
平成２６年度事業の方針と重点
（事務局分）



１ ふれあいのまちづくり推進委員会事業

上之保ふれあいのまちづくり推進委員会が指定管理者となって生涯学習センターの

運営にあたった。

上之保生涯学習センターを拠点とした展示、講演、講座を開催したほか、各々の事

業の充実に向け推進委員会の部会再編を含め委員会運営を指導した。

２ スポーツ振興事業

① つぼがわスポレク祭の開催 平成２５年１０月６日 参加者２５６名

② 元旦ジョギング大会の開催 平成２６年１月１日 参加者１６９名

３ 生涯学習センター事業

① 上之保生涯学習センターでの展示

・郷土の土雛展 開催期間：平成２５年３月～４月

② 市民の劇場事業 関市お笑い演芸会 in 上之保、１１月１７日開催 来場者 256 名

③ 成人式 新成人１４名 参加率８７．５％、平成２６年１月１３日開催

４ 青少年健全育成協議会・子ども会育成会事業

① 青少年健全育成協議会の運営

クリーン・ザ・上之保（中学生と自治会との協働清掃事業）１０月１３日開催

上之保のつどい １２月７日開催 小中学生全員参加、地域住民約３００名参加

② 子ども会 ７地区でラジオ体操の実施

５ その他の事業

① 児乳幼児学級（どんぐりころころの会）対象者９組１８名、年８回開催

② 放課後ふれあいクラブ事業実施 対象者２３名、年９回開催

事業効果

・地域づくりを住民自らが担っていく風土が醸成された。

・住民が地域文化の継承と新たな地域づくりに参画するようになった。

・生涯学習に関わりを持つような機会がふえた。

・高齢者の参画により、その経験や体験が活かせるようになった。

◎基本方針

学校施設は児童生徒などが一日の大半を過ごす活動の場であり、児童生徒の生きる力を育

むための教育環境として重要な意義を持っています。

また、地域防災や地域コミュニティの場としての役割も果たしています。教育環境の変化

に対応するだけでなく、地域住民のニーズにも柔軟に対応できるよう、計画的な施設の整備

及び設備の充実を図ります。

◎重点施策

子どもたちが安全で快適な環境の中で学校生活が送れるよう耐震補強、空調機設置など施

設整備を計画的に進めます。

また、洞戸中学校と板取中学校、武儀中学校と上之保中学校の平成２８年４月の中学校再

編に向けて準備を進めます。

◎主な事業

１ 教育総務費

 (１)教育委員会事業

①教育委員会会議 年間１２回程度の開催

②教育委員会事務事業の点検評価の実施

 (２)教育委員会事務局事業（一般経費）

①教育委員会表彰式（１０月１５日市制記念日）の開催

・関商工高等学校等の優良生徒表彰

②新入学児童・生徒の祝い品の贈呈

 (３) 教職員住宅管理運営事業

・教職員住宅（南ヶ丘、洞戸、板取、武芸川、武儀）の管理運営

 (４)奨学資金貸付事業

・大学生（１人月額 30,000 円）、 高校生（１人月額 10,000 円）

 (５)中濃校舎管理事業

・施設管理（電気保安管理、警備、消防用設備保守点検など）

 (６)公用車管理事業

・地域教育事務所の公用車３台を管理

 (７)子ども文化事業

・第７回ぎふ・関全国子ども木の造形作品コンクール２０１４の開催（１２月）

平成 26 年度事業の方針と重点

■　教育総務課　■

− 59 −



 
２ 小学校費 

(１)学校管理事業 
①通学路安全対策事業 

・三者（警察、県、市）通学路点検の実施 

②校務員配置事業 

・文書送達、施設清掃、給食などの業務担当として校務員を配置 
③学校施設・備品管理事業 

・桜ヶ丘小、瀬尻小、富岡小、下有知小の仮設校舎維持管理 

・洞戸小ランチルーム屋上防水等改修工事、田原小電気設備改修工事、空調設備点検、

放送機器の購入（桜ヶ丘小、富野小、金竜小、上之保小） 

④学校プール管理事業 

・プールろ過機修繕１６校（旭ヶ丘小、桜ヶ丘小、瀬尻小、倉知小、南ヶ丘小、富岡小、

田原小、下有知小、金竜小、板取小、博愛小、武芸小、寺尾小、武儀東小、武儀西小、

上之保小） 

⑤学校運営費配分事業 

・消耗品費、燃料費、小規模修繕費、印刷製本費、備品購入費などを各学校へ配分 
⑥運動場管理事業 

・体育用具及び遊具保守点検、植樹防除、樹木剪定 

  ・校庭芝生化モデル事業（桜ヶ丘小） 

⑦スクールバス事業 

・洞戸小、板取小、武儀東小のスクールバス管理運用 
(２)空調設置事業 

  ・小学校空調機設置工事（洞戸小、板取小、武芸小、寺尾小、武儀東小、武儀西小） 
(３)教育ネットワーク・教職員用パソコン整備事業 

 ・既設職員室校内ＬＡＮ等修繕、教職員用パソコン賃貸借 

・ウイルス対策ソフト更新 

 ・グループウェア機器更新、ＮＡＳサーバー運用管理 

(４)学校建設事業 

  ①倉知小 屋内運動場改築工事及びトイレ改修等工事 
②寺尾小 屋内運動場非構造部材耐震補強工事 
 

３ 中学校費 

 (１)学校管理事業 
①校務員配置事業 

・文書送達、施設清掃、給食などの業務担当として校務員を配置 
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②学校施設・備品管理事業

・緑ヶ丘中高圧気中開閉器取替修繕、武芸川中エレベータ修繕、武儀中校舎屋上防水工

事、空調設備点検、生徒用机・イスの購入、放送機器の購入

③学校プール管理事業

・プールろ過機修繕５校（緑ヶ丘中、桜ヶ丘中、下有知中、富野中、小金田中）

④学校運営費配分事業

・消耗品費、燃料費、小規模修繕費、印刷製本費、備品購入費などを各学校へ配分

⑤運動場管理事業

・体育用具及び遊具保守点検、植樹防除、樹木剪定

⑥スクールバス事業

・洞戸中、板取中スクールバスの管理運用

⑦公用車管理

・富野中軽トラック１台管理運用

(２)空調設置事業

・中学校空調機設置設計業務委託（旭ケ丘中、桜ヶ丘中、富野中、小金田中、武儀中）

(３)教育ネットワーク・教職員用パソコン整備事業

・既設職員室校内ＬＡＮ等修繕、教職員用パソコン賃貸借、ウイルス対策ソフト更新

・グループウェア機器更新、ＮＡＳサーバー運用管理

(４)学校建設事業

①緑ヶ丘中 校舎（北舎）改築（Ⅲ期）・外構工事、仮設校舎借上等

校舎（北舎）改築工事監理業務

②旭ヶ丘中 屋内運動場非構造部材耐震補強工事

武芸川中 屋内運動場非構造部材耐震補強工事

(５)中学校再編事業

洞戸・板取中学校再編準備委員会及び武儀・上之保中学校再編準備委員会を設置して再

編に向けた諸課題の検討を行い準備を進める。

倉知小学校屋内運動場 完成予想図

− 61 −



◎基本方針

学校給食は、栄養バランスのとれた食事として成長期にある児童生徒の健康保

持、増進と体位の向上に大きな効果があり、食事のマナーや豊かな人間関係、望

ましい食習慣の形成など、学校給食を通して日常生活に必要な能力や態度が育て

られ、食育の生きた教材として重要な役割を担っている。

学校給食センターは、４施設で１日約８，６００食の学校給食を賄うが、学校

給食衛生管理基準に基づき、設備の改善、衛生講習や調理作業手順の見直しによ

り徹底した衛生管理のもと、安全でおいしい学校給食の提供に努める。

また関市学校給食センターについては、９月から調理及び洗浄等の業務を民間

委託し、民間の専門的な知識を活用しながら安全安心な学校給食の提供について

一層の充実に努める。

◎職員体制

施設名 事務職 栄養士 調理員 調理員(臨時) 運転手(臨時) 計

関 ３名
３名

(県職)
１７名 １９名 ４２名

洞戸
２名

(兼務)

１名

(県職)
１名 ３名

１名

(兼務) 
８名

板取
２名

(兼務)

１名

(県職)
１名 ２名

１名

（兼務）
７名

武儀
２名

(兼務)

１名

(県職)
２名 ４名

２名

(調理と兼務１名) 
１０名

※関の配送業務については委託

◎重点施策

① 安全・安心な学校給食提供事業

児童・生徒が安心して給食を食べるため、市のホームページを活用し、給食に使

用する野菜等の産地（予定）について公開を行い、食材の安全性についてのＰＲ

に努め、安全・安心かつ「リザーブ給食」、「セレクト給食」等の実施により魅力

ある学校給食の提供に努める。

また関市学校給食センターにおいては、９月から調理等の業務を民間委託し、専

門的な民間の知識や経験を生かし、安全・安心であるとともに更に魅力ある学校

給食の提供に努める。

② 施設等維持管理事業

老朽化した調理設備の更新を計画的に進めながら適正な維持管理に努める。

・給食用食器更新（関） ・給食配送コンテナ購入（関）

・網戸等取替修繕工事（関） ・冷風室冷凍機取替工事（関）

・蒸気式回転釜等調理機器更新（関） ・保冷剤用冷凍庫（関）

・調理室エアカーテン取付工事（関） ・空調設備工事（洞戸）

・地下タンク内壁塗装工事（関）

平成 26 年度事業の方針と重点

■　学校給食センター　■
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◎基本方針 

関市の学校教育は、関市民憲章のもと、「心豊かでたくましく生きる児童生徒

を育てる」ことを目標に掲げ、夢のある明るい学校づくりを進めていく。 

特に、ふるさとの伝統や文化に愛着と誇りをもち、豊かな心と自ら学ぶ意欲及

び、思考力・判断力・表現力等を身に付けた心身ともに健全な児童生徒の育成を

めざして、創意工夫ある教育活動を推進する。 

各学校では、保護者・地域・関係諸機関との連携を密にした「共生学校づくり」

を進め、「特色ある学校づくり」を一層充実させていくことを通して、児童生徒

一人一人に「生きる力」を育む教育を推進する。 

 

◎重点施策 

① 児童一人一人に「生きる力」を育む教育の推進 

  ◇基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得を図るとともに、それらを活用

して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を伸ばす指導の

充実 

  ◇豊かな心と、健やかでたくましい身体を育む指導の充実 

  ◇主体的に判断し行動する自己指導能力の育成 

 ② 特色ある学校づくりの推進 

  ◇学校の伝統やふるさとの自然・歴史・文化・産業等に根ざした特色ある教育

活動の推進 

  ◇児童生徒のよさを伸ばすための発展性と継続性がある特色ある教育活動の工

夫改善 

③ 共生学校づくりの推進 

  ◇学校・家庭・地域のそれぞれの役割を明確にした活動の推進と連携の強化 

◇地域の教育力を生かし、地域と共に伸びゆく学校経営の推進 

 

◎主な事業（『関市学校教育夢プラン』～夢のある明るい学校～） 

① 次世代リーダーの育成 

 中学生リーダー養成研修会、中学生海外研修 

② 確かな学力の定着 

 学力向上作戦、中学生英語スピーチコンテスト、ファミリー読書発表会【新】 

 中高交流教育、中学生理科数学コンテスト【新】 

③ 教職員の専門性向上 

 指導力アップ特別研修、トワイライトカレッジ「アクティブセミナー」【新】 

④ ふるさと教育の充実 

 関市版「寺子屋」事業、小学校鵜飼観覧、古式日本刀鍛錬見学 

 小学生「せき百景子ども俳句１００選」【新】 

平成 26 年度事業の方針と重点
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⑤ 人権教育・安全教育の推進

いじめゼロ～マイサポーター制度、児童生徒健全育成手帳、中学校区人権教育

推進事業、心肺蘇生法研修

⑥ 個に応じた教育の推進

わかあゆ講師の配置、特別支援教育アシスタント・心の相談員の配置、教育相

談（巡回・電話・来庁相談、就学相談等）

※具体的な手立て

① 小中高特校長会、校長会、教頭会、教務主任会、進路指導主事会、研究主任会、

情報主任会、図書館主任会、音楽主任会、研究員会（算数・数学、英語、学級経

営、社会科）

② 人権教育推進委員会、生徒指導連絡協議会、幼保小連携推進会議、就学指導委

員会、就学指導部会、英語教育推進委員会

③ 共生学校づくり推進委員会

④ 学校保健会、総括安全衛生委員会

⑤ わかあゆプラン非常勤講師研修会

⑥ 特別支援教育コーディネーター研修会、特別支援教育アシスタント研修会

⑦ 教育相談担当者会、心の相談員研修会

⑧ 外国人児童生徒等教育相談員派遣事業運営委員会

⑨ 学校安全支援者会

⑩ 子ども文化事業「第７回ぎふ・関全国子ども木の造形作品コンクール 2014」

⑪ 子ども美術展

⑫ 児童生徒科学作品展

⑬ 教育実践記録

＊特色ある学校経営を支援するための財政面での補助

＊研究指定校事業

＊ＡＥＴの雇用

＊ふれあい教室事業の推進

＊遠距離通学児童生徒への援助

＊文化施設等利用のためのバス借り上げ

＊コンピュータ及びソフトウェアの配備

＊要保護、準要保護児童生徒援助

＊幼稚園就園奨励

＊健康診断等諸検査の実施

◎基本方針

・教職員の資質や指導力の向上をめざす指導援助及び研修事業の充実を図る

・教育センター（教育研究所）としての機能を高める

・児童生徒の科学・芸術に関する興味や関心を高める事業の充実を図る

◎重点施策

・教職員を対象にした研修（資質向上研修講座、初任者、2 年目、研究主任、学級

活動、情報主任、自主研修講座等）を実施する。

・児童生徒の基礎学力定着を目指した教材活用の推進を図る

・関市の情報教育を推進する

・関市児童生徒科学作品展、連合音楽会、子ども美術展を実施する

・天文事業の継続を図る

◎主な事業

① 教職員研修の企画運営

・教職員資質向上研修講座（7 月～８月）

・教職員資質向上研修

初任者研修、２年目研修（関市独自事業）、情報主任会、研究主任会、学級活動

委員会、講師等ホープ研修、パワーアップ研修、研究員会等

② 教職員の教育実践の支援

・関市教育実践記録―教育実践記録の募集、審査、表彰を行う

・教育情報の収集と整理・文献資料室の活用―研究会等の会場（定員：２０名程

度、月曜から金曜：午前９時から午後５時まで）

・文献の利用（貸出可）

③ 児童生徒の学習支援及び能力開発

・関市児童生徒科学作品展（９月）と児童生徒科学作品展実行委員会の開催

・関市発明展（９月）

・関市小中学校連合音楽会（１１月）と小中学校音楽主任会の開催

・子ども美術展（平成２６年２月）と運営委員会の開催

・子ども文化事業「子ども運営委員会」の指導と支援、「木の造形作品運営委員会」

の運営

・基礎学力定着に向けた取組―関市版の中学校英語教材の活用、定着度確認のた

めのテスト実施、算数・数学における「計算マスター、関数マスター、図形マ

スター」の活用等

④ 社会教育活動の支援

・コンピュータ同好会支援

・施設利用―パソコン研修室の利用、コスモホールの利用
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◎基本方針

・教職員の資質や指導力の向上をめざす指導援助及び研修事業の充実を図る

・教育センター（教育研究所）としての機能を高める

・児童生徒の科学・芸術に関する興味や関心を高める事業の充実を図る

◎重点施策

・教職員を対象にした研修（資質向上研修講座、初任者、2 年目、研究主任、学級

活動、情報主任、自主研修講座等）を実施する。

・児童生徒の基礎学力定着を目指した教材活用の推進を図る

・関市の情報教育を推進する

・関市児童生徒科学作品展、連合音楽会、子ども美術展を実施する

・天文事業の継続を図る

◎主な事業

① 教職員研修の企画運営

・教職員資質向上研修講座（7 月～８月）

・教職員資質向上研修

初任者研修、２年目研修（関市独自事業）、情報主任会、研究主任会、学級活動

委員会、講師等ホープ研修、パワーアップ研修、研究員会等

② 教職員の教育実践の支援

・関市教育実践記録―教育実践記録の募集、審査、表彰を行う

・教育情報の収集と整理・文献資料室の活用―研究会等の会場（定員：２０名程

度、月曜から金曜：午前９時から午後５時まで）

・文献の利用（貸出可）

③ 児童生徒の学習支援及び能力開発

・関市児童生徒科学作品展（９月）と児童生徒科学作品展実行委員会の開催

・関市発明展（９月）

・関市小中学校連合音楽会（１１月）と小中学校音楽主任会の開催

・子ども美術展（平成２６年２月）と運営委員会の開催

・子ども文化事業「子ども運営委員会」の指導と支援、「木の造形作品運営委員会」

の運営

・基礎学力定着に向けた取組―関市版の中学校英語教材の活用、定着度確認のた

めのテスト実施、算数・数学における「計算マスター、関数マスター、図形マ

スター」の活用等

④ 社会教育活動の支援

・コンピュータ同好会支援

・施設利用―パソコン研修室の利用、コスモホールの利用

平成 26 年度事業の方針と重点

■　まなびセンター　■
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 ・プラネタリウム投影及び天体観望会  
  毎月第４土日：当日の星座や天文・宇宙の話題についてのプラネタリム解説  

第４土曜の夜間：屋上で望遠鏡を用いた「市民天体観望会」の開催  
⑤  その他の事業  

 ・関市共生学校づくり推進委員会事務局「関市版寺子屋事業」の推進  
 ・郷土学習用の小学校社会科副読本「伸びゆくまち関市」編集事務局  
 ・教育研究所連盟関係  
 ・所報「ときめき」の発行（年５回）  
 ・年次報告書「まなびセンターの歩み」の発行  
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◎基本方針

市民が健康で生涯いきいきと学べるような生涯学習社会の構築に向けて「市民ひと

り１学習１スポーツ１ボランティア」の推進に努めます。

平成１９年度からの１０年計画として策定した「生涯学習まちづくり計画」に基づ

き、市民があらゆる機会にあらゆる場所において学習することができるよう、学習機

会を提供するとともに学習成果を適切にいかすことができる生涯学習社会を構築し、

市民主導のまちづくりに繋げていくよう努めます。

◎重点施策

・生涯学習の振興と推進体制の確立

・人権尊重の教育の推進

・家庭・地域における教育力の向上と青少年の健全育成

・連帯感と活気ある地域づくり型生涯学習の推進

・生涯学習推進施設の適切な管理運営

◎具現化のための力点

１ 生涯学習の振興と推進体制の確立

①「生涯学習まちづくり計画」に基づき、市民が健康で生涯いきいきと学ぶことがで

きるようなまちづくりに取り組む。また、生涯学習を推進するため、市民を主体に

行政と連携した組織的な生涯学習振興施策を推進する。

・「市民ひとり１学習１スポーツ１ボランティア」の推進

・社会教育委員の会、生涯学習担当課・関係課連携会議の開催

②地域性や市民の要求を踏まえた学習機会を作り出すとともに、市民主体の学習計

画・学習運営を支援する。

・行政及び市民講師による出前講座開催の推進

・市民による学習計画作り・学習講座運営の支援

③学習情報の収集と情報発信に努める。市のホームページを活用して、生涯学習情報

を広く市民に発信する。また、市民からの学習相談活動の充実に努める。

・生涯学習ガイドブックの作成

・関市ホームページによる生涯学習情報のインターネット発信

・市広報紙などを活用した生涯学習情報の発信

④「ＳＥＫＩいきいきフェスタ」の開催等を通じて市民の学習意欲を育てる。

⑤市内にある大学等との連携を深め、大学等の施設や人材の市民開放に向けて働きか

ける。

・大学連携講座の開催

平成 26 年度事業の方針と重点

■　生涯学習課　■
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２ 人権尊重の教育の推進 

①人権問題の解消のため、住民の意識の実態に即した学習を行う等、効果的な教育・

啓発に努める。 

  ・社会人権教育推進委員会の開催 

  ・人権講座「いきいき・生き合い講座」の開催 

  ・社会人権教育推進校の指定 

②教育・啓発が正しく広く行われるよう、指導者の資質向上に努める。 

  ・人権講演会の開催 

③学級、講座等を計画的に開設し、地域住民の学習機会を拡充する。 

  ・高齢者の生き甲斐事業、女性の生活文化向上事業、青壮年の地域活性化事業の推 

   進 

④学習資料や指導資料の整備・充実とその活用に努める。 

 

３ 家庭・地域における教育力の向上と青少年の健全育成 

①子どもの成長段階に応じた基本的生活習慣や望ましい人間関係を育成するため、家

庭教育のあり方に関する学習機会を充実させる。 

  ・家庭教育学級の開催（幼・保、小学校、中学校） 

②特に、その重要性が再認識されている乳幼児期の家庭教育に重点を置いた子育て支

援のための事業の充実を図る。 

  ・乳幼児期家庭教育学級の開催 

③子どもが自ら考え判断できる機会や豊かな生活体験を通して、たくましく生きる力

を持つ青少年の育成に努め、イベントなどを通して幅広い体験活動の充実を図る。 

  ・ゴールデンウィークスペシャルの開催 

  ・自然体験キャンプの開催 

  ・子ども会育成協議会への支援 

④家庭・学校・地域社会の役割を明確にし、相互の連携強化を図り、地域ぐるみの青

少年健全育成活動の充実を図る。 

  ・青少年育成市民大会の開催 

  ・青少年健全育成協議会活動への支援と青少年健全育成地域研修会の開催 

  ・ＰＴＡ連合会活動への支援 

  ・家庭の日の啓発 

⑤関市少年センターの運営や活動の充実を図り、青少年の非行防止や健全育成に努め

る。 

  ・少年センター運営委員会、補導員研修会の開催 

  ・少年補導員連絡協議会活動への支援 

  ・自主防犯パトロール(青色回転灯)による防犯活動の強化 

⑥子ども見守りボランティアの登録を適切に運営し、児童・生徒の登下校を中心とし

た安全見守り活動を推進する。 

⑦小学校児童の放課後や土・日等の居場所作り、社会体験、地域学習などを目的に、
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平成２０年度からスタートした「放課後子ども教室」について、「学びクラブ」、「ふ

れあいクラブ」とも新たに体制の整った地区を選定し、開催クラブ数の増加と開催

内容の充実を図る。 

 

４ 連帯感と活気ある地域づくり型生涯学習の推進 

①社会教育関係団体の活性化とともに相互の連携・協力を図りつつ、市民の手による

自主的な活動ができる団体の育成・強化と豊かな地域づくりに努める。 

  ・地域女性の会連合会、女性連絡協議会、関ガイドグループ連絡協議会等への支援 

②地域づくり型生涯学習の推進を図るため、指導者やリーダーの養成などに努める。 

 ・まちづくりリーダーの養成 

③市民の学習ボランティア意識の醸成を図り、市民にわかりやすいボランティアシス

テムの構築をめざし、「関市生涯学習ボランティア・アドバイザーの会」を中心にボ

ランティア活動の拡充に努める。 

  ・「関市生涯学習ボランティア・アドバイザーの会」への活動支援 

 

５ 生涯学習推進施設の適切な管理運営 

①生涯学習の中核拠点施設である「わかくさ・プラザ」の円滑かつ効果的な管理・運

営を図るため、３館（学習情報館、総合体育館、総合福祉会館）による「わかくさ・

プラザ運営連絡協議会」で相互の連携を深め、市民に愛され活用される施設づくり

に努める。 

  ・「わかくさ・プラザ運営連絡協議会」の開催 

  ・特別陳列室の開館管理、エントランスホール展の運営 

②公民館機能の充実を図るとともに、地域の生涯学習拠点施設である生涯学習センタ

ーやふれあいセンターの適切な管理運営と、地域に根ざした活動の充実・施設整備

の促進を図る。 
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◎基本方針 

 公民館は戦後一貫して地域住民の学習拠点として重要な位置を占めてきたが、近年、

特に地域共同体意識が喪失していく中で、再び公民館を核とした地域づくりが脚光を浴

びるようになってきた。 

これからの公民館は住民の自治意識の涵養と共に活力ある地域づくりに積極的に貢

献していく活動の支援を行い、学習の成果を地域で役立てる「地域づくり型生涯学習」

を展開し、まちづくりの基盤となる必要がある。 

このため、公民館施設と生涯学習センター、ふれあいセンターなど、各種の施設との

有効的な連携を深める中で、様々な年代層や地域の学習ニーズに応じた活動を効果的に

実践していきます。 

  

◎重点施策 

１ 公民館及び公民館的施設の活用 

中央公民館や生涯学習センター、ふれあいセンターを効果的に活用し市民のニーズに

応える学習機会を提供する。また、センターの自主事業を積極的に支援すると共に、公

民館講座との連携を図る。 

 

２ 生きがいづくり 

心の豊かさと生きがいの感じられる生活づくりのために、成人教育を推進する。 

また、豊かな経験を有する高齢者が社会的に重要な役割を担うことで活力ある豊かな

生活を送ることができるよう、地域で活躍できる高齢者教育を推進する。 

 

３ 学習体験の推進 

豊かな人間性や社会性を培い、自ら学び自ら考える力を育てるため、親子や子どもど

うしでふれあう体験教室を開催する。 

 

４ 成人式 

新成人の大人としての自覚を促し門出を祝うため、成人式を開催する。 

 

５ 結婚相談 

結婚に対する悩みの相談に応じると共に異性との出会いの機会を提供するため、婚活

イベントを開催する。 

平成 26 年度事業の方針と重点

■　中央公民館　■
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◎基本方針 

１ 市民各層のニーズに対応した図書館資料を整備し、レファレンスサービスの充実を図り、

図書館が市民の生涯学習の場となるよう努めます。 
 

２ すべての子どもが、幼い時から豊かな読書習慣を身につけられるよう多様な児童サービ

スを実施するとともに、学校や関係機関と協力して子どもの読書推進に努めます。 
 
３ 働く人や高齢者、障がいを持つ人などそれぞれの課題を解決するためのサービス充実に

努めます。 
 
４ 図書館を利用する市民にとって「居心地のよい図書館」づくりを目指します。 
 
５ 郷土資料や地域産業に役立つ資料を積極的に収集するとともに、ふるさと「関」を 

再発見するための講座を開催するなど、「特色ある図書館」づくりに努めます。 
 
◎重点施策 

１ 資料の整備・充実 

一般書、児童書、視聴覚・電子資料の収集・整備を図るとともに、行政資料、工学書など

地域産業に役立つ専門的資料、「せき・わかくさ文庫」資料の充実に努めます。 
 

２ 子どもの読書推進事業の充実 

絵本や児童書の充実に努め、ボランティアや職員によるおはなし会やブックトークなどを

積極的に開催します。図書館見学時における図書館カードの発行や団体貸出、職場体験など

を通じて学校との連携を図ります。 
 
３ 来館しにくい人へのサービスの充実と広報 

遠距離や仕事のために来館しにくい人へ、インターネットによる資料検索や予約、自宅近

くでの図書受取方法、電子書籍などの図書館利用の方法や新着図書を積極的に広報すること

に努めます。読書に支援が必要な人へ備付機器類の紹介など各種フライヤーやパスファイン

ダーの作成に努めます。 
 

４ 図書館理解のための講座開催 

図書館を理解し、積極的な発言・支援をしていただける市民を募るために「図書館パート

ナー」の連続講座や、夏休み児童用の「なりきり図書館員」イベントを開催します。 
 
５ 大人のための教養講座開催 

貴族社会に代表される平安期を、文学と史学からみた教養講座を外部団体との共催により

開催します。 
関市についてあらゆる方面から迫る教養講座を、主に市民を講師に迎え開催します。 

平成 26 年度事業の方針と重点

■　図書館　■
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◎基本方針 

 生活の中にゆとりや豊かさを求める価値観が高まる中で、文化芸術への関心が強まっ

てきており、心豊かで文化性に富む地域社会を形成することが強く求められている。 

 こうした市民の要望に応え、真に豊かな市民文化の創造をめざし、芸術文化の振興及

び文化財保護、活用を図るとともに、一人ひとりの個性を伸ばすことを念頭に置いて次

のような方針による施策を定め、関連部局と連携を取りつつその実現に努める。 

 また、２１世紀を担う子どもたちの豊かな心づくりに寄与するため、子どもたちが歴

史・文化に触れる機会づくりの拡充を図る。 

 

◎重点施策 

１ 心豊かにする芸術文化の振興 

芸術文化は、市民の生活に大きな潤いと豊かさを与えるとともに、市民の生きがいや

地域の連帯性を高める上で大きな役割を果たしている。 

そのため、地域の特性を生かしながら、市民一人ひとりが参加できる芸術文化活動の

促進を図るとともに、市民自らが文化的教養を高め、文化的想像力を培うことができる

文化環境の整備充実を図ることが大切である。 

 

① 市民の文化に対する理解と関心を深め、文化活動への積極的な参加意欲を醸成する。 

② 文化活動の拠点となる文化施設の整備充実を図る。 

③ 文化諸団体の育成強化を図る。 

④ 地域文化の活性化を図る。 

⑤ 音楽の町づくりの推進を図る。 

 

２ 親しまれる文化財の保護、活用 

文化財は、わが国の歴史や文化などの正しい理解及び文化の向上のために欠くことの

できない重要な国民的財産である。しかし、伝承者の高齢化や後継者不足から、次世代

への継承が難しくなっており、さらにそれに伴う種々の問題が提起されている。 

そこで、地域の文化財を正しく次代に伝えるために、関係機関との連携を取りながら、

その保護保存に努めると共に、広く市民に公開し、それを活用する機会と場を提供し、

その文化財に対する正しい認識を深め、文化の向上に努める。 

 

① 文化財保護体制の強化 

② 文化財保存事業の拡充 

③ 文化財後継者の育成 

 

 

 

平成 26 年度事業の方針と重点

■　文化課　■  

３ 文化会館の活用 

文化会館は昭和５３年８月８日に開館して以来、数多くの市民団体による発表会、及

び市民の芸術・文化鑑賞の場として親しまれてきた。 

また、各種文化サークルの活動拠点として文化会館の果たしてきた役割は大であり、

一層の充実が求められている。 

そこで、文化・芸術性が高い幅広いジャンルの公演等を提供し、子どもからお年寄り

まで楽しんでいただける事業を企画、提供する。 

また、市内の生涯学習センターを有効に活用し地域性豊かな文化事業を推し進めるた

め、文化会館「市民の劇場」企画委員会で調査検討する。市民から親しまれ、気軽に立

ち寄れる雰囲気を作り、利用客の増加を図る文化会館運営に努める。 

 

① 会館施設内の維持管理 

② 自主事業「市民の劇場」の充実 

③ 市民サービスの向上 

 

◎主な事業 

１ 文化振興事業 

①文化施設管理運営 

  塚原遺跡公園、円空館、洞戸円空記念館、武芸川ふるさと館、武芸川民俗資料館 

惟然記念館、篠田桃紅美術空間 

②芸術文化振興事業 

 ・「関市所蔵美術作品紹介展」開催 平成２６年 ４月１９日～６月８日 

  ・子ども俳句教室開催       平成２６年  ５月２４日 弥勒寺周辺 

６月２８日 大智寺（岐阜市） 

７月２６日 中池公園 

・「せき・ホタルの楽校」開催   平成２６年 ６月 ７日 関市文化会館 

  ・「名月と萩の夕べ」開催     平成２６年 ９月 ６日 

  ・「関市文化祭」開催       平成２６年 ９月２７日～１１月１６日 

  ・「関市美術展」開催       平成２６年１０月２５日～１１月 ３日 

  ・「菊花展」開催         平成２６年１１月 ３日～１３日 

  ・「関市新春文芸作品展」開催   平成２７年 １月１４日～１７日 

 ・「アフタヌーンコンサート」開催 毎月１回 計１２回 

 ・徳山民家利活用（コンサートほか） 

 ③文化協会活動支援 

  ・「文化協会邦楽大会」開催    平成２６年 ５月１８日 

  ・「文化協会美術展」開催     平成２６年 ６月 ３日～８日 
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３ 文化会館の活用 

文化会館は昭和５３年８月８日に開館して以来、数多くの市民団体による発表会、及

び市民の芸術・文化鑑賞の場として親しまれてきた。 

また、各種文化サークルの活動拠点として文化会館の果たしてきた役割は大であり、

一層の充実が求められている。 

そこで、文化・芸術性が高い幅広いジャンルの公演等を提供し、子どもからお年寄り

まで楽しんでいただける事業を企画、提供する。 

また、市内の生涯学習センターを有効に活用し地域性豊かな文化事業を推し進めるた

め、文化会館「市民の劇場」企画委員会で調査検討する。市民から親しまれ、気軽に立

ち寄れる雰囲気を作り、利用客の増加を図る文化会館運営に努める。 

 

① 会館施設内の維持管理 

② 自主事業「市民の劇場」の充実 

③ 市民サービスの向上 

 

◎主な事業 

１ 文化振興事業 

①文化施設管理運営 

  塚原遺跡公園、円空館、洞戸円空記念館、武芸川ふるさと館、武芸川民俗資料館 

惟然記念館、篠田桃紅美術空間 

②芸術文化振興事業 

 ・「関市所蔵美術作品紹介展」開催 平成２６年 ４月１９日～６月８日 

  ・子ども俳句教室開催       平成２６年  ５月２４日 弥勒寺周辺 

６月２８日 大智寺（岐阜市） 

７月２６日 中池公園 

・「せき・ホタルの楽校」開催   平成２６年 ６月 ７日 関市文化会館 

  ・「名月と萩の夕べ」開催     平成２６年 ９月 ６日 

  ・「関市文化祭」開催       平成２６年 ９月２７日～１１月１６日 

  ・「関市美術展」開催       平成２６年１０月２５日～１１月 ３日 

  ・「菊花展」開催         平成２６年１１月 ３日～１３日 

  ・「関市新春文芸作品展」開催   平成２７年 １月１４日～１７日 

 ・「アフタヌーンコンサート」開催 毎月１回 計１２回 

 ・徳山民家利活用（コンサートほか） 

 ③文化協会活動支援 

  ・「文化協会邦楽大会」開催    平成２６年 ５月１８日 

  ・「文化協会美術展」開催     平成２６年 ６月 ３日～８日 

− 73 −



 

２ 文化財保護事業 

 ①日本刀鍛錬技術保存事業 

  ・日本刀鍛錬技術の伝承・一般公開 

４，６，１１，３月第１日曜日、１０月刃物まつり（２

日間）及び１月２日打初め式 

 ③関市獅子舞保存会活動支援 

  ・獅子舞大会開催  平成２６年１０月２６日 

   

３ 文化会館事業 

 ①文化会館の活用 

  ・南館の改修工事         耐震補強工事 

  ・指定管理者との連携       平成２４～２６年度：関文化コンソーシアム 

  ・会館の修繕、備品更新 

 ②自主事業 

  ・「市民の劇場」企画委員会の開催 

  ・自主事業の企画・実施      関市文化会館 年３回 

地域事務所（板取と洞戸は合同） 年４回 

さろん・こんさーと・せき    年４回 

◎基本方針

２１世紀を担う子どもたちの豊かなこころづくりに寄与するため、子どもたちが歴

史・文化に触れる機会作りの拡充を図っていきます。

◎重点施策

文化財は、わが国の歴史や文化などの正しい理解及び文化の向上のために欠くこと

のできない重要な国民的財産です。しかし、近年における地域開発の進展は、文化財

や自然環境に大きな影響を及ぼし、さらにそれに伴う種々の問題が提起されています。

そこで、地域の文化財を正しく次代に伝えるために、関係機関との連携を取りなが

ら、その保護保存に努めると共に、広く市民に公開し、それを活用する機会と場を提

供し、その文化財に対する正しい認識を深め、文化の向上に努めなければなりません。

◎主な施策

１ 文化財保護体制及び管理の強化充実

① 関市指定文化財(美術工芸品)の確認調査

② 国、県、市指定の文化財等の保存状況の把握と防火・防犯・保護体制の推進

③ 市関係課の文化財保護行政への指導と調整

④ 文化財所有者、管理者への適切な保存の指導

⑤ 文化財審議会の機能充実

２ 文化財保存事業の拡充

① 弥勒寺官衙遺跡群整備計画の推進（公有財産購入、弥勒寺西遺跡、池尻大塚古墳の

追加指定に向けた事業推進、史跡整備基本計画の策定）

② 発掘報告書の作成

③ 重要な文化財を保存するための調査、指定の推進

④ 文化財保存事業に対する指導、援助

⑤ 各種文化財等の調査と資料収集・整備・記録保存

⑥ 市所有民俗文化財の整備・記録保存

⑦ 史跡の整備

３ 地域開発事前協議の実施

① 埋蔵文化財包蔵地の周知徹底

② 土地開発事業者に対する事前指導の強化

③ 分布調査等包蔵地確認の敏速な対応

− 74 −



◎基本方針

２１世紀を担う子どもたちの豊かなこころづくりに寄与するため、子どもたちが歴

史・文化に触れる機会作りの拡充を図っていきます。

◎重点施策

文化財は、わが国の歴史や文化などの正しい理解及び文化の向上のために欠くこと

のできない重要な国民的財産です。しかし、近年における地域開発の進展は、文化財

や自然環境に大きな影響を及ぼし、さらにそれに伴う種々の問題が提起されています。

そこで、地域の文化財を正しく次代に伝えるために、関係機関との連携を取りなが

ら、その保護保存に努めると共に、広く市民に公開し、それを活用する機会と場を提

供し、その文化財に対する正しい認識を深め、文化の向上に努めなければなりません。

◎主な施策

１ 文化財保護体制及び管理の強化充実

① 関市指定文化財(美術工芸品)の確認調査

② 国、県、市指定の文化財等の保存状況の把握と防火・防犯・保護体制の推進

③ 市関係課の文化財保護行政への指導と調整

④ 文化財所有者、管理者への適切な保存の指導

⑤ 文化財審議会の機能充実

２ 文化財保存事業の拡充

① 弥勒寺官衙遺跡群整備計画の推進（公有財産購入、弥勒寺西遺跡、池尻大塚古墳の

追加指定に向けた事業推進、史跡整備基本計画の策定）

② 発掘報告書の作成

③ 重要な文化財を保存するための調査、指定の推進

④ 文化財保存事業に対する指導、援助

⑤ 各種文化財等の調査と資料収集・整備・記録保存

⑥ 市所有民俗文化財の整備・記録保存

⑦ 史跡の整備

３ 地域開発事前協議の実施

① 埋蔵文化財包蔵地の周知徹底

② 土地開発事業者に対する事前指導の強化

③ 分布調査等包蔵地確認の敏速な対応

平成 26 年度事業の方針と重点

■　文化財保護センター　■
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４ 文化財愛護思想の普及 

① 愛護思想の啓発普及活動の推進 

② 埋蔵文化財発掘調査の体験学習への対応 

③ 学校との連携 

  

５ 公開活用の促進 

① 文化財の一般公開 

② 発掘調査出土品等の一般公開 

③ 発掘調査現場説明会 

④ 小中学校等への出前講座 

⑤ ホームページの充実 

⑥ 体験学習の実施 

⑦ 埋蔵文化財包蔵地マップの公開 

 

６ 施設の維持管理 

① 関市円空館 

② 塚原遺跡公園 
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◎基本方針

市民が普段の暮らしに、スポーツを自然に取り入れ、誰もが生涯にわたって様々なかたちでスポ

ーツに接し、健康で豊かな暮らしを送れるよう「市民ひとり１スポーツ」の推進を目指し、市民が生

涯現役でスポーツに親しめる環境を整備することにより、スポーツが地域に根ざした「文化」として

定着するよう、その実現に向けた施策づくりに努めます。

また、市民がスポーツのもつ素晴らしさを実感し、年代や技能レベル、個々のライフステージ、

ライフスタイルに応じて、「だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも」主体的にスポーツを親し

むことができるよう、スポーツイベント・ボランティア制度を導入し、よりよい環境と体制づくりを

進めながら、市民のニーズに沿った各種事業の積極的な展開を図ります。

◎重点施策

Ⅰ スポーツの推進

これまであまりスポーツに縁のなかった人々を含め、積極的・主体的にスポーツに関わることが

できるようスポーツ推進委員などの協力を得ながらスポーツの推進を図ります。さらに各種スポーツ

大会や教室を通じてスポーツの普及・啓発、次世代育成支援の取り組みを行います。

また、スポーツ推進の中核的役割を担う団体（体育協会・スポーツ少年団）や指導者の育成及び支

えるスポーツとしてスポーツイベント・ボランティアの活用に努めます。

〔主な施策〕

１ 生涯スポーツの推進

市民が健康で活力に満ちた生活を送れるよう、スポーツを生活の中に根付かせ、生涯にわたりスポ

ーツを楽しむことのできる生涯スポーツを推進していきます。

(１)スポーツ活動機会の充実

スポーツを気軽に楽しむことができる機会を設けます。

①総合体育館の一般開放

②チャレンジ!!ザスポーツ・ゲームの開催

(２)軽スポーツの普及

軽スポーツの普及・推進による地区スポーツの推進を進めます。

①運動会、軽スポーツ大会等の地区開催の補助金交付

②軽スポーツ備品活用による大会、教室の開催

(３)スポーツイベント

スポーツの活性化を図るイベントを開催します。

①刃物のまち関シティマラソン、ほらどキウイマラソン大会

②せきサイクル・ツーリング

③“宝くじスポーツフェア”ドリームサッカー～日本代表OBがやって来る!～

(４)各種スポーツ大会の開催

自治会、職域対抗大会及び市民大会を開催し、参加者の達成感・仲間意識・連帯意識を醸成しま

す。

①自治会・町内対抗大会(ソフトボール、野球、バレーボール、グラウンド・ゴルフ）

②職域対抗大会(野球、バレーボール) 

③高齢者ゲートボール、市民元旦サッカー、市駅伝競走等の大会、つぼがわスポレク祭等

平成 26 年度事業の方針と重点

■　スポーツ推進課　■

− 77 −



(５)スポーツ教室等の開催

未経験者やスポーツに興味のある人を対象に初級講座等を開催しスポーツを体験してもらいます。

①ジュニアスポーツ教室、こども運動教室、アクアビクス教室、ベリーダンスエクササイズ教室

②親子水泳教室、親子わんぱく体操等、親子一緒にスポーツに親しむ場の提供

③子育て期の親のスポーツ環境支援(教室開催時の託児制度の導入)

④巡回スポーツテスト、軽スポーツ講習会（出前講座）他

(６)健康づくり

「しあわせヘルスプラン・第２次健康せき２１計画」（2014～2023）に基づき、スポーツを通し

た仲間づくりと健康づくりの実施

①はもみんはつらつウオーキング（春季、夏季、秋季、冬季）

(７)市民のスポーツ活動の環境を整備するために、スポーツ推進の中核的役割を担う団体や指導者の

育成に努めます。

（ａ）スポーツ推進委員会

スポーツ推進委員の資質向上と活動の充実を図り、地域スポーツの普及・啓発を行います。

また、自治会のスポーツ部長との連携を密にして地元での活動にも重点を置き、スポーツの指

導や計画・実施への参画を行います。

①各種研修会の開催（スポーツ推進委員研修会、自治会スポーツ部長研修会）

（ｂ）体育協会

体育協会の活動の充実を図り競技スポーツの強化と生涯スポーツ活動の普及を目指します。

①事務局体制、各委員会の支援

②種目協会強化事業の推進

③スポーツイベント等開催の業務委託（関市民スポーツ大会、ラグビーフェスティバル等）

④スポーツ少年団運営事務の業務委託

（ｃ）スポーツ少年団

組織を生かした運営と研修の充実を図り、よりよいスポーツ少年団活動を目指します。

①各種研修会の実施（育成母集団研修、認定員養成講習会、種目別指導者研修）

②交流会の実施

２ 競技スポーツの推進

各競技分野のおける指導者の養成・確保を図り、全国的な大会において活躍できる選手・チーム

を育成していく競技スポーツを推進していきます。

（１）全国大会や国際大会、プロスポーツの試合などを積極的に誘致し、開催支援をしていきます。

①カローリングジャパンカップ等の開催

②全国大会出場選手激励会の開催

３ スポーツ推進計画

市の総合的なスポーツ推進を図るため、基本計画を適正に運用します。

(１)スポーツ推進計画（後期計画）の策定

スポーツ推進審議会委員と十分な協議を重ね後期計画を策定します。

①スポーツ推進審議会の開催

 

Ⅱ 総合体育館 

総合体育館の維持・管理は指定管理者制度を平成２４年度より導入しているため、管理者と連

携し、設備の整備等、体力の維持増進提供の場としての総合体育館（温水プール、トレーニング

ルーム）の安全性の確保、利用率の向上、気軽に利用できる環境づくり等を目指します。 

 

〔主な施策〕 

１ スポーツ環境の諸整備 

施設を充実させ、スポーツに親しむ環境を整えます。 

(１)総合体育館 

施設の点検を強化し未然防止によるコスト削減と体育館施設修繕、体育館備品の整備を図ります。 

①指定管理者と連携しての、保守点検、維持管理 

②トレーニングルーム機器の更新 

 

Ⅲ 中池公園 

 「市民が安全・安心に利用できる施設管理及び環境づくり」に努めます。 

○快適で安全な公園施設づくり   

 ①公園内の清掃、草刈・除草、樹木管理を適切に行い、環境美化に努めます。 

 ②利用者マナーの向上を図ります。 

 ③家族単位での利用促進に努めます。 

○運動施設の維持管理 

 ①施設維持管理、グラウンド整備を効率的に行い経費削減に努めます。 

 ②市民プールの安全な運用と利用促進に努めます。 

○施設の整備と維持管理 

 ①中池体育館耐震補強工事 

②市民球場排水路及びトイレ改修 

 

Ⅳ 中池自然の家 

○入所団体 

 ①小中学校児童生徒の自然の家宿泊体験事業 

 ②夏休み等のスポーツ団体・社会教育団体の合宿 

 ③指導者の宿泊研修事業 

○主催事業 

 ①木の造形創作教室 

 ②ふれあい家族デイ事業 

○その他 

 ①効率的な経費削減に努め、県内の青少年教育施設とも連絡調整に努めます。 

 

Ⅴ 洞戸高賀山自然の家 

 施設の老朽化により、本来の目的が達成できない状況であるため、関係者と協議した結果、平成 

２６年度に施設の取壊しを行います。 
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Ⅱ 総合体育館 

総合体育館の維持・管理は指定管理者制度を平成２４年度より導入しているため、管理者と連

携し、設備の整備等、体力の維持増進提供の場としての総合体育館（温水プール、トレーニング

ルーム）の安全性の確保、利用率の向上、気軽に利用できる環境づくり等を目指します。 

 

〔主な施策〕 

１ スポーツ環境の諸整備 

施設を充実させ、スポーツに親しむ環境を整えます。 

(１)総合体育館 

施設の点検を強化し未然防止によるコスト削減と体育館施設修繕、体育館備品の整備を図ります。 

①指定管理者と連携しての、保守点検、維持管理 

②トレーニングルーム機器の更新 

 

Ⅲ 中池公園 

 「市民が安全・安心に利用できる施設管理及び環境づくり」に努めます。 

○快適で安全な公園施設づくり   

 ①公園内の清掃、草刈・除草、樹木管理を適切に行い、環境美化に努めます。 

 ②利用者マナーの向上を図ります。 

 ③家族単位での利用促進に努めます。 

○運動施設の維持管理 

 ①施設維持管理、グラウンド整備を効率的に行い経費削減に努めます。 

 ②市民プールの安全な運用と利用促進に努めます。 

○施設の整備と維持管理 

 ①中池体育館耐震補強工事 

②市民球場排水路及びトイレ改修 

 

Ⅳ 中池自然の家 

○入所団体 

 ①小中学校児童生徒の自然の家宿泊体験事業 

 ②夏休み等のスポーツ団体・社会教育団体の合宿 

 ③指導者の宿泊研修事業 

○主催事業 

 ①木の造形創作教室 

 ②ふれあい家族デイ事業 

○その他 

 ①効率的な経費削減に努め、県内の青少年教育施設とも連絡調整に努めます。 

 

Ⅴ 洞戸高賀山自然の家 

 施設の老朽化により、本来の目的が達成できない状況であるため、関係者と協議した結果、平成 

２６年度に施設の取壊しを行います。 
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◎基本方針 

当事務所の管轄する業務は、中池運動公園施設をはじめ、各地区グラウンド、各地域

事務所管内の屋外スポーツ施設等の維持管理及び利用促進、そして、青少年をはじめと

する各種団体の宿泊・体験学習施設としての関市立中池自然の家の管理運営及び利用促

進が主たる柱となっています。 
運動施設及び自然の家の利用者のニーズは多様化・高度化しており、施設の老朽化や

休日における施設不足などニーズに充分応えられていない面も覗えることから、市内全

域の施設を効率よく運営するとともに、緊急性且つ重要性の高いものから順次改修・修

繕を実施します。 
 
◎重点施策 

１ 中池公園の重点 

運動施設及び公園内広場等の適切な維持管理を行い、市民が安全で快適に利用できる

環境づくりに努めます。 
 
① 安全で快適な公園施設づくり 
・中池体育館耐震補強及び改修工事 

 ・中池テニスコート改修工事 
 ・中池ウォーキングコース表示板設置工事 

・公園内の清掃及び草刈、除草、樹木剪定等の実施による環境美化の推進。 
・利用者のマナー向上の啓発 
・家族単位での利用促進 
② 運動施設の維持管理 
・施設維持管理、グラウンド整備 
・市民プールの安全な運用と利用の促進 
・効率的な経費削減の実施 
・グリーンフィールド及び多目的広場・陸上競技場中面の芝管理 
・関市体育協会への業務委託（施設の予約受付及び料金の収納等） 

       
２ 社会体育施設維持管理の重点 

屋外スポーツ施設及び地区体育館の適切な維持管理を行い、市民が安心して利用でき

るよう施設運営に努めます。また、指定管理者制度の導入を行った地区・施設について

は、利用促進につながるように、関係者との協議・調整に努めます。 
 

① 施設の整備と維持管理 
・グラウンドの整備、維持管理及び周辺整備（除草、清掃、補修）の実施。 
・施設の修繕、点検等の実施 
・屋外スポーツ施設及び地区体育館の見直し。 

平成 26 年度事業の方針と重点

■　中池公園事務所　■

◎基本方針 

スマートフォンなど高度情報化社会が進み、人間関係の希薄さが指摘されている今日、

青少年の自然体験不足・共同生活体験不足が問題視されている。五感を通した体験は、子

どもたちの成長の糧であり、「生きる力」を育む基盤である。豊かな自然の中で、利用者の

主体的な活動を通して、自然や仲間のよさに気づき、自己肯定感を高めることができる自

然の家を目指す。 

また、地域施設と連携を図り、開かれた魅力のある自然の家として、広く利用者のニー

ズに応えるために諸施策を推進する。 

 

◎運営の目標 

学校や家庭では得がたい様々な体験を通して、次の目標の達成に努める。 

① 自然の恩恵にふれ、自然に親しむ心や畏敬の念を育てる。 

② 集団宿泊生活を通して、「規律」「協同」「奉仕」「友愛」の精神を養う。 

③ 野外活動やスポーツ活動を通して心身を鍛え、自主的・創造的な態度を育てる。 

④ 創作活動や生産活動に親しんだり、文化遺産にふれたりすることによって豊かな文化性

を養う。 

 

◎運営の重点 

① 利用団体の主体性を大切にした指導・支援の工夫 

・団体のねらいや発達段階に応じた指導・援助の工夫 

・職員の指導技術や指導方法、資質の向上を図る研修の継続 

② 開かれた、地域の自然の家としての利用の充実 

・地域の自然環境や文化を大切にした活動の提案 

・施設環境や地域の特性を活かした、多様な利用の支援 

③ 安全・安心の環境づくり 

・徹底した危険予知活動による活動プログラムの点検 

・安全・安心で過ごしやすい環境づくりのための清掃・環境整備の徹底 

④ 広報活動・啓発活動の促進 

・「利用のてびき」「活動資料」などの工夫 

  ・青少年の教育の場として、周辺スポーツ施設を活用するなどの運営の工夫 

 

◎自然の家の課題 

① 利用者に分かりやすいオリエンテーションの工夫・改善 

② 経費削減に努める効率的な運営の工夫 

③ 周辺スポーツ施設を活用したスポーツ合宿の誘致 

④ 企業研修など、青少年の教育の場としての利用の促進 
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◎基本方針 

スマートフォンなど高度情報化社会が進み、人間関係の希薄さが指摘されている今日、

青少年の自然体験不足・共同生活体験不足が問題視されている。五感を通した体験は、子

どもたちの成長の糧であり、「生きる力」を育む基盤である。豊かな自然の中で、利用者の

主体的な活動を通して、自然や仲間のよさに気づき、自己肯定感を高めることができる自

然の家を目指す。 

また、地域施設と連携を図り、開かれた魅力のある自然の家として、広く利用者のニー

ズに応えるために諸施策を推進する。 

 

◎運営の目標 

学校や家庭では得がたい様々な体験を通して、次の目標の達成に努める。 

① 自然の恩恵にふれ、自然に親しむ心や畏敬の念を育てる。 

② 集団宿泊生活を通して、「規律」「協同」「奉仕」「友愛」の精神を養う。 

③ 野外活動やスポーツ活動を通して心身を鍛え、自主的・創造的な態度を育てる。 

④ 創作活動や生産活動に親しんだり、文化遺産にふれたりすることによって豊かな文化性

を養う。 

 

◎運営の重点 

① 利用団体の主体性を大切にした指導・支援の工夫 

・団体のねらいや発達段階に応じた指導・援助の工夫 

・職員の指導技術や指導方法、資質の向上を図る研修の継続 

② 開かれた、地域の自然の家としての利用の充実 

・地域の自然環境や文化を大切にした活動の提案 

・施設環境や地域の特性を活かした、多様な利用の支援 

③ 安全・安心の環境づくり 

・徹底した危険予知活動による活動プログラムの点検 

・安全・安心で過ごしやすい環境づくりのための清掃・環境整備の徹底 

④ 広報活動・啓発活動の促進 

・「利用のてびき」「活動資料」などの工夫 

  ・青少年の教育の場として、周辺スポーツ施設を活用するなどの運営の工夫 

 

◎自然の家の課題 

① 利用者に分かりやすいオリエンテーションの工夫・改善 

② 経費削減に努める効率的な運営の工夫 

③ 周辺スポーツ施設を活用したスポーツ合宿の誘致 

④ 企業研修など、青少年の教育の場としての利用の促進 

平成 26 年度事業の方針と重点

■　中池自然の家　■

− 81 −



◎基本方針

「至誠明朗」の校訓のもと、知・徳・体のバランスのとれた、人間性豊かで社会

に貢献できる人材の育成を目指します。

また、実業専門高校として時代の要請に応えることができるよう、次の７つの教

育方針を掲げ、引き続き健全な学校運営を図っていきます。

１ 教育目標の具現に徹する学校経営

２ 一人ひとりの能力、適正を見極め、自己実現を図る教育

３ 国際化、情報化、科学技術革新など社会変化に対応する教育

４ 社会をたくましく生きるための主体性と協調性を身につけさせる教育

５ 学校活動を通じて様々なことに興味、関心を持ち、自己の生涯学習につながる

教育

６ 奉仕の精神や正義感と礼儀を重んじる態度を育てる教育

７ 家庭、地域社会等との連携を踏まえ、危機管理体制を確立した安全教育

◎重点施策

昨今の社会経済情勢は、技術革新の進展は勿論のこと、グローバル化や情報化が

一層進み、より専門的で広範な知識・技能のある、スペシャリストが求められてい

ます。そのため、技能・技術・知識の習得に一層の重点を置き、校舎施設整備や各

種教育機器の充実に努め、引き続き教育基盤の確立を図ります。

また、インターンシップ活動や刃物まつり等地域活動へ積極的に参加するなど各

種交流体験活動に取り組み、引き続き地域とのふれあい交流を継続していきます。

◎主な事業

・第１体育館耐震補強工事 ・学校施設の維持管理

・工業科機械実習棟２耐震補強工事 ・産業教育実習装置リース

・校舎空調機取替工事 ・実習用旋盤の購入

・工業科建設実習棟耐震補強計画 ・教育備品（機械器具、図書等）購入

・工業科建設実習棟耐震補強工事実施設計

・第２体育館新築工事設計及び地質調査

平成 26 年度事業の方針と重点

■　関商工高等学校　■
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◎基本方針

地域住民一人ひとりが健康でいきいきと学んでいくことを実践するために行うさま

ざまな学習。スポーツ、ボランティア活動を支援し、地域における教育についてより一

層の連帯感と活力ある地域づくりを目指していく。

また、学習能力の向上を図るため各種情報の提供と学習機会の充実に努めていく。

◎重点施策

・家庭及び地域における教育力の向上及び子どもや青少年の健全育成に努める。

・地域住民の生涯学習の振興及び連帯感と活力ある地域の推進体制の確立を図る。

・まちづくり委員会の活動を支援し連携を深め地域における生涯学習の推進を図る。

・健康づくりと体力の向上を目指し生涯スポーツの振興を図る。

・文化協会の育成強化及び地域文化の活性化を図る。

・共生学校づくりに向け、学校・家庭・地域が一帯となり、地域に根差した教育の推

進を図る。

◎主な施策

① 社会教育の振興

・地域ぐるみでの挨拶運動と児童・生徒の見守り、「家庭の日」の啓蒙啓発など青少

年健全育成運動の推進

・乳幼児期、保育園・小中学校における教育力の向上と豊かな生活体験など家庭教

育学級の充実

・子ども会・ジュニアリーダーの育成、小学校放課後ふれあいクラブの支援など道

徳教育の推進

・ネットサロン講座など生涯学習や公民館講座の充実

・成人式の開催など健全な若者の「人づくり」、地域社会良きリーダーの育成

② 文化振興

・自主事業として洞戸・板取地域合同による市民の劇場の開催

・文化協会の活動の自立支援

・洞戸地域におけるイベント及び関にし秋の祭典への協力

③ 社会体育、生涯スポーツの振興

・健康づくりと体力の向上を目指した生涯スポーツの振興

・スポーツイベント事業の充実を図り地元に定着した生涯スポーツ活動の支援

・運動公園、テニスコートなどのスポーツ施設の整備及び学校開放施設の有効活用

と利用の促進

・スポーツ推進委員との連携を図り生涯スポーツの普及と啓発

・第２４回 ２０１４ほらどキウイマラソン大会の開催支援

平成 26 年度事業の方針と重点

■　洞戸地域教育事務所　■
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◎基本方針

本事務所は、少子高齢化と人口の減少が年々進行している中、板取がもつ地域性をも

って、その方策づくりのために、地域内外の人々との絆を大切にし、自然と共に特色を

活かした誇りと喜びのもてる人づくりを推進し、情報発信とともに交流活動によってよ

り開かれた学習の場の提供やスポーツ振興を図り、独自性かつ特色を生かした地域教育

を確立する。

◎重点施策

年々地域住民の積極的な参加が希薄化という現実が現われている。そこで、本年の施

策の中で、より地域の特色を活かした取り組み方をもって、幅広い観点から豊かな心と

絆を深め、コミュニケーションづくりを推進し、個性を伸ばすふれあいの場と学ぶ場を

提供し、ふれあいのまちづくり推進委員会等との連携を深め地域における生涯学習の推

進を図る。

◎主な施策

１ 関市板取ふれあいのまちづくり推進委員会事業の推進と支援

① 設置部会：施設管理活動部会、交流活動部会、学習活動部会、福祉活動部会、広報

活動部会、交通活動部会

２ スポーツ振興事業

① 自然と冒険スポーツ村事業

板取カップバイクトライアルスクール＆かぶどん大会・板取カップバスケットボー

ル大会・板取カップＢＭＸ大会を開催し支援をする。

② 板取ふれあい運動会の開催（板取中学校体育祭の支援）

３ 生涯学習事業

① 青少年健全育成協議会（教育部会・環境部会・安全部会）活動事業

② 乳幼児学級、成人式の開催

４ 文化振興活動事業

① 文化協会活動支援（濃洲板取踊りの普及支援と各種団体の活動支援）

③ 板取ふれあい文化祭の開催

④ 市民の劇場（板取・洞戸合同開催として、洞戸地区で開催。）

⑤ 関にし秋の祭典の開催（出演と作品展）

⑤ 文化財の保護

◎その他

① 本事業は、本課と板取ふれあいのまちづくり委員会と連携を図りながら事業の推

平成 26 年度事業の方針と重点

■　板取地域教育事務所　■
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 進を図る。 

② 本事業と関連する市事業及び関連団体 

  ・スポーツ振興課補助事業 

  ・板取地区青少年健全育成協議会事業 

  ・成人式開催事業 

  ・市民の劇場合同開催事業（今年度は、洞戸地区で開催） 

  ・文化協会助成事業 

− 85 −



 

◎基本方針 

武芸川地域の生涯学習の拠点施設である生涯学習センターは、研修室、展示室、図書館、多

目的ホールから成り、体育館、武道館を併設した集合施設である。 

また、平成 23年 4月 1日より指定管理者「武芸川まちづくり委員会」(以下、まちづくり委

員会)へ管理移管したことに伴い、まちづくり委員会と協同し地域の人々への生涯学習・スポ

ーツ支援体制の充実に努め、地域振興を推進する。 

 

◎重点施策 

 まちづくり委員会と協同して地域振興を推進する。 

・生涯学習、文化振興事業の推進体制の確立 

 ・図書館本館との連携強化、蔵書の充実 

 ・青少年の健全育成の推進 

 ・生涯スポーツの普及、啓発 

 

◎主な事業 

１ 生涯学習・文化振興事業の推進体制の確立 

① 生涯学習事業 

   ・乳幼児期家庭教育学級、成人学校講座及び夏休み親子講座の開催 

② 文化振興事業(まちづくり委員会へ移行) 

   ・文化協会武芸川部作品展示会及び武芸川子ども作品展の開催(武芸川ふるさと館他) 

   ・関にし秋の祭典 IN板取への参加（まちづくり委員会と連携） 

③ 市民の劇場（武芸川地域）の開催 

 

２ 図書館本館との連携強化、蔵書の充実(まちづくり委員会へ移行) 

① 図書館運営事業 

 ・市立図書館武芸川分館の管理運営 

 

３ 青少年の健全育成の推進(①はまちづくり委員会へ移行) 

① 青少年健全育成協議会事業 

   ・青少年健全育成協議会活動への支援 

   ・「聞いて下さい私たちの学校の取り組み主張大会」の開催 

      ・子ども会育成事業 

・青色防犯パトロールの実施 

② 武芸川ジュニアリーダーズクラブの育成 

 

 ４ 生涯スポーツの普及・啓発(まちづくり委員会へ移行) 

①  スポーツ振興事業 

   ・体育館、武道館、テニスコート、グラウンドの管理 

平成 26 年度事業の方針と重点

■　武芸川地域教育事務所　■
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◎基本方針

地域住民が、自己の向上を目指して生きがいのある充実した生活を送るとともに、豊

かで住みよい地域社会を形成することができるよう、学びを生かし、つながりをつくり

出す社会教育の推進に努める。

また、次代へ伝える、かけがえのない文化財の保存・活用と活力、健康、感動を生み

出すスポーツ振興に努める。

◎重点施策

１ 心豊かでたくましい子どもを育成するために、多様な体験活動並びに異年齢交流や

世代間交流の機会拡充に努める。

２ 体験活動を実施する際には、地域全体で子どもを育むため、ＮＰＯ法人日本平成村

をはじめ各種社会教育団体等と連携強化に努める。

３ 子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにする活動・

普及に努める。

４ 学校・家庭・地域が子どもを健やかに育成するという共通の目的に向かって相互に

連携するよう支援する。

５ 子育ての悩みを相談する相手がいない保護者や、学習会等に参加できない保護者に

対して、地域住民や関係機関が支援できる環境を整える。

◎主な施策

１ 青少年育成事業

・武儀地区青少年健全育成協議会事業

「武儀のつどい」、「武儀の標語」、「地域の大人と語る会」、「あったかいことば」、「米

づくり、イモづくり」、「夏休み指導巡回」等

２ スポーツ振興事業

カローリング大会（日本平成村カップ・ジャパンカップ）、つぼがわスポレク祭、小中学

校開放事業（グランド ３、体育館 ３）

３ 文化振興事業

成人式・成人講座等、武儀地域文化祭（文化協会武儀部主催）、武儀地域市民の劇場、

文化財に係る連絡調整

４ その他事業

乳幼児学級（ペンギンクラブ）、家庭教育学級、学校教育事業、ＮＰＯ法人日本平成

村事業

平成 26 年度事業の方針と重点

■　武儀地域教育事務所　■
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◎基本方針 

地域住民一人ひとりが生涯を通じて「いつでも自由に学習機会を選択して集い・学ぶこと

ができる」学習機会の充実を図るため、上之保ふれあいのまちづくり推進委員会（地域委員

会）との連携や支援を行い、地域に根ざした生涯学習の推進を図ります。 

 

◎重点施策 

・上之保ふれあいのまちづくり推進委員会が各種の事業を自ら計画し、運営できるよう支援

します。 

・小中学校や青少年健全育成協議会、子ども会、ＮＰＯ法人「さつき交流協会」等の団体と

連携を図り事業を進めます。また、児童生徒の地域行事への主体的参加を図るため地域との

共生を主眼に各種の事業を行います。 

 

◎主な施策 

１ 地域委員会への協力・支援 

① 委員会に組織される地域づくり事業、社会福祉事業、青少年育成・学校関連事業、スポ

ーツ・健康づくり事業、広報事業の各部会が各種事業を自ら計画し、運営できるよう協

力・支援を行います。 

 

２ 青少年健全育成・子ども会育成事業 

① 小中学校、青少年健全育成協議会、子ども会育成会、NPO 法人さつき交流協会等の団体

との連携を図りながら推進します。 

② 青少年健全育成協議会運営（青少年部会、家庭部会） 

③ ジュニア・リーダーズクラブの育成 

④ クリーン・ザ・上之保【中学生を中心とする】の開催 

⑤ 上之保のつどいの開催 

⑥ 子ども会育成会事業  

   

３ 健康づくり・スポーツ推進事業 

① つぼがわスポレク祭の開催 

② 元旦ジョギング大会の開催 

③ 三十三観音めぐりウォーキング 

④ 「上之保ほほえみスポーツクラブ」を中心に軽スポーツの推進 

 

４ 生涯学習センター事業  

① 上之保生涯学習センターを拠点とした展示、講演、講座開催 

② 市民の劇場の開催 

③ 成人式の開催 

④ 関市立図書館上之保分室の運営 

 

５ その他事業 

① 放課後ふれあいクラブの実施 

 

平成 26 年度事業の方針と重点

■　上之保地域教育事務所　■
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