催 湊町地区スポーツ推進委員 _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

14 地域住民の交流と健康の維持 秋のふれあいウォーキング ウォーキングを通し健康増進と交流
集会活動 その他 船橋市在住在勤在学の小学生以

上の方

10月 湊町地区スポーツ推進委員共催 湊町地区スポーツ推進委員 _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

15 地域住民の交流と健康の維持 地域交流グラウンドゴルフ大会
地域住民の健康増進と交流を目的としたグラウンドゴ
ルフ大会

集会活動 その他 船橋市在住在勤在学の小学生以
上の方

5月 湊町地区スポーツ推進委員共催 湊町地区スポーツ推進委員 _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

16 地域住民の交流と健康の維持 みんな de ラジオ体操 ラジオ体操を通して地域住民の健康増進と交流
集会活動 その他

どなたでも
8月 湊町地区スポーツ推進委員共催 湊町地区スポーツ推進委員 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_1地域課題に関する取組の
推進

3健康づくり・介護予防の推進

17
公民館利用団体の学習成果発表と地
域交流

かもめ祭（浜町公民館祭） 公民館利用サークルの活動発表と地域相互の交流
集会活動 その他

どなたでも
10月 浜町公民館利用サークル連絡会

共催
_2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

18
高齢者の生きがいづくり・仲間づく
り

いきいき健康大学　　　　　　　　　　　　
地域で様々な学習を通して、高齢者のための健康と生
きがいづくりを図る

学級・講座 高齢者 船橋市在住在勤在学の60歳以
上の方

5～3月 三遊亭円福　他 _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_5高齢期を豊かに生きるた
めの学習支援

1高齢期を豊かに生きるための学
習の推進

19
高齢者の生きがいづくり・仲間づく
り

ふれあい いきいきサロン華の会 高齢者同士の交流を深める
集会活動 高齢者

どなたでも
4～3月 湊町地区社会福祉協議会共催 地域ボランティア _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

20 高齢者の健康の維持・仲間づくり シニアのための健康講座 軽運動を中心とした、高齢者向け健康講座
学級・講座 高齢者 船橋市在住在勤在学の60歳以

上の方

11月 運動指導士　他 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための
学習機会の提供

1健康づくりに関する学習の推進

21 高齢者の健康の維持・仲間づくり シルバーリハビリ体操教室 高齢者の健康および介護予防体操
集会活動 高齢者 船橋市在住在勤在学の65歳以

上の方

4～3月 保健所健康づくり課共催 体操指導士 _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_1地域課題に関する取組の
推進

3健康づくり・介護予防の推進

22 高齢者の健康の維持・仲間づくり 介護予防教室 介護予防に関する講座を行う
学級・講座 高齢者 船橋市在住在勤在学の65歳以

上の方

2月 保健所健康づくり課共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_1地域課題に関する取組の
推進

3健康づくり・介護予防の推進

23
幅広い学習機会を提供し地域住民の
教養の向上

浜町雑学講座（歴史） 庶民の暮らし、風土など、歴史を中心にした教養講座
学級・講座 成人一般

船橋市在住在勤在学の成人
10～12月 生涯学習インストラクターの会 _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_5高齢期を豊かに生きるた

めの学習支援
1高齢期を豊かに生きるための学
習の推進

24
幅広い学習機会を提供し地域住民の
教養の向上

浜カルチャー(絆) 運営委員会による地域教養講座
学級・講座 成人一般

船橋市在住在勤在学の成人
６～12月 未定 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_5暮らしに関する学習機会

の提供
1暮らしに関する学習の推進

26
学習機会を提供し、地域の交流を図
る

そば打ち教室
地元青年会が指導する、実践的なそば打ち技術を学ぶ
とともに、参加者同士の交流を図る

集会活動 成人一般
船橋市在住在勤在学の成人

10～12月 浜町西青年会 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための
学習機会の提供

3食育の推進

27 利用者層の拡大と参加者の交流 キッチン☆はまちょう 成人を対象に要望の多い料理講座を行う。
学級・講座 成人一般

船橋市在住在勤在学の成人
未定 未定 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための

学習機会の提供
3食育の推進

28 デジタルデバイド対策① デジタルデバイド対策事業（ソフトバンク）
初心者向けのスマホ講座（インターネットにおけるコ
ミュニケーションツールの使い方を取得する）

集会活動 成人一般
近隣地域在住の成人

未定 ソフトバンク（予定） _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの
対応

2デジタルデバイド対策の推進

29 デジタルデバイド対策② デジタルデバイド対策事業（ソフトバンク）
初心者向けのスマホ講座（インターネットにおけるコ
ミュニケーションツールの使い方を取得する）

集会活動 成人一般
近隣地域在住の成人

未定 ソフトバンク（予定） _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの
対応

2デジタルデバイド対策の推進

30 デジタルデバイド対策③ デジタルデバイド対策事業（ソフトバンク）
初心者向けのスマホ講座（インターネットにおけるコ
ミュニケーションツールの使い方を取得する）

集会活動 成人一般
近隣地域在住の成人

未定 ソフトバンク（予定） _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの
対応

2デジタルデバイド対策の推進

31
地域の町会・自治会の連携を高め、
災害時に備える

地域防災講座 地域住民を中心に防災に関する講座を実施する。
集会活動 成人一般

管区内自治会を中心とした成人
未定 危機管理課 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_1地域課題に関する取組の
推進

2防災学習の推進

32 社会教育関係団体の活動の維持 サークル活動活性化事業
希望団体の活動状況を紹介し、新たな参加者を呼び込
むことで活動の活性化を図る

集会活動 その他 浜町公民館登録の社会教育関係
団体

未定 _2_1地域・社会で活躍する人
材・団体の育成と支援

_2_1_2地域・社会で活躍する団
体の育成と支援

2地域・社会で活躍する団体の育
成と支援

33 社会教育関係団体の健全性の維持 社会教育関係団体研修会 社会教育関係団体活動報告書作成等に関する説明会
集会活動 成人一般 浜町公民館登録の社会教育関係

団体

4月 公民館職員 _2_1地域・社会で活躍する人
材・団体の育成と支援

_2_1_2地域・社会で活躍する団
体の育成と支援

2地域・社会で活躍する団体の育
成と支援

34 公民館の情報の発信 公民館報の発行 「かもめ通信（浜町公民館だより）」の発行
その他 その他

地域住民
5月10月2
月

_1_3充実した学習のための環境
の整備

_1_3_1学習に関する情報提供の
充実

1学習に関する情報の集約と発信
方法の充実

【令和4年度】事業計画シート（浜町公民館）
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課題内容 取組（事業）の具体的な内容 形態 対象 対象【詳細】 連携

新規事業は番号に〇を記載 ※実施する事業の具体的な内容を記載 ※事業の形
態をプルダ
ウンで選択

※事業の対
象をプルダ
ウンで選択

※「e：対象」の、更に具体的な対象
を記載（例）「ひとり親家庭の小学校
3年生～6年生」等

※連携先及び連携の方法（共催／協働
／講師として起用等）を記載 基本施策-施策 施策（詳細） 取組

1
青少年の健全育成 一輪車教室 初心者向けの一輪車教室、運動能力の向上 学級・講座 青少年 小学生 未定 宮本児童ホーム：共催 船橋市一輪車協会 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成

のための取組の推進
1青少年の居場所づくり

2
青少年の健全育成・居場所づくり ふなばしハッピーサタデー 子供たちが参加できるスポーツや文化活動等 集会活動 青少年 小学生 5月～3月 青少年課：共催 宮本地区社会福祉協議会　他 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成

のための取組の推進
1青少年の居場所づくり

3
青少年の健全育成・居場所づくり みやもとこどもまつり 地域の子供たちが、みんなで作り楽しむまつり 集会活動 青少年 どなたでも 3月 宮本児童ホーム：共催 宮本地区社会福祉協議会　他 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

4
家庭教育力の向上 家庭教育セミナー 子育て等に係る学習や親子のコミュニケーションを図

る機会の提供
学級・講座 その他 親子、保護者など 未定 宮本児童ホーム：共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

5
家庭教育力の向上 親子の趣味教養講座 親子のコミュニケーションを図るとともに、生活にプ

ラスになることについて学ぶ
集会活動 その他 親子 未定 宮本児童ホーム：共催 未定

6
家庭教育力の向上 親子の料理講座 親子のコミュニケーションを図るとともに、食育につ

いて学ぶ
集会活動 その他 親子 未定 宮本児童ホーム：共催 未定 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための

学習機会の提供
3食育の推進

7
家庭教育力の向上 市場小学校就学時健診における子育

て学習
家庭教育の重要性を再認識させるための、子育て学習 集会活動 その他 保護者 11月 市場小学校：共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

8
家庭教育力の向上 峰台小学校就学時健診における子育

て学習
〃 集会活動 その他 保護者 11月 峰台小学校：共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

9
家庭教育力の向上 宮本小学校就学時健診における子育

て学習
〃 集会活動 その他 保護者 11月 宮本小学校：共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

10
高齢者の生きがいづくり 宮本寿大学 高齢者への学習機会及び交流の場の提供 学級・講座 高齢者 60歳以上 5月～3月 落語家　他 _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_5高齢期を豊かに生きるた

めの学習支援
1高齢期を豊かに生きるための学
習の推進

11
高齢者の健康づくり 認知症予防講座 認知症予防のための脳トレや体操等 学級・講座 高齢者 65歳以上 6月 健康づくり課：共催 未定 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための

学習機会の提供
1健康づくりに関する学習の推進

12
高齢者の健康づくり ふなばしシルバーリハビリ体操教室 健康づくりと介護予防を目指した体操 集会活動 高齢者 65歳以上 4月～3月 健康づくり課：共催 シルバーリハビリ体操初級指導

士
_1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための

学習機会の提供
1健康づくりに関する学習の推進

13
高齢者の健康づくり 介護予防教室　げんき体操 ストレッチ、転倒予防体操、日常生活に役立つワンポ

イントアドバイス等
集会活動 高齢者 高齢者 4月～3月 宮本・本町地域包括支援セン

ター：共催
宮本・本町地域包括支援セン
ター

_1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための
学習機会の提供

1健康づくりに関する学習の推進

14
デジタルデバイト対策 デジタルデバイト対策（ソフトバン

ク）
はじめてのスマホ体験講座（かんたん入門編・やさし
い基本編　他）

集会活動 成人一般 20歳以上 未定 ソフトバンク ソフトバンク _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの
対応

2デジタルデバイド対策の推進

15
デジタルデバイト対策 デジタルデバイト対策（ソフトバン

ク）
はじめてのスマホ体験講座（シニア向けスマホ編） 集会活動 高齢者 高齢者 未定 ソフトバンク ソフトバンク _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの

対応
2デジタルデバイド対策の推進

16
デジタルデバイト対策 これから持つ人のスマートフォン講

座
スマートフォンを安全安心に利用するための初心者講
座

集会活動 成人一般 20歳以上 未定 au・ドコモ _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの
対応

2デジタルデバイド対策の推進

17
デジタルデバイト対策 スマホアプリ活用講座 スマートフォンの簡単なアプリの使い方を学ぶ 学級・講座 成人一般 20歳以上 未定 未定 _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの

対応
2デジタルデバイド対策の推進

18
ふるさと船橋について学ぶ機会 船橋を歩く 船橋の史跡、社寺についての学習 学級・講座 成人一般 20歳以上 9月 未定

19
みやもと三百人劇場の活用 みやもと三百人劇場　５月 中国民謡 集会活動 その他 小学生以上 5月 沈琳　他

20
みやもと三百人劇場の活用 みやもと三百人劇場　７月 ＪＡＺＺ 集会活動 その他 小学生以上 7月 佐藤允彦　他

21
みやもと三百人劇場の活用 みやもと三百人劇場　９月 未定 集会活動 その他 小学生以上 9月 未定

22
みやもと三百人劇場の活用 みやもと三百人劇場　１２月 声楽 集会活動 その他 小学生以上 12月 神谷満実子　他

23
みやもと三百人劇場の活用 みやもと三百人劇場　３月 室内楽 集会活動 その他 小学生以上 3月 椿三重奏団

24
みやもと三百人劇場の活用 地域ふれあいコンサート ハワイアン 集会活動 その他 小学生以上 2月 宮本公民館三百人劇場実行委員

会：共催
北田朋子　他

25
社会教育関係団体の支援 みやもとまつり 社会教育関係団体等の活動成果を披露する機会の提供

及び地域との交流
集会活動 その他 どなたでも 10月 宮本児童ホーム：共催 ― _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

26
社会教育関係団体の支援 社会教育関係団体登録説明会 社会教育関係団体の活動報告及び公民館の利用方法に

ついての再確認
集会活動 その他 宮本公民館社会教育関係団体 4月 公民館職員

27
社会教育関係団体の支援 サークル活動見学・体験会 体験月間として社会教育関係団体の活動を周知し、団

体の活性化を図る
集会活動 その他 どなたでも 11月 宮本公民館社会教育関係団体：

共催
宮本公民館社会教育関係団体

28
社会教育関係団体の支援 宮の森ギャラリー 社会教育関係団体の作品等の展示 その他 その他 どなたでも 4月～3月 宮本公民館社会教育関係団体：

共催
宮本公民館社会教育関係団体

29
地域の美化 クリーンアップみやもと 公民館周辺の公園等の美化活動 その他 その他 ― 4月～3月 ―

30
地域コミュニティの弱体化（外国人
との情報共有）

消防・避難訓練 宮本公民館の利用者とともに参加する消防訓練及び避
難訓練

集会活動 その他 どなたでも 未定 ― _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_1地域課題に関する取組の
推進

2防災学習の推進

31
生涯学習コーディネーターとの連携 みやもと生涯学習セミナー テーマを決めて、生涯学習コーディネーターとともに

企画・運営する講座
学級・講座 成人一般 20歳以上 6月～7月 船橋市生涯学習コーディネー

ター連絡協議会：共催
未定 _2_3学びの成果を活用するため

の環境の整備
_2_3_2活動へつなげるコーディ
ネート機能の強化

1活動へつなげるコーディネート
機能の強化

32
生涯学習コーディネーターとの連携 未定 未定 集会活動 成人一般 20歳以上 未定 船橋市生涯学習コーディネー

ター連絡協議会：共催
未定 _2_3学びの成果を活用するため

の環境の整備
_2_3_2活動へつなげるコーディ
ネート機能の強化

1活動へつなげるコーディネート
機能の強化

33
スポーツの推進 卓球開放 誰でも自由に参加して、卓球を楽しむことができる機

会の提供
集会活動 その他 どなたでも 4月～3月 ―
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34
スポーツの推進・スポーツ推進委員
との連携

春のグラウンドゴルフ大会 グラウンドゴルフによる健康増進と参加者の交流を深
める

集会活動 その他 どなたでも 5月 宮本地区スポーツ推進委員：共
催

宮本地区スポーツ推進委員 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための
学習機会の提供

1健康づくりに関する学習の推進

35
スポーツの推進・スポーツ推進委員
との連携

秋のグラウンドゴルフ大会 〃 集会活動 その他 どなたでも 9月 宮本地区スポーツ推進委員：共
催

宮本地区スポーツ推進委員 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための
学習機会の提供

1健康づくりに関する学習の推進

36
スポーツの推進・スポーツ推進委員
との連携

楽しく元気に歩こう（夏） 楽しく元気に歩くことによる健康増進と参加者の交流
を深める

集会活動 その他 どなたでも 6月 宮本地区スポーツ推進委員：共
催

宮本地区スポーツ推進委員 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための
学習機会の提供

1健康づくりに関する学習の推進

37
スポーツの推進・スポーツ推進委員
との連携

楽しく元気に歩こう（秋） 〃 集会活動 その他 どなたでも 9月 宮本地区スポーツ推進委員：共
催

宮本地区スポーツ推進委員 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための
学習機会の提供

1健康づくりに関する学習の推進

38
公民館の情報発信 公民館報（みやもとかわら版）発行 公民館事業や地域情報の発信 その他 その他 宮本地区 5,10,3月 ― _2_3学びの成果を活用するため

の環境の整備
_2_3_1活動に関する情報提供の
充実

1活動に関する情報の収集と発信
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課題内容 取組（事業）の具体的な内容 形態 対象 対象【詳細】 連携

新規事業は番号に〇を記載 ※実施する事業の具体的な内容を記載 ※事業の形
態をプルダ
ウンで選択

※事業の対
象をプルダ
ウンで選択

※「e：対象」の、更に具体的な対象
を記載（例）「ひとり親家庭の小学校
3年生～6年生」等

※連携先及び連携の方法（共催／協働
／講師として起用等）を記載 基本施策-施策 施策（詳細） 取組

1
青少年の健全育成・居場所づくり 一輪車教室 初心者のための一輪車教室 学級・講座 青少年 公民館区に住む小学生 6月 海神児童ホーム共催 幸田　義郎 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成

のための取組の推進
2体験活動の充実

2
青少年の健全育成・居場所づくり 子ども陶芸教室 子供を対象に陶芸の初歩を学ぶ 学級・講座 青少年 公民館区に住む小学生 2月 海神公民館陶芸団体連絡協議会 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成

のための取組の推進
2体験活動の充実

3
青少年の健全育成・居場所づくり ハッピーサタデー事業 子供の体験学習 集会活動 青少年 公民館区に住む小学生 5月～3月 青少年課、海神児童ホーム共催 船橋市レクリエーション協会 他 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成

のための取組の推進
1青少年の居場所づくり

4
青少年の健全育成・居場所づくり 海神地区こどもまつり ゲーム・ビンゴ大会・模擬店　他 集会活動 青少年 公民館区に住む小・中学生 2月 海神児童ホーム共催 船橋市スポーツ推進委員　他 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成

のための取組の推進
1青少年の居場所づくり

5
青少年の健全育成・地域における連
帯意識の醸成

ふれあいコンサート 地域の小中学校合同での発表による地域連携コンサー
ト

集会活動 その他 公民館区の住民 未定 海神地区社会福祉協議会共催 未定 _2_1地域・社会で活躍する人
材・団体の育成と支援

_2_1_2地域・社会で活躍する団
体の育成と支援

2地域・社会で活躍する団体の育
成と支援

6
親子のふれあい・体験学習 親子プログラミング講座 プログラミング体験 集会活動 その他 公民館区に住む小学生親子 7月 ソフトバンク株式会社 ソフトバンク株式会社 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_1青少年の豊かな心の育成

のための取組の推進
2体験活動の充実

7
親子のふれあい 親子リトミック教室 リトミックを通して親子のふれあいを図る 集会活動 その他 公民館区に住む乳幼児と保護者 未定 海神児童ホーム共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

8
男性の自立・仲間づくり メンズクッキング 男性が自立した生活を送るために 学級・講座 その他 公民館区に住む男性 ７月 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

9
女性の健康・仲間づくり 癒しのナイトヨガ 女性の健康づくり 学級・講座 女性 公民館区に住む女性 ６月 後藤　真弓 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための

学習機会の提供
1健康づくりに関する学習の推進

10
地域、郷土への愛着の醸成 あるいてみる飛ノ台周辺の遺跡・史

跡
飛ノ台周辺の遺跡史跡散策マップを活用し周辺の歴史
を学ぶ

学級・講座 成人一般 公民館区に住む成人 2月 飛ノ台史跡公園博物館共催 飛ノ台史跡公園博物館職員 _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_1地域課題に関する取組の
推進

1地域課題に関する学習と活動の
推進

11
地域、郷土への愛着の醸成 考古学講座 縄文時代の遺跡を学ぶ 学級・講座 成人一般 どなたでも ６月・3月 飛ノ台史跡公園博物館共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_1地域課題に関する取組の
推進

1地域課題に関する学習と活動の
推進

12
いきいきと豊かに生きるための環境
づくり

おとなの教養講座 人生を豊かにするための教養講座 学級・講座 成人一般 20歳以上の方 11月 船橋市生涯学習コーディネー
ター連絡協議会協働

未定 _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

13
デジタルデバイド対策① デジタルデバイド対策事業（ＮＴＴ

ドコモ）
初心者向けのスマホ講座 集会活動 成人一般 公民館区に住む成人 未定 ＮＴＴドコモ ＮＴＴドコモ社員 _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの

対応
2デジタルデバイド対策の推進

14
デジタルデバイド対策② デジタルデバイド対策事業（ソフト

バンク）
初心者向けのスマホ講座（インターネットにおけるコ
ミュニケーションツールの使い方を取得する）

集会活動 成人一般 公民館区に住む成人 未定 ソフトバンク株式会社 ソフトバンク株式会社 _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの
対応

2デジタルデバイド対策の推進

15
デジタルデバイド対策③ デジタルデバイド対策事業（ソフト

バンク）
初心者向けのスマホ講座（適切な情報入手とアプリの
活用）

集会活動 高齢者 公民館区に住む60歳以上の方 未定 ソフトバンク株式会社 ソフトバンク株式会社 _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_1新たな学習スタイルへの
対応

2デジタルデバイド対策の推進

16
地域の防災意識を高める 防災講座（施設見学） 地域の課題である防災について、防災施設を見学し学

習する。
集会活動 成人一般 公民館区に住む成人 １２月 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_1地域課題に関する取組の
推進

2防災学習の推進

17
高齢者の健康・仲間づくり 認知症予防講座 認知症の予防や、認知症について理解するための講座 学級・講座 高齢者 65歳以上の方 6月～7月 健康づくり課共催 未定 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための

学習機会の提供
1健康づくりに関する学習の推進

18
高齢者の健康・仲間づくり 海神いきいき体操教室 高齢者向けの健康体操 学級・講座 高齢者 公民館区に住む60歳以上の方 5月～3月 酒井　辻子 _1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための

学習機会の提供
2運動習慣形成のための学習の推
進

19
高齢者の生きがいづくり・仲間づく
り

海神寿大学 高齢者のための学習・仲間づくり 学級・講座 高齢者 公民館区に住む60歳以上の方 5月～3月 安川　はるみ　他 _1_1多様な学習ニーズへの対応 _1_1_5高齢期を豊かに生きるた
めの学習支援

1高齢期を豊かに生きるための学
習の推進

20
高齢者の健康・仲間づくり ふなばしシルバーリハビリ体操教室 高齢者の健康寿命の延伸を目的に介護予防、生活の質

の向上を図るための講話と実技
集会活動 高齢者 公民館区に住む60歳以上の方 4月～3月 健康づくり課共催 ふなばしシルバーリハビリ体操

指導士
_1_2充実した学習機会の提供 _1_2_2健康維持・増進のための

学習機会の提供
2運動習慣形成のための学習の推
進

21
家庭教育力の向上と、地域における
連帯意識の醸成

家庭教育セミナー 家庭教育の学習 学級・講座 成人一般 公民館区に住む幼児の保護者 １１月・
２月

未定 _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

22
家庭教育力の向上 就学時健診等における子育て学習

(海神小学校）
家庭教育の学習 集会活動 成人一般 就学時健診対象の保護者 11月 海神小学校共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

23
家庭教育力の向上 就学時健診等における子育て学習

(西海神小学校）
家庭教育の学習 集会活動 成人一般 就学時健診対象の保護者 11月 西海神小学校共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

24
家庭教育力の向上 就学時健診等における子育て学習

(海神南小学校）
家庭教育の学習 集会活動 成人一般 就学時健診対象の保護者 11月 海神南小学校共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_2家庭と地域の教育力向上
のための取組の推進

1家庭教育の支援

25
子育て支援、親子のふれあい ピヨピヨ広場 情報交換、子育て支援 学級・講座 その他 公民館区に住む幼児と保護者 5月～9月 林　千秋　他 _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

26
地域における孤立化防止、連帯意識
の醸成

地域交流講座 地域で新しい繋がりを作るきっかけを提供する講座 集会活動 成人一般 公民館区に住む成人 9月 海神地区社会福祉協議会共催 未定 _2_2「つながり」を育む学習・
活動の推進

_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

27
健康の増進・仲間づくり 卓球開放 卓球を通して地域の交流を図るとともに健康増進を図

る
集会活動 その他 公民館区に住む成人 4月～3月 社会教育関係団体を講師として

起用
社会教育関係団体 （4団体） _2_2「つながり」を育む学習・

活動の推進
_2_2_3地域における交流機会の
創出

1地域における交流機会の創出

28
学習成果の発表、地域における連帯
意識の醸成

第20回海神公民館文化祭・ふれあ
いまつり

公民館利用団体の発表会等 集会活動 その他 公民館区の住民 10月 海神公民館利用者団体連絡協議
会共催

　 _2_1地域・社会で活躍する人
材・団体の育成と支援

_2_1_2地域・社会で活躍する団
体の育成と支援

2地域・社会で活躍する団体の育
成と支援

29
社会教育関係団体の望ましいあり方 社会教育関係団体研修会 公民館登録社会教育関係団体の研修会 集会活動 その他 海神公民館登録の社会教育関係

団体
５月 _2_1地域・社会で活躍する人

材・団体の育成と支援
_2_1_2地域・社会で活躍する団
体の育成と支援

2地域・社会で活躍する団体の育
成と支援

30
地域における連帯意識の醸成 海神公民館ボランティア活動支援事

業
緑のカーテン及び庭の除草作業 集会活動 成人一般 公民館区に住む成人 4月～3月 　 _2_1地域・社会で活躍する人

材・団体の育成と支援
_2_1_2地域・社会で活躍する団
体の育成と支援

2地域・社会で活躍する団体の育
成と支援

31
地域への広報、情報提供の充実 公民館だより「かいじん」の発行 公民館講座や地区社協等のお知らせ その他 その他 公民館区の住民 5月～2月 　 _1_3充実した学習のための環境

の整備
_1_3_1学習に関する情報提供の
充実

1学習に関する情報の集約と発信
方法の充実

【令和4年度】事業計画シート（海神公民館）
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