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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（２）学ぶことが活かされる仕組みづくり
地域・学校との協働

地域

・ボランティア団体等が自ら学習をすす
め活動をする中で、市民向けの事業（お
はなし会や講演会、朗読会、展示等）の
実施機会と場を提供します。
・読書ボランティア等と連携し読書活動
の推進を図ります。

・自分たちのまちの歴史や文化を発見・
認識するなかで、それらが持つ意味や重
要性を理解し、守り伝えていく人々の増
加を図ります。
・自分の目で見たり、自ら体験するとい
う学習を通して、学校での社会科学習や
歴史学習の補助を図ります。

・人権教育研究大会、じんけんセミナー
などの人権研修の開催を通して人権課題
への理解を深め課題解決に向けた活動に
つながるシステムづくりを進めます。

・各種スポーツ教室を開催することで、
参加した人が競技志向を強めたり継続性
を高めたりと新たな学習目標に向け、学
習意欲の向上が図られるようにします。
・各種スポーツ教室は、経験を重ねた方
と初心者が交流し次世代が育つ機会にな
るよう努めます。

・各種教室で学び得た成果を発表する機
会を提供します。
・若者への音楽の広がりや地域の演奏者
の育成・発掘を図ります。

・地域住民の参画により、学んだ成果や
経験等を地域子ども教室等で活かしま
す。

・地域のコミュニティセンターと連携し
地域づくりと人材発掘、育成を図りま
す。

・ボランティアグループ等が図書館の事
業に関係する行事を図書館で開催するこ
とについて、場の提供や広報等で協力し
ます。
・読書に関するボランティア団体等へ、
各種講演会等の案内を広報します。（野
洲図書館）

・さまざまな切り口から展覧会等の開催
テーマを選定し、各世代が学べる機会の
充実を図ります。
・復元住居等の実物大資料や様々な体験
メニューを準備し、歴史学習等の補助を
図ります。（歴史民俗博物館）

・５月に各自治会の人権教育推進委員へ
の委嘱状交付式での研修会、６月にじん
けんセミナーを開催します。
・８月に人権教育研究大会を開催しま
す。（人権施策推進課）

・各種スポーツ教室等は、新規受講者と
継続受講者の双方に配慮しながら開催し
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
室で新規募集の予定です。（スポーツ施
設管理室）

・各教室で学んだ成果をさざなみ音楽教
室発表会・野洲カルチャー教室発表会等
を開催し発表していただきます。
・県内ラジオ局との事業提携により若者
対象のライブイベントを開催します。
（野洲市文化ホール）

・地域の人材の知識や経験を地域子ども
に直接伝える場として、地域子ども教室
の活動を支援します。（生涯学習スポー
ツ課）

・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）

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対
策を講じ、少人数での開催となりました
が、延べ250人を超える地域の指導者に
より地域子ども教室を開催できました。
（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
しく学び、地域での活動に活かせるよ
う、講座を実施しました。（生涯学習ス
ポーツ課）

・事業の継続実施には、指導者やボラン
ティアの育成等が必要です。（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、学習成果を地域へ発信できる人づ
くり・活力ある地域づくりに努めます。
（生涯学習スポーツ課）

P20・21

令
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・妓王まちづくり推進協議会と協同した
永原御殿跡の保存公開に向けた取り組
み。野洲市ボランティア観光ガイド協会
と連携した大岩山古墳群の見学。野洲市
環境基本計画山部会との文化財と環境学
習会。中学生の職場体験学習。生涯学習
出前講座等身近な歴史学習の機会を通
じ、歴史的遺産を私たちの生活に活か
し、受け継がれるよう努めます。（文化
財保護課）

・ボランティア団体への支援施設の提供
や情報提供等を随時実施しました。（野
洲図書館）

・今年度は新型コロナウイルス感染症対
策のため、ボランティアによる館内での
おはなし会や研修会が開催できない状況
でした。今後の活動に向けて、必要な協
力を行うことが大事です。（野洲図書
館）

・来館者のニーズを分析し、興味・関心
がもてる展覧会の開催や体験メニューの
提供に努めたいと思います。（歴史民俗
博物館）
・コロナウイルス感染予防のため、中学
生職場体験をはじめ多数の事業が中止。
・次年度、庁内関係各課・関係団体と協
力
・連携体制の構築する連絡協議会を設け
たいと思います。（文化財保護課）

・野洲文化芸術祭や野洲市美術展覧会に
おいて、市民に広く日頃の活動成果の発
表と鑑賞の機会を提供し、文化芸術への
関心を高めます。（生涯学習スポーツ
課）

・５月の人権教育推進委員への委嘱状交
付式での研修会及び６月のじんけんセミ
ナーについては、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。研修資料等を郵送し、個別に自宅研
修としました。
・８月の人権教育研究大会については、
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。（人権施策推
進課）

・通年でのスポーツ教室の募集にあたっ
ては、継続希望を先に確認し、空き状況
に応じて新規の募集を行いました。
・野洲市健康スポーツセンターの開所よ
り、事業者の開催するスクールやレッス
ンで、新たに会員募集がありました。
（スポーツ施設管理室）

・さざなみ音楽教室演奏会 3/7（日）
・野洲教室発表会 3/21（日）
・若者対象ライブ「SHIGA NOW」
・11/7（土）視聴者754名
無観客・動画配信(野洲市文化ホール）

・人権教育推進員の任期は１年となって
おり、毎年交代があるため、各自治会に
おいて知識の蓄積が難しい。また、新型
コロナウイルス感染症の拡大状況によっ
ては、次年度以降の開催も危ぶまれ、空
白期間ができないように研修方法等への
工夫が必要です。（人権施策推進課）

・スポーツ教室では、受講者の継続意識
の持続・向上が図られていますが、安全
に事業を開催するためには、定員があり
キャンセル待ちが発生する教室もありま
す。（スポーツ施設管理）

・様々な機会を市民に提供するには、施
設自体を安全に安心して利用いただける
よう計画的に整備を行う必要がありま
す。(野洲市文化ホール)

・妓王まちづくり推進協議会共催事業
永原御殿跡史跡指定記念フォーラム
11/29 140人
・野洲市環境基本計画推進会議・山部会
連携事業・妙光寺古墳群環境学習会
5/30 43人
・ボランティア観光ガイド協会連携事業
ガイド研修・大岩山古墳群
12/11 12人
・桜生史跡公園ガイド
10/6・14
40人（文化財保護課）
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・新型コロナウイルス感染症の影響をう
け、中止や内容変更を余儀なくされたも
のもありましたが、様々な分野からテー
マを選定し、魅力ある展覧会の開催に努
めました。
・実際に見て触ったり、自分で作ると
いった体験を通じて、歴史の学びをより
身近に、かつ深めることにつながりまし
た。（歴史民俗博物館）

・今年度もニュースポーツバイキングや
ストックウォーキングで、希望が丘文化
公園とともに開催することで、その経験
やノウハウを活かした事業を展開しま
す。（生涯学習スポーツ課）

・野洲文化芸術祭
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
・ニュースポーツバイキング
ため中止。
6/27 新型コロナウイルス感染症の影 ・野洲市美術展覧会
響 により、開催中止。
開催期間：9/5～9/13
・ストックウォーキング
出品数：199点
11/23 ４８人
入場者数：700人
近江富士花緑公園、希望が丘文化公園
募集対象エリアを拡大することで出品
にて、感染対策として参加者数を絞った 数が増加しました。新型コロナウイルス
上で開催。
感染症の影響により入場者は減少しまし
新型コロナウイルス感染症で運動機会 たが、日頃の創作活動の発表と鑑賞の機
が減少しつつある中、市民に運動機会を 会を市民に広く提供しました。（生涯学
提供することができました。（生涯学習 習スポーツ課）
スポーツ課）

・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
実施に努めていきます。（生涯学習ス
ポーツ課）

・野洲市美術展覧会では、若年層も含め
更に出品者が増加するよう、引き続き啓
発に努めます。
・野洲文化芸術祭では、市民にとってよ
り身近な催しとなり、出演（出展）団体
や来場者が増加するよう、創意工夫に努
めます。（生涯学習スポーツ課）

