
41 市民，社会教育団体等の活動への支援 Ｂ 拡充

事業
番号

主要事業名 目標達成度 事業展開

施策振返りシート

施策 11 学習機会の提供・学習活動の支援 施策主管
課長

社会教育課長
市瀬　秀

１　施策のねらい（ＰＬＡＮ）
　学習の機会，活動の場所，学習成果の発表の場の提供など，市民の学習活動への支援を行うこと
で，学習活動の活性化や地域の相互交流を促し，生涯学習・社会教育の振興を図る。

２　背景（ＰＬＡＮ）
　市民生活や社会情勢の変化により，地域における課題は複雑化している。また，生活様式や価値観の多様化
により，市民の学習ニーズは多岐にわたっている。こうした生活環境の変化や課題に対応するためには，図書
館や公民館といった社会教育施設を中心に，市民生活や文化を高揚させる学びの拠点としての機能を充実さ
せ，自主的な学習活動を支援し，学びの成果を地域社会に生かせる環境づくりが必要である。

３　主要事業と達成度（ＤＯ）

４　施策の振返り（ＣＨＥＣＫ）
○市民の読書・調査活動への支援
・「暮らしに役立つ法務ミニセミナー」を市内等の行政書士と連携して開催したことにより，図書館資料の見方・使い方の
　理解や，生活の問題を解決するきっかけとなった。
・調布市中心市街地商店会主催「調布まちゼミ」の各テーマの図書リストを作成・配付し，商店街の活性化を支援し，講座
　との相乗効果で市民の学習活動を支援した。
・「ＦＣ東京選手の私のすすめるこの一冊２０１５」の冊子を作成，配布し，展示コーナーを設置した結果，読書のきっか
　けづくりとなり，それらの本の利用が伸びた。
・展示会やおはなし会での活用等により，徐々に布の絵本・遊具の存在が浸透してきた。また，新たなソフトの導入により
　マルチメディアＤＡＩＳＹ製作の可能性が広がった。
○地域に根差した公民館活動の推進
・地域文化祭を開催することによって，学習成果を地域に発信し，地域との交流と活動の活性化につなげることができた。
・各館共に多様な講座を実施するとともに，３公民館合同事業を開催し，概ね参加者の期待に応えることができた。
○市民，社会教育団体等の活動への支援
・学習グループサポート及び社会教育関係団体へ助成することで，助成を受けた社会教育関係団体は，まつり・イベントで
　の成果発表等で社会教育事業として成果をあげることができた。
・学校施設を開放し，提供することで，地域住民の心身の健全な発達に寄与することができた。
・公民館では，３館合同利用団体連絡会を開催することで，情報交換及び利用団体間の交流を図るとともに，各館ごとの懇
　談会や利用団体連絡会では，団体の運営上の課題等を共有することができた。
・図書館では，読書会への指導員派遣や講演会の開催などを通じて，市民活動の支援ができた。
○障害のある児童・生徒等の自立活動支援
・遊ing，杉の木青年教室，のびのびサークルでは，様々な体験活動や，日常とは異なる参加の場を提供することなどによ
　り，他者との関わり方や集団行動による社会性などを学ぶことができた。
・子ども発達センターに通う幼児や特別支援学級の児童等を対象に，絵本・布の絵本の読み聞かせを実施し，お話の世界
　を楽しんでもらうことで，子どもの心の成長を促すことができた。
○これらの成果から，学習機会の提供・学習活動の支援施策につき，推進することができた。

５　今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）
○市民の読書・調査活動への支援
・ハンディキャップサービスの存在を多くの市民に周知するようＰＲに努め，マルチメディアDAISY製作の準備を始める。
・図書館開館５０周年を記念し，子ども向けのスペシャルおはなし会を全館で開催する。市民に愛着をもってもらえるキャ
　ラクターを作成・ＰＲするとともに，利用を促進する記念事業などに取り組む。
○地域に根差した公民館活動の推進
・地域の学習拠点及び地域交流の場として，現在の事業を継続するとともに，地域とのつながりを広げるため，近隣の幼稚
　園・保育園等に文化祭への出展を依頼する。
・普段公民館を利用できない方にも利用いただけるよう，土曜日や夜間帯での事業開催に努め，利用人数の増加を図る。
○市民，社会教育団体等の活動への支援
・継続して社会教育関係団体の活動を支援していくとともに，サポートの対象団体に対し効果的な周知方法を検討する。
・学校開放については，一般開放校のインターネット予約を前日まで可能にするよう改善し，総合開放校については，各開
　放運営委員会との，より一層の連携を図っていく。
・公民館で活動する新規団体を作る機運を高めるような講座・事業の開催を試行する。
・読書会運営についてのサポートを行う。
○障害のある児童・生徒等の自立活動支援
・市報，ホームページ等をはじめ，福祉関係の広報媒体へ掲載するなど，ボランティアの周知，募集に努める。
・遊ingについては，放課後等デイサービスの普及に伴い参加者が大幅に減少しているため，今後の在り方を検証していく。
・要支援児童・生徒等へのマルチメディアDAISYの情報提供のため，学校等へ働きかけ，一般市民へのＰＲにも努める。

39 市民の読書・調査活動への支援 Ａ 継続

42 障害のある児童・生徒等の自立活動支援 Ｃ 見直し(手法等)

40 地域に根差した公民館活動の推進 Ａ 継続
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ． 市民の読書・調査活動への

支援

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

○ハンディキャップサービスを多くの市民に知ってもらえるようＰＲに努める。
○マルチメディアＤＡＩＳＹの新たなソフトによる製作について準備を始める。
〇児童館，ユーフォーと連携して，出前おはなし会等の事業を実施する。
〇図書館開館５０周年を記念し，子ども向けのスペシャルおはなし会を全館で開催する。市民
　に愛着をもってもらえるキャラクターを作成・ＰＲするとともに利用を促進する記念事業等
　に取り組む。
〇市民の学習支援体制を整備するため，引き続き資料の保存年限等を見直し，高架下資料保存
　庫の活用について各関係部署とも協議を行う。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＡ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

その他

ＮＯ．

②　課題
・ハンディキャップサービスを必要とする人になかなか情報が行き届かない。また，日々進化する機器類を整備し習熟・普
　及することが常に必要である。
・第２次調布市子ども読書活動推進計画を踏まえ，子ども関係部署と連携して，出前おはなし会やブックスタート事業の充
　実を図る必要がある。
・図書館未利用者への働きかけ。図書館をどうしたら利用してもらえるか，図書館が便利で生活に役立つ場であることを効
　果的にＰＲしていくことが必要である。
・資料の保存場所が不足している。

39

②　平成27年度の取組成果・取組効果

〇図書館資料の収集・提供をはじめ，調査研究のアドバイス等を行うことで，読書・調査活動をはじめとした学習活動を支
　援する。また，利用の障害をなくし，だれもが読書や調査ができるよう，音訳，点訳，対面朗読，宅配サービスなどのハ
　ンディキャップサービスを充実させる。
〇市民の多岐にわたる調査活動を支援し，より信頼のおける情報や資料を入手するために医師会等と連携する。
○地域資料提供をより充実するため，調布関連新聞記事やポスター等のデジタル化を推進する。
〇第２次調布市子ども読書活動推進計画に基づき，講演会，絵本の読み聞かせ講座を実施する。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
〇「暮らしに役立つ法務ミニセミナー」を市内等の行政書士と連携して開催（全１回）
〇調布市中心市街地９商店会主催「調布まちゼミ」「調布まちゼミプチ」に計５９種のリストを作成し提供
〇「調布市暮らしの道しるべ」を改訂して電気通信大学新入生のオリエンテーションで配布し，図書館をPR
○調布関連新聞記事５５３件，映画ポスター２５５件などのデジタル化を行った。
○パスファインダー（資料や情報を効率よく入手できるようにした案内）に「健康・医療情報を探すには」を追加
〇「ＦＣ東京選手の私のすすめるこの一冊２０１５」の冊子を作成，配布し，常設展示コーナーに展示
〇0・１・2歳児対象のおはなし会を全館で定例日を定めて実施(全１５９回）
〇児童館・学童クラブとの連携強化に向けて，工事休館中の児童館図書室の書架状況を評価し・助言（１館）
〇調布市立小学校教育研究会学校図書館研究部会に参加し，調べ学習テーマを把握し，資料を収集
〇利用促進のために布の絵本の展示を１１箇所で実施。また，マルチメディアＤＡＩＳＹの新たな製作ソフトを導入
〇中学生対象の「ぶちねこ便」記者によるビブリオトルを開催。高校生対象の通信の発行に向けて体裁や内容を検討
○高架下資料保存庫を有効に活用するため資料の保存年限等を見直した。

・「暮らしに役立つ法務ミニセミナー」で本の探し方や見方を理解し，生活上の問題解決のきっかけとなった。
・まちゼミ関連の図書リストを作成・配付し，講座との相乗効果で市民の学習活動と商店街活性化を支援した。
・調布関連新聞記事の約37,000件がデータベースとして利用できるようになり，調布に関する調べものに役立った。
・ＦＣ東京選手がすすめる本の紹介により読書のきっかけづくりとなり，紹介した資料の貸出が伸びた。
・赤ちゃん絵本をテーマにした講演会，ブックスタートについての講話（全３回），0・１・2歳児と保護者を対象にしたお
　はなし会により，家庭で乳幼児と絵本を開くひとときの大切さが伝わった。
・少しずつ布の絵本・遊具の存在が浸透してきた。また，マルチメディアＤＡＩＳＹの製作について可能性が広がった。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策 学習機会の提供・学習活動の支援

主要事業評価シート

11

事業主管課 図書館
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主要事業評価シート

11

事業主管課 公民館

その他

ＮＯ．施策 学習機会の提供・学習活動の支援

市基本計画
事業

事業名
ＮＯ． 地域に根差した公民館活動

の推進 事業
区分

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

DＡ
Ｂ

Ｅ

40

②　平成２７年度の取組成果・取組効果

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
〇各公民館を会場に，東部地域文化祭・西部地域文化祭・北部地域文化祭が，１０月２４日から１１月１日まで
　の８日間開催された。利用登録団体のほか近隣の保育園児等の作品の出展もあり多くの保護者も訪れた。
〇地域文化祭開催に当たっては，公民館利用団体から委員を選出して実行委員会を組織して運営した。
〇東部公民館，西部公民館，北部公民館ともに平和事業，国際理解講座を開催したほか，成人教育事業では，歴
　史・芸術鑑賞・文学・映画などの講座を実施した。
○青少年教育事業では，アクリル絵の具で書く階段アート，ブルーベリー摘みとジャム＆ドリンクづくり，子
　ども陶芸教室などの体験型の事業を実施したほか，夏休み期間中予約の入っていない部屋を「子ども自習室」
　（子どもの居場所）として開放した。

〇学習機会の提供として，成人教育事業，国際理解講座のほか多様な事業を展開し市民の学習意欲に応える。
〇公民館の各室を，様々なサークル活動の場として提供することで，活動の継続性を支援する。
〇地域文化祭は，公民館を利用する団体が実行委員会を組織して企画・運営し，学習成果の発表の場のほか，市
　民相互の学び合いを促進する場として開催する。また，公民館利用団体相互及び地域住民との交流の場として
　活用する。
〇各種講座，講演会・展示会は，地域交流及び地域活性化につながることを目的として実施する。

〇文化祭を開催することによって，日ごろの学習成果を地域に発信することができ，地域との交流が図れた。
〇１日体験教室などで地域の人にサークル活動をＰＲできたことにより，会員が増加したサークルもあり，活動
　の活性化につながった。
〇公民館事業では，東部・西部・北部各公民館で，講演会，成人教育事業としての市民講座，市民文化教室のほ
　か，高齢者対象事業・国際理解講座など多様な事業を実施し，３公民館合計で約16,600人が参加があった。
○３公民館合同企画事業をグリーンホールで開催し，９９６人の来場があった。
〇各種講座や事業に参加された方の期待に概ね応えられた内容で実施できた。

〇地域の学習拠点及び地域交流の場としての機能を果たすため，現在の事業を継続し
　ていく。
〇地域とのつながりを広げるため，近隣の幼稚園・保育園等に文化祭への出展を依頼
　する。
〇講座等の開催については，地域で活動している団体等と協働して，地域の特色を生
　かした事業を展開する。
〇平日の昼間に公民館を利用できない方が公民館を利用できるよう，土曜日や夜間帯
　の事業開催に努めるとともに，全体の利用者の増加に向けた事業展開を行う。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

②　課題
〇地域文化祭の観覧者を増やすため，体験教室の実施など新たな企画が必要。
○多くの方に公民館を利用していただくため，講座等の開催に当たっては，開催時間・曜日の設定に配慮する。
○地域に根差した公民館と感じていただけるよう，講座等のテーマについては，地域の特性・課題を活かすとと
　もに，市民ニーズやその時々に即した内容を取り上げるよう努める。
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市基本計画
事業

事業名
ＮＯ． 市民，社会教育団体等の活

動への支援

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分

○多くの市民が学び，参加する機会が提供されるよう，継続して社会教育関係団体の
　活動を支援していく。
○サポート対象グループや助成対象の団体に対し効果的な周知方法を検討する。
○学校開放については，一般開放校のインターネット予約を前日まで可能にするよう
　改善し，総合開放校については，各開放運営委員会とのより一層の連携を図ってい
　く。
○公民館で活動する新規団体を作ることを目的とした講座・事業を開催する。
〇自主的な運営の兆しのある読書会もあり，読書会運営についてのサポートを行う。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

②　事業展開
４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＢ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

その他

ＮＯ．

②　課題
○より多くの学習グループや社会教育関係団体の活動が活発化することが求められる。
○学校開放については，一般開放校の予約方法の改善及び各学校開放運営委員会とのより一層の連携が必要で
　ある。
○公民館利用団体については，高齢化による会員数の減少がみられ，既存団体へ会員増加の支援が必要である。
○読書会指導者を主に社会教育指導員が担っているが，増加する読書会すべてに参加できなくなっている。
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②　平成２７年度の取組成果・取組効果

○学習グループに対して，講師謝礼等を助成し，公開講座を実施することにより学習の成果を広く市民に還元さ
　せる。社会教育事業を実施する団体に対しては，会場使用料等の助成を行い，市民の自主的な社会教育活動を
　促進し，市の社会教育の発展を図る。市立学校の施設をスポーツ・文化などの活動場所として市民に提供する
　ことにより，生涯学習意欲を高め，心身の健全な発達に寄与する。
○より良い公民館活動の推進と連携を目的に，３公民館で活動する登録団体で組織する連絡会を開催し，交流や
　情報交換などを行うことで団体活動を支援する。また，公民館登録団体には，公民館を学習や成果発表の場と
　して提供することで，地域の活性化と生涯学習を推進するほか，登録団体との共催事業の実施や，登録団体の
　会員を講師等として登用することで，社会教育活動と地域の活性化を図る。
○市民の読書活動を支援し，図書館の集会・行事活動を促進する。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○助成金を活用した学習グループ主催の公開講座の開催（講師謝礼　延べ１９人，保育者謝礼　延べ２６人）
○平成２６年度学習グループサポート記録の発行（６月）
○社会教育関係団体からの申請に基づき，補助金の交付（３団体）
○社会教育関係登録団体からの申請に基づき，会場使用料の助成（３団体）
○学校施設開放による市民の活動支援（利用件数　延べ8,902件，延べ利用者数198,220人）
○３館合同利用団体連絡会の開催（２回）
○公民館利用者懇談会，利用団体連絡会の開催
○公民館において，講座をきっかけに利用団体として登録できるよう支援を実施（２団体）
○印刷機講習会の実施，活動や発表の場の提供として，公開講座や共催事業などを開催
〇講座をきっかけに自主活動を行っている団体の活動支援を行ったほか，既存団体へは活動の発表の場等を提供
○読書会への指導員派遣及びテキストの貸出（支援団体　１９団体），読書会の自主的な運営を支援
○市民団体との共催も含めた年間を通じた講演会の開催（１０回，延べ参加者数1,636人）（図書館）

○学習グループサポート及び社会教育関係団体への助成を通じて，多様な学びの機会づくりを支援できた。
○助成した社会教育関係団体は，まつりやイベントでの成果の発表や，学習の機会づくり等で社会教育事業とし
　て成果をあげられた。
○学校施設を開放し，活動場所として提供することで，地域住民の心身の健全な発達に寄与することができた。
○３公民館合同利用団体連絡会を開催し，各団体が抱える課題の解決に向けた取組など情報交換ができた。
○各公民館ごとの懇談会や利用団体連絡会では，団体の運営上の課題などを共有できた。
〇参加者による読書会の立ち上げに向けて支援することができた。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策 学習機会の提供・学習活動の支援

主要事業評価シート

11

事業主管課 社会教育課，公民館，図書館
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学習機会の提供・学習活動の支援

主要事業評価シート

11

事業主管課 社会教育課

その他

ＮＯ．

②　課題
○遊ing
・放課後等デイサービスの普及に伴い，参加者が大幅に減少しており，事業の在り方が課題である。
・市報やふくしの窓等での周知や連携大学への協力依頼等，様々な方法でボランティア確保に努めているが，
　安全な運営を図るためには，より多くのボランティアスタッフの確保及び参加の継続が課題である。
○杉の木青年教室
・遊ingと同様に様々な方法でボランティア確保に努めているが，ボランティアスタッフの確保が遊ingに比べ
　困難な状況である。
○のびのびサークル
・参加者が減少傾向にあるほか，ボランティアスタッフ数も不足している。
○支援を必要とする人にマルチメディアＤＡＩＳＹ図書や布の絵本等の有効な資料の情報が行き届いていな
　い。また，きっかけがあっても継続的な利用に結びついていかない。
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②　平成２７年度の取組成果・取組効果

　知的障害のある方を対象に様々な社会活動や体験活動の機会を提供することで，集団行動や他者との関わり
方などの社会性を学び，自立性の向上を図る。また，障害のある方の学習参加を支援するため，ハンディ
キャップサービスの充実を図る。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２７年度の取組実績
○遊ing
・特別支援学級に在籍する児童・生徒を対象に，学校休業日に，野外・文化・スポーツ活動を実施
　（実施回数１０回，延べ参加者数１２０人）
○杉の木青年教室
・中学校特別支援学級を卒業した方を対象に，毎月１回，野外・文化・スポーツ活動を実施
　（実施回数１２回，延べ参加者数４４０人（ディスコパーティー参加者数含む）
○のびのびサークル
・特別支援学校在籍者・卒業生を対象に，月２回，創作ダンス等の活動を実施
　（実施回数２２回，延べ参加者数２４２人）
〇図書館事業
・子ども発達センター，特別支援学級児童へのおはなし会を開催（２５回）
・適応指導教室「太陽の子」との協力事業を実施（実施回数３回，延べ参加人数２９人）
・布の絵本製作者養成講座を開催，また，ＰＲのため布の絵本の展示会を実施し，あわせてマルチメディア
　ＤＡＩＳＹのＰＲも行った。市報にＰＲ記事を掲載。

○遊ingでは，様々な体験活動に挑戦することを通じて，他人との関わり方や社会性を学ぶことができた。
○杉の木青年教室では，活動を通じて，他者との交流が促進し，集団行動による社会性を学ぶことができた。
○遊ing及び杉の木青年教室におけるボランティアスタッフの充実を図るため，市報やふくしの窓，えんがわだ
　より等での募集記事の掲載や，市内大学において学生に対して周知を依頼する等の活動を行った。
○のびのびサークルでは，創作ダンス等を通じて，社会性及び身体能力を養うことができた。
〇図書館事業として，子ども発達センターに通う幼児や特別支援学級児童を対象に，絵本や布の絵本の読み聞
　かせを実施したほか，適応指導教室「太陽の子」に通う小学校２年生から６年生までを対象に，絵本の読み
　聞かせやブックトークを実施し，おはなしの世界を楽しんでもらうとともに，団体貸出も行った。布の絵本
　の存在が少しずつ広まってきた。マルチメディアＤＡＩＳＹについても反響があった。

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

行革
プラン

大綱連携
テーマ

施策

②　事業展開

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

①　目的達成度評価 … 事業の目的（ねらい）・目標に則した成果や効果が得られたか

評価 Ａ 成果や効果が十分得られた。【達成率　９０％以上】

成果や効果が概ね得られたが，一部課題がある。【達成率　８９％～７０％】

Ｃ 成果や効果が得られたが，課題が複数ある。【達成率　６９％～５０％】

DＣ
Ｂ

Ｅ 成果や効果がほとんど得られず，事業の抜本的な対策が求められる。【達成率　２９％以下】

成果や効果があまり得られず，課題が多くある。【達成率　４９％～３０％】

○市報，ホームページ等をはじめ，福祉関係の広報媒体等での掲載や連携大学への協
　力依頼等，今後も継続してボランティアの周知，確保に努める。
○遊ingについては，事業の継続も含め，今後の在り方について検証していく。
○支援が必要な児童・生徒・保護者等にマルチメディアＤＡＩＳＹ図書等の有効な資
　料の情報を提供するために，学校等への働きかけを行う。また，一般市民へのＰＲ
　に努める。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

市基本計画
事業

事業名
ＮＯ． 障害のある児童・生徒等の

自立活動支援

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策）

事業
区分
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