
当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

①子育て学習講座時・アンケートでの調査
　アンケート実施により新たな浸透促進を図る
②子育て関係機関を通じた家庭への周知支援
③自主学習の定着について提案

①アンケートは11月以降に実施の子育て講座で
実施。
朝の元気配達便での呼びかけ方の工夫（「みなさ
ん、６：３０運動を知っていますか？」など）
②高齢者編の実施で図書館と地域包括支援セン
ターの連携をコーディネート
　11/24実施予定のワークショップに向け、周知計
画中
③11月以降実施予定。（栄保育所11/15、北条み
どりこども園は未定）

①子育て講座で認知度アンケート実施。
　家庭教育１２か条認知度　８割程度（挙手形式）
　朝の元気配達便での呼びかけ方の工夫（「みなさん、６：
３０運動を知っていますか？」など）
②高齢者編の実施で図書館と地域包括支援センターの
連携をコーディネート
　子育て親子編は子育て関係機関を通じて開催を周知
③子育て学習講座実施
　回数　1回　参加者数　18人（栄保育所11/15）
　ファシリテーター派遣事業を利用し参加型講座実施
　※北条みどりこども園でも実施を働きかけたが実現でき
ず。

①新規認定自治会　前年度比増
　新規登録事業所　　8事業所
②新規講座増、参加しやすい実施方法に改善
③参加者アンケートでの調査準備
　 地域連携について検討

①新規認定自治会　２自治会
②新規講座４増
　 人気のバス旅行は、バスを２台に増やすなど参加の枠を
増やす工夫をしている
　 ９月末参加者数９１０人
③9/12～14　大栄小学校区実施済
　　参加者　16人
　　ボランティア　17人（町内各団体等を通じボラン
　　ティアを募集）
　　参加者アンケート集計中　※参加者8人中
　　満足度　100％
　　（とてもよかった・まあまあよかった）

①新規自治会　３自治会（由良宿２区、由良宿４区、みどり西団

地）

　 新規登録１０事業所
②新規講座９増　　参加者2,784人
③9/12～14　大栄小学校区実施済
   参加者　16人   ボランティア　17人
   （町内各団体等を通じボランティアを募集）
   参加者アンケート（１６人中１１人から回答）
　 満足度100％（とてもよかった・まあまあよかった）

①生涯学習出前講座の実施（周知の工夫）
①利用方法がイメージできるよう講座一覧に使
用例を追加。（９月末現在44団体の利用）

①自治会のサイクルに合わせ、1月からスタートできるよう
に新メニューをとりまとめて周知
　　新規に特別メニューとして認知症予防セットプログラム
を提案
　　利用団体数72団体

平成30年度
生涯学習課

目　　　　　　　　　　　　　　標 点　　　　　　　　　　　　　　　検

目
標
１

安心で活力ある地域づくりの推進、家庭・地域で若者の健全育成の推進、親しみのもてる生涯学習の推進

１．家庭教育の推進

①家庭教育１２か条・６：３０運動の更なる浸透
　（キャンペーンの実施）
　目標：認知度75％程度。子育て学習講座時、アンケート実施

　　　　　「朝の元気配達便」での周知方法の工夫

②「今こそ絵本を」事業の推進
　（図書館、子育て世代包括支援センター等との連携）
　目標：関係機関が共通認識を持ち、連携して事業周知、浸透を図る

③こども園、保育所（園）などにおける自主学習の促進
　目標：子育て学習講座等での働きかけ方の工夫

２．青少年の健全育成

①青少年育成北栄町民会議事業
  目標：あいさつ通りモデル自治会 新規認定前年度比増

         あいさつ運動推進事業所 新規登録（10事業所）
　　　　「朝の元気配達便」の子どもの取組み充実

　　　　（実施方法改善、アンケート実施）

②「子どもほくえい塾」により地域での子どもの育成と見守りを
促進
　目標：参加者数2,500人程度

③通学合宿事業の実施
　目標：参加者満足度80%
　　　　　地域と連携した事業実施への仕組みづくり

３．生涯学習機会の提供

①生涯学習出前講座の充実
　目標：出前講座利用団体数の増

　　　　　(H29：51団体）

　     利用方法をイメージしやすい周知について工夫



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

平成30年度
生涯学習課

目　　　　　　　　　　　　　　標 点　　　　　　　　　　　　　　　検

①‐1企画準備、効果的な広報
①‐2入館者1,500人程度
②資料、作品の整理・保存（データ照合も含む）

　　整理資料の公開展示
③図書館講座（郷土史入門等）での館外展示の開催
　学校への歴民利用の呼びかけ
　（2回実施及び子ども達の関心を高める）

①‐1準備中（広報・情報発信等）
①‐2入館者数1,701人
②資料、作品の整理・保存（データ照合含む）
　　実施中
　　整理資料公開展示（7/13～8/26実施済、
　　来場者数903人）
　　マスコミにも良い取組として取り上げられ
　　（ＴＶ：ＮＨＫ、日テレ　新聞：朝日、日本
　　海、山陰中央その他：時事通信社）、町
　　民含め多くの方から高評価。物を大切に
　　することが伝わる。アンケートからも確認
　　できる。
③図書館講座での連携　1回（8/18実施済）
　　学校等利用　4回（北条小、ほくほくプラザ）
　　資料利用　9回

①‐1「北栄文化回廊」の一つとして「特別企画
　　　郷土玩具と北條土人形展」を開催。
         企画展は10月26日～11月25日
         入館者数　676人
①‐2企画展8本、常設展2回入替。
　　　　入館者数　3,259人
②資料、作品の整理・保存（データ照合含む）
　　完了見込。活用のための再配置は未完了。
　　整理資料公開展示（7/13～8/26実施済、
　　来場者数903人）
　　マスコミ（TV・新聞）にも良い取組として取
　　り上げられ町民含め多くの方から高評価。
　　物を大切にすることが伝わる。アンケートか
　　らも確認できる。
　　2/17東京大学大学院文化資源学フォー
　　ラムにて発表
③図書館講座での連携　2回(8/18、3/16)
　　学校等利用　5回（北条小、ほくほくプラザ）
　　資料利用　9回

①‐1各自治体、団体等との更なる連携
　　　由良台場の活用促進等
　　　重層的で総合的な全国発信
①-2パネル展、シンポジウム
①‐3ガイドマップ作成中

②歴史編初稿作成
　
③地域探究連携授業実施等

①‐1関係自治体、関係者と情報交換しながら、模
型修復。秋山氏の協力を得、反射炉水路調査
①-2パネル展（道の駅）9月中旬～10月末、シンポ
ジウムは3月に実施予定
①‐3ガイドマップの残部が見つかったため、年度末
完成に変更し、新しいページを追加予定。
②初稿作成中
③1回目のフィールドワークまでは、求められる情報
を提供する等積極的に関わったが、担当教諭及び
生徒の方向性が逸れ求められるものがなかったた
め、連携すべきことがなく関わることができなかっ
た。

①‐1由良台場・反射炉模型を関係自治体、関係者か
らの情報を得て修復完了。港区全国交流物産展での
発信。反射炉水路調査実施（協力：秋山氏）。耐火レ
ンガ簡易調査実施（協力：前田氏）
①-2パネル展（道の駅）　9月中旬～（常設で展示）
　図書館オープンギャラリー常設展　11月～実施中
　講演会(43人）・バスツアー（41人）　3月24日実施
①‐3ガイドマップリニューアル　3月完成。
②初稿を作成したが、内容が難しく大幅に変更が必
要。現在、盛り込む内容を精査中。
③1回目のフィールドワークまでは、求められる情報を
提供する等積極的に関わったが、担当教諭及び生徒
の方向性が逸れ独自で進められたため、連携すべき
ことがなかった。

①準備（関係機関との連携・周知の徹底含む）
②全校実施に向けてスムーズな準備・運営

　①未実施（町報等で周知済み）
　②3校で実施。
　　　大栄小・大栄中は文化振興財団の事業
　　　北条小は文化庁の事業で能を鑑賞
　　　北条中は希望していた公演が今年度実施され
　　　なかったため、断念した。

  ①北条エリア延べ参加者3,938人
　　（北条ふるさとまつり含）
　②3校で実施。
　　　大栄小・大栄中は文化振興財団の事業
　　　北条小は文化庁の事業で能を鑑賞
　　　北条中は希望していた公演が今年度実施され
　　　なかったため、断念した。

目
標
２

スポーツ・文化活動の推進、地域を学び まちを支える人づくりの推進

１．歴史民俗資料館事業の充実

①特別企画展　「加藤廉兵衛北條土人形」の開催
　目標：１ 北栄文化回廊期間中のにぎわいの創出及び文化の再発信
　　　　　  入館者1,300人程度

           2　年間入館者3,000人程度

②町文化財、資料、作品の活用に向けた整理・保存
　目標：計画的に実施し年度内に完了

　　　　  郷土への愛着を深め歴史を再認識する機会の提供

③館外での活動充実（図書館との連携、館外展示の開催、
　学校における「郷土の学習」への利用の促進）
　目標：郷土史入門講座3回以上展示。郷土学習4回以上実施

　　　　　（参加者のアンケート等振り返りを参考にする）

２．郷土文化の再発見

①地域の歴史の情報発信と事業の実施
　目標：１ 由良台場・六尾反射炉に係る自治体間、関係機関、地域等と
の連携
　　　　　　※並行して全国発信への調査、研究、連携を進める
  　　　 ２ 明治150年事業の実施
　　　　 ３ 町文化財の積極的な発信（歴史探訪ガイドマップのリニューア

ル）

②副読本の作成
　目標：歴史編の完成→来年度完成に変更、まちの姿の活用

　　　　　※執筆者、小学校との調整による変更

③中央育英高との地域探究連携授業実施
　目標：１ 参加生徒の取り組み状況

　　　　　２ 取り組んできたことへのフォローアップ

３．芸術文化活動の推進

①北栄文化回廊による町文化の再発信・再評価
　目標：延参加者前年比増（北条エリア各施設の総合計）H29実績2,761
人

　　　　　回遊促進に向けた取り組みの実施

②小・中学生への芸術鑑賞機会の提供
　目標：全学校での実施



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

平成30年度
生涯学習課

目　　　　　　　　　　　　　　標 点　　　　　　　　　　　　　　　検

①新規参加自治会（3自治会）
②‐１スポーツ大会参加数増
　 -２分析
③-１ 事業所会員･一般会員の増加を図る
　 -２ アンケート実施

①新規自治会無し
　未実施自治会への募集、健康推進課と連携し、
「こけない体体操」の実施と合わせて勧誘を行って
いるが、難航している。
②9種目中4種目実施済み。（延参加自治会数
100）
③9月末現在の会員数1,236人。アンケート実
施に向け検討中。

①新規自治会　1自治会（みどり西）
②9種目中9種目実施済み。（延参加自治会数211）
③3月末現在の会員数1,271人。

①進捗状況を踏まえて設定
②北栄てくてくウオーキング新規参加者増
③目標に向けた取り組みの継続

　①14回
　②今年度3回の予定のうち、1回実施済み。
　　1回は台風接近のため、中止。
　　残り1回未実施。
　　　今年度は実施回数も少なく、新規参加者増は
　　　難しい。また、共催団体のてくてくクラブが活動
　　　中止の意向があるため、来年度以降の実施方
　　　法について検討が必要となる。
　③今後実施予定（計画策定済）

　①20回
　②今年度3回の予定のうち、2回実施。
　　1回は台風接近のため、中止。
　　延べ参加者数　 257人　（昨年度410人）
　　　実施回数が減り、新規参加者増は困難だった。
　　　また、共催団体のてくてくクラブが活動中止の
　　　意向があるため、来年度以降の実施方法につ
　　　いて検討が必要となる。
　③体力測定　42名
　　　ミニ体力測定　11月：31名　2月：22名

①4,400～5,000人程度
②苦情、問題点の改善
③収支の均衡

6月17日実施。
①4,920人
②参加者から要望のあった、１０ｋｍスタートの目
標タイム別のグループ分けを導入した。また、仮設
トイレ表示看板の追加するなど、参加者の満足度
につながるような取組みを可能な範囲で実施し
た。
③決算見込額による収支割合98％（支出に対す
る収入の割合）

6月17日実施。
①4,920人
②参加者から要望のあった、１０ｋｍスタートの目標タイム
別のグループ分けを導入した。また、仮設トイレ表示看板
の追加するなど、参加者の満足度につながるような取組
みを可能な範囲で実施した。
③決算見込額による収支割合98％（支出に対する収入の
割合）

人権を尊重するまちづくりの推進（人権教育・啓発の推進）え

１．人権を尊重するまちづくり推進計画の見直し策定

①審議会開催
　　審議会を核としたＰＤＣＡサイクルの明確化
②周知方法の具現化、実施、

①３月開催に向け準備中
　審議会会長の留任依頼と全５０事業の把握し、
評価シートを策定
②各種周知の実施
　全戸配布のほか、幼保小中全てのＰＴＡ、商工
会全会員、各種会議等

①３月１４日審議会開催
　審議会意見に基づき、評価基準を設定し、自己評価を
実施
　３月１９日幹事会開催。
②実施済

　①審議会による計画の進捗管理
　　【具体的目標】
　　　・計画の進捗管理方法策定、定着
　②人権を尊重するまちづくり推進計画の周知・浸透
　　【具体的目標】
　　　・周知方法の工夫

目
標
４

目
標
３

スポーツ・文化活動の推進

１．北栄スポーツクラブ事業の推進・支援

①健康寿命日本一事業の推進
　目標：新規参加自治会3自治会

②スポーツグランプリ表彰参加自治会の増
　目標：１ 延べ参加自治会数昨年度比増（H29：218）

　　　　　２ 実態を踏まえた内容の見直し

③スポーツクラブ会員の増加
　目標：１ 前年比増（H29：1,279人）
　　　　　2 総合型地域スポーツクラブへの理解促進

２．地域スポーツの活性化

①訪問型ニュースポーツ体験事業の充実
　目標：20回（H29：21回）

②北栄てくてくウオーキングの新規参加者の拡大
　目標：新規参加者の増

③体力測定及びミニ体力測定の参加者増
　目標：１ 前年度比増（H29:体力測定37人・ミニ体力測定42人）
　　　　　２ 実施に係る理解促進

３．すいか・ながいも健康マラソン大会の開催

①安全な大会運営
　目標：参加者数の定員確保及び適正化

②大会運営方法の改善
　目標：参加満足度の向上

③大会運営経費収支の改善努力
　目標：収支の均衡を図る



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

平成30年度
生涯学習課

目　　　　　　　　　　　　　　標 点　　　　　　　　　　　　　　　検

２．各種人権教育学習会の開催

①全自治会実施計画書提出。9月からスタート
②推進協力員18人確保
　 人権を学ぶ会への協力員の効果的な関わり方
検討実施
③小・中学校すべてで人権学習会を実施中
　集中講座は夏休み期間中に実施
　（通常学習と集中講座との相乗効果）

①全自治会より実施計画書の提出
　男女共同参画推進会議との連携
②推進協力員１１人の増（合計２４人）
　学ぶ会主要テーマに関する研修会を実施済
③町内全ての小中学校全で実施を計画・準備
　大栄小・大栄中で実施
　集中講座実施済（夏休み期間中）

①全自治会で人権を学ぶ会を実施。
　・自治会参加者数1,032人
②推進協力員25人。
　・ふるさと大賞地域貢献賞受賞。
　・来年度DVD教材の選定を兼ねた研修会を実施
③人権学習会
　・大栄小21回開催（参加者16人）
　・大栄中26回開催（参加者5人）
　・集中講座8/3開催（参加者33人）
　・児童館合宿8/2開催（参加者28人）

３．人権啓発活動事業の実施

①-１町人権教育・啓発推進協議会への事業委託
　 　　検討部会方式による企画立案
　－２研修実施のための周知、依頼の実施

①－１検討部会方式による実施
　ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟを立上げ、女性団体連絡協議会
との連携
①－２事業計画に基づき研修参加依頼等を実施
　人推協構成メンバーの２団体増、総会時の会員
に対する研修実施済

①－１じんけんフェスティバル２０１８を１１／１０に開催
　女性団体連絡協議会主催の「男女共同参画フォーラ
ム」と共同開催。参加人数３００人（前年より５０人増）
①－２人推協構成メンバーにじんけんフェスティバルへの
参加を呼びかけ。複数の理事は当日の運営にも携わって
もらう。

人権を尊重するまちづくりの推進（ほくほくプラザ（北栄人権文化センター）の円滑な運営管理）

１．人権発信拠点事業の展開

①人権啓発講演会を３回実施
②おしゃべりサロン事業を毎月実施
③パソコン・ネット講座の改善
④機関誌を毎月発行し全戸配布

　＊事業利用（参加）者が前年同期に比べ増加

①３回実施
②毎月実施
③周知方法等を改善し、３コースで開催中
④毎月全戸配布

※前年同期に比較し、増加
（５，１５３人　→　６，４７４人）

①全６回実施済
②毎月実施
③全３コース実施済
④毎月全戸配布

※前年に比較し、増加
（１０，０９７人　→　１３，０４６人）

２．安全・安心な遊びの場提供による子育て支援

①体験事業や創作教室等を毎月２回程度開催
②絵本の読み聞かせ会を毎月開催

　　＊参加者が前年同期に比べ増加

①毎月２回程度開催
②毎月開催

※前年同期に比較し、増加
（２２５人　→　３６７人）

①毎月２回程度開催
②毎月開催

※前年同期に比較し、増加
（８１０人　→　９４０人）

①人権を学ぶ会（自治会単位）実施による人権尊重のまちづ
　くりの推進
　【具体的目標】
　　・自治会1,100人程度参加

　　・内容の工夫、改善

②人権教育推進協力員の人員増とスキルアップ
　【具体的目標）】

　　・18人に増員、効果的な関わり方の検討

③人権学習会（小・中学生対象）の改善開催
　【具体的目標】
　　・小中すべての開催と学習内容の充実（児童・生徒の振り返り）
　　・長期休業中における集中講座の開催

①町人権教育・啓発推進協議会による人権啓発の促進
　【目標】１ じんけんフェスティバル2018開催
　　　　　    ※参加さあ数前年度増、検討部会による企画立案
　　　　　２ 構成組織における研修への積極的な取り組み

目
標
５

①分かりやすいじんけんの話（人権啓発講演会）の実施
  （年６回）
②おしゃべりサロン事業の実施による交流活動の促進
  （毎月１回）
③ほくほくネット講座実施（３コース：延べ26回）。
④機関誌の発行と全戸配布による周知・啓発（毎月）

【具体的目標】
　前年を上回る年間利用者数（H29：10,097人）

①児童の健全な体と心を育むためのねらいを持った遊び・体
　験の提供（毎月２回程度）
②絵本の読み聞かせ会開催（毎月１回）による心の育ち支援

【具体的目標】
　前年を上回る年間利用者数（H29：①469人、②341人）
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