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野洲市生涯学習振興計画 第２期
分野
項目
分
野
別
の
主
な
取
組

分野別行動目標（令和２年度）

図書

歴史

めざす姿：「次代の地域の担い手の育成
人権

～豊かな地域社会に～」

スポーツ（生涯スポーツ）

芸術・文化

施策方針（１）市民が自ら学ぶ環境づくり
地域・学校との協働

地域

・図書館では、市民の知る権利、学習す
る権利、読書の自由を保障する機関とし
て、市民の必要とする資料と情報を提供
します。
・第３次子どもの読書活動推進計画を策
定し、子どもたちが読書に親しめる環境
づくりと機会の提供に努めます。
・学校における読書活動を充実します。

・地域の歴史や文化、時季にあったテー
マを中心にした展覧会や講演会を通し
て、学習の機会や情報を提供します。
・弥生の森歴史公園内の復元住居や、ま
が玉・土器づくり等の体験学習、火おこ
し体験といった体験学習活動の場を提供
します。

・同和問題講演会や多様化する人権課題
に対する講演会、研修会等により、市民
の人権意識や差別をなくす行動を高めて
いくため、市民がより意欲的に参加し、
理解を深め地域で実践できる機会を提供
します。

・各年齢層を対象にバランスよくスポー
ツ教室等を開催し、市民がスポーツに親
しみ健康づくりができる機会を提供しま
す。
・年齢や障がいの有無を問わず、気軽に
スポーツを楽しむことができるニュース
ポーツの普及をすすめることで、市民の
スポーツへの参加の拡充を図ります。
・市内の学校体育施設を、地域住民のス
ポーツ活動や健康づくりの場として開放
します。

・舞台芸術を鑑賞する機会を提供しま
す。
・各種教室等を開講し学ぶ機会を提供し
ます。
・次代を担う子ども達が文化・芸術に興
味や関心を持つ機会を提供します。

・地域教育協議会の活動を支援し地域子
ども教室を通して、地域の子どもへの学
習機会の提供と社会性の育成をめざしま
す。

・地域のコミュニティセンター等との連
携により学習活動や地域活動の機会を提
供します。

・地域資料等、長期的な視点で必要な資
料にも目を配り、市民の必要とする多様
で新鮮な資料を収集します。また、所蔵
していない資料についても、購入や他館
からの借用により確実に提供し要望に応
えます
・子どもの読書活動に関する図書館外で
の取り組みでは、学校への協力（出張貸
出、ブックトーク、調べ学習、各種相談
等）や、保育園・幼稚園等への協力（絵
本セットの配本、おはなし会等）、学童
保育等への団体貸出を行います。（野洲
図書館）

・博物館では秋期企画展「継体大王と四
面の鏡－新王権擁立と大岩山古墳群－」
をはじめ、郷土に関わる資料や魅力ある
テーマに焦点をあてた展覧会や講演会を
開催します。
・弥生の森歴史公園では、まが玉作り等
のメニューを用意して、体験学習を開催
します。（歴史民俗博物館）

・６月に男女共同参画フォーラムを開催
します。
・９月に同和問題講演会を開催します。
・１０月に人権作品を募集し、２月の市
民のつどいで表彰、発表します。
・２月に市民のつどいを開催し講演会を
開催します。（人権施策推進課）

・年齢や性別を考慮した初心者から受講
できる各種スポーツ教室などを開催しま
す。新たにオープンする（仮称）野洲市
健康スポーツセンターにおいては事業者
によりスイミングやフィットネスの教室
が開催の予定です。（スポーツ施設管理
室）

・地域教育協議会の活動を支援し地域子
ども教室で、子どもの居場所づくりと体
験学習を通して地域で学ぶ機会を提供し
ます。（生涯学習スポーツ課）

・人権を視点として楽しく学べる機会を
提供します。（生涯学習スポーツ課）

・引き続き、年齢や障がいの有無を問わ
ず、気軽にスポーツを楽しむ機会とし
て、ニュースポーツバイキングやストッ
クウォーキングを開催します。
・野洲市スポーツ推進計画の中間見直し
を行い、令和7年度までの目標などを示
します。（生涯学習スポーツ課）

・今回で23回目となる関西フィルハーモ
ニー管弦楽団「リラックスコンサート」
や秋川雅史コンサート等を開催します。
・気軽に始められるさざなみ音楽教室や
ウクレレ・ギター教室では演奏技法を習
得しつつ、発表する機会も提供していき
ます。
・こどもオペラ・人形劇やクリスマスコ
ンサートなど親子で参加できる事業を招
致し、気軽に文化・芸術に触れる機会を
創出します。（野洲市文化ホール）

・地域のコミュニティセンターとの情報
連携により学習活動や地域活動の機会を
提供します。
・生涯楽習セミナーを充実させ、地域の
コミュニティセンターや団体の協力を得
て学びの機会を地域に発信し、人づくり
と地域づくりにつなげていく事業として
生涯楽習カレッジ（仮称）を開催しま
す。（生涯学習スポーツ課）

・6月の男女共同参画フォーラム及び９
月の同和問題講演会は、新型コロナウイ
ルス感染防止対策として、開催を中止し
ました。
・人権作品を募集し、総数4,464点の作
品の応募がありました。２月開催の市民
のつどいで入選者の表彰を行う予定でし
たが、新型コロナウイルス感染防止対策
として、市民のつどいが中止となったた
め、各校において表彰を行うよう依頼し
ました。
・２月の市民のつどいは、新型コロナウ
イルス感染防止対策として、開催を中止
しました。
・人権尊重と部落解放をめざす「ひと」
と「ひと」のつどいは、新型コロナウイ
ルス感染防止対策として、開催を中止し
ました。啓発紙「つどいだより」を発行
しました。（人権施策推進課）

・スポーツ振興事業
期間４月～３月（４月～６月は、新型コ
ロナウイルス感染症の感染防止対策のた
め休講）
◎総合体育館…全12事業 総延べ参加者
数6,941人（12月末）
◎B&G海洋センター…全5事業 総延べ
参加者数 1,332人（12月末）
・野洲市健康スポーツセンター
７月に野洲クリーンセンターの余熱を利
用した新たな市民の生涯スポーツ拠点と
して開所しました。事業者によりスイミ
ングやフィットネスのスクールやレッス
ンが開催されました。
それぞれの施設の特性を活かしたスポー
ツ教室などを開催し、市民の健康体力づ
くりの機会を提供しました。（スポーツ
施設管理室）

・コロナ禍により予定していた50公演
中、38公演が中止・延期となりました。
緊急事態宣言の影響から教室事業は6月
から開講しました。
むすび座「ピノキオ」 7/23（祝）
167名
京フィルクリスマスC 12/19（土
237名（野洲市文化ホール）

・地域子ども教室では、コミュニティセ
ンターを拠点に子どもの居場所づくりや
体験学習の機会を提供しました。新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、開催
を中止した教室もありましたが、開催す
ることが出来ました。
令和３年３月６日現在
・野洲学区0教室0人（新型コロナウイル
ス感染症の影響により、全教室中止）
三上学区 5教室 176人
祇王学区 1教室 9人
篠原学区 5教室 348人
北野学区 8教室 201人
中里学区 2教室 92人
兵主学区 6教室 182人（生涯学習ス
ポーツ課）

・生涯楽習カレッジ（全６回開催）
①6/27「次代の担い手を育てる～地域
を元気に～」 地域活動に関する講座
32人
②7/18「おうちで楽しくストレッ
チ！」 自宅でできる運動・ストレッチ
講座と体験 34人
③9/26「絵本を選ぶ・絵本を読む」
読み聞かせ講座と体験、図書ボランティ
アとの交流 28人
④11/28「障害者スポーツ活動について
～みんなでボッチャ体験！！～」 障が
い者スポーツ活動についての講座とボッ
チャ体験 24人
⑤1/30「徳川将軍と永原御殿」 永原
御殿に関する講座と歴史民俗博物館の展
示見学～ 43人
⑥2/20「今、地域でできること」 地
域活動に関する講座 34人
地域の歴史や文化、健康などについて楽
しく学べるよう住民の主体的な学習機会
を提供した。（生涯学習スポーツ課）

・各ホールの特色を活かし、引き続き高
度な舞台芸術を鑑賞する機会、学ぶ機
会、文化・芸術に関心を持つ機会を創出
します。（野洲市文化ホール）

・各学区の特色や実態を活かした、事業
（教室）を実施すことで、子どもの居場
所づくりや体験学習の機会を引き続き提
供に努めます。（生涯学習スポーツ課）

・生涯学習によるまちづくりを進めるた
めに、学習活動の機会を提供し、人づく
り・地域づくりにつながるよう地域への
発信に努めます。（生涯学習スポーツ
課）
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・第３次子どもの読書活動推進計画の具
現化に向け、施策を展開します。（生涯
学習スポーツ課）
・学校における読書活動の充実に継続し
て取り組みます。（学校教育課)
期間：4月～2月24日
・資料提供 貸出冊数 431,067冊
・子ども読書活動
出張貸出 4校24回
絵本セット配本 14園5回
ブックトーク 3校52クラス
新規事業：小学校向け学級
文庫用図書セット「としょかんＢＯ
Ｘ」配本・巡回開始（小学校全クラス）
基本の取組として図書館での資料提供
をしっかり実施したうえで、館内外での
取組を工夫しました。（野洲図書館）

実
績
・
評
価

課
題
・
検
討

・令和２年３月に策定した第３次野洲市
子どもの読書活動推進計画は今年度が計
画推進の初年度であり、計画に掲げる目
標に向けた取組みが促進されるよう、担
当課・園と協力し施策を進めました。
具体的な進行管理は、子どもの読書活動
推進計画のアクションプランで行いま
す。（生涯学習スポーツ課）

・夏季に永原御殿跡の発掘調査体験を中
心とした参加型事業を開催します。成果
は秋に開催するフォーラムにおいて公表
し、郷土史学習と文化財を活用したまち
づくりを推進します。
・発掘調査の成果について、機会を見て
現地説明会や博物館展示にて公表しま
す。
・桜生史跡公園では、文化の日に石室・
石棺の公開と古墳解説を行います。
・地域の要望に沿った出前講座を行いま
す。（文化財保護課）
・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、臨時休館（4/21～5/17）や展覧会
をはじめとする事業の中止・変更を余儀
なくされました。秋期展示については内
容を変更して会催,12月以降のテーマ展
は予定通り実施し、地域の歴史や文化を
学ぶ機会を提供しました。
秋期展示「地中からのメッセージ－発
掘調査で紐解く－」10/10～11/29
819人
・弥生の森歴史公園では、復元した竪穴
住居や高床倉庫、まが玉づくり等の体験
学習を通して、当時の生活や文化を学ぶ
機会を提供しました。（歴史民俗博物
館）

・永原御殿跡発掘調査体験 7・8月
91人
・国史跡指定記念｢永原御殿跡｣フォーラ
ム遺跡の保存活用とこれからのまちづく
り 11／29 140人
・永原御殿跡(南御門)発掘調査現地説明
・学力・学習状況調査児童生徒質問紙よ 会
2月27日開催予定
り、１日当たりの読書量が30分以上の児 ・桜生史跡公園 円山古墳･甲山古墳石室
童生徒割合が増加しました。
石棺等公開 11/ 3 76人
(小)R1：31.9%→R2：45.5%
・桜生史跡公園入園者(４-12月)
(中)R1：23.3%:→R2：23.7%
3,593人(4/21-5/31新型コロナ感染予
・読書タイムの設定や生徒の幼稚園での 防休園)
読み聞かせ等、各校の実態に合わせ取り ・生涯楽習カレッジ・永原御殿と徳川将
組みを工夫しました。
軍 1/30 40人(文化財保護課)
・中主中学校の取り組みが「令和3年度
子どもの読書活動優秀実践校の文科省表
彰」の滋賀県推薦校となりました。(学校
教育課)

・今年度は新型コロナウイルス感染症に
より、集会形式の行事や取組が困難であ
り、おはなし会やブックトーク等の回数
が減少しています。代りに展示を4回開
催。今後も状況に合わせて柔軟な対応が
必要です。学級文庫セット「としょかん
ＢＯＸ」巡回は新規事業のため1年運用
してみて改善点を検討する予定としてい
ます。（野洲図書館）
・計画の推進を図るため、引き続き関係
部署が連携していくことが必要です。
（生涯学習スポーツ課）
・読書を全くしない子の割合が、中学校
において２％増加しています。そのた
め、本を手に取り、読書の良さを感じら
れる取り組みが求められます。（学校教
育課）

・人権研修に関する相談に対して、人権
施策推進課につなぐ等学ぶ機会に関する
情報提供を行いました。（生涯学習ス
ポーツ課）

・今後も継続して地域の歴史や文化を学
ぶ機会を提供し、それらの価値や重要性
を発信していくことに努めたいと思いま
す。（歴史民俗博物館）

・男女共同参画フォーラム等の開催を
「啓発週間」「啓発強調月間」に設定
し、より効果が現れるように努めます。
（人権施策推進課）

・出前講座は、新型コロナウィルス感染
予防の為、中止・延期となりました。
（文化財保護課）

・関係課と連携し、引き続き人権問題を
テーマとした学習についての情報提供に
努めます。（生涯学習スポーツ課）

・ニュースポーツバイキング
6/27 新型コロナウイルス感染症の影
響 により、開催中止。
・ストックウォーキング
11/23 ４８人
近江富士花緑公園、希望が丘文化公園
にて、感染対策として参加者数を絞った
上で開催。
新型コロナウイルス感染症で運動機会
が減少しつつある中、市民に運動機会を
提供することができました。
・野洲市スポーツ推進計画の中間見直し
を行い、発刊しました。（生涯学習ス
ポーツ課）

・コロナ禍の中、安全に事業を開催する
ためには、定員などが限られるなどあり
ますが、継続的な活動の機会を提供する
ため、安全に配慮し引き続き教室等を開
催していきたいと思います。（スポーツ
施設管理室）
・新しい生活様式が求められる中での事
業運営方法を検討しながら、引き続き希
望が丘文化公園との協力で魅力ある事業
実施に努めます。
・野洲市スポーツ推進計画中間見直しの
アクションプラン等の作成が必要です。
（生涯学習スポーツ課）

