平成３０年度特定非営利活動法人ひと・まちねっとわーく事業計画書
１

活動方針
今年度は，法人設立９年目を迎えます。４つの活動の柱に基づく各種の事業の充実・拡充を図
り積極的に展開します。
また指定管理施設として，県南生涯学習センターは８年目，白浜少年自然の家は３年目を迎え，
さらに充実した事業に取り組みます。
○ 社会教育の推進を図る活動
各種団体による社会教育関連事業への協力と茨城県生涯学習・社会教育研究会との緊密な
連携を推進し，同研究会活動の一層の充実と活性化を図ります。
○ まちづくりの推進を図る活動
まちづくりを目的とする各種イベントへ積極的に参加するとともに，地域のつながりによ
るまちづくりを実践している団体等に助成し，ひと・まちが支援・協力を行い地域の活性化
を図ります。
○ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
男女共同参画社会の形成につながる事業を実施する団体やグループに対して助成し，ひと
・まちが協働して，該当団体の活動の活性化を図ります。
○ 子どもの健全育成を図る活動
新たに，大子町社会福祉協議会からの委託を受け，だいご放課後児童クラブ（長期休業）
と茨城町教育委員会からの委託を受け，茨城町放課後子ども教室の運営を行います。
県からの委託を受けて大子町において実施している生活困窮世帯の子どもに対する学習支
援事業を引き続き実施するとともに，新たに桜川市からの委託を受けて事業を実施します。
○ 新規事業の検討
外部のメンバーも加えた新規事業検討委員会を開催し，今後ひと・まちが実施すべき事業
等について検討します。可能なものについては，今年度中から実施することとします。(490
千円)
２

事業内容
事業名・概要
事
業
内
容
１ 社会教育の推進事 （１）「いばらき教育の日」「いばらき教育月間」推進事業の実施
業
・「いばらき教育の日」推進協議会への参画
・「いばらき教育の日」推進大会への参加協力
社会教育に資する
・「いばらき教育月間」関連事業の実施（家庭教育講演会の開催）
様々な事業の実施
（２）「茨城しぐさ」の普及啓発
(4，522千円）
・説明会・出前講座の開催
・「茨城しぐさ」推進実行委員会の開催 年６回
・講師派遣
・県教育委員会(人権教育室)との連携及び実施団体への支援活動
（３）茨城県生涯学習・社会教育研究会との共催による研修会の開催
開催日 ６月３日（日） 場所 県三の丸庁舎
（４）関東近県生涯学習・社会教育実践研究交流会開催(県との共催)
開催日 ９月２２日(土)，２３日（日） 場所 茨城大学
（５）茨城県生涯学習・社会教育研究会への支援，助成
２ まちづくりの推進 （１）地域活動支援助成事業の実施
事業
地域のつながりによるまちづくりを実践している団体等に助成し，
ひと・まちが支援・協力し地域の活性化を図ります。
地域の活性化を図
団体数 １０団体程度
助成額（総額）１，０００千円
るために地域資源を （２）まちづくりを目的とする各種イベントへの積極的参加
発掘・開発しながら （３）地域のつながりによるまちづくりへの参加
生涯学習のまちづく
水戸市ランド常磐の会が災害に強いまちづくりを目的として組織
りを支援
するランド常磐防災ネットワーク実行委員会に参加する。
(1，643千円）
実行委員会 年６回開催
（４）いきいき・うたごえサロンの開催
開催日 毎月第２火曜日（年１２回） 場所 地域交流サロン
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３

男女共同参画社会 （１）男女共同参画推進支援事業
の形成の促進事業
男女共同参画社会の形成につながる事業を行っている団体やグル
ープに助成し，ひと・まちが協働して当該団体の活動の活性化を図
仕事と仕事以外の
る。
生活を調和させ，性
団体数 １０団体程度
助成額（総額）１，０００千円
別・年齢を問わず誰 （２）県・各種団体等への参加協力
もが働きやすい仕組
み作りの啓発
(1，225千円）
４ 子どもの健全育成 （１）子育て支援事業の実施
・「みんなで家庭教育を考える」講演会の開催（再掲）
事業
県内５地区（ＰＴＡ連絡協議会との共催）
・「子育て支援講座」の開設（水戸市教育委員会との共催）
家庭教育に関する
開催月 １１月
場所 水戸市福祉ボランティア会館
講演会の開催や各種
・「科学・製作教室 」の開設(年５回)
講座等の企画・運営
・親子で楽しむ朗読とピアノコンサートの開催
と県・市町村が実施
開催月 １１月（年１回） 場所 県南生涯学習センター
する事業の受託
（２）「いばらき子ども大学」の実施
県内のＮＰ０法人と協力し，小学生を対象に大学の教員や専門家
(62，518千円）
による専門的知識をわかりやすく体系的に学習する機会を提供する。
キャンパス開設地区 県内５地区 対象 小学４年生～６年生
授業回数 各７回（６月～１２月）（第１回は合同開校式後実施）
ひと・まちの担当キャンパス等
実行委員会事務局，水戸・鹿行・県南キャンパス
※県北・県西キャンパスは他のＮＰ０法人が担当
（３）水戸市放課後子ども教室の運営（水戸市委託事業）
実施校等 五軒小学校，飯富小学校，国田義務教育学校，常
澄地区，内原地区（月曜日・年２０回程度）緑岡
小学校，笠原小学校，（長期休業中・１２回）
開設場所 各学校図書室，教室，市民センター，図書館
（４）大子町放課後子ども教室の運営（大子町委託事業）
実施校 大子町立全小学校（７校，１８５～１８７回）
開設日 毎週月曜日～金曜日（長期休業中を除く）
（５）茨城町放課後子ども教室の運営（茨城町委託事業，３０回程度）
実施校 長岡小学校，大戸小学校，青葉小学校，葵小学校
開設日 長岡小学校・水曜日，大戸小学校・金曜日
青葉小学校・火曜日，葵小学校・木曜日
（６）生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業
①県委託事業
実施町 大子町
対象 小学４年生～中学生
開設日・回数 毎週土曜日等（年４８回）
場 所 町内
②桜川市委託事業(新規)
実施市 桜川市
対象 中学生
開設日・回数 毎週土曜日等（年６０回）
場 所 市内
（７）だいご放課後児童クラブの運営（社）大子町社会福祉協議会委託事
業（新規）
実施町 大子町
対象 小学１年生～６年生
開設日 ４月２日～４月５日，４月１６日
場 所 大子町立中央公民館他
５ 人材バンクの運営 （１）指導者としてふさわしい人材の開発及び積極的登録
（２）市町村や学校，ＰＴＡ，各種団体が開設する講座及び講演会，家
庭教育学級への講師の紹介及び派遣
指導者としてふさ
(３) 民間事業への協力
わしい人材の登録と
・「親子ふれあいクルーズ北海道」
派遣
開催月 ７月，８月（２班） 各４泊５日 各１人派遣
(90千円）
・「にっぽん丸クルーズ」
開催月 ７月 １泊２日 数名派遣
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６

県南生涯学習セン （１）生涯学習情報の提供及び学習相談
ターの管理・運営
・各地域の生涯学習情報の収集・整理・提供
・茨城県生涯学習情報提供システムの活用促進
指定管理者として
・図書情報館及び資料情報の収集・提供
の県南生涯学習セン
・学習相談
ターの管理・運営
（２）学習機会の提供
（平成２８年度～３２年
①指定事業
度）
事
業
名
時期･回数等
(160，865千円） 各地域の生涯学習の収集・整理・提供事業
通年
おもしろ理科先生派遣事業
通年
生涯学習相談事業
通年
図書情報・資料収集・提供事業
通年
学習成果活用指導者育成事業
５回
社会貢献活動指導者育成事業
５回程度
地区別生涯学習連絡会議
２回
茨城県生涯学習ボランティア総合センター
通年
生涯学習ボランティア活動支援事業
通年
大学等地域連携調査研究・プログラム開発・普及事業
３回程度
小・中・高校生の科学体験学習支援事業
通年
県民大学講座
６～９月，１０～３月
生涯学習講演会
１回
生涯学習ネットワークフォラム
１回
いばらき教育の日，教育月間の推進
１１月
地域と連携した防災教育モデル事業
３校
②提案事業
事
業
名
時期･回数等
地域と連携した家庭教育支援
通年
天章堂講座
６～９月，１０～３月
早春講座
４～５月，２～３月
市町村サテライトプロジェクト
２回
アートギャラリー
通年
ウララ講演会
１回
エンジョイホリデー
５回程度
未就学児おやこふれあい教室
３回
ウララゼミ
１０～３月
③自主事業等
事
業
名
時期･回数等
まなびフェスタ
１１月
運営協議会
５，１１月
(３) 国等，大学・研究機関並びに他の生涯学習センター等との連携に
よる事業の推進及び市町村支援
(４) 県民のボランティア活動の推進
県全域を対象とする「生涯学習ボランティア総合センター」の開
設，運営
(５) 学習の場の提供
学習内容に応じ，各種講座等を学習の場として提供する。
(６) 施設・設備の維持管理
利用者が快適に施設を利用できるよう，施設の機能と環境を常に
良好な状態に維持・管理する。
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７

白浜少年自然の家 （１）研修受入・貸館事業
管理・運営
・自然体験活動・創作体験活動・野外炊飯等への支援補助
・研修目的に沿った研修活動場所の提供と研修内容助言
指定管理者として
・未就学児や小学校低学年利用者の遊びや集団生活を通しての社会
の白浜少年自然の家
性，自主性，創造性の涵養
管理・運営（平成２８
・受入事業(貸館)と主催事業の両立
年度～３２年度）
(２) 各種事業の実施
（111，711千円）
①指定事業
，
事
業
名
実施時期
親子キャンプ
６月
(新規)草木染めと野菜餃子づくり
６月
親子で防災キャンプ
６月
キッズアドベンチャーキャンプ
８月
(新規)親子でカメラを楽しもう
９月
手作りおもちゃを作って遊ぼう
１０月
こどものからだづくり教室～ヒーローアカデミー～
１１月
門松づくり
１２月
もちつきとたこあげ
１月
(新規)親子で日曜大工
１月
夜空の星をみつけよう
２月
適応指導教室対象講座 ホップ・ステップ・アクション 通年
教員を目指す大学生の野外活動実習事業
８月
②提案事業
事
業
名
実施時期
白浜ボランティア研修会
４月
宿泊体験プログラム支援事業
４，８月
親子ふれあいつり大会
５，１０月
白浜ケートボール大会
５，１１月
(新規)おやこでわくわくお泊り会
９月
行方市こども会まつりｉｎ白浜
１２月
森の中の実験室「作って 飛ばして 遊ぼう」
通年
調査研究事業
通年
③自主事業
事
業
名
実施時期
白浜フェスティバル～楽しいものづくり体験の日～
５月
(新規)チャレンジキャンプｉｎ白浜
１２月
地域交流グランドゴルフ大会
２月
白浜フェスティバル(冬)
２月
白浜アピール事業（市町村への広報活動）
通年
(３) 施設・設備の維持管理
テント及びテントサイト，野外炊飯の調理器具，遊具，研修に供
する器材等は定期的に保守点検を行い，安全かつ快適な施設利用の
維持・管理をする。宿泊棟の改修(内装塗装他)5，500千円
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