いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

男女共同参画セン NPO法人た 高松市男女共同参画センターに 男女共同参画に対する理解を深めるた 男女共同参画に対する理解を深
かまつ男女 おいて、男女共同参画に関する め、男女共同参画センターにおいて、 めるため、男女共同参画セン
ター学習

1

共同参画
各種セミナー・講座を開催する。 各種セミナー・講座を実施する。
ネット（委託）
学習研修事業（全45回）
・男女が共に活躍するまちづくり講座5
回
・参画センター出前セミナー 7回
な
ど

Ⅰ 1 （1）
Ⅰ １ (2)

男女共同参画週間
事業

2

男女共同参画週間に合わせ、男
女共同参画の啓発のための講演
会・パネル展、弁護士による法律
講座・相談等を実施する。

Ⅰ 1 （1）
Ⅰ １ (2)

消費者教室

3

市

Ⅰ 1 （1）

市、高松市
消費者団体
連絡協議会
（共催）

男女共同参画週間に合わせ、男女共
同参画の推進にかかる講座や研修を行
う。
男女共同参画啓発事業(6/23～29)
・街頭キャンペーン
・講演会
・弁護士相談
・パネル展

新しい時代に対応できる自立した 夏休み親子消費者教室の実施
消費者の育成・意識高揚のため、 8月に１回開催
金銭教育をテーマにした小学生 参加者は市内の小学生の親子40組
対象の親子教室を開催する。

多重債務問題研修 市、高松市 多重債務問題の根本的な解決を 市民と市職員を対象にした「多重債務
消費者団体 目指し、多重債務の現状や解決 問題研修会」を１回開催
会
連絡協議会 方法についての研修会を開催す
（共催）
る。

4

Ⅰ 1 （1）

ターにおいて、各種セミナー・講
座を実施する。
学習研修事業（全48回）
・男女が共に活躍できる社会づ
くり講座6回
・参画センター出前セミナー 15
回
など

男女共同参画週間に合わせ、男
女共同参画の推進にかかる講座
や研修を行った。
男女共同参画啓発事業(6/23～
29)
・街頭キャンペーン
・講演会
・弁護士相談
・パネル展
夏休み親子消費者教室の実施
（８月１日）
参加者：市内の小学生の親子32
組78人

4

4

4

市民と市職員を対象に「多重債
務問題研修会」を開催（9月28
日）
参加者112人
4
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評価の理由

２９事業内容（計画）

【様式１】
課名

予定通り事業が実施され、 男女共同参画に対する理解を深めるた
年度目標も達成できたが、 め、男女共同参画センターにおいて、
最終年度の目標達成のた 各種セミナー・講座を実施する。
めには、更なる取組による 学習研修事業（全45回）
成果向上が必要なため
・男女が共に活躍するまちづくり講座5 男女共同参画推進
回
室
・参画センター出前セミナー 7回
な
ど

予定通り事業が実施され、 男女共同参画週間に合わせ、男女共
設定した目標を概ね達成し 同参画の推進にかかる講座や研修を行
う。
たため。
男女共同参画啓発事業(6/23～29)
・街頭キャンペーン
男女共同参画推進
・講演会
室
・弁護士相談
・パネル展
事業実施時に行ったアン 夏休み親子消費者教室の実施
ケート結果から、「とても楽し 8月に1回開催
かった」が約81.2％と高く、 参加者は市内の小学生の親子40組
「次回も参加したい」という
感想も多かった。ただ、参
加者数が昨年より減少し
た。
事業実施時に行ったアン 市民と市職員を対象にした「多重債務
ケート結果から、「大変よ
問題研修会」を１回開催
かった」「まあまあよかった」
の合計が約78.8％と高かっ
た。
市民の参加は8人にとど
まった。

くらし安全安心課

くらし安全安心課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名
消費者ウィーク

5

実施主体

事業概要

市（消費生 消費者の日（5月30日）を含む消
活パネル展 費者ウィークに、各種啓発事業を
は県との共 実施する。
催）

Ⅰ 1 （1）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

・暮らしをみなおす市民のつどいと同時
開催
平成28年5月28日・29日
イオンモール高松１階シーコート
・消費者月間事業記念講演会
平成28年5月26日（木）
市役所13階大会議室

・暮らしをみなおす市民のつどい
と同時開催
平成28年5月28日・29日
イオンモール高松１階シーコート
入場者 約3,700人
・消費者月間事業記念講演会
テーマ「広告を見る目を養おう!
～気になる広告 どこから見る？
～」
平成28年5月26日
市役所１３階大会議室
59人受講

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

6

Ⅰ 1 （1）

消費生活出前講座

7

Ⅰ 1 （1）

ひとり親家庭就労
自立支援セミナー

8

市

Ⅰ 1 （1）

犬猫の飼う前教室

9

市

Ⅰ 1 （1）

市

消費生活を取り巻く社会経済情
勢に対応し、消費者意識の高揚・
消費生活に関する知識の普及の
ため、消費生活出前講座を実施
する。

消費生活相談員を講師に、消費者被害 実施回数：１０回（コミュニティセン
の未然及び拡大防止を目的とした講座 ター、老人会等）
を、市内のコミュニティセンター等で実
施する。また、消費者団体連絡協議会
と連携して「寸劇」を盛り込む等により楽
しく見てもらい、出前講座が各地域に広
がるよう努める。

ひとり親を対象に、早期就職に必 平成26年度で中止
要な知識・技術等を習得できるよ （評価不可）
う、きめ細やかで特色ある講座を
開設する。

（評価不可）

動物愛護意識を高め、動物の適 引き続き、個別開催を実施し、受講しや 安易な飼養の抑制、終生飼養の
正な飼養について理解を深める すい環境を設定する。
徹底及び適正飼養を中心とした
ため、講習会を開催する。
講習会を保健所で実施した。
実施回数：83回
受講人数：149人

5ページ

２９事業内容（計画）

事業実施時に行ったアン
ケート結果から、「大変よ
かった」「よかった」の合計
が約85.6％と、昨年度より
満足度が14.7％増加した。

・暮らしをみなおす市民のつどいと同時
開催
平成29年5月27日・28日
瓦町FLAG 市民交流プラザIKODE瓦
町
・消費者月間事業記念講演会
平成29年5月30日
サンポートホール高松 第2小ホール

5

暮らしをみなおす 高松市暮ら 高松市消費者団体連絡協議会と 「消費者ウィーク事業」と同時開催
しを見直す の共催により、市民参加型の消 平成28年5月28日・29日
市民のつどい

「消費者ウィーク事業」と同時開
催
市民集い運 費者の祭典として実施し、パネル イオンモール高松１階シーコート
平成28年5月28日・29日
営委員会
展・活動発表・講座等を開催す 消費者問題に関する啓発等を目的とし イオンモール高松１階シーコート
（共催）
る。
た各種事業（ﾊﾟﾈﾙ展・エコ工作・啓発ミ 消費者問題に関する啓発等を目
ニ講座ほか）
的として各種事業（ﾊﾟﾈﾙ展・・エ
コ工作・啓発ﾐﾆ講座ほか）を行っ
た。
入場者 約3,700人

評価の理由

5

4

（評価不
可）

5

【様式１】
課名

くらし安全安心課

事業実施時に行ったアン
ケート結果から、「大変よ
かった」「よかった」の合計
が約85.6％と、昨年度より
満足度が14.7％増加した。

「消費者ウィーク事業」と同時開催
平成29年5月27日・28日
瓦町FLAG 市民交流プラザIKODE瓦
町
消費者問題に関する啓発等を目的とし
た各種事業（ﾊﾟﾈﾙ展・エコ工作・啓発ﾐﾆ
講座ほか）

昨年度より実施数は少な
かったが、消費者トラブル
に遭いやすい高齢者に向
けた啓発を行い有効であっ
た。

消費生活相談員を講師に、消費者被害
未然防止・拡大防止を目的とした講座
を、市内のコミュニティセンターなどで実
施する。また、消費者団体連絡協議会
にも「寸劇」コーナーを一緒に行う等に
くらし安全安心課
より講座に参加してもらい、出前講座が
各地域に広がるよう努める。

（評価不可）

（評価不可）

前年度より実施回数及び受 引き続き、個別開催を実施し、受講しや
講人数は若干減ったが、譲 すい環境を設定する。
渡を遠し、命の大切さや適
正飼養の普及啓発を推進
できた

くらし安全安心課

こども家庭課

生活衛生課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名
犬の飼い方教室

10

市

Ⅰ 1 （1）

市

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

犬を飼い始めた市民を対象に、 また、内容を細分化し、飼い主にとって 基本的な飼い方、しつけ方、健
犬の基本的な飼い方・しつけ方、 必要な情報を選択、提供できるよう、検 康管理、お悩み相談等について
健康管理や飼養に関するルー
討する。
開催した。
ル・マナー等について講習会を
実施回数：2回
開催する。
受講人数：21人

ひきこもり等の家族や当事者から
の相談に対応し、県ひきこもり支
援センターや関係機関と連携し
ながら支援を行う。

サポーター派遣事例：2件
サポーター派遣事例：5例
派遣回数：延10回
派遣回数：延31回
ＮＰＯ法人ＫＨＪ香川県オリーブの会（ひ
きこもり家族会）に委託し、若年層ひきこ
もり相談窓口を設置して行政機関より相
談しやすい環境を整える。

多様な環境活動を行うＮＰＯ等の 27年度に引き続き、環境に関する活動 環境に関する活動を行っている
活用により、専門的で効果的な環 を行っているNPO等を講師に招き、より NPO等の自主性を促進しながら
境学習の機会を提供する。
専門的で効果的な環境学習活動を実 活動をより活性化させるとともに、
施し、参加者の環境意識の向上に努め 専門的なプログラムの提供によ
る。
り、市民の環境問題に対しての
また、新たな団体等に呼びかけを行っ 効果的な意識啓発を図った。
たりNPO等の活動状況を発表する場を
提供するなど、協力NPO等の増加を図
る。
勤労者の福祉の充実、勤労意欲
の向上のため、高松テルサで、各
種文化教養・スポーツ講座等を
開催する。

Ⅰ 1 （1）
Ⅰ ５ （３）

就活応援・適職相
談事業

14

市

Ⅰ 1 （1）
Ⅱ ２ (2)

高松テルサ文化教
養・研修事業

13

市

事業概要

Ⅰ 1 （1）

NPO等の活用によ
る環境学習活動

12

市

Ⅰ 1 （1）

ひきこもり等の支
援事業

11

実施主体

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

就職活動や仕事探しの一助とす
るため、関係機関の協力を得て、
就職に関する悩みや課題解決の
支援を行う。

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

3

3

4

評価の理由

内容の細分化までは至ら 内容を細分化し、飼い主にとって必要
ず、基本的な飼い方等の講 な情報を提供できるよう、検討する。
習となった。また、周知不足
なのか、受講人数が前年度
より少なくなった。

平成28年度より相談窓口を
開設したことで、そこからサ
ポーター派遣につながった
ケースもあったことから、一
定の評価はできる。その中
で課題も見えてきたので、
次年度以降検討の余地は
ある。

29年度からはひきこもり相談窓口の年
齢制限を緩和し、幅広く受け付けてい
く。また、通常の相談業務や県ひきこも
り支援センターからの相談に対し、サ
ポーター派遣の可能なケースに対し引
き続き支援していく。

目標団体数は達成できな
かったが、前年度と同数の
NPO等の協力により、市民
からの要望を踏まえ、より専
門的で効果的な環境学習
の機会を提供することがで
きた。

28年度に引き続き、環境に関する活動
を行っているNPO等を講師に招き、より
専門的で効果的な環境学習活動を実
施し、参加者の環境意識の向上に努め
る。
また、新たな団体等に呼びかけを行っ
たりNPO等の活動状況を発表する場を
提供するなど、協力NPO等の増加を図
る。

例年行っているパソコン・音
楽コース受講者数が減少し
たため、全体の受講者数は
若干減少したが、利用者の
ニーズに合わせ、様々な講
座や教室を企画し、パソコ
ン講座・音楽コース以外の
その他講座・教室の受講者
数は大幅に増加したため。

勤労者の福祉の充実、勤労意欲の向
上のため、高松テルサにおいて、パソコ
ン講座、音楽教室、英会話教室などの
各種文化教養講座を開催する。

勤労者の福祉の充実、勤労意欲の向
上のため、高松テルサにおいて、パソコ
ン講座、音楽教室・英会話教室などの
各種文化教養講座を開催する。
特に、市民の声を反映させた講座の開
設や、幅広い年齢層を対象とした企画
に取り組む。

・パソコン講座、うたごえコーラス
等音楽コース、英会話教室など、
多種多様な講座を開設した。
パソコン講座受講者数：702人
音楽コース受講者数：504人
その他講座・教室受講者数：582
人

就職活動や仕事探しの一助とするた
め、関係機関の協力を得て、就職に関
する悩みや課題解決の支援を行う。ま
た、今年度は開催場所の変更を予定し
ている。

雇用情勢の買い手市場から売り
開催を見合わせたため。
手市場への変化により、市の支
援も求職者支援から企業の人材
確保支援に転換する必要がある （評価不
ことなどから、本事業について
可）
は、開催を見合わせた。

6ページ

4

２９事業内容（計画）

【様式１】
課名

生活衛生課

保健センター

環境保全推進課

産業振興課

雇用情勢の買い手市場から売り手市場
への変化により、市の支援も求職者支
援から企業の人材確保支援に転換する
必要があることなどから、本事業につい
ては、当面開催を見合わせる予定（市
長・副市長に説明済）。

産業振興課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名
成人式式典事業

15

知的障がい者青年
教室

16

事業概要

市

新成人を対象に、大人になったこ
とを自覚し、自ら生き抜こうとする
青年を祝い励ますための式典を
開催する。

開催日：平成29年1月8日（日）
開催場所：サンポートホール高松
該当者数：3,867人（4月3日 現在の市
内住民登録者）

開催日：平成29年1月8日（日）
開催場所：サンポートホール高松
該当者数：4,171人
出席者数：2,673人
出席率：64.1％

知的障がいのある青年が、集団
活動を通して、人とふれあい社会
人としての知識・技能を修得する
とともに、市民ボランティアが知的
障がい者への理解を深める機会
として教室を開設する。

年間8回（5、6、7、9、10、11、1、2月）実
施
受講生登録予定者数 45人
ボランティア登録予定者数 50人

年間8回（5/22、6/26、7/31、
9/25、10/23、11/27、1/22、
2/26）実施
受講生登録者数 37人
ボランティア登録者数 55人
場所：生涯学習センター他
内容：防災学習、料理教室等

社会変化に対応した生活課題や
環境問題など現代的課題をテー
マにした講座や、高度で専門的
な学習機会を提供する。

社会変化に対応した生活課題や環境
問題など現代的課題をテーマにした講
座や、高度で専門的な学習機会を提供
し、講座参加人数11,000人を目指す。

市

Ⅰ 1 （1）
Ⅱ ２ （２）

生涯学習カレッジ
事業

17

実施主体

Ⅰ 1 （1）
Ⅲ ２ （２）

Ⅰ 1 （1）

市

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

社会変化に対応した生活課題や
環境問題など現代的課題をテー
マにした講座や、高度で専門的
な学習機会を提供し、講座参加
人数9,892人だった。

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

5

4

18

ふれあい学習、趣味・実技講座
等を開催し、地域住民に学習機
会を提供する。

Ⅰ 1 （1）
Ⅰ ５ （２）

高齢者教室

19

Ⅰ 1 （1）
Ⅰ ５ （２）

女性教室

20

Ⅰ 1 （1）
Ⅰ ５ （２）

学習、趣味・実技講座等を開催し、地域 親子ふれあい学習、趣味・実技
住民に学習機会を提供し、講座参加人 講座等を開催し、地域住民に学
数107,100人を目指す。
習機会を提供し、講座参加人数
103,078人だった。

市、コミュニ コミュニティセンターで、高齢者が コミュニティセンターで、高齢者が社会
ティセンター 社会変化に対応する知識・能力 変化に対応する知識・能力を高め生活
を高め生活するために必要な学 するために必要な学習機会を提供し、
習機会を提供する。
講座参加人数25,200人を目指す。

コミュニティセンターで、高齢者
が社会変化に対応する知識・能
力を高め生活するために必要な
学習機会を提供し、講座参加人
数21,509人だった。

市、コミュニ コミュニティセンターで、男女共同 コミュニティセンターで、男女共同参画
ティセンター 参画社会を目指し、女性としての 社会を目指し、女性としての資質・能力
資質・能力の向上を図るための学 の向上を図るための学習機会を提供
習機会を提供する。
し、講座参加人数12，900人を目指す。

コミュニティセンターで、男女共
同参画社会を目指し、女性として
の資質・能力の向上を図るため
の学習機会を提供し、講座参加
人数12，155人をだった。

7ページ

評価の理由

２９事業内容（計画）

課名

会場がサンポートホール高
松に変更になってから過去
最高の出席率となったた
め。

開催日：平成30年1月7日（日）
開催場所：サンポートホール高松
該当者数：3,979人（4月20日 現在の市
内住民登録者）

生涯学習課

受講生とボランティアの各
回の評価を見ると、ともに９
割近くの人が良かったと回
答しているため。一方、受
講生登録者数が予定数より
低かったため、もう少し、周
知方法を検討する必要があ
る

年間8回（5、6、7、9、10、11、1、2月）実
施
受講生登録予定者数 45人
ボランティア登録予定者数 50人

講座参加人数が目標に達
しなかった。

社会変化に対応した生活課題や環境
問題など現代的課題をテーマにした講
座や、高度で専門的な学習機会を提供
し、講座参加人数11,000人を目指す。
生涯学習センター

講座参加人数が目標に達
しなかった。

コミュニティセンター等で、現代的課題
をテーマとする講座や、親子ふれあい
学習、趣味・実技講座等を開催し、地域
住民に学習機会を提供し、講座参加人
生涯学習センター
数107,100人を目指す。

講座参加人数が目標に達
しなかった。

コミュニティセンターで、高齢者が社会
変化に対応する知識・能力を高め生活
するために必要な学習機会を提供し、
講座参加人数25,200人を目指す。

4

コミュニティセン 市、コミュニ コミュニティセンター等で、現代的 コミュニティセンター等で、現代的課題 コミュニティセンター等で、現代
ティセンター 課題をテーマとする講座や、親子 をテーマとする講座や、親子ふれあい 的課題をテーマとする講座や、
ター講座

4

4

講座参加人数が目標に達
しなかった。
4

【様式１】

生涯学習課

コミュニティセンターで、男女共同参画
社会を目指し、女性としての資質・能力
の向上を図るための学習機会を提供
し、講座参加人数12，900人を目指す。

生涯学習センター

生涯学習センター

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

事業概要

本のソムリエ派遣
事業

市

図書館司書（本のソムリエ）を派
遣し、図書館の仕組みや便利な
使い方、本の上手な探し方などを
周知する。

21

Ⅰ 1 （1）
Ⅰ ５ （３）

22

交通安全教室（再
掲）
Ⅰ 1 （1） （Ｎｏ．１０９）

23

市民グループ学習
支援事業（再掲）
Ⅰ 1 （1） （Ｎｏ．１６３）

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

図書館を知り、本に親しんでもらう企画 団体等からの要請に応じ、図書
として、本の専門知識を有する図書館 館司書（本のソムリエ）の派遣を６
司書(本のソムリエ)を10名以上の出席 回実施した。
が可能な団体へ派遣し、市民の読書活
動の推進を図る。また、チラシの配布、
ホームページによる広報活動を行い、
事業の周知を図る。

○人権啓発用パンフレット、啓発
物品等の作成・配布
ポスター700枚、ポケットティッ
ター、高松 布及び人権フェスティバル、市民 ○人権フェスティバルの開催 年1回
市人権啓発 のつどい、ハンセン病を正しく理 ○人権を守る市民のつどいの開催 年 シュ8,500袋、リーフレット10,000
枚、ステッカー1,000枚
1回
推進協議会 解する講演会等を開催する。
○ハンセン病を正しく理解するパネル・ ○人権フェスティバルの開催
（26年度以
6月5日
作品展
降、人権尊
○ハンセン病を正しく理解する講演会 ○人権を守る市民のつどいの開
重都市たか
催 1月21日
の開催 年1回
まつ市民会
○ハンセン病を正しく理解するパ
○人権の花運動
議）
ネル・作品展
７月6日～11日
○ハンセン病を正しく理解する講
演会の開催
2月9日
○人権の花運動
小学校5校配置

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

5

Ⅰ 1 （2）

Ⅰ 1 (2)
Ⅲ ２ （1）

議会

学習推進員と協力して、地域の ○地域の「生涯学習事業」の中で実施
生涯学習における人権に関する されている人権に関する講座の企画・
講座の企画・運営及び広報活動 運営及び広報活動
を実施する。
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○地域の「生涯学習事業」の中
で実施されている人権に関する
講座の企画・運営及び広報活動

団体からの要請に応じ、図 図書館を知り、本に親しんでもらう企画
書館司書(本のソムリエ)を として、本の専門知識を有する図書館
派遣した。
司書(本のソムリエ)を10名以上の出席
が可能な団体へ派遣し、市民の読書活
動の推進を図る。また、チラシの配布、
ホームページによる広報活動を行い、
事業の周知を図る。

課名

中央図書館

くらし安全安心課

選択し
てくださ
い

生涯学習課

5

地域における人権 市、地域コ 各地域コミュニティ協議会で選任 ○人権啓発推進員研修会の開催 年2 ○人権啓発推進員研修会の開
ミュニティ協 された人権啓発推進員が、生涯 回
催 10月25日
啓発推進事業

25

２９事業内容（計画）

選択し
てくださ
い

人権・同和問題啓 市、コミュニ 市民の人権意識の普及・高揚を ○人権啓発用パンフレット、啓発物品
図るため、啓発物品等の作成・配 等の作成・配布
ティセン
発活動事業

24

評価の理由

【様式１】

4

計画どおり事業を実施でき ○人権啓発用パンフレット、啓発物品
人権意識の普及・啓発に活 等の作成・配布
○人権フェスティバルの開催 年1回
かすことができた。
○人権を守る市民のつどいの開催 年
1回
○ハンセン病を正しく理解するパネル・
作品展
○ハンセン病を正しく理解する講演会
の開催 年1回
○人権の花運動

ほぼ計画どおり事業を実施 ○人権啓発推進員研修会の開催 年2
できたが、更なる取組による 回
成果向上の余地はある。
○地域の「生涯学習事業」の中で実施
されている人権に関する講座の企画・
運営及び広報活動

人権啓発課

人権啓発課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

26

事業名

実施主体

人権・同和問題指
導者養成事業

市

Ⅰ 1 (2)

平和啓発推進事業

27

○平和を語るつどい・憲法記念平和映
画祭、高松空襲写真展、高松市戦争遺
品展、平和記念館開館記念事業、教職
員のための平和教育講演会、収蔵品巡
回展、非核宣言自治体協議会研修会
の開催
○平和記念だよりの発行

企業等の社会的責任として、人 企業等の社会的責任として、人権・同
権・同和問題について正しい理 和問題について正しい理解と認識を深
解と認識を深めるため、研修講座 めるため、研修講座を開催する。
を開催する。

市

母国語で情報入手が困難な外国
人住民を支援するため、「多言語
メルマガ もっと高松」を配信す
る。

Ⅰ 1 (2)
Ⅳ １ (１)

かがわ国際フェス
タ

30

平和意識の啓発・普及のため、平
和を語るつどい・映画祭、空襲写
真展、戦争遺品展、講演会等を
開催する。

Ⅰ 1 (2)

多文化共生事業

29

市

２８事業内容（計画）

Ⅰ 1 （２）

市

２８事業内容（実績）

人権を尊重する明るい職場づくり ○人権・同和問題指導者研修講座の開 ○人権・同和問題指導者研修講
や人権に配慮したやさしい企業 催 年1回（2日）
座の開催 11月9.22日
づくりを推進するため、市内の事
業所の代表者や人権啓発等を担
当する職員を対象に、指導者研
修講座を開催する。

Ⅰ 1 （2）

許可・登録業者人
権研修講座

28

市

事業概要

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

国際交流・協力活動への参加・
理解の促進、市民と在住外国人
の相互理解・交流を深めるため、
「かがわ国際フェスタ」を開催す
る。

○平和を語るつどい・憲法記念
平和映画祭(5月21日）高松空襲
写真展（7月1日～7日）、高松市
戦争遺品展（8月5日～10日）、平
和記念館開館記念事業（12月22
日など）、教職員のための平和教
育講演会（1月5日）、収蔵品巡回
展、非核宣言自治体協議会研修
会（1月27日）の開催
○平和記念だよりの発行
・11月29日に人権研修講座を開
催。講師を招き、「セクハラ・パワ
ハラの基本的理解と防止に向け
て」について講話等を行った。そ
の他、人権啓発等に関するパン
フレットも配布した。
受講者数：278人

母国語で情報入手が困難な外国人
住民を支援するため、高松市や（公
財）高松市国際交流協会等が実施
するイベントや地域に関する情報等
を、毎月第２金曜日に、英語・中国
語によるメールマガジン「多言語メル
マガ もっと高松」で配信する。

毎月第２金曜日に英語・中国
語によるメールマガジン「多言
語メルマガ もっと高松」を配
信し、外国人住民への情報提
供を行うことができた。

（公財）香川国際交流協会等と共催で、
国際交流・国際協力に携わる県内の団
体相互の連携強化や、市民の国際交
流・協力活動への参加・理解の促進とと
もに、市民と在住外国人との相互の理
解・交流を深めるために実施する。

（公財）香川県国際交流協会
等との共催で、平成28年10月
10日（月・祝）に香川国際交流
会館(アイパル香川）を会場と
して「かがわ国際フェスタ
2016」を開催。約4,200人が
様々なイベントに参加し、国際
交流への理解を深めることが
できた。

9ページ

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

5

5

評価の理由

２９事業内容（計画）

計画どおり事業を実施でき ○人権・同和問題講座の開催 年3回
人権意識の普及・啓発に活 ＊ 人権・同和問題指導者研修講座
かすことができた。
（人権啓発課：２日）及び高松市許可・
登録業者人権研修講座（産業振興課：
１日）事業を一本化し企業の利便性図
る。

計画どおり事業を実施でき ○平和を語るつどい・憲法記念平和映
平和意識の普及・啓発に活 画祭、高松空襲写真展、高松市戦争遺
かすことができた。
品展、教職員のための平和教育講演
会、収蔵品巡回展、非核宣言自治体協
議会研修会の開催
○平和記念だよりの発行

【様式１】
課名

人権啓発課

人権啓発課

受講者数が目標値を上回 市民政策局（人権啓発課）に移管。
り、人権問題に対する企業
の意識が高まってきている
と考えられるため。
5

5

5

産業振興課

毎月第２金曜日に「多言
語メルマガ もっと高松」
を配信できており、登録
者も増やすことができた
ため。

母国語で情報入手が困難な外国人
住民を支援するため、高松市や（公
財）高松市国際交流協会等が実施
するイベントや地域に関する情報等
を、毎月第２金曜日に、英語・中国
語によるメールマガジン「多言語メル
マガ もっと高松」で配信する。

目標を上回る参加者数で （公財）香川国際交流協会等と共催
あったため。
で、国際交流・国際協力に携わる県
内の団体相互の連携強化や、市民
の国際交流・協力活動への参加・理
解の促進とともに、市民と在住外国
人との相互の理解・交流を深めるた
めに実施する。

都市交流室

都市交流室

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

人権教育市民講座

市

31

Ⅰ 1 (2)

32

男女共同参画セン
ター学習（再掲）
Ⅰ 1 (2) （Ｎｏ．１）

33

男女共同参画週間
事業（再掲）
Ⅰ 1 (2) （Ｎｏ．２）

34

みんなで人権を考
える会（再掲）
Ⅰ 1 (2) （Ｎｏ．８６）

事業概要

２８事業内容（計画）

コミュニティセンターで、地域住民 52コミュニティセンターで開催する。
を対象に、啓発資料や視聴覚教
材を活用した人権教育市民講座
を開催する。

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

延べ35コミュニティセンターで開
催延べ1,636名参加
4

委員会（補
助）

35

Ⅰ 1 (3)

市民文化祭

36

Ⅰ 1 (3)

高松市市民
文化祭アー
ツフェスタた
かまつ事業
運営委員会
（補助）

市民企画提案型事業「アーツフェ
スタたかまつ」と、各地区の特性
を生かした地区文化祭の開催を
支援する。

平成28年5月28日（土）から7月10日
（日）の期間でアーツフェスタ2016を開
催。
企画は、オープニング事業、主催事業
15事業、後援事業3事業を予定してい
る。
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２９事業内容（計画）

地域住民への人権教育推 52コミュニティセンターで開催する。
進が図られたが、講座未開
催のコミュニティセンターが
ある。

課名

人権教育課

選択し
てくださ
い

男女共同参画推進
室

選択し
てくださ
い

男女共同参画推進
室

選択し
てくださ
い

人権教育課

瀬戸内国際芸術祭 瀬戸内国際 文化芸術の振興と瀬戸内の活性 瀬戸内国際芸術祭2016開催
芸術祭実行 化・地域振興、世界への情報発 芸術祭実行委員会負担金
推進事業

瀬戸内国際芸術祭2016の開催
（Ｈ28.3.20～Ｈ28.11.6）。各種イ
信のため、3年毎に国際的な芸術 芸術祭関連事業（高松市版総合ガイド ベントの実施、屋島山上作品の
祭として「瀬戸内国際芸術祭」を ブック作成及びイベント実施など）
設置・管理、高松市版総合ガイド
開催する。
ブック「めぐるーと高松」の作成・
配布等。
開催日数：108日間
来場者数：1,040,050人
（うち、市内231,167人）

評価の理由

【様式１】

5

開催団体：オープニング事業1団
体、主催事業15団体、後援事業
3団体
鑑賞者数：9,770人
5

高松市エリアの来場者数に ＡＲＴ ＳＥＴＯＵＣＨＩ 2017の開催と、
ついては、前回（瀬戸内国 瀬戸内国際芸術祭2019開催に向けた
際芸術祭2013）から増加し 準備を行う。
ている。また、海外からの来
場者の増加や、芸術祭以
外の観光地を訪問する来
場者が増加している。

参加団体が5団体が増え、
プログラムが充実したことも
あり、前年度よりも鑑賞者数
が1,662人増加した。
文化芸術団体の発表の場
と参加団体の相互交流の
機会も提供できた。

平成29年5月27日（土）から7月2日（日）
の期間でアーツフェスタ2017を開催。
企画は、オープニングセレモニー、オー
プニング事業（書道パフォーマンス・い
けばな展等のオープニングパフォーマ
ンス、オープニング公演）、主催事業15
事業、後援事業3事業を予定している。

文化芸術振興課

文化芸術振興課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系
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＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

デリバリーアーツ
事業

市

普段の生活の中で身近で気軽に
文化芸術に親しむ機会づくりとし
て、市民の希望により出前公演を
実施する。

平成28年8月から平成29年3月までの開
催期間で募集を行う。
落語、アンサンブル演奏、和太鼓、影
絵劇、金管五重奏、トルンコンサートの
６メニューで実施予定である。

開催回数：全16回（内さぬき市１
回）
鑑賞者数：1,657人（内さぬき市
100人）
瀬戸・高松広域連携中枢都市圏
の取組事業として、圏域市町に
呼びかけ、さぬき市でも実施し
た。

Ⅰ 1 (3)

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

化芸術財団 サート等各種事業を開催する。
（補助）

Ⅰ 1 (3)

まちなかパフォー MUSIC
BLUE
マンス事業

39

芸術文化への関心を高め、中心
市街地のにぎわいを創出するた
TAKAMAT め、サンポート高松・丸亀町商店
ＳU実行委 街などで、アートに関連した各種
員会（委託） イベント等を実施する。

Ⅰ 1 (3)

美術館催し物事業

40

Ⅰ 1 (3)

市

Ⅰ 1 (3)
Ⅰ ４ (１)

史民俗協
れ、郷土の歴史・文化の学習が
会、(H26～) できるよう、年間10回「ふるさと探
高松市文化 訪」を開催する。
財保護協会
と共催）

前年度よりも鑑賞者が117
人増えたとともに、開催した
団体から好評であり、再度
実施したいという要望が多
く、満足度が高いといえる。

平成29年8月から平成29年12月までの
開催期間で募集を行う。
公演は、落語、アンサンブル演奏、和太
鼓、金管五重奏と初めての開催となる、
あやつり人形劇、尺八コンサート、サー
カスキャラバンの7メニュー、15公演を予
定している。瀬戸・高松広域連携中枢
都市圏の取組事業として、圏域内のさ
ぬき市、東かがわ市でも開催する。

5

・TAKAMATSU MUSIC BLUE FES
2016
・街クラシックｉｎ高松
・高松フラストリート
・サンポートオータムジャム
・大道芸フェスタ
上記5事業を開催する。

・TAKAMATSU MUSIC BLUE
FES 2016
・街クラシックｉｎ高松
・高松フラストリート
・サンポートオータムジャム
・大道芸フェスタ
上記５事業を実施した。

ふるさと探訪を年間10回開催する
市内・・・郷東町（香東神社ほか）、六条
町（高原水車ほか）など７箇所
市外・・・引田町（讃州井筒屋敷ほか）、
坂出市（香風園ほか）など3箇所

11ページ

ふるさと探訪を年間10回開催し
た
市内・・・郷東町（香東神社ほ
か）、六条町（高原水車ほか）な
ど７箇所
市外・・・引田町（讃州井筒屋敷
ほか）、坂出市（香風園ほか）など
3箇所

課名

文化芸術振興課

計画通りに実施しており、 主催（補助）事業10事業、主催（独自）
鑑賞者数も増加したため。 事業2事業、共催（補助）事業3事業を
計画。

1事業を実施。

特別展会期中に館内エントランス リニューアルオープン記念「ダンス公
リニューアルオープン記念「ダン
ホール等で県内若手演奏家によ 演」はじめ、従来のミニコンサート等を特 ス公演」や特別展に併せた従来
るミニコンサート等を開催する。 別展に併せてエントランスで開催予定。 のミニコンサート(5回)をエントラン
スホールで開催する他、ダンス公
演(1回)を展示室で開催。

ふるさと探訪事業 市(高松市歴 市内・近郊各所の文化財に触

41

画。

２９事業内容（計画）

5

文化芸術ホール自 公益財団法 文化芸術ホールにおいて、文化 主催（補助）事業9事業、主催（独自）事 主催（補助）事業9事業、主催（独
人高松市文 芸術の振興・普及のため、コン
業3事業、共催（補助）事業1事業を計 自）事業3事業、共催（補助）事業
主事業

38

評価の理由

【様式１】

5

文化芸術振興課

前年度より、公演数・観覧 ・TAKAMATSU MUSIC BLUE FES
者数が共に増加したため。 2017
・街クラシックｉｎ高松
・高松フラストリート
・サンポートオータムジャム
・大道芸フェスタ
上記５事業を開催する。

文化芸術振興課

設定した目標が達成され、 特別展に併せた従来のミニコンサートを
十分成果が上がっているた エントランスホールで開催予定。
め。
5

4

美術館美術課

郷東町や国分寺町など、市
内での開催時には平均して
１００名を超える大勢の方の
参加をいただき。また、市外
開催時においても、坂出市
での開催時には１２０名もの
御参加をいただいたが、広
報の工夫で更なる参加者の
増加を図れる余地があるた
め。

ふるさと探訪を年間10回開催する
市内・・・浜ノ町（水任流泳法見学ほ
か）、塩江町（最明寺ほか）など７箇所
市外・・・綾歌町（快天山古墳ほか）、三
木町（西徳寺ほか）など3箇所
文化財課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名
親子文化財教室

42

Ⅰ 1 (3)
Ⅰ ４ (3)

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

市（高松市 市内の小学生と保護者を対象
①たまもんをつくろう！！
文化財保護 に、年２回、郷土の歴史・文化財 ②高松城下図屏風をみてみよう！
協会共催） を学習し、文化財を身近に学ぶ
機会を提供する。

(H28年度中5回開催予定)
「ピアノトリオの夕べ」5/21
度、クラシック音楽等コンサートを 「和田絵里子ヴァイオリンリサイタル
開催する。
（仮）」7/16
「ソプラノリサイタル（仮）」10/15
「サックスカルテット（仮）」12/17
「ソプラノリサイタル（仮）」3/18

の会

Ⅰ 1 (3)

スポーツ教室

44

２８事業内容（実績）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

①たまもんをつくろう！！
②高松城下図屏風をみてみよ
う！
参加人数72名

Ⅰ 1 (4)

公益財団法
人高松市ス
ポーツ振興
事業団

(H28年度中5回開催)
「ピアノトリオの夕べ」5/21
「和田絵里子ヴァイオリンリサイタ
ル」7/16
「ソプラノリサイタル」10/15
「サックスカルテット」12/17
「ソプラノリサイタル」3/18

市民の健康増進と体力向上を図 市民の健康増進と体力向上を図るた
103教室
るため、各スポーツ施設の特徴を め、111教室を実施し、延べ43,000人の 45,316人
活かした各種スポーツ教室を開 参加を予定。
催する。

スティバル実 会、トリムの祭典、高松ファミリー
行委員会
＆クォーターマラソンを実施す
る。

Ⅰ 1 (4)

こんぴら健脚大会

46

Ⅰ 1 (4)

２９事業内容（計画）

市

歩くことの意義を再確認し、足腰 27年度をもって廃止となった。
の鍛錬と健康増進を図るため、琴
平高灯籠を目指して健脚大会を
開催する。

12ページ

（評価不可）

課名

文化財課

毎年多くの入場者があり、
石の民俗資料館の行事（牟
礼地区のコンサート）として
定着し、人気がある。
5

4

小学校区対抗競技 3,192人
水泳競技大会 372人
なお、高松ファミリー＆クォーターマラソ トリムの祭典 6,000人
ンｉｎＡＪＩについては、市民スポーツフェ 参加総数 9,564人
スティバルから切り離した形で、引き続
き、実施する。

【様式１】

夏休み・冬休みの行事とし ①高松張子人形をつくろう！
て定着しており、昨年度より ②発掘調査にチャレンジ（六条町）
も多くの参加者があった。

市民スポーツフェ 高松市市民 市民参加の機会として、小学校 小学校区対抗競技12種目、水泳競技
スポーツフェ 区対抗競技10種目、水泳競技大 大会、トリムの祭典を実施する。
スティバル

45

評価の理由

5

石の民俗資料館友 市、石の民 地域文化の向上を目指し、石の
俗資料館友 民俗資料館友の会が、年５回程
の会コンサート

43

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

3

（評価不
可）

(H29年度中5回開催予定)
「フランス歌曲ソプラノ（仮）」5/20
「ソプラノリサイタル（仮）」7/15
「ピアノとフルートＤｕｏ（仮）」10/21
「トロンボーン（仮）」12/16
「ピアノとヴァイオリンＤｕｏ（仮）」3/17

計画よりも教室数は減少し 市民の健康増進と体力向上を図るた
たが、参加者数は増加し
め、123教室を実施し、延べ46,000人の
た。
参加を予定。

小学校区対抗競技につい 小学校区対抗競技12種目、水泳競技
ては、一人でも多くの市民 大会、トリムの祭典を実施する。
に参加いただけるよう見直
し検討委員会において参
加要件の緩和等の見直し・
改善に取り組んでいるが、
結果的には前年とほぼ同様
の参加者数となったため。

（評価不可）

（評価不可）

石の民俗資料館

スポーツ振興課

スポーツ振興課

スポーツ振興課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

47

48

49

50

事業名

実施主体

高松スポーツカー
ニバル

市

Ⅰ 1 (4)

Ⅰ 1 (4)

Ⅰ 1 (4)
Ⅲ １ (１)

体育の日 スポー
ツ施設無料開放事
業

市

市民登山学校

市

事業概要

広く市民にスポーツ活動への参 仏生山公園等で歩く、踏む、走る、泳
加を促し、健康増進と体力向上、 ぐ、投げる、体験するをコンセプトに実
スポーツ施設への利用促進を図 施する。
る。

健康維持、自然保護の啓発、登 月1回の講座と実技を実施する。
山知識・技術を習熟するため。講
座を実技を開催する。

地域密着型トップ
スポーツチーム交
Ⅰ 1 (4) 流・連携事業（再
掲）（Ｎｏ．１８
０）
地域子育て支援拠 市（委託、直 乳幼児及び保護者が相互交流 私立保育所及び認定こども園に委託
営）
する場を開設し、子育てについて （旧センター型） 19か所
点事業
Ⅰ 2 （1）
Ⅰ ２ （3）

２８事業内容（実績）

3

（評価不
可）

延べ参加者数480人

私立保育所及び認定こども園に
委託（旧センター型） 19か所
週6～7日開設 8,317千円×1か所
週6～7日開設 8,317千円×1か
週5日開設 7,803千円×17か所
所
小規模型 2,694千円×1か所
週5日開設 7,803千円×17か所
（利用者支援事業5日型 7,066千円× 小規模型 2,694千円×1か所
1か所）
（利用者支援事業5日型 7,066
千円×1か所）

13ページ

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

参加者5,288人

体育の日にスポーツ施設を無料 有人施設を無料開放し、各競技団体に 28年度から事業廃止
開放し、市民が気軽にスポーツに 体験教室を実施してもらい、スポーツに （評価不可）
親しむ機会を提供する。
親しむ機会を提供する。

の相談、情報提供、助言など支
援を行う。

51

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

2

評価の理由

２９事業内容（計画）

参加者数については、当日 仏生山公園等で歩く、踏む、走る、泳
の天候やゲスト（オリンピア ぐ、投げる、体験するをコンセプトに実
ン）の人気等により左右され 施する。
るものの、前年に対して約
100人の減少となったため。

（評価不可）

（評価不可）

近年の中でも参加者数が 月１回の講座と実技を実施する。
大幅に少なくなったことか
ら、募集時の周知方法等に
ついて改善する必要がある
ため。

選択し
てくださ
い

5

【様式１】
課名

スポーツ振興課

スポーツ振興課

スポーツ振興課

スポーツ振興課

事業を実施した箇所数が設 私立保育所及び認定こども園に委託
定した数値に達したため
（旧センター型） 19か所
週6～7日開設 8,317千円×1か所
週5日開設 7,803千円×17か所
小規模型 2,694千円×1か所
（利用者支援事業5日型 7,066千円×
1か所）

こども園総務課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

地域子育て支援拠 市（委託、直 乳幼児および保護者が相互交流 NPO法人等に委託（旧ひろば型）
営）
する場を開設し、子育てについて 9か所
点事業
の相談、情報提供、助言など支
援を行う。

52

Ⅰ 2 （1）
Ⅰ ２ （3）

NPO法人等に委託（旧ひろば
型）
委託料
9か所
週６日開設8,317千円×2か所 週5日 委託料
開設7,803千円×7か所
週６日開設8,317千円×2か所
加算事業 1,398千円×1か所（出張 週5日開設7,803千円×7か所
ひろば）
加算事業 1,398千円×1か所
・直営 １か所（小規模型、経過措置） （出張ひろば）
香川保健センター内 2,591千円
・直営 １か所（小規模型、経過
・直営 1か所（旧センター型）
措置）
はらこども園内 6,091千円
香川保健センター内 2,591千
・小児科医院に委託（旧センター型）
円
7,803千円×1か所
・直営 1か所（旧センター型）
子ども・子育て支援交付金事業
はらこども園内 6,091千円
・小児科医院に委託（旧センター
型）
7,803千円×1か所
子ども・子育て支援交付金事業

4

地域子育て推進事 市（委託、直 子育て家庭の不安を軽減するた 私立保育所及び認定こども園 18か所 私立保育所及び認定こども園
営）
め、保育所等を地域に開放し、育 （委託料500千円／か所）
18か所（委託料500千円／か所）
業

53

児相談や子育てサークル支援等
を行う。
市立保育所 24か所（直営）

Ⅰ ２ （１）
Ⅰ ２ （３）

市

Ⅰ 2 （1）

子育て力向上応援
講座

55

Ⅰ 2 （1）

２９事業内容（計画）

子育て支援拠点事業に加 NPO法人等に委託（旧ひろば型）
え、利用者支援事業につい 9か所
ても利用者は年々増加して 委託料
おり、子育て中の親の不安
週６日開設8,317千円×2か所 週5日
解消に大いに貢献している 開設7,803千円×7か所
事業である。
加算事業 1,398千円×2か所（出張
ひろば）
・直営 １か所（小規模型、経過措置）
香川保健センター内2,599千円
・直営 1か所（旧センター型）
はらこども園内 6,238千円
・小児科医院に委託（旧センター型）
7,803千円×1か所
子ども・子育て支援交付金事業

市

はじめての出産を迎える夫婦を 日曜日コース（桜町12回、地区4回）平
対象に、妊娠中の生活や出産・ 日コース4回、合計20回の実施予定で
育児について講義と実習を行う。 ある。今後もこの教室により、父親の育
児参加の促進を勧めていく。
平成29年度以降は、各総合センター
（仮称）での実施を予定している。

日曜コース（桜町12回、地区4
回）平日コース4回、合計20回実
施。

就学時健康診断等の機会を活用
し、就学前児童の保護者を対象
に、家庭教育の専門家等による
講座を開催する。

市立小学校（就学時健康診断）：
47講座
市立小学校（入学説明会他）：49
講座
市立幼稚園・こども園：31講座
私立幼稚園：5講座

市立小学校（就学時健康診断）：48講
座
市立小学校（入学説明会他）：48講座
市立幼稚園・こども園：30講座
私立幼稚園、市民グループ：5講座
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課名

子育て支援課

事業を実施した箇所数が設 私立保育所及び認定こども園 16か所
定した数値に達したため
（委託料500千円／か所）
市立保育所及び認定こども園 26か所
（直営）

5

合計42か所で実施

はじめてのパパマ
マ教室

54

市立保育所及び認定こども園
25か所（直営）

評価の理由

【様式１】

5

計画通りの実施ができた・こ
の教室により、出産前後の
父親の役割を伝え、沐浴・
着替え体験をしてもらいな
がら育児参加の促進が図
れた。

日曜コース（桜町１２回）
平日コース（桜町４回）
地区コース（平日１回、土曜１回、日曜６
回）
計２４回実施。
各総合センターで２回実施することによ
り、全体の回数を増やし、さらなる父親
の育児参加の促進を勧める。

4

市立の小学校、こども園、
幼稚園に関しては計画以
上の開催数となった。また、
私立の幼稚園での開催も
計画通りの開催となった。

市立小学校（就学時健康診断）：47講
座
市立小学校（入学説明会他）：48講座
市立幼稚園・こども園：29講座
市立保育所：10講座
私立幼稚園、市民グループ：5講座

こども園総務課
こども園運営課

保健センター

生涯学習課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名
家庭教育講演会

56

市

市

市

Ⅰ 2 （1）

保育所・幼稚園へ
の出前食育事業

60

次代を担う子どもたちの健全育
成、家庭教育力の向上のため、
保護者を対象に専門講師による
講演会を開催する。

Ⅰ 2 （1）

ブックスタート事
業

59

市

Ⅰ 2 （1）
Ⅳ １ （1）

家庭教育学級

58

事業概要

Ⅰ 2 （2）

市

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

平成28年10月22日（土）
場所：生涯学習センター
講師：山田 亮氏（家事ジャーナリスト）
演題：「楽家事でいこう～きっと毎日が
楽しくなる～（仮）」

平成28年10月22日（土）
場所：生涯学習センター
講師：山田 亮氏（家事ジャーナ
リスト）
演題：「楽家事でいこう～きっと毎
日が楽しくなる～」
参加者数：93人

7月の家庭教育月間に高松ケー
ブルテレビ「ホットライン高松」に
おいて、家庭教育・子育てに関す
る情報を放映する。

放送期間：平成28年7月1日～15日
講師：清國 祐二氏（香川大学生涯学
習教育研究センター）
テーマ：「家庭教育入門講座～大切な
ルール作り～（仮）」

放送期間：平成28年7月1日～15
日
講師：清國 祐二氏（香川大学生
涯学習教育研究センター）
テーマ：「家庭教育入門講座～
大切なルール作り～」

家庭における子育てなどの諸問
題や家族の役割等についての学
習機会を確保することにより家庭
の教育力の向上を図る。

家庭における子育てなどの諸問題や家
族の役割等についての学習機会を確
保することにより家庭の教育力の向上を
図り、講座参加人数29,700人を目指
す。

家庭における子育てなどの諸問
題や家族の役割等についての学
習機会を確保することにより家庭
の教育力の向上を図り、講座参
加人数24,219人だった。

４か月児相談の機会を活用し、絵
本パックの贈呈、その利用方法と
効用を説明し、楽しい子育て、読
書への動機付けを図る。

保健センターと連携を図るとともに、ボラ
ンティアの協力を得て、保健センターほ
か各地域コミュニティセンター等で実施
している4ヶ月相談時に絵本パックを贈
呈し、その利用方法と効用の説明を行う
ことにより、保護者等の楽しい子育て参
加を促し、読書への動機付けを図る。

４か月児相談時に、絵本パックを
贈呈し、ボランティアの協力によ
り、読み聞かせ等を行った。
また、４か月児相談に参加してい
ない世帯には、保健師が家庭訪
問時に絵本パックを贈呈し、計
3,287名に絵本パックを贈呈し
た。

Ⅰ 2 （1）

家庭教育情報テレ
ビ事業

57

実施主体

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

保育所・幼稚園等において、子ど 15か所で実施
もたちや保護者に講話やエプロ
ンシアター・紙芝居等を実施し、
幼児期からの正しい食習慣づくり
を支援する。

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

予定通り実施でき、参加者
は共催の市Ｐ連の協力もあ
り、少しではあるが増やすこ
とができた。

２９事業内容（計画）

生涯学習課

予定通り実施できた。

放送期間：平成29年7月16日～31日
講師：横山 喜一郎氏
テーマ：「基本的な生活習慣について」

4

生涯学習課

講座参加人数が目標に達
しなかった。
4

5

課名

平成29年10月21日（土）
場所：生涯学習センター
講師：伊丹 恵理奈氏
演題：未定

4

市立保育所 6か所
市立幼稚園 4か所
市こども園 2か所

家庭における子育てなどの諸問題や家
族の役割等についての学習機会を確
保することにより家庭の教育力の向上を
図り、講座参加人数29,700人を目指
生涯学習センター
す。

配布実績は95％と高い実 保健センターと連携を図るとともに、ボラ
施率が保てており、着実な ンティアの協力を得て、保健センターほ
成果として表れている。
か各地域コミュニティセンター等で実施
している4ヶ月相談時に絵本パックを贈
呈し、その利用方法と効用の説明を行う
ことにより、保護者等の楽しい子育て参
加を促し、読書への動機付けを図る。

中央図書館

事業を実施した箇所数が設 15か所で実施
定した数値に達しなかった
ため
4
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評価の理由

【様式１】

こども園運営課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

61

事業名

実施主体

フードスタート運
動

市

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

授乳期・離乳期における健康教 授乳期・離乳期及び幼児期における健 授乳期・離乳期及び幼児期にお
育事業の中で、「食」についての 康教育事業の中で、「食」についての講 ける健康教育事業の中で「食」に
講話や関係資料の配布を行う。 話や関係資料を配付する。また、新た ついての講話や関係資料の配付
な食育媒体を使用して更なる食育の啓 を行った。252回 3,557人（4か月
発を行う。
児相談のみ）

市

子どもの基本的生活習慣の定着
を図るため、就学時健康診断等
の機会を活用し、啓発チラシの配
布・説明等を行う。

・生活リズムチェック事業（小・中学校）を
実施
・食育フェスタ、学校給食展での啓発
コーナーの設置
・子育て力向上応援講座での啓発活動

Ⅰ 2 （2）

市

Ⅰ 2 （3）
Ⅳ １ （3）

・生活リズムチェック事業（小・中
学校）を実施
・食育フェスタ、学校給食展での
啓発コーナーの設置
・子育て力向上応援講座での啓
発活動

4

市民からの消費生活全般の苦情 消費生活専門相談員4名体制で相談事 相談件数：2,255件
や問合せに対応し、問題解決の 業実施
ための支援を行う。

評価の理由

２９事業内容（計画）

授乳期・離乳期及び幼児期 引き続き、授乳期及び幼児期における
における健康教育事業の 健康教育事業の中で、朝食や共食の
中で、朝食や共食の大切さ 大切さ等について周知・啓発を行う。
等について周知・啓発を
行った。乳幼児期からの食
習慣は重量であり、より効果
的な啓発方法を検討してい
く必要がある。

生活リズムチェックシートの
調査結果によると、朝ごは
ん摂取率及び起床時間の
達成率は、前年度と同様に
高かったが、就寝時刻の達
成率がやや低かったため

市

子育てに関する多種多様な相談 これまでと同様に、保育士の資格を
に、専門の相談員が指導・助言・ 持った職員が、専門的な視点から、子
情報提供などを行う。
育てに不安を持つ保護者の相談に対
し、助言や情報提供を行う。

Ⅰ 2 （3）

課名

保健センター

生涯学習課

相談件数は昨年度より増加 消費生活専門相談員４名体制で相談
しながら、高い問題解決率 事業実施
を保っている。

相談件数 221件

くらし安全安心課

子育てや育児に行きづ
児童福祉に見識を持つ職員が、子育て
まった保護者の方への、助 に不安を持つ保護者の相談に対し、助
言や指導、また関係機関の 言や情報提供を行う。
情報提供ができた。
4
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【様式１】

・生活リズムチェック事業（小・中学校）を
実施
・食育フェスタ、学校給食展での啓発
コーナーの設置
・子育て力向上応援講座での啓発活動

5

子育て相談事業

64

２８事業内容（実績）

4

消費生活相談事業

63

２８事業内容（計画）

Ⅰ 2 （2）

早寝早起き朝ごは
ん運動普及啓発事
業

62

事業概要

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

子ども女性相談室

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

65

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

乳幼児相談・育児
相談事業

市

保健師や栄養士が乳幼児の成長
発達を確認し、栄養・育児等の知
識や子育て情報の提供など、子
どもの発育・栄養・育児等の相談
を行う。

保健師や栄養士が乳幼児の成長発達
を確認し、栄養・育児等の知識や子育
て情報の提供など、子どもの発育・栄
養・育児等の相談を行う。特に、相談支
援の必要な家庭、児に対してよりきめ細
やかな関わりを持ち支援を継続する。ま
た、NPO法人など子育て支援団体と連
携を密にする。

相談事業を実施し、支援の継続
が必要な児や家庭に対し、市の
関係課や関係機関、ＮＰＯ法人
など子育て支援団体とも連携を
密にした。

いじめ問題の早期発見・対応に
生かすため、いじめ110番を設置
し、児童・生徒、保護者等からの
相談に対応する。

いじめ問題の早期発見・対応に生かす
ため、いじめ110番を設置し、児童生
徒、保護者からの相談に対応する。
月～金 8：30～19：00

いじめ問題の早期発見・対応に
生かすため、いじめ１１０番を設
置し、児童・生徒、保護者等から
の相談に対応する。
月～金8：30～19：00

Ⅰ 2 （3）

「いじめ１１０
番」電話相談事業

66

68

69

70

71

市

Ⅰ 2 （3）

こどもスマイルテ
レホン事業

67

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

Ⅰ 2 （3）

市

家庭問題・不登校・非行やいじめ 相談件数 58件
等、子どもに関する悩みの相談
窓口として「こどもスマイルテレ
フォン」を開設する。

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

4

5

相談件数 56件

4

不登校等に関する 市（委託、直 適応指導教室の児童生徒をはじ カウンセラー等による相談の機会をさら カウンセラーによる相談の機会を
増やし充実させたことで、目標を
営）
め、不登校および不登校傾向の に広げ、相談体制を充実させる。
カウンセラーによ
上回る実績を得ることができた。
児童生徒やその保護者に対し
る教育相談事業
Ⅰ 2 （3）

て、継続的な相談活動を行う。

地域子育て支援拠
点事業（再掲）
Ⅰ 2 （3） （Ｎｏ．５１、５
２）
地域子育て推進事
業（再掲）
Ⅰ 2 （3） （Ｎｏ．５３）
地域に開かれた幼
稚園づくり推進事
Ⅰ 2 （3） 業（再掲）
（Ｎｏ．９０）

17ページ

評価の理由

２９事業内容（計画）

乳幼児相談等で専門職で
ある保健師や栄養士が児
の成長発達を確認し、必要
な情報提供や相談を実施
できた。保健センターと関
係課、関係機関が連絡を密
にすることできめ細やかな
支援を継続することができ
た。

保健師・栄養士が相談事業を実施し、
児の発育・成長を確認し、栄養や育児
等の知識や情報提供を行う。
支援の継続が必要な児や家庭に対して
は、状況により関係課や関係機関とも連
携し、きめ細やかな支援につなげてい
く。

いじめ相談には児童生徒
や保護者等の声に、耳を傾
け、学校との連携を図り、い
じめの早期発見、早期対応
をすることができた。

いじめ問題の早期発見・対応に生かす
ため、高松市総合教育センター内にい
じめ１１０番を設置し、児童・生徒、保護
者等からの相談に対応する。
月～金8：30～19：00

相談件数は目標には到達 相談件数 58件
していないが、相談者それ
ぞれの悩みについて、相談
窓口としての対応ができ
た。

【様式１】
課名

保健センター

学校教育課

少年育成センター

目標を上回る実績を得るこ 支援係開設に伴い、カウンセラー等に
とができた。
よる相談の機会をさらに広げ、相談体
制を充実させる。（時間増、訪問相談）
4

総合教育センター

選択し
てくださ
い

子育て支援課
こども園運営課

選択し
てくださ
い

こども園運営課

選択し
てくださ
い

こども園運営課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

72

事業名

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

市

市（委託）

Ⅰ 3 （1）

次代の親づくりとして、命の大切
さや家庭の役割り等について理
解を深めるため、年長児童が乳
幼児や保護者と出会い・ふれあ
い・交流する場を開設する。

子どもの感性や創造力を育むた
め、保育所･幼稚園等に芸術士を
派遣し、日々の保育の中で、絵
画や造形、音楽など様々な表現
活動を行う。

中学生(9校)を対象に、乳幼児や保護
者と出会い・ふれあい・交流する場を提
供し、赤ちゃんとのかかわり方などの学
習及び抱き方、遊び方などの体験学習
を行う。
子育て支援団体に委託し、実施するこ
ととしているが、希望校が増加する中、
実施団体に限るがあるため、団体数増
を目指す。

中学生(9校)を対象に、乳幼児や
保護者と出会い・ふれあい・交流
する場を提供し、赤ちゃんとのか
かわり方などの学習及び抱き方、
遊び方などの体験学習を行う。
子育て支援団体に委託し、実施
することとしているが、希望校が
増加する中、実施団体に限るが
あるため、団体数増を目指す。

子どもの感性や創造力を育むため、保
育所･幼稚園等に芸術士を派遣し、
日々の保育の中で、絵画や造形、音楽
など様々な表現活動を行う。

子どもの感性や創造力を育むた
め、保育所･幼稚園等に芸術士
を派遣し、日々の保育の中で、
絵画や造形、音楽など様々な表
現活動を行った。

4

5

学校巡回芸術・能 公益財団法 市内の小中学生を対象に、生の 平成28年度においては、歌、洋楽、雅 芸術教室 21校9,876名。
人高松市文 芸術鑑賞・体験の機会として、日 楽、バレエ、影絵劇等の生の優良な鑑 能楽教室 6校3,617名。
楽教室

75

化芸術財団 舞・洋楽、古典芸能等を巡回公
（委託）
演する。

Ⅰ 3 （1）

賞の機会を提供する。
全27校13,493名が鑑賞した。
能楽教室では、能楽・狂言・囃子教室を
開催する。

（委託）

Ⅰ 3 （1）

美術館学習

77

Ⅰ 3 （1）

２９事業内容（計画）

市

会を提供し、ものの大切さを体験 洋裁コース・・・コサージュ、かわいい小
する。
物入れ、クリスマスマスコット
和裁コース・・・かわいい金魚、お手玉
手芸コース・・・メッセージボトル、スプー
ンストラップ、ティッシュ入れ
マスコット人形コース・・・ウッドビーズ

子どもたちが豊かな感性と未来の 従来の美術館学習に加えて、こども未
鑑賞者としての資質を育むため、 来館学習との連携により、実施参加校２
美術館での鑑賞・施設学習を実 ０校を予定。
施する。

18ページ

参加校 32校
・サンクリスタル学習での参加 8
校
・それ以外での参加
24
校

【様式１】
課名

少年育成センター

平成23年度から開始し、毎
年事業内容の拡充を続け
ている。子どもが健やかに
生まれ育つ環境づくりへの
貢献度は大きく、次代の親
づくりを促進するとともに少
子化対策にも効果的な事
業である。

中学生(10校)を対象に、乳幼児や保護
者と出会い・ふれあい・交流する場を提
供し、赤ちゃんとのかかわり方などの学
習及び抱き方、遊び方などの体験学習
を行う。
子育て支援団体に委託し、実施するこ
ととしているが、希望校が増加する中、
実施団体に限るがあるため、団体数増
を目指す。

当初の予定どおり事業を実 子どもの感性や創造力を育むため、保
施することができた。
育所･幼稚園等に芸術士を派遣し、
日々の保育の中で、絵画や造形、音楽
など様々な表現活動を行う。
保育所・こども園 29か所
幼稚園
11か所

4

公演内容の充実度、子ども
たちの感想や反応も良く、
実施したすべての学校が今
後も実施したいとの回答
だったから。

平成２９年度においては、芸術教室は
歌、邦楽、落語、雅楽等の鑑賞の機会
を提供する。
能楽においては能楽、囃子、狂言の3
項目を実施する。

洋裁、和裁、手芸、マスコット人形作りの
4コース9メニューで実施する。

4

毎年継続して開催を希望す
る学校が多いことに加え、
複数のコースを希望する学
校数も増加しており、事業
の成果が上がっているとい
える。

5

1年余りの休館後ということ 従来の美術館学習に加えて、こども未
で、多くの学校が学習に訪 来館学習との連携により、さらに多くの
れた。
参加を促す。

ものづくりふれあ 高松市生活 市内の小中学生を対象に、手作 洋裁、和裁、手芸、マスコトッと人形の4 全21校、28コースを実施した。
文化協会
りでものづくりにチャレンジする機 コース、9メニューで実施する。
い教室

76

評価の理由

選択し
てくださ
い

Ⅰ 3 （1）
Ⅲ ２ （2）

保育所・幼稚園等
への芸術士派遣事
業

74

事業概要

少年相談員養成事
業（再掲）
Ⅲ 2 （3） （Ｎｏ．２０２）
年長児童の赤ちゃ
ん・出会い・ふれ
あい事業

73

実施主体

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

【洋裁コース】コサージュ、かわいい小
物入れ、クリスマスマスコット
【和裁コース】かわいい金魚、お手玉
【手芸コース】メッセージボトル、フォトフ
レーム、ハンカチも入るティッシュ入れ
【マスコット人形作りコース】ウッドビーズ
人形

子育て支援課

こども園運営課

文化芸術振興課

文化芸術振興課

美術館美術課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

総合的な学習の時 総合的な学 総合的な学習の時間の活性化を 総合的な学習の時間の活性化を図るた 各小・中学校の総合的な学習の
間活性化推進事業 習の時間活 図るため、地域社会の人材活用 めに、地域の人材を積極的に活用し、 時間において、学習の目的に応

78

性化推進事 や児童生徒の体験活動の充実を 児童生徒の体験活動の充実を図る。
業実施校
図る。
（補助）

Ⅰ 3 （1）
Ⅰ ３ （３）

子ども環境学習交
流事業

79

市

Ⅰ 3 （1）

ごみ処理・廃棄物再生利用施設
の見学やリサイクル体験を通した
実証的な環境教育のほか、小中
学校の環境学習の取組みを発表
するなど学習交流の活性化を図
る。

じた地域人材を活用して、体験
活動を大切にしながら、探究的
な学習を進めている。

ごみ処理・廃棄物再生利用施設の見学 市内小学校25校、中学校12校よ
やリサイクル体験を通した実証的な環 り、175名の児童生徒の参加
境教育のほか、小・中学校の環境学習
の取組みを発表するなど学習交流の活
性化を図る。

5

5

水資源教育推進事 市（県補助） 中学生を対象に、香川用水・水 中学生を対象に、香川用水・水資源の 市内中学校17校2,655名の参加
資源の重要性についての理解を 重要性についての理解を深めるため、｢
業

80

深めるため、｢香川用水の水源巡 香川用水の水源巡りの旅」を実施する。
りの旅」を実施する。

Ⅰ 3 （1）

職場体験学習

81

児童生徒の実態や発達段階に応 児童生徒の実態や発達段階に応じて、 児童生徒の実態や発達段階に
じて、社会体験・職場体験活動等 社会体験・職場体験活動等を通して、 応じた社会体験・職場体験活動
を通して、望ましい勤労観・職業 望ましい勤労観・職業観を育む。
等を通して、望ましい勤労観・職
観を育む。
業観を育む。

Ⅰ 3 （1）

5

学校教育における
食育推進事業

82

小中学校

5

Ⅰ 3 （1）

市

学校給食を中心とした食育の取 高松市朝日新町学校給食センターで
組みを紹介し、食の現状と課題 年4回（7月、8月、11月、3月）実施予
への理解を深めるための「食育セ 定。
ミナー」を開催する。

19ページ

高松市朝日新町学校給食セン
ターで年4回（7月、8月、11月、
12月）実施。（7月16組、8月11
人、11月8組、12月9組参加）

5

評価の理由

２９事業内容（計画）

各小・中学校で、地域人材 総合的な学習の時間の活性化を図るた
を有効活用し、体験活動を めに、地域の人材を積極的に活用し、
大切にした学習を進めてい 児童生徒の体験活動の充実を図る。
る。今後は、各小・中学校
で、さらに地域人材を開発
し、目的に応じて地域人材
を活用していくことも考えて
いく。
市内の小中学校の約半数
の学校の参加を得た。ま
た、ごみ処理・廃棄物再生
利用施設の見学やリサイク
ル体験を通した実証的な環
境教育及び、各校での環
境学習の取組発表により、
環境保全意識の高揚がうか
がえる感想を得る。

ごみ処理・廃棄物再生利用施設の見学
やリサイクル体験を通した実証的な環
境教育のほか、小学校の環境学習の取
組等を発表するなど学習交流の活性化
を図る。

市内の中学校の約3分の2 中学生を対象に、香川用水・水資源の
以上の学校の参加を得た。 重要性についての理解を深めるため、｢
池田ダム、早明浦ダムの
香川用水の水源巡りの旅」を実施する。
他、香川用水に関係のある
施設を見学することにより、
水資源について考える機会
となった。
児童生徒は、職場見学や 児童生徒の実態や発達段階に応じた
職場体験学習を通して、学 社会体験・職場体験活動等を通して、
ぶことと働くことの関連性に 望ましい勤労観・職業観を育む。
気付いたり、社会的に生き
ることの尊さを実感したりし
た。また、事後の学習発表
会では、学習で学んだこと
を、同級生や下級生と共有
することができた。
調理場見学、収穫体験、料 高松市朝日新町学校給食センターで
理教室を実施することで、 年４回（7月、8月、11月、12月）実施予
食育について理解の醸成 定。
を図り、食育推進することが
できた。

【様式１】
課名

学校教育課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

保健体育課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

83

事業名

実施主体

サンクリスタル学
習

市

事業概要

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

小学校中高学年を対象に、歴史 主に小学校6年生を対象に、歴史資料 小学校高学年を対象に、歴史資
資料館・菊池寛記念館・図書館 館・菊池寛記念館・図書館での体験学 料館・菊池寛記念館・図書館で
での体験学習「サンクリスタル学 習「サンクリスタル学習」を実施する。
の体験学習「サンクリスタル学習」
習」を実施する。
を実施した。

Ⅰ 3 （1）

事業者へ体 人づくりの推進を目的とし、地域
験教室の委 の伝統的ものづくりにふれあい、
学ぶ体験の場であると同時に、未
託）
来を担う小中学生のシビックプラ
イドの醸成・職業選択につながる
もの、場を創出する。

Ⅰ 3 （1）

85

交通安全教室（再
掲）
Ⅰ 3 （1） （Ｎｏ．１０９）

に、高松の歴史とともに発達した伝統的
ものづくりに関する教育の推進、自分の
住んでいる都市に対して「誇り」や「愛着
心」の醸成に寄与することを目的に、伝
統的ものづくりを行う職人を学校へ派遣
しワークショップを開催する。
・香川漆器コース（3校 約150名）
・庵治石コース（3校 約150名）

ワークショップを開催した。
・香川漆器コース（3校 約139
名）
・庵治石コース（3校 約141名）

5

みんなで人権を考 市、高松市 人権意識の普及・高揚を図るた 「みんなで人権を考える会2016」をサン 平成28年7月24日「みんなで人
人権教育推 め、幼児児童生徒・保護者・社会 ポート高松 大ホールで開催する。
権を考える会2016」をサンポート
える会
Ⅰ 3 （2）
Ⅰ １ （2）

人権教育研修

88

市

Ⅰ 3 （2）

消費生活教育出前
講座
Ⅰ 3 （3）

当初予定通り６校の小中学
校にてワークショップを開
催。地域の伝統的ものづく
りにふれあい、学ぶ場を提
供するとともに、自分の住ん
でいる都市に対する「誇り」
や「愛着心」の醸成に寄与
することができたと考えられ
るため。

伝統的ものづくりを行う職人を学校へ派
遣しワークショップを開催する。予算縮
小により平成２８年度より規模を縮小し
て開催予定。
・香川漆器コース（約75名）
・庵治石コース（約75名）

選択し
てくださ
い

進協議会人 教育団体等による人形劇・合唱
権尊重都市 の発表などを行う「みんなで人権
たかまつ市 を考える会」を開催する。
民会議（共
催）

市

ホール高松 大ホールで開催
し、約500名の参加者があった。
（出演団体）高松第一高等学校、
手話学習会さくらんぼ、多肥小
学校・多肥スィングベル、香南中
学校有志、大野幼稚園4・5歳児
と保護者

様々な人権問題の解決を図るた 5市こども園・25市立幼稚園・48小学校・ 5市こども園・25市立幼稚園・47
め、幼稚園・小中学校ごとにＰＴＡ 23中学校・1高等学校で開催。
小学校・23中学校・1高等学校で
を対象とした人権・同和教育に関
開催。
する講演会等を開催する。
延べ27,405名参加

新しい時代に対応できる自立した
消費者の育成・意識高揚のため、
金銭教育の一環として、買い物を
テーマとした小学生高学年対象
の出前講座を実施する。

新しい時代に対応できる自立した消費 実施回数：10回
者の育成・意識高揚のため、金銭教育
の一環として、買い物をテーマにした小
学高学年対象の出前講座を実施する。

20ページ

課名

歴史資料館
菊池寛記念館
中央図書館

5

84

87

２９事業内容（計画）

小学校高学年の行事として 主に小学校6年生を対象に、歴史資料
ほぼ定着しており、参加校 館・菊池寛記念館・図書館での体験学
は前年度を上回った。
習「サンクリスタル学習」を実施する。

伝統的ものづくり 市（伝統的も 高松市の伝統的ものづくりに関す 次代を担う子どもたちが伝統的ものづく 伝統的ものづくりの職人を派遣
し、高松市内の小中学校にて
のづくり関係 る理解と関心を深める普及啓発、 りについて理解と関心を深めるととも
学校巡回教室

86

評価の理由

【様式１】

産業振興課

くらし安全安心課

出演団体や内容を工夫し、 「みんなで人権を考える会2017」をサン
参加者を増やす取組が必 ポート高松 大ホールで開催する。
要である。
4

人権教育課

すべての市立幼稚園・小中 5市こども園・25市立幼稚園・47小学校・
学校・高等学校において開 23中学校・1高等学校で開催。
催できた。
4

4

人権教育課

事業実施後の感想文等か
ら理解度や満足度が高かっ
たことが確認されたが、実
施回数は昨年度より１回下
回った。

新しい時代に対応できる自立した消費
者の育成・意識高揚のため、金銭教育
の一環として、買い物をテーマにした小
学高学年対象の出前講座を実施する。

くらし安全安心課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

89

90

事業名

実施主体

放課後子ども教室

市

Ⅰ 3 （3）
Ⅰ ４ （3）
Ⅲ １ （3）

Ⅰ 3 （3）
Ⅰ ２ （3）

地域に開かれた幼
稚園づくり推進事
業

子ども動物愛護教
室

91

市

Ⅰ 3 （3）

スマイルあいさつ
運動

93

市

Ⅰ 3 （3）
Ⅰ ４ （3）

学校体育施設開放
事業

92

市

市

事業概要

２８事業内容（計画）

放課後や週末等に小学校の余裕 新たに3校区での開設を目指す。
教室等を活用して、地域の人々
の参画のもと、子どもたちに学習
や様々な体験・交流活動の機会
を提供する。

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

放課後子ども教室を33校区で実
施した。

幼稚園を地域に開放し、園庭開
放や園児と未就園児親子の交流
活動、子育て情報提供・相談等を
実施する。

幼稚園を地域に開放し、園庭開放や園
児と未就園児親子の交流活動、子育て
情報提供・相談等を実施するとともに、
安心して参加できるよう環境整備を行
う。

幼稚園を地域に開放し、園庭開
放や園児と未就園児親子の交流
活動、子育て情報提供・相談等
を実施するとともに、安心して参
加できるよう環境整備を行った。

子どもの頃から動物の正しい飼い
方・接し方を身につけるため、夏
休み中に放課後児童クラブ等に
おいて、クイズやゲームを用いた
動物愛護教室を実施する。

夏休み親子教室は動物愛護の応募者
が予測を超えてかなりの数があったこ
と、また、本当の動物のふれあいを通し
ての学習であるため、伝わりやすいこと
などから、本年度については、開催数を
増やす予定である。

放課後児童保育の小学生を対
象とし、動物愛護教室を出前開
催した。また、夏休み自由研究の
テーマとしてとりあげられるよう、
夏休み親子教室を開催し、動物
のふれあいを通して、動物愛護
を啓発した。
実施回数：16回
受講人数：639人

市内全小学校体育施設（自主管 市民の体力づくりや健康増進を始め、 利用者数 47,590人
理方式）と中学校は指定校方式 余暇の利用にも寄与する、身近で有益
で、学校体育施設の開放を行う。 なスポーツ施設としての学校体育施設
について、学校教育活動に留意する中
で開放を行うとともに、中学校体育施設
の開放事業のうち、体育館については
利用率が高く飽和状態にあることから、
新規の体育館等開放校数の拡大を図
る。

3

5

当初の予定どおり事業を実 幼稚園を地域に開放し、園庭開放や園
施することができた。
児と未就園児親子の交流活動、子育て
情報提供・相談等を実施するとともに、
安心して参加できるよう環境整備を行
う。

5

4

5
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２９事業内容（計画）

放課後子ども教室未実施 新たに2校区での開設を目指す。
校区に対して、開設への働
きかけを行ったものの、平
成28年度は、新規開設校
区が増えなかったため。

学校・家庭・地域社会が一体とな 学校・家庭・地域社会が一体となり地域 学校・家庭・地域社会が一体とな
り地域ぐるみで子どもを育てる活 ぐるみで子どもを育てる活動の一環とし り地域ぐるみで子どもを育てる活
動の一環とし「スマイルあいさつ 「スマイルあいさつ運動」を実施する。 動の一環とし「スマイルあいさつ
運動」を実施する。
運動」を実施する。

Ⅰ 3 （3）
Ⅲ １ （3）

評価の理由

夏休みが短縮され、出前教
室の回数が減ったが、親子
教室の回数を増やし、動物
愛護に関心のある親子に対
し、周知啓発ができた。

夏休み親子教室は動物愛護の応募者
が予測を超えてかなりの数があったこ
と、また、本当の動物のふれあいを通し
ての学習であるため、伝わりやすいこと
などから、本年度については、費用対
効果があまりみられない出前教室にか
わり、親子教室へシフトしていくことを検
討している。

市内中心地の中学校体育
館の修繕工事が終了し、利
用再開に伴い利用者が増
加。

市民の体力づくりや健康増進を始め、
余暇の利用にも寄与する、身近で有益
なスポーツ施設としての学校体育施設
について、学校教育活動に留意する中
で開放を行う。

高松市内の全小学校で実 学校・家庭・地域社会が一体となり地域
施された。この活動を通し ぐるみで子どもを育てる活動の一環とし
て、地域の方は、児童生徒 「スマイルあいさつ運動」を実施する。
の健やかな成長を地域をあ
げて取り組む必要性を再認
識し、学校や児童・生徒は
地域の方とあいさつを通し
て触れ合うことで、地域の方
に見守られているということ
を実感することができた。

【様式１】
課名

子育て支援課

こども園運営課

生活衛生課

スポーツ振興課

学校教育課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

94

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

学校評議員制度推
進事業

市

地域社会に開かれた学校づくり、
家庭・地域との連携協力、特色あ
る教育活動の展開のため、保護
者や地域の意見を幅広く聞く場と
して、学校評議員会を設置する。

地域社会に開かれた学校づくり、家庭・
地域との連携協力、特色ある教育活動
の展開のため、保護者や地域の意見を
幅広く聞く場として、学校評議員会を設
置する。

学校評議員会を設置することで、
地域や社会に開かれた学校づく
りを一層推進し、学校が家庭や
地域と連携しながら、特色ある教
育活動を展開することができた。

運動部活動のうち，技能の取得
過程で危険を伴う競技(柔道・剣
道・なぎなた)を対象に、専門性等
に優れた外部指導者を派遣す
る。

武道部活動の指導ができる教員がいな 外部指導者について、柔道3人、
い学校からの希望に対し、高い専門性 剣道5人、なぎなた1人を9校に派
と優れた人間性を有する指導者を講師 遣した。
として委嘱・派遣する。

Ⅰ 3 （3）

中学校運動部活動
講師派遣事業

95

97

98

市

Ⅰ 3 （3）

青色パトロールに
よる巡回強化事業

96

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

市

Ⅰ 3 （3）

視認性の高い青色回転灯を広報 青色回転灯付き公用車による巡視回数 青色回転灯付き公用車による巡
車に整備し、児童・生徒の安全確
視回数
保を図るため、登下校時等に巡 750回
820回
視活動を実施する。

総合的な学習の時
間活性化推進事業
Ⅰ 3 （3） （再掲）
（Ｎｏ．７８）
ＰＴＡ地域活動促
進事業（再掲）
Ⅰ 3 （3） （Ｎｏ．１９１）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

5

5

5

99

Ⅰ 4 （1）

センター利用促進
事業
Ⅰ 4 （1）

100 Ⅰ ５ （1）

市

幅広い年齢層の市民が気軽に利
用できるようコンサートや映画上
映会のほか、関心の高い趣味・教
養分野の講座を開催する。

幅広い年齢層の市民が気軽に利用で
きるようコンサートや映画上映会のほ
か、関心の高い趣味・教養分野の講座
を開催し，講座参加人数2,800人を目指
す。

22ページ

幅広い年齢層の市民が気軽に
利用できるようコンサートや映画
上映会のほか、関心の高い趣
味・教養分野の講座を開催し，
講座参加人数2,317人だった。

２９事業内容（計画）

地域や社会に開かれた学
校づくりを一層推進し、学
校が家庭や地域と連携しな
がら、特色ある教育活動を
展開することができたため。

地域社会に開かれた学校づくり、家庭・
地域との連携協力、特色ある教育活動
の展開のため、保護者や地域の意見を
幅広く聞く場として、高松型地域学校連
携システム（仮称）への移行を目指す。

講師派遣希望があった全
学校に講師を委嘱・派遣
し、生徒への技術的な面や
精神的な面での指導、並び
に部活動担当教員に対し
て指導方法等の助言ができ
た。

武道部活動の指導ができる教員がいな
い学校からの希望に対し、高い専門性
と優れた人間性を有する指導者を講師
として委嘱・派遣する。

課名

学校教育課

保健体育課

通常ルートの登下校時の巡 青色回転灯付き公用車による巡視回数
視活動はもとより、危険性・
緊急性の高い事案の発生 750回
した地域には臨時に巡視活
少年育成センター
動を実施した。

選択し
てくださ
い

学校教育課

選択し
てくださ
い

生涯学習課

高松市民大学・屋 高松大学生 市民の教養を高め地域文化の振 市民の教養を高め地域文化の振興を
涯学習教育 興を図る「高松市民大学」、歴史・ 図る「高松市民大学」、歴史・文化・自
島カレッジ事業

市民の教養を高め地域文化の振
興を図る「高松市民大学」、歴
センターと共 文化・自然・観光など郷土の良さ 然・観光など郷土の良さの再確認を図 史・文化・自然・観光など郷土の
催
の再確認を図る「屋島カレッジ」な る「屋島カレッジ」など、高松大学と共催 良さの再確認を図る「屋島カレッ
ど、高松大学と共催で各種講演 で各種講演会を開催し、講座参加人数 ジ」など、高松大学と共催で各種
会を開催する。
1,170人を目指す。
講演会を開催し、講座参加人数
896人だった。

評価の理由

【様式１】

講座参加人数が目標に達
しなかった。
3

講座参加人数が目標に達
しなかった。
4

市民の教養を高め地域文化の振興を
図る「高松市民大学」、歴史・文化・自
然・観光など郷土の良さの再確認を図
る「屋島カレッジ」など、高松大学と共催
で各種講演会を開催し、講座参加人数
1,170人を目指す。

生涯学習センター

幅広い年齢層の市民が気軽に利用で
きるようコンサートや映画上映会のほ
か、関心の高い趣味・教養分野の講座
を開催し，講座参加人数2,800人を目指 生涯学習センター
す。

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

まなびＣＡＮ・Ｃ
ＳＲ教室

市

ＣＳＲ（企業の社会的責任）という
考え方に基づき、生涯学習セン
ターで、地元企業や個人事業者
が生涯学習の観点から社会貢献
を進める講座等を開催する。

ＣＳＲ（企業の社会的責任）という考え方
に基づき、生涯学習センターで、地元
企業や個人事業者が生涯学習の観点
から社会貢献を進める講座等を開催
し，講座参加人数790人を目指す。

ＣＳＲ（企業の社会的責任）という
考え方に基づき、生涯学習セン
ターで、地元企業や個人事業者
が生涯学習の観点から社会貢献
を進める講座等を開催し，講座
参加人数793人だった。

国・県等の講師派遣制度の活用
をはじめ、公的機関・庁内各課、
コミュニティセンター等と連携した
講座を開催する。

国・県等の講師派遣制度の活用をはじ
め、公的機関・庁内各課、コミュニティセ
ンター等と連携した講座を開催し、講座
参加者数315人を目指す。

国・県等の講師派遣制度の活用
をはじめ、公的機関・庁内各課、
コミュニティセンター等と連携した
講座を開催し、講座参加者数
853人だった。

Ⅰ 4 （1）

101 Ⅰ ５ （1）

他団体との連携事
業

市

Ⅰ 4 （1）

102 Ⅰ ５ （1）
遺跡発掘現場等公
開事業

市

市

5

3

文学探訪事業

実行委員会 県内・近県の文学館や文学ゆか 高知方面の文学にゆかりのある地を訪
（補助）
りの地を訪ね、文学への理解と関 ね、文学への理解と関心・教養の向上
心・教養の向上に資するため文 に資するため文学探訪を10月中～下旬
学探訪を実施する。
に募集定員40人の日帰りバスツアーで
実施する。

23ページ

10月24日に高知県香美市の吉
井勇記念館、やなせたかし記念
館を訪ね、文学への理解と関心・
教養の向上に資するため文学探
訪を実施した。

課名

講座参加人数は、目標を上 国・県等の講師派遣制度の活用をはじ
回った。
め、公的機関・庁内各課、コミュニティセ
ンター等と連携した講座を開催し、講座
参加者数315人を目指す。
生涯学習センター

市内の埋蔵文化財（高松城跡・ 市内の埋蔵文化財（高松城跡・屋嶋城 市内の埋蔵文化財（高松城跡、
屋嶋城跡・石清尾山古墳群等） 跡・石清尾山古墳群等）について、前年 屋嶋城跡、石清尾山古墳群等）
について、学校や市内の各種団 度に引き続いて実施する。
についての出前講座を実施し
体等の依頼により、現地等で説
た。
明・周知活動を行う。

104 Ⅰ 4 （1）

２９事業内容（計画）

5

3

出前（出張）埋蔵
文化財事業

評価の理由

講座参加人数は、目標を上 ＣＳＲ（企業の社会的責任）という考え方
回った。
に基づき、生涯学習センターで、地元
企業や個人事業者が生涯学習の観点
から社会貢献を進める講座等を開催
し，講座参加人数790人を目指す。

市内の遺跡発掘調査現場の調査 市内の遺跡発掘調査現場の調査成果 石清尾山古墳群の稲荷山北端1
成果（遺構・遺物）を、現地で速 を、現地で速報的に公開する（2～5回 号墳及び稲荷山1号墳の現地公
報的に公開する。（毎年2～5回程 程度、不定期に開催）
開を実施した。
度、不定期に開催）

103 Ⅰ 4 （1）

105 Ⅰ 4 （1）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

【様式１】

4

平成28年度は、例年実施し 市内の遺跡発掘調査現場の調査成果
ている石清尾山古墳群の を現地で速報的に公開する（2～5回程
現地説明会の当日の天気 度、不定期に開催）
の回復が現地説明会実施
時間近くまでずれ込み、参
加者の判断がしにくかった
ことによる。また、発掘現場
の都合等により現地説明会
の開催数が例年より少な
かった。
平成27年度末までの出前 市内の埋蔵文化財（高松城跡、屋嶋城
埋蔵文化財の解説依頼の 跡、石清尾山古墳群等）について、前
大きな割合を占めていた屋 年に引き続いて実施する。
嶋城跡城門の整備が27年
度末で完了し、28年度から
は、自由に整備地への見学
が可能となったことにより、
屋嶋城見学の依頼数・参加
者数が減少したことによる
全体の参加者数の減少。
土砂災害の影響で狭い道
路を通るためにバスを小さ
いものにして参加人数は少
なくなったが、目的自体は
概ね達成している。

姫路市方面の文学にゆかりのある地を
訪ね、文学への理解と関心・教養の向
上に資するため文学探訪を10月下旬に
募集定員40人の日帰りバスツアーで実
施する。

生涯学習センター

文化財課

文化財課

菊池寛記念館

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

市

郷土で活躍する作家や歌人、大
学教授などを講師に、幅広い分
野の親しみやすい文学講座を開
催する。

郷土で活躍する作家や歌人、大学教授
などの文化人を講師に、幅広い分野の
親しみやすい文学講座（1回の定員80
人）を菊池寛顕彰会と共催で年間10回
開催する。

6月～3月の期間、毎月第1土曜
日に、地域文芸の振興を図るた
め、郷土で活躍する大学教授な
どを講師に幅広い分野の親しみ
やすいテーマで文芸講座を10回
開催した。

文芸講座

106 Ⅰ 4 （1）

107

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

ふるさと探訪事業
（再掲）
Ⅰ 4 （1） （Ｎｏ．４１）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

4

評価の理由

２９事業内容（計画）

課名

成果は上がっているが、受
講人数が目標に達していな
い回があるので、共催の菊
池寛顕彰会の協力も得なが
ら、より多くの市民が参加し
たくなるような工夫が必要。

郷土で活躍する作家や歌人、大学教授
などの文化人を講師に、幅広い分野の
親しみやすい文学講座（1回の定員80
人）を菊池寛顕彰会と共催で年間10回
開催する。

菊池寛記念館

選択し
てくださ
い

節水など水に関す
る教育

市

108 Ⅰ 4 （2）

交通安全教室

市

Ⅰ 4 （2）

109 Ⅰ １ （1）

「上下水道知ってトーク」を開催
し、水環境についての理解と協
力・意見交換を図るほか、節水な
ど実践行動につなげるため、コ
ミュニティセンター・学校等に出向
き説明を行う。

「水の上手な使い方」や「節水」をテーマ 11回
とした「上下水道知ってトーク」を実施す
る。また、イベント等で機会をとらえ、
様々な方法で水の有効利用を呼びか
けるとともに、節水器具を紹介する。

市民の交通安全意識の向上を図 市民の交通安全意識の向上を図るた 実施回数：1,337回
るため、幼稚園児・小学生のほか め、年齢層に応じた交通安全教室を引
高齢者を対象とし、年齢に応じた き続き実施する。
交通安全教室を実施する。

5

4

Ⅰ ３ （1）
市政出前ふれあい
トーク事業

市

110 Ⅰ 4 （2）

市政の仕組みや取り組んでいる 市政出前ふれあいトークのＰＲ・受付業 広報たかまつを始め、本市ホー
事業・施策、今後の検討課題等 務
ムページやプレスリリースなどを
について、設定テーマに応じて、
活用し、効果的にＰＲを行った。
出向き説明および情報提供・意
見交換を行う。

機能や流通システム等について
学習する。

ずつ募集し、各部2回ずつ、合計
6回実施した。毎回、約2倍の応
募があり、抽選となった。

111 Ⅰ 4 （2）
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文化財課

災害時等も含め、節水への
意識が高まりっており、目標
値を上回り、目標を達成し
ている。

「水の上手な使い方」や「節水」をテーマ
とした「上下水道知ってトーク」を実施す
る。また、イベント等で機会をとらえ、
様々な方法で水の有効利用を呼びか
けるとともに、節水器具を紹介する。

実施回数が昨年度より55回 市民の交通安全意識の向上を図るた
減少したことを踏まえ、地域 め、年齢層に応じた交通安全教室を引
での効果的な実施方法等 き続き実施する。
について、今後検討する余
地があるため。

水環境対策室
企業総務課

くらし安全安心課

実施回数が、目標値を上回 市政出前ふれあいトークのＰＲ・受付業
ることができた。
務
4

市場ＤＥ自由研究 市中央卸売 市場見学等により、生鮮食料品 青果部、水産物部、花き部について2回 青果部、水産物部、花き部につ
市場運営協 等に触れる機会の提供、市場の ずつ、合計6回実施予定。
いて親子2人一組で、毎回15組
事業
議会

【様式１】

5

広聴広報課

毎回多数の応募をいただ 青果部、水産物部、花き部について2回
き、抽選を行っている。夏休 ずつ、合計6回実施予定。
みの自由研究が完成するよ
うに、視覚・嗅覚・触覚・味
中央卸売市場業務
覚で感じ取れる体験型の内
課
容に務めており、アンケート
でも満足度が高い。

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

112

事業名

自主防災組織等育
成（資機材助成・
自主防災力強化 自
Ⅰ 4 （2） 主防災訓練支援の
ための非常食品の
助成）事業
早明浦ダム周辺ボ
ランティア清掃事
業

実施主体
地域コミュニ
ティ協議会
自主防災組
織(補助)

市

Ⅰ 4 （2）

113 Ⅱ ２ （１）

114

事業概要

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

大規模災害時の防災活動に対応 地域の実践的な防災訓練に使用する
できるよう、コミュニティ協議会等 非常食品を全てのコミュニティに助成す
と連携し、包括的自主防災組織 るなどの支援を行う。
を結成するほか、地域の実践的
な防災訓練に使用する非常食品
の助成などの支援・経費補助を
行う。

地域の実践的な避難訓練に使
用する非常食品を44コミュニティ
の内、39コミュニティに助成し、訓
練を実施した。

水源地への感謝を表し水源地域
との交流を図るため、毎年11月の
湖畔マラソン前にダム周辺の清
掃活動を実施する。

早明浦ダム周辺ボランティア清
掃は、１１月に実施し、公募市民
62名を含む154名が参加した。
地元水源池清掃については、12
月に奈良須池の清掃を行った。

11月に、早明浦ダムで開催される湖畔
マラソンのコースとなる道路の清掃を実
施。参加者は、上下水道局広報紙「み
んなの水」等で募集。事業費はバス賃
借料等。
地元水源については、地元団体の清掃
実施に合わせ、実施予定。

家庭・地域の教育
力向上推進事業
Ⅰ 4 （2） （再掲）
（Ｎｏ．１７７）
児童館事業

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

4

5

評価の理由

２９事業内容（計画）

地域の実践的な防災訓練 地域の実践的な防災訓練に使用する
に使用する非常食品の助 非常食品を44コミュニティ全てに助成す
成が100％になるように目指 るなどの支援を行う。
したが、88.6％の助成となっ
た。

公募参加者数が公募応募
人数を大幅に超えており、
目標を十分に達成してい
る。

１１月に、早明浦ダムで開催される湖畔
マラソンのコースとなる道路の清掃を実
施。参加者は、上下水道局広報紙「み
んなの水」等で募集。事業費はバス賃
借料等。
地元水源については、地元団体の清掃
実施に合わせ、実施予定。

選択し
てくださ
い
市

115 Ⅰ 4 （3）

子どもわくわく体 実施団体
（補助）
験支援事業

子どもの遊びの拠点・居場所とし 利用人数 55,000人
て、遊びや生活を通して子どもの
発達の増進を図るほか、子育て
家庭への相談・援助、交流の場
の提供等を行う。

利用人数 70,494人

子どもの創造力や積極性・社会 団体数・・・5団体。
性を育む機会として、市内の自 団体が実施するイベントの視察を行う。
然・歴史・町並み等を活用した体
験活動を実施する団体等への助
成を行う。

団体数・・・5団体
参加人数・・・214人
①マイシアター高松 高学年キャ
ンプ２０１６ 「ＴＨＥ鉄腕ＣＡＭＰ」
②ガールスカウト竹細工・第４
弾！ 親子でチャレンジ！
③なわ×なわジャンプ！Ｖｏｌ.7～
なわとびの楽しさ無限大！～
④和の食文化を見直そう！ 『み
そ作り』調理体験
⑤わいわい寺子屋～春の公園で
アウトドア体験～

5

Ⅰ 4 （3）

116 Ⅲ １ （3）
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5

【様式１】
課名

予防課

企業総務課

生涯学習課

目標値を大幅に上回って
おり、児童の健全育成と、
子育て中の保護者の居場
所づくりなどに貢献してい
る。

利用人数 55,000人

募集団体数上限の５団体か 団体数・・・5団体。
らの申し込みがあった。昨 団体が実施するイベントの視察を行う。
年度から引き続き活動をし
ている団体に加えて、新た
な団体からの申請もあり、子
どもが日常的な環境から離
れた体験活動ができる機会
を与えることができた。ま
た、実施するイベントを視察
することによって、現状を知
り、今後の生涯学習施策へ
活かすことができた。

子育て支援課

生涯学習課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

新春子どもフェス
ティバル

市

毎年2月第1日曜日に中央公園を
中心に、校区対抗「かるたとり・
ドッジボール・すもう大会」、自由
参加の創作コーナー等多彩なプ
ログラムで開催する。

開催予定日：平成29年2月5日（日）
場所：高松市立中央公園、市役所、四
番丁スクエア、体育館
内容：校区対抗（かるたとり、ドッヂボー
ル、すもう）自由参加（創作コーナー、遊
び名人コーナーほか）

開催日：平成29年2月5日（日）
場所：市役所、四番丁スクエア体
育館
内容：校区対抗（かるたとり）自由
参加（創作コーナー、遊び名人
コーナーほか）
参加人数：約2,500人

Ⅰ 4 （3）

117 Ⅲ １ （3）

子ども会フット
ベースボール大会

市

Ⅰ 4 （3）

子ども達がスポーツを通して交流 開催予定日：平成28年9月4日（日）
し友情を育む機会として、校区子 開催場所：高松市西部運動センター
ども会を対象にフットベースボー
ル大会を開催する。

118 Ⅲ １ （3）

高松・嶺北子ども
交歓会

市

Ⅰ 4 （3）

119 Ⅲ １ （3）

こども農園事業

市（農園主
補助）

Ⅰ 4 （3）

120 Ⅲ １ （3）
埋蔵文化財セン
ター体験学習
Ⅰ 4 （3）

121 Ⅰ ５ （3）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

市

市の水源地である早明浦ダム周
辺・嶺北地域の子ども達と市の子
ども達が交流し、水の大切さや有
効利用を学び、集団活動を通し
て友情を育む機会として、交歓会
を開催する。

開催予定日：平成28年12月3日～12月
4日（1泊2日）
場所：生涯学習センター、御殿浄水場、
水道資料館ほか
共催：高松市子ども会育成連絡協議会

開催日：平成28年9月4日（日）
開催場所：高松市西部運動セン
ター
参加チーム：男子の部20チー
ム、女子の部16チーム 人数：約
400人

開催日：平成28年12月3日～4日
（1泊2日）
場所：魚市場、こども未来館、香
南歴史民俗郷土館、内場ダムほ
か
共催：高松市子ども会育成連絡
協議会

子どもが生活の中で自然と取組 市内12校区17農園
み、土に親しみ植物を育てる喜
びと勤労の尊さを体験する機会と
して、農園主にこども農園事業と
して助成し、校区の子ども会等が
活用する。

市内11校区15農園

埋蔵文化財への興味・関心を高 鋳造・瓦製作等の体験学習
めるため、四番丁スクエア内の埋 その他体験学習行事
蔵文化財センターで、鋳造・瓦製 （夏休み限定の体験学習を実施予定）
作体験学習を行う。

・鋳造・瓦製作・勾玉製作等の体
験学習
・出前体験学習
・夏休み限定体験学習
・新春子どもフェスティバル共催
体験学習

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

4

4

5

評価の理由

２９事業内容（計画）

課名

天候のため、室外での行事
は中止になったが、実施し
たかるたとり大会の参加人
数が、平成27年度（430人）
に比べ、28年度（440人）は
増えたため。

開催予定日：平成30年2月4日（日）
場所：高松市立中央公園、市役所、四
番丁スクエア、体育館
内容：校区対抗（かるたとり、ドッヂボー
ル、すもう）自由参加（創作コーナー、遊
び名人コーナーほか）

生涯学習課

H27年度は雨天のため中止 開催予定日：平成29年9月3日（日）
になったが、H28年度は予 開催場所：高松市西部運動センター
定通り開催でき、また、参加
チームもＨ26年度（男子18
チーム、女子15チーム）より
男子、女子ともに増え、大き
な混乱もなく実施できたた
め
計画通り実施できた。
なお、見学場所等について
参加児童にとってより思い
出深いものとなるよう配慮し
た。

開催予定日：平成29年11月3日～4日
（1泊2日）
場所：生涯学習センター、御殿浄水場、
水道資料館ほか
共催：高松市子ども会育成連絡協議会

生涯学習課

生涯学習課

校区、農園とも微量ではあ 市内12校区17農園
るが平成27年度（10校区15
農園）より増加した。
4
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【様式１】

5

生涯学習課

他のイベントとの共催事業 鋳造・瓦製作・勾玉製作等の体験学習
や市役所全体での夏休み その他、体験学習行事
関係講座のチラシに掲載を （夏休み限定の体験学習を実施予定）
依頼するなどの効果により、
当初の想定を上回る実績を
上げることができた。

文化財課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

事業概要

香南歴史民俗郷土
館工作教室

市

香南歴史民俗郷土館で、夏休み
を中心に、郷土の歴史文化を体
験する、子ども工作教室を開催す
る。

122 Ⅰ 4 （3）

２８事業内容（計画）
Ｈ28年度10講座開催予定
「勾玉を作ろう」7/22
「親子お手玉教室」7/23
「化石のレプリカを作ろう」7/24
「手習草子（書道教室）」7/29
「プリザーブドフラワー教室」7/30
「土鈴を作ろう」8/2
「土笛を作ろう」8/5
「化石のクリーニング」8/7
「ミニ土偶を作ろう」8/10
企画展関連講座「自動車プラモをつく
ろう」8/11

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）
Ｈ28年度10講座開催
「勾玉を作ろう」7/22
「親子お手玉教室」7/23
「化石のレプリカを作ろう」7/24
「手習草子（書道教室）」7/29
「プリザーブドフラワー教室」7/30
「土鈴を作ろう」8/2
「土笛を作ろう」8/5
「化石のクリーニング」8/7
「ミニ土偶を作ろう」8/10
企画展関連講座「自動車プラモ
をつくろう」8/11

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

5

伝統的ものづくり 市（伝統的も 親子で本市の伝統的ものづくりへ 地域の歴史と合わせて発達した、伝統 伝統的ものづくり親子体験教室
を、7月25日（月）2コース、7月28
夏休み親子体験教 のづくり関係 の理解と関心を深め、普及啓発 的ものづくりの理解と関心を深めるた
事業者へ体 を図ることを目的とし、夏休みの め、夏休み期間中に親子で体験できる 日（木）3コースを開催。（各コー
室
験教室の委 宿題解決や子どもと大人が一緒 教室を実施する。（5コース×2回/各回 ス、午前と午後2回）各回定員親
託）
に地域の伝統的ものづくりにふれ 定員親子15組）
子15組、総勢150組の親子が参
あい、学ぶ体験の場にすると同時
加。
に、シビックプライドの醸成につな
がる場を創出する。

123 Ⅰ 4 （3）

124

放課後子ども教室
（再掲）
Ⅰ 4 （3） （Ｎｏ．８９）

125

子ども動物愛護教
室（再掲）（Ｎ
Ⅰ 4 （3） ｏ．９１）
親子文化財教室
（再掲）

126 Ⅰ 4 （3） （Ｎｏ．４２）
視聴覚ライブラ
リー

127 Ⅰ 5 （1）

市

視聴覚教材・機材等の利用促進 視聴覚教材・機材等の利用促進を図る 視聴覚教材・機材等の利用促進
を図るため、教材・機材の貸出・ ため、教材・機材の貸出・保存を行う。 を図るため、教材・機材の貸出・
保存を行う。
保存を行った。
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5

評価の理由

２９事業内容（計画）

積極的な広報活動等によ Ｈ29年度10講座開催予定（仮称）
り、前年度と比べ実績が増 「勾玉を作ろう」
加し、目標値を上回った。 「親子お手玉教室」
「化石のレプリカを作ろう」
「手習草子（書道教室）」
「プリザーブドフラワー教室」
「土鈴を作ろう」
「土笛を作ろう」
「化石のクリーニング」
「ミニ土偶を作ろう」
企画展関連講座「プラモをつくろう」

総定員150名に対し、391名
の応募があった。伝統的も
のづくりに対する理解と関
心が高く、有意義な普及活
動であったと考えられるた
め。

産業振興課分はゼロ予算。たかまつミラ
イエと共同で実施予定。平成２８年度同
様、夏休み期間中に親子で体験できる
教室を開催予定。（5コース×2回/各回
定員親子15組）

【様式１】
課名

香南歴史民俗郷土
館

産業振興課

選択し
てくださ
い

子育て支援課

選択し
てくださ
い

生活衛生課

選択し
てくださ
い

文化財課

計画どおり実施した。
5

視聴覚教材・機材等の利用促進を図る
ため、教材・機材の貸出・保存を行う。
生涯学習センター

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

128

センター利用促進
事業（再掲）（Ｎ
Ⅰ 5 （1） ｏ．１００）

129

まなびＣＡＮ・Ｃ
ＳＲ教室（再掲）
Ⅰ 5 （1） （Ｎｏ．１０１）

130

他団体との連携事
業（再掲）（Ｎ
Ⅰ 5 （1） ｏ．１０２）
コミュニティセン
ター整備事業

131 Ⅰ 5 （2）

132

コミュニティセン
ター講座（再掲）
Ⅰ 5 （2） （Ｎｏ．１８）

133

高齢者教室（再
掲）
Ⅰ 5 （2） （Ｎｏ．１９）

134 Ⅰ 5 （2）

実施主体

市

事業概要

コミュニティセンターの改築につ
いて、現施設の有効活用を基本
とした中期整備指針を策定し、こ
れに基づき実施する。

２８事業内容（計画）

①西植田コミュニティセンター耐震・補
強・改修工事
②東植田コミュニティセンター建築工事
③木太コミュニティセンター改築実施設
計
④川岡コミュニティセンター改築実施設
計
⑤屋島コミュニティセンター改築基本設
計

女性教室（再掲）
（Ｎｏ．２０）
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＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

①西植田コミュニティセンター耐
震・補強・改修工事（しゅん工）
②東植田コミュニティセンター建
築工事（しゅん工）
③木太コミュニティセンター改築
実施設計（完了）
④川岡コミュニティセンター改築
基本設計（完了）
⑤川岡コミュニティセンター土壌
汚染調査（H29繰越）
⑥屋島コミュニティセンター改築
基本設計（H29繰越）
⑦次期整備計画策定業務委託
（H29繰越）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

評価の理由

２９事業内容（計画）

【様式１】
課名

選択し
てくださ
い

生涯学習センター

選択し
てくださ
い

生涯学習センター

選択し
てくださ
い

生涯学習センター

4

川岡については、9月補正
にて実施設計予算を措置し
たものの、その後、想定外
の土壌汚染調査命令が下
り、実施設計に着手ができ
なかった。また、屋島につ
いては工法の検討や地元
の調整等に時間を要し、基
本設計が完了できなかっ
た。次期計画についても仕
様の検討等に時間を要し、
年度内完了ができなかっ
た。

①次期整備計画策定
②木太コミセン解体工事
③木太コミセン改築工事
④屋島コミセン基本設計
⑤太田コミセン基本設計
⑥川岡コミセン実施設計
地域振興課

選択し
てくださ
い

生涯学習センター

選択し
てくださ
い

生涯学習センター

選択し
てくださ
い

生涯学習センター

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

135

136

137

138

事業名

実施主体

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

コミュニティセン
ター同好会事業
Ⅰ 5 （2） （再掲）
（Ｎｏ．１７２）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

評価の理由

２９事業内容（計画）

【様式１】
課名

選択し
てくださ
い

生涯学習センター

選択し
てくださ
い

生涯学習センター

コミュニティセン
ターだよりの発行
Ⅰ 5 （2） （再掲）
（Ｎｏ．２２６）

選択し
てくださ
い

生涯学習センター

コミュニティセン
ター等パソコン講
Ⅰ 5 （2） 習会（再掲）
（Ｎｏ．２４０）

選択し
てくださ
い

生涯学習センター

生涯学習推進員養
成研修（再掲）
Ⅰ 5 （2） （Ｎｏ．１９５）

エコホタルの利用
促進事業

市

139 Ⅰ 5 （3）

特別展・常設展等
展示事業

市

140 Ⅰ 5 （3）
瀬戸内アートネッ
トワーク事業

市

Ⅰ 5 （3）

141 Ⅳ １ （２）
子どものアトリエ
事業

142

事業概要

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

1 5 （3）

市

南部クリーンセンターの施設見
学、親子リサイクル工作会、環境
パネル・インターネット情報提供を
実施する。

・施設見学、体験学習事業（紙すき等） 計画どおり実施できた。
・施設紹介・分別収集啓発用パンフレッ
トの印刷及び配布
・夏休み親子工作会予定日：7/21、
7/25、8/8、8/9、8/10、8/12
夏休み親子見学会予定日：7/22、8/1
（2回）、8/3、8/17、8/18

近代絵画や工芸、サブカル
特別展13回、常設展8回の実施を予
チャーなど幅広いジャンルをバラ 定。
ンスよく企画し、特別展・常設展を
開催する。

(市美術館)特別展6展(41,920
人)、常設展5展(22,492人)
(塩江美術館)企画展8展(6,283
人)、常設展3展(6,178人)

近隣美術館との連携を図るため、 スタンプラリーを実施する。
県内主要美術館で、共通パンフ
レットの作成、入館割引やスタン
プラリーを実施する。

スタンプラリー応募者数 231人

展覧会関連事業として、表現の こども＋(こどもアートスペース)を活用
可能性を楽しんでもらう美術講座 し、「子どものアトリエ」等を実施する。
「子どものアトリエ」を開催する。

実施回数 3回ほか「ふらっと
アート」
参加者数 863人

4

5

4
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5

利用者は増加しているが、 ・施設見学、体験学習事業（紙すき等）
事業内容の見直しも必要で ・施設紹介・分別収集啓発用パンフレッ
ある。
トの印刷及び配布
・夏休み親子工作会 6回開催予定
・夏休み親子見学会 6回開催予定

設定した目標が達成され、 特別展13回、常設展7回の実施を予
十分成果が上がっているた 定。
め。

設定した目標が達成され、 スタンプラリーを実施する。
十分成果が上がっているた
め。

設定した目標が達成され、 こども＋(こどもアートスペース)を活用
十分成果が上がっているた し、「子どものアトリエ」等を実施する。
め。

南部クリーンセン
ター

美術館美術課

美術館美術課

美術館美術課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

143

事業名

実施主体

アートで遊ぼう！
（鑑賞プログラ
Ⅰ 5 （3） ム）

市

企画展・常設展等
展示事業

市

事業概要

実施回数 7回
参加者数 66人

原始・古代から現代までの高松の
歴史を常設展示・企画展・収蔵品
展・ロビー展等を開催し、収蔵資
料を紹介・公開する。

原始・古代から現代までの高松の歴史
を常設展示、収蔵品展「高松藩・狩野
派」、企画展「心を豊かにするデザイ
ン」、「高松藩校講道館（仮称）」、収蔵
品展「奥の坊遺跡（仮称）」、ロビー展等
を開催し、収蔵資料を紹介・公開する。

原始・古代から現代までの高松
の歴史を常設展示、収蔵品展
「高松藩・狩野派！」、企画展「心
を豊かにするデザイン」、「高松
藩校講道館」、収蔵品展「奥の坊
遺跡の世界」、ロビー展等を開催
し、収蔵資料を紹介・公開した。

9月17日～10月16日の会期で第25回文
学展「生誕120年記念 宮沢賢治」を開
催、企画展示をはじめ特別行事により、
文学への理解と関心を高める機会を提
供する。直木賞作家による記念講演会
も11月18日に開演予定。

9月17日～10月16日の会期で第
25回文学展「生誕120年記念 宮
沢賢治」を開催、企画展示や特
別行事により文学への理解と関
心を高める機会を提供した。直
木賞作家の記念講演会も11月18
日に実施した。

図書館サービスの向上、機能強
化等を図るため、各種資料（図
書・雑誌・新聞・ＡＶ資料等）・情
報の収集・提供を行う。

図書・雑誌・新聞・ＡＶ資料等の収集・
提供
資料整備費
（95,102,000円 分室活性化事業費
750,000円を含む）

図書・雑誌・新聞・ＡＶ資料等の
収集・提供
資料整備費
（89,210,622円）

移動図書館車3台で、図書館の
利用が困難な校外地域88ステー
ションを巡回し、図書等の貸出
サービスを実施する。

移動図書館車3台で、図書館の利用が
困難な郊外地域86ステーションと瀬戸・
高松広域定住自立圏の直島2ステー
ションを含む88ステーションに巡回サー
ビスを実施する。
160,000冊

移動図書館車3台で、図書館の
利用が困難な郊外地域86ステー
ションと瀬戸・高松広域連携中枢
都市圏の直島2ステーションを含
む88ステーションに巡回サービス
を実施した。
142,310冊

実行委員会 貴重な文学資料を鑑賞し、文学
（補助）
への理解と関心を高める機会とし
て、菊池寛ほか郷土ゆかりの作家
等の文学展を開催する。

145 Ⅰ 5 （3）

図書館等資料整備
事業

市

146 Ⅰ 5 （3）
移動図書館事業

147 Ⅰ 5 （3）

148

市

２８事業内容（実績）

鑑賞教育の充実を図るための鑑 「アートで遊ぼう！」を実施する。
賞プログラム「アートで遊ぼう！」
を実施し、学芸員とともに美術作
品の鑑賞を行う。

144 Ⅰ 5 （3）

文学展事業

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

高松テルサ文化教
養・研修事業（再
Ⅰ 5 （3） 掲）
（Ｎｏ．１３）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

5

5

5

5

4

２９事業内容（計画）

設定した目標が達成され、 「アートで遊ぼう！」を実施する。
十分成果が上がっているた
め。

瀬戸内国際芸術祭2016
パートナーシップ事業として
開催した企画展のほか各展
示とも好評であり、入場者
は前年度を上回った。

選択し
てくださ
い

30ページ

評価の理由

原始・古代から現代までの高松の歴史
を常設展示、収蔵品展「プレイバック高
松」、企画展「さぬきのＦＯＯＤ（風
土）」、収蔵品展「戦国時代の高松市
（仮称）」、企画展「自然へのまなざし、
描かれる動植物たち（仮称）」、ロビー展
等を開催し、収蔵資料を紹介・公開す
る。

ボランティア活動として定着 9月16日～10月22日の会期で第26回文
しており、参加者は前年度 学展「没後90年 芥川龍之介―その青
を上回った。
春と友情」を開催、企画展示をはじめ特
別行事により、文学への理解と関心を
高める機会を提供する。3名の講師によ
る座談会形式の記念講演会も11月23
日に開催予定。

予算執行率が約１００％で
あり、計画的な執行ができ
た。

図書・雑誌・新聞・ＡＶ資料等の収集・
提供
資料整備費
（95,102,000円 分室活性化事業費
750,000円を含む）

年間計画どおりのサービス 移動図書館車3台で、図書館の利用が
を実施し、事業成果は保て 困難な郊外地域86ステーションと瀬戸・
ている。
高松広域連携中枢都市圏の直島2ス
テーションを含む88ステーションに巡回
サービスを実施しする。
160,000冊

【様式１】
課名

美術館美術課

歴史資料館

菊池寛記念館

中央図書館

中央図書館

産業振興課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

149

150

事業名

実施主体

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

埋蔵文化財セン
ター体験学習（再
Ⅰ 5 （3） 掲）（Ｎｏ．１２
１）
本のソムリエ派遣
事業（再掲）（Ｎ
Ⅰ 5 （3） ｏ．２１）
ゆめづくり推進事
業

市

151 Ⅱ 1 （1）

152

事業概要

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

地域コミュニティ
まちづくり活動支
Ⅱ 1 （1） 援事業

市

地域コミュニティとして、地域課題 事業提案のあった22の地域コミュニティ 22協議会
の解決・改善につながり他地域の 協議会に対し、補助金を交付する。
モデルとなる事業に補助金を交
付する。

コミュニティプランを策定した地区
（校区）に対し、地域コミュニティ
組織の運営および事業計画策定
の会議等経費を補助金として交
付する。

協働企画提案事業 市民活動団 社会的・公益的課題の解決、市
体等

民サービス向上のため、市民活
動団体等の専門性・先駆性・柔
軟性など特性を生かした企画提
案を募集する。

153 Ⅱ 1 （1）

「食育」で心と体 各種団体
（委託）
いきいき事業

154 Ⅱ 1 （1）

地域の食育を推進するため、各
種団体から事業提案を募集し、
採択事業を委託実施する。

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

課名

文化財課

選択し
てくださ
い

中央図書館

3

(評価不
可)

(評価不可)

事業の見直しを実施。
採択事業を委託2事業とし、提案団体・
関係課等での協議を事前・事中・事後
に渡り、きめ細かに実施することで、意
思疎通と情報共有を図り、協働への理
解を深める。また、外部アドバザーを活
用し、計画の軌道修正を行うことによる
事業内容のブラッシュアップを行う。協
働事業の広がりにつなげることから、審
査を受け、最長２年間の継続を認める。

新規事業２事業を採択実施。①
PROUD：「「ＬＧＢＴ～性的少数
者って何だろう？」ぐるり出張講
座とパネル展 ②地域の家ココカ
ラハウス：「まなぶ・いかす・つな
がる・ひろげる ここから未来の学
校～若者たちの人生デザイン
～」
関係課及びアドバイザーとの協
議をきめ細かに実施したことによ
り、事業のブラッシュアップが行
われ、より効果的な取組につな
がった。また協働事業への取組
に対する理解も深めることができ
た。

4

(評価不可)

(評価不
可)
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２９事業内容（計画）

選択し
てくださ
い

(評価不可)

Ｈ26年度で廃止
（評価不可）

評価の理由

【様式１】

事業目的を概ね達成したこ （本事業は、平成２８年度で廃止した。）
とから、事業の見直しが必
要であるため。

(評価不可)

アドバイザーの活用、きめ
細かな協議の実施等、事業
の見直しの成果により、本
来の協働の観点からの取組
ができ成果の向上につな
がった。今後、行政及び市
民活動団体等が互いに協
働事業への取組に対する
認識を深め、共通理解を図
ることにより、更なる向上が
期待できる。

(評価不可)

(評価不可)

コミュニティ推進課

コミュニティ推進課

平成28年度実施団体から継続申請を
受け、審査を経て採択実施。また、29年
度新規事業を募集し、審査を経て最大
2事業を採択実施。
個々の事業にアドバイザーを選任し、
事前・事中・事後に渡り、きめ細かに協
議を実施し、事業のブラッシュアップを
図ると共に、互いに協働事業への理解 コミュニティ推進課
市民協働推進室
を深める。

(評価不可)

保健センター

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

観光ボランティア 市観光ボラ 観光客等の利便を図るため、市
ンティアガイ 内の歴史・文化・自然・物産など
ガイド事業
ド協会（補
助）

155 Ⅱ 1 （2）

美術館ボランティ
ア事業

市

156 Ⅱ 1 （2）
市民の学習成果発
表の場提供事業

市

157 Ⅱ 1 （2）

生涯学習センター
遊友塾

市

158 Ⅱ 1 （2）

まなびＣＡＮこど
も教室

市

159 Ⅱ 1 （2）

資料館ボランティ
ア事業

160 Ⅱ 1 （2）

市

市内（屋島山上・玉藻公園内・サンポー
ト高松）3か所で、ボランティアガイド事
を紹介するボランティアガイドを育 業を実施。
成する。
会員の高齢化が年々問題化されている
ので、ガイド事業を継続するためにも後
継者の育成に力を入れて取り組むこと。

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）
新人会員の育成については、ベ
テラン会員との意見交換会等を
設け、相談事や今後の方針につ
いて新しい意見を聞き取った。新
人会員の中には、ベテラン会員
と同じように積極的にガイドをす
る会員が育ち、会員の中での積
極性が感じられた。

市民の美術活動の支援と展覧会 開催特別展のギャラリートークを実施す 実施回数92回
鑑賞者の利便性を図るため、美 る。
参加者数1,516人
術館ボランティアを設置する。

市民の学びの成果を発表するこ
とで、さらなる学習意欲の向上を
図り、生涯学習の輪を広げるため
の講座を開催する。

市民の学びの成果を発表することで、さ
らなる学習意欲の向上を図り、生涯学
習の輪を広げるための講座を10講座開
催する。

市民の学びの成果を発表するこ
とで、さらなる学習意欲の向上を
図り、生涯学習の輪を広げるた
めの講座を16講座開催した。

公益性のある学習課題・現代的
課題をテーマに自ら企画・実施で
きる機会を提供し、市民参画型講
座等開催を支援する。

公益性のある学習課題・現代的課題を
テーマに自ら企画・実施できる機会を提
供し、市民参画型講座等開催を支援
し、講座参加人数1,020人を目指す。

公益性のある学習課題・現代的
課題をテーマに自ら企画・実施
できる機会を提供し、市民参画
型講座等開催を支援し、講座参
加人数487人だった。

生涯学習センターにおいて、ボラ
ンティア講師による、小・中学生を
対象としたものづくりや環境問題
等の講座を開催する。

生涯学習センターにおいて、ボランティ
ア講師による、小・中学生を対象とした
ものづくりや環境問題等の講座を開催
し、講座参加人数560人を目指す。

生涯学習センターにおいて、ボラ
ンティア講師による、小・中学生
を対象としたものづくりや環境問
題等の講座を開催し、講座参加
人数392人だった。

歴史資料館サポーターによる支
援活動、古文書解読ボランティア
による収蔵資料解説・データー化
等を行う。

歴史資料館サポーターによる支援活動
（企画展ミュージアムトーク、資料整理、
発送準備）、古文書解読ボランティアに
よる収蔵資料解説・データー化等を行
う。新規のサポーター数の増加を図る。

歴史資料館サポーターによる支
援活動（企画展ミュージアムトー
ク、資料整理、発送準備）、古文
書解読ボランティアによる収蔵資
料解説・データー化等を行った。
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これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

4

5

5

評価の理由

２９事業内容（計画）

新規ガイドの加入により、当 市内（屋島山上・玉藻公園内・サンポー
初の計画を概ね達成でき ト高松）3か所で、ボランティアガイド事
た。
業を実施。
会員の高齢化が年々問題化されている
ので、ガイド事業を継続するためにも研
修等を通して、後継者の育成に力を入
れて取り組むこと。

設定した目標が達成され、 開催特別展のギャラリートーク等を実施
十分成果が上がっているた する。
め。

【様式１】
課名

観光交流課

美術館美術課

講座参加人数は、目標を上 市民の学びの成果を発表することで、さ
回った。
らなる学習意欲の向上を図り、生涯学
習の輪を広げるための講座を16講座開
催した。
生涯学習センター

講座参加人数が目標に達
しなかった。

公益性のある学習課題・現代的課題を
テーマに自ら企画・実施できる機会を提
供し、市民参画型講座等開催を支援
し、講座参加人数1,020人を目指す。
生涯学習センター

講座参加人数が目標に達
しなかった。
3

生涯学習センターにおいて、ボランティ
ア講師による、小・中学生を対象とした
ものづくりや環境問題等の講座を開催
し、講座参加人数392人だった。

5

ボランティア活動として定着 歴史資料館サポーターによる支援活動
しており、参加者は前年度 （企画展ミュージアムトーク、資料整理、
を上回った。
発送準備）、古文書解読ボランティアに
よる収蔵資料解説・データー化等を行
う。新規のサポーター数の増加を図る。

3

生涯学習センター

歴史資料館

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

161

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（実績）

よみきかせたいＪ
ｒ派遣事業（再
Ⅱ 1 （2） 掲）
（Ｎｏ．２０３）
市民活動センター
事業

市民グループ学習
支援事業

市

市

Ⅱ 2 （1）

163 Ⅰ １ （1）

市民活動センターにおいて、市
民活動活性化のため、情報収
集・提供、学習・研修、交流・コー
ディネート、調査・連携、災害時
対応など各種事業を実施する。

市民活動センターを、瓦町FLAGに統 ・活動支援講座（会計・労務等）
合したことにより、更なるセンターの機能 14回 137人
強化と、利用促進に向け、各種講座の ・活動紹介講座（IT教室等）
26回 775人
開催はもとより、相談やコーディネート
機能を高めるとともに、市民活動団体の ・高松市まちづくり学校
情報収集・調査にも積極的に取り組む。 地域づくりチャレンジ塾
7回 137人
みんなの学縁祭
1回 112人
・１周年記念事業（和い輪いかい
等）
2日 260人

自発的な学習意欲を持つ市民団 ・女性教室実施団体数：5団体
体を公募し、女性の資質・能力の ・家庭教育学級実施団体数：6団体
向上や家庭教育に関する学習活
動を助成する。

165 Ⅱ 2 （2）

4

・女性教室実施団体数：2団体
・家庭教育学級実施団体数：3団
体
3

早明浦ダム周辺ボ
ランティア清掃事
Ⅱ 2 （1） 業（再掲）
（Ｎｏ．１１３）
大学等との連携事
業

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

評価の理由

２９事業内容（計画）

選択し
てくださ
い

162 Ⅱ 2 （1）

164

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

行政課題へ迅速かつ的確に対応
するため、大学等と包括協定を締
結し、多分野・多面的な連携を推
進する。

引き続き、本市の行政課題の解決等を
図るため、大学や金融機関などの地域
の多様な主体との連携を推進する必要
がある。

行政課題へ迅速かつ的確に対
応するため、大学等と包括協定
を締結し、多分野・多面的な連携
を推進する。

4

シルバー人材セン （公社）高松 高松市シルバー人材センターに シルバー人材センターにおいて、働く シルバー人材センターにおい
市シルバー おいて、働く意欲のある高齢者の 意欲のある高齢者の就業機会を増大さ て、働く意欲のある高齢者の就
ター事業
人材セン
就業機会を増大し、社会参加と
ター（補助） 生きがいづくりを促進する。

せ、多様なニーズに対応することで、社 業機会を増大させ、多様なニー
会参加と生きがいを得る場を提供する。 ズに対応することで、社会参加と
生きがいを得る場を提供した。

166 Ⅱ 2 （2）

3
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課名

中央図書館

市民活動センターを統合
し、マンパワーを結集したこ
とにより、効率的な事業運
営ができた。
今後は、ＮＰＯ法人に関す
る相談事業も含めた幅広い
活動支援の充実に取り組む
ことにより、更なる効果が期
待できる。

・各種講座の実施（活動支援、活動紹
介等）
・ＮＰＯ法人認証等事務に関する相談
等
・高松市まちづくり学校
・情報収集及び発信（機関誌、ＨＰ、ＦＢ
コミュニティ推進課
等）
市民協働推進室

予定していた募集団体数に 当課実施なし
達しなかったため、2次募集
まで行ったが、応募がなく、
計画の半分程度になってし
まったため。

選択し
てくださ
い
市

【様式１】

生涯学習課

企業総務課

更に、多様な主体との連携 引き続き、本市の行政課題の解決等を
を拡充し、推進する必要が 図るため、大学や金融機関などの地域
ある。
の多様な主体との連携を推進する必要
がある。

「高年齢者等の雇用の安定
等に関する法律」の改正に
より、65歳までの継続雇用
制度等が開始され、高齢者
の雇用機会が増加したこと
から、短時間労働を主とす
るシルバー人材センターに
あっては、設定した目標が
達成せず、成果が上がって
いない。

政策課

シルバー人材センターにおいて、働く
意欲のある高齢者の就業機会を増大さ
せ、多様なニーズに対応することで、社
会参加と生きがいを得る場を提供する。
長寿福祉課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

「ため池守り隊」 市民活動団 自然環境保全のため、非農家も 16か所のため池で実施予定。
参加し、ため池の清掃活動等を
市民活動支援事業 体
（補助）

167 Ⅱ 2 （2）

Ⅱ 2 （2）

168 Ⅲ ２ （1）

169

170

5

体で企画・運営する。まち歩きガ 運営する。まち歩きガイドを実施し、観
イドを実施し、観光客の誘致を図 光客の誘致を図り、まちの活性化につ
り、まちの活性化につなげる。
なげる。

リピーターとなっている参加者を
確保しているガイドもいる等、一
部のガイドの質の向上が見受け
られた。しかしながら、ガイド自身
が主体性を持っていると言える状
況ではなく、全体的にマンネリ傾
向にあると感じられる。

知的障がい者青年
教室（再掲）
Ⅱ 2 （2） （Ｎｏ．１６）

171 Ⅲ 1 （1）

Ⅲ 1 （1）

コミュニティセン
ター同好会事業

172 Ⅰ ５ （２）

高松市老人 高松市老人クラブ連合会におい 高松市老人クラブ連合会において、市 高松市老人クラブ連合会におい
クラブ連合 て、市内在住の60歳以上の高齢 内在住の60歳以上の高齢者を対象に、 て、市内在住の60歳以上の高齢
会（補助）
者を対象に、3学科（健康・文化・ 3学科（健康・文化・生活）の高松いきい 者を対象に、3学科（健康・文化・
生活）の老人大学を開講する。
き大学を開講する。
生活）の高松いきいき大学を開
講した。
高松いきいき
平成28年5月～平成29年2月
定員165名（各学科55名ずつ）
市

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

19か所のため池で実施

NPO等の活用によ
る環境学習活動
Ⅱ 2 （2） （再掲）
（Ｎｏ．１２）

老人大学事業
高松いきいき

173

２８事業内容（実績）

実施する団体に補助金を交付す
る。

まちかど漫遊帖事 高松まちか 歴史探訪・食・産業など高松の隠 歴史探訪・食・産業など高松の隠れた
ど漫遊帖実 れた観光資源を発掘し、市民主 観光資源を発掘し、市民主体で企画・
業
行委員会
（補助）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

コミュニティセンター等において コミュニティセンター等において承認を コミュニティセンター等において
承認を得た同好会に対して、定 得た同好会に対して、定期利用の許
承認を得た同好会に対して、定
期利用の許可・利用料金の減免 可・利用料金の減免を行う。
期利用の許可・利用料金の減免
を行う。
を行った。

市民登山学校（再
掲）
Ⅲ 1 （1） （Ｎｏ．４９）

3

２９事業内容（計画）

新規に3か所のため池にお 18か所（市長ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ平成29年度目
いて事業が実施されてい
標）
る。

参加を毎回楽しみにされて
いるお客様が少なくない点
は評価し得るが、新しい
コースの造成意欲は各ガイ
ドから薄れており、毎回同じ
内容のものも見受けられる。
各ガイドの意欲向上が求め
られる。

歴史探訪・食・産業など高松の隠れた
観光資源を発掘し、市民主体で企画・
運営する。まち歩きガイドを実施し、観
光客の誘致を図り、まちの活性化につ
なげる。

課名

土地改良課

観光交流課

選択し
てくださ
い

環境保全推進課

選択し
てくださ
い

生涯学習課

5

設定した目標が達成され、 高松市老人クラブ連合会において、市
十分成果が上がっている
内在住の60歳以上の高齢者を対象に、
3学科（健康・文化・生活）の高松いきい
き大学を開講する。

計画どおり実施した。
4

選択し
てくださ
い
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評価の理由

【様式１】

コミュニティセンター等において承認を
得た同好会に対して、定期利用の許
可・利用料金の減免を行う。

長寿福祉課

生涯学習センター

スポーツ振興課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

男女共同参画市民 男女共同参 高松市男女共同参画センター登 高松市男女共同参画センター登録団 高松市男女共同参画センター登
画市民フェ 録団体が中心となり、講演会の開 体が中心となり、講演会の開催・パネル 録団体が中心となり、講演会の
フェスティバル
スティバル実 催・パネル展・ワークショップ等を 展・ワークショップ等を11月に開催す
行委員会
開催する。
る。
（補助）

174 Ⅲ 1 （2）

市民活動団体ネッ 市民活動団 各種市民活動団体や教育機関
体等
等との交流会の開催など、団体
トワーク構築事業

同士のネットワーク構築を図る。

まちづくり学校実行委員会を中心に、よ
り市民と市民活動団体等、また市民活
動団体同士がふれあい、その後につな
がりがもてるような文化祭を開催する。

175 Ⅲ 1 （2）

こども未来ネット
ワーク会議

市

176 Ⅲ 1 （2）

家庭・地域の教育
力向上推進事業
Ⅲ 1 （2）

177 Ⅰ ４ （2）
Ⅳ １ （2）

市

子育て支援団体等の相互交流・
情報交換の場として、部門別会
議や座談会を開催し、連携・協働
を図る。

子育て支援事業を実施する団体ごとの
ネットワークを構築する部門別会議を開
催する。
・地域子育て支援センター部門（2回）
・地域組織部門（2回）
・学童保育部門（2回）
・子育てサークル等（2回）
各種子育て支援事業実施団体が一堂
に会し、意見交換できる場を提供する
ために「こども未来ネットワーク会議座談
会」を開催。（2回）

家庭・地域の教育力向上を図る
ため結集した協議体を核に、家
事業廃止
庭教育・子育て情報の発信のほ
新規事業「子どもを中心にした地域交
か、先行事例モデル地域での
流事業」を展開する。
ワークショップ・座談会、報告会等
（評価不可）
を開催する。

35ページ

開催・パネル展・ワークショップ等
を11月～12月に開催した。

たかまつでヒトやコトがつながる
ONE DAYプログラム「みんなの
学“縁”祭」開催 ①地域づくり
チャレンジ塾2016最終報告会
②ワールドカフェ ③地域活動パ
ネル展示 ④さぬき映画祭2017
優秀企画上映作品無料上映
平成29年3月18日（土）
市民交流プラザIKODE瓦町
参加者112人

子育て支援事業を実施する団体
ごとのネットワークを構築する部
門別会議を開催した。
・地域子育て支援センター部門
（2回）
・地域組織部門（2回）
・学童保育部門（2回）
各種子育て支援事業実施団体
が一堂に会し、意見交換できる
場を提供するために「こども未来
ネットワーク会議座談会」を開
催。（2回）

(評価不可)

評価の理由

２９事業内容（計画）

予定通り事業が実施された 高松市男女共同参画センター登録団
が、目標が達成されなかっ 体が中心となり、講演会の開催・パネル
たため。
展・ワークショップ等を開催する。
3

4

「みんなの学“縁”祭」の開
催により、市民活動団体等
と地域コミュニティ協議会関
係者の交流はもとより、互い
が様々な場面で地域づくり
を共に考える場を共有で
き、つながるONE DAYと
なった。今後、益々多様な
主体の連携交流を深めるこ
とで、ネットワークが広がると
共に活動の活性化が期待
できる。

高松市まちづくり学校実行委員会を中
心に、市民活動団体、地域コミュニティ
協議会関係者等、地域づくりに関わる
多様な人たちとの連携・交流の場とし
て、「みんなの学“縁”祭」を開催する。

子育てサークル部門は参加
希望がなかったため開催で
きなかったが、他の部門等
会議については、計画通り
であった。

子育て支援事業を実施する団体ごとの
ネットワークを構築する部門別会議を開
催した。
・地域子育て支援センター部門（2回）
・地域組織部門（2回）
・学童保育部門（2回）
各種子育て支援事業実施団体が一堂
に会し、意見交換できる場を提供する
ために「こども未来ネットワーク会議座談
会」を開催。（2回）

4

(評価不
可)

(評価不可)

【様式１】
課名

男女共同参画推進
室

コミュニティ推進課
市民協働推進室

(評価不可)

子育て支援課

生涯学習課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

子どもを中心にし
た地域交流事業

市

地域で活動する各種団体等が協
働することにより、団体の持ち味
やネットワークを活かしながら、子
ども及び保護者並びに地域の大
人が関わる継続的な事業を実施
することで、地域の住人が顔見知
りになるほか、地域の一体感を醸
成するとともに、地域ぐるみで子
どもを育む機運を高める。地域交
流事業の一環として、通学合宿を
併せて実施することができる。

新規４団体を募集する。
H27年度実施8団体には事業を継続し
てもらうことにより、さらに子どもと地域と
の交流の輪を拡げる。

（1）地域交流事業
新規4校区、継続8校区
（2）通学合宿事業
新規0、継続1校区
①太田南（白みそあん餅雑煮・し
め縄作り等）②木太北部（折鶴プ
ロジェクト・キャンプ）③鶴尾（じゃ
がいも掘り・スタンプラリー等）④
栗林（キャンプ・夏休みラジオ体
操会等）⑤太田（ラジオ体操・宿
題ハウス）⑥国分寺北部（田植
え・稲刈り体験・しめ縄作り等）⑦
東植田（地域交流キャンプ等）⑧
香南（芸術家とのワークショップ・
クリスマス工作等）⑨川島（農業
体験・収穫祭）⑩多肥（木工教
室・昔遊び等）⑪国分寺南部（さ
つまいも栽培、うどん作り等）⑫
一宮（ダンボール工作・ちゃぐり
んフェスタ等）

Ⅲ １ （2）

178 Ⅰ ４ （2）
Ⅳ １ （2）

掃除教育「ぴかぴ
かデー」

市

179 Ⅲ 1 （3）

180

地域密着型トップ
スポーツチーム交
Ⅲ 1 （3） 流・連携事業
Ⅰ １ （４）

181

放課後子ども教室
（再掲）
Ⅲ 1 （3） （Ｎｏ．８９）

182

スマイルあいさつ
運動（再掲）
Ⅲ 1 （3） （Ｎｏ．９３）

市

幼稚園・小学校で、地域の高齢 （こども園運営課・学校教育課）
者等から掃除の仕方を学びなが こども園・幼稚園・小学校において、地
ら清掃活動・心の教育を行う。
域の高齢者や祖父母、保護者など様々
な方から、掃除の仕方を学びながら、清
掃活動・心の教育を行う。

（こども園運営課・学校教育課）
こども園・幼稚園・小学校におい
て、地域の高齢者や祖父母、保
護者など様々な方から、掃除の
仕方を学びながら、清掃活動・心
の教育を行った。

地域密着型トップスポーツチーム 地域密着型トップスポーツチームとの交 434回 29,666人
との交流・連携を図るため、ス
流・連携を図るため、スポーツ教室やス
ポーツ教室やスクールガード等を クールガード等を実施する。
実施する。
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これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

評価の理由
通学合宿事業が計画よりも
減少した。なお、事業を通
して、子ども、保護者、地域
が協力・交流の過程でお互
いを思いやる気持ちが育め
た。また、子どもの表現力が
豊かになり、地域の人に自
ら質問など働きかけるように
なった。

２９事業内容（計画）

【様式１】
課名

（1）地域交流事業
新規4校区、継続12校区
（2）通学合宿事業
新規2校区、継続1校区
事業を継続してもらうことにより、さらに
子どもと地域との交流の輪を拡げる。

3

生涯学習課

5

当初の予定どおり事業を実 （こども園運営課・学校教育課）
施することができた。
こども園・幼稚園・小学校において、地
域の高齢者や祖父母、保護者など様々
な方から、掃除の仕方を学びながら、清
掃活動・心の教育を行う。

4

新リーグが発足し、香川ファ 地域密着型トップスポーツチームとの交
イブアローズがＢ2リーグに 流・連携を図るため、スポーツ教室やス
参戦したこともあり、回数・ クールガード等を実施する。
参加数は増加している。

こども園運営課
学校教育課

スポーツ振興課

選択し
てくださ
い

子育て支援課

選択し
てくださ
い

学校教育課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

183

184

185

186

187

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

新春子どもフェス
ティバル（再掲）
Ⅲ 1 （3） （Ｎｏ．１１７）
子ども会フット
ベースボール大会
Ⅲ 1 （3） （再掲）
（Ｎｏ．１１８）
こども農園事業
（再掲）
Ⅲ 1 （3） （Ｎｏ．１２０）
子どもわくわく体
験支援事業（再
Ⅲ 1 （3） 掲）（Ｎｏ．１１
６）
高松・嶺北子ども
交歓会（再掲）
Ⅲ 1 （3） （Ｎｏ．１１９）
地域コミュニティ
人材養成事業

市

まちづくり活動の中核を担う地域 地域コミュニティ人材養成事業
のリーダー養成を目的とした人材 平成29年2月下旬
養成事業を実施する。
テーマ、講師 未定

評価の理由

２９事業内容（計画）

課名

選択し
てくださ
い

生涯学習課

選択し
てくださ
い

生涯学習課

選択し
てくださ
い

生涯学習課

選択し
てくださ
い

生涯学習課

選択し
てくださ
い

生涯学習課

平成29年2月18日開催

これまで同じ方法で開催し 事業の実施方法を再検討し、実施す
ており、参加者数も目標に る。
は達していないことから、今
後の改善が必要であるた
め。

講師：九州大学大学院 統合新
領域学府 客員准教授 加留
部貴行 氏
テーマ：『いっしょにやる、というこ
と ～多様性や変化と向き合う時
代に向けて～』

188 Ⅲ 2 （1）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

【様式１】

3

コミュニティ推進課

参加者：311人

189

地域防災リーダー
育成セミナー
※H29年度から
Ⅲ 2 （1） 「防災講演会」に
変更

市

防災に関する基本知識・技能を
有する人材育成のため、意欲あ
る市民を対象に、防災に関する
各専門分野の講師によるセミ
ナーを開催する。

7月30日(土)午後、8月6日(土)午後の2 実施計画のとおり
日間で、セミナーを開催する。
7月30日(土)午後、8月6日(土)午
後の2日間で開催した。
4
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当初の予定通り、滞りなくセ 地域防災リーダー育成セミナーに変わ
ミナーを開催することができ り、防災講演会を開催し、防災に関する
た。
基本知識・技能を有した人材を育成す
る。

危機管理課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

認知症サポーター
養成講座

市

190 Ⅲ 2 （1）

ＰＴＡ地域活動促
進事業

市

Ⅲ 2 （1）

191 Ⅰ ３ （３）
少年団体育成事業

市

192 Ⅲ 2 （1）

青年活動推進事業

市

193 Ⅲ 2 （1）

指導者のためのセ
ミナー

市

194 Ⅲ 2 （1）

生涯学習推進員養
成研修
Ⅲ 2 （1）

195 Ⅰ ５ （２）

市

事業概要

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

認知症高齢者等に対する正しい 参加人数 目標は5,000人
認知症サポーター養成人数
知識を持ち、地域で認知症高齢
① 受講者を小・中・高・大学生等の 4,831人
者等や家族を支援するサポー
若い世代や見守り協定を結ぶ企業等に
ターを養成し、安心して暮らせる 拡大し開催する。
地域づくりの担い手を増やす。
② 講座受講後地域で認知症対策に
取り組めるよう、フォローアップ講座を開
催する。

ＰＴＡ連絡協議会への活動を支 高松市ＰＴＡ連絡協議会へ運営事業、 高松市ＰＴＡ連絡協議会へ運営
援し、子どもの安全の確保のため メール配信運営事業の補助金の交付 事業及びメール配信事業の補助
の不審者情報や健全育成情報
金を支出（運営事業：6月、10月・
等のメール配信を支援する。
メール配信事業：6月）

校区子ども会育成連絡協議会相 高松市子ども会育成連絡協議会への
互の連携を図り、子ども会活動の 補助金を交付し、支援を行う。
充実と子どもの健全育成のため
高松市子ども会育成連絡協議会
の運営を支援する。

協議会へ補助金を支出

青年活動の振興を目指し自主的 更なる青年活動の振興を図るため、市
に活動する市青年連絡協議会へ 青年連絡協議会への助成を行うととも
の助成と、青年教育振興のため に各種会合へ参加する。
協議会へ参画する。

市青年連絡協議会への運営支
援として補助金を交付し、青年活
動の振興を図るため、各種会合
へ参加した

4

評価の理由

２９事業内容（計画）

（評価不可）

（評価不可）

コミュニティセンター職員などの
生涯学習推進員を対象に、生涯
学習に関する知識・技能の向上
を図るための講座を開催する。

コミュニティセンター職員などの生涯学
習推進員を対象に、生涯学習に関する
知識・技能の向上を図るための講座を
開催し、講座参加人数470人を目指す。

コミュニティセンター職員などの
生涯学習推進員を対象に、生涯
学習に関する知識・技能の向上
を図るための講座を開催し、講
座参加人数414人だった。

課名

目標に対して、97％の実績 参加人数 目標は5,000人
であるため。
① 受講者を小・中・高・大学生等の
若い世代や見守り協定を結ぶ企業等に
継続して開催する。
地域包括支援セン
② 講座受講後、認知症サポーター
ター
が地域で認知症対策に取り組めるよう、
フォローアップ講座を開催する。

助成によりＰＴＡ活動の充
実・発展に寄与した。

高松市ＰＴＡ連絡協議会へ運営事業、
メール配信運営事業の補助金の交付

5

生涯学習課

助成により子ども会活動の 高松市子ども会育成連絡協議会への
充実・発展に寄与した。
補助金を交付し、支援を行う
5

市民と行政との協働によるまちづ
くりを実現するため、また、市政へ
の市民参画を図る推進するため、
生涯学習推進の指導的役割りを
果たす人材を養成する講座を開
催する。
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これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

【様式１】

4

（評価不
可）

生涯学習課

会員数の増減はなかった 更なる青年活動の振興を図るため、市
が、各種行事、会合へ積極 青年連絡協議会への助成を行うととも
的に参加した
に各種会合へ参加し、会員数の増加を
図る

（評価不可）

講座参加人数が目標に達
しなかった。
4

（評価不可）

生涯学習課

生涯学習センター

コミュニティセンター職員などの生涯学
習推進員を対象に、生涯学習に関する
知識・技能の向上を図るための講座を
開催し、講座参加人数464人を目指す。 生涯学習センター

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

196

197

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

地域における人権
啓発推進事業（再
Ⅲ 2 （1） 掲）（Ｎｏ．２
５）
まちかど漫遊帖事
業（再掲）
Ⅲ 2 （1） （Ｎｏ．１６８）

環境学習・環境教
育の推進事業
Ⅲ 2 （2）

198 Ⅳ １ （1）

市

環境ワークショップ、環境学習支
援事業、リサイクルアート事業、自
然観察体験事業などを実施す
る。

環境保全推進課分室を活用した環境
問題への意識啓発や環境に関する基
本的知識の向上を図る環境ワークショッ
プ（館内講座）の実施や環境情報の提
供を行うとともに、コミュニティセンター
等、地域で実施する環境学習支援事業
（出前事業）を実施する。

事業計画に従い、環境ワーク
ショップ（館内講座）や環境学習
支援事業（出前事業）を実施し
た。また、瀬戸内海の環境保全
について学ぶ磯の観察会などの
講座を実施した。

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

連絡協議会 育成するため、保育所・幼稚園・ め、保育所・幼稚園・小中学校に幼年
小中学校に幼年少年消防クラブ 少年消防クラブの結成を推進する。
（補助）
の結成を推進する。
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２９事業内容（計画）

課名

選択し
てくださ
い

人権啓発課

選択し
てくださ
い

観光交流課

4

幼年・少年消防ク 幼少，少年 幼少年期から防災意識を高め、 幼少年期から防災意識を高め、地域の 少年消防クラブが新たに1クラブ
消防クラブ 地域の安全・安心の担い手として 安全・安心の担い手として育成するた 結成された。
ラブの育成

199 Ⅲ 2 （2）

評価の理由

【様式１】

4

目標参加人員には達しな
かったが、市民からの要望
を踏まえた内容について
NPO等と協議しながら、多
岐に渡るテーマで各事業を
実施した。

環境問題への意識啓発や環境に関す
る基本的知識の向上を図る環境ワーク
ショップの実施や環境情報の提供を行
うとともに、コミュニティセンター等、地域
で実施する環境学習支援事業（出前事
業）を実施する。

幼年消防クラブは、保育所 幼少年期から防火意識を高め、地域の
が統合され、１クラブ減少し 安全・安心の担い手として育成するた
め、保育所・幼稚園・小中学校に幼年
た。
少年消防クラブの結成を推進する。

環境保全推進課

予防課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

子ども会育成指導
者養成事業

市

各校区の子ども会リーダー・ジュ
ニアリーダー・育成者を対象に、
子ども会活動に必要な実技指導
の講習会を開催する。

第1回：新役員講習会
平成28年5月15日（日）
塩江セカンドステージ
第2回：リーダー研修会
平成28年7月16日（土）
高知県香南市
第3回：ジュニアリーダー養成会
開催日未定
開催場所未定
第4回：リーダー研修会
平成28年10月29日（土）～30日（日）
愛媛県大洲市国立大洲青少年交流の
家
第5回：指導者講習会
開催日未定
開催場所未定

第1回：校区育成会新役員講習
会
平成28年5月15日（日）
塩江セカンドステージ
参加者：106名
第2回：子ども会リーダー研修会
平成28年7月16日（土）
高知県香南市「YASU海の駅クラ
ブ」
参加者：53名
第3回：子ども会リーダー研修会
平成28年10月29日（土）～30日
（日）
国立大洲青少年交流の家
参加者：39名
第4回：育成会指導者講習会
平成28年11月23日（水）
小豆島
参加者：39名

200 Ⅲ 2 （2）

地域活動促進事業

市

201 Ⅲ 2 （2）

少年相談員養成事
業

市

Ⅲ 2 （2）

202 Ⅰ ２ （３）
よみきかせたいＪ
ｒ派遣事業
Ⅲ 2 （2）

203 Ⅱ １ （2）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

市

地域における子ども活動の充実・
拡大のため、子ども会や育成会
が実施する研修会や事業に、専
門的な指導・助言を行う指導員を
派遣する。

派遣予定時間：30時間
派遣時間：30時間
役員講習会のように単位子ども会の役 派遣回数：17回
員が集まる場で資料配布するなど、高
松市子ども会育成連絡協議会と協力し
て広報に努める。また、指導員も高齢化
してきているので、新たな指導員の募集
活動を行う。

子どもの健全育成のため、悩める 相談員配置校区数
子ども・保護者等の地域の身近な 120人 40校区
相談相手として少年相談員の養
成講座を開催する。

相談員配置校区数
131人 38校区

子どもの自主的な読書活動や社
会貢献への意義や重要性を養う
機会として、老健施設等での「よ
みきかせたいＪｒ」、「キッズ読み聞
かせ隊」による読み聞かせ活動を
実施する。

保育所への訪問や子ども読書ま
つり等図書館のイベントを中心
に、計15回の読み聞かせ活動を
行った。

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

評価の理由
計画よりも実施回数が減と
なったが、充実した事業を
実施できた。

4

派遣予定時間を達成でき
た。また、派遣予定時間を
超えて申し込みがあった。
5

２９事業内容（計画）
第1回：校区育成会新役員講習会
平成29年5月14日（日）
塩江セカンドステージ
第2回：子ども会リーダー研修会
平成29年7月8日（土）
高知県香南市野洲
第3回：子ども会リーダー研修会
平成29年9月30日（土）～10月1日（日）
神戸市立自然の家
第4回：育成会指導者講習会
開催日：未定
開催場所：未定

派遣予定時間：60時間
役員講習会のように単位子ども会の役
員が集まる場で資料配布するなど、高
松市子ども会育成連絡協議会と協力し
て広報に努める。
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課名

生涯学習課

生涯学習課

概ね、達成できているが、 県に同様の事業があるため、28年度を
目標には到達しなかった。 もって廃止とし、県の講座の受講を推奨
している。
4

子どもの自主的な読書活動や社会貢献
への意義や重要性を養う機会として、老
健施設等での「よみきかせたいＪｒ」、
「キッズ読み聞かせ隊」による読み聞か
せ活動を実施する。
継続的に養成講座を開催し、読み聞か
せ活動（おはなし会）を充実させる。外
部から依頼があれば積極的に実施す
る。

【様式１】

少年育成センター

依頼による外部活動は少な
かったものの、図書館のイ
ベント中心に積極的に活動
を行った。
5

子どもの自主的な読書活動や社会貢献
への意義や重要性を養う機会として、老
健施設等での「よみきかせたいＪｒ」、
「キッズ読み聞かせ隊」による読み聞か
せ活動を実施する。
継続的に養成講座を開催し、読み聞か
せ活動（おはなし会）を充実させる。外
部から依頼があれば積極的に実施す
る。

中央図書館

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

204

205

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

年長児童の赤ちゃ
ん・出会い・ふれ
Ⅲ 2 （2） あい事業（再掲）
（Ｎｏ．７３）
成人式式典事業
（再掲）
Ⅲ 2 （2） （Ｎｏ．１５）
文書管理体制再構
築事業

市

206 Ⅲ 3 （1）
公文書館管理運営

市

歴史公文書等を適切に保存し、 （評価不可）
市民の利用に供することができる （平成２７年度以降は公文書館管理運
よう市の文書管理体制の再構築 営）
を図る。
歴史公文書等の保存、利用及び
調査研究並びに普及啓発を行う
施設として公文書館を管理運営
する。

香川支所（旧香川町）及び香南支所
（旧香南町）、高松市分歴史公文書等
の例年移管。
行政資料の受入れ

（評価不可）

市

208 Ⅲ 3 （1）

南部地域スポーツ
施設整備事業

市

市民文化センター本館跡地に、
子どもを主体とした、子どものた
めの施策、事業を実施し、子ども
を中心として幅広い世代の人々
が交流できる施設として、「こども
未来館（仮称）」を整備する。

工事竣工後、展示物やプラネタリウムの
設置等を行うとともに、スタッフの体制整
備や業務マニュアルの作成を行うなど、
28年11月の開館に向け準備を進める。

市民スポーツの振興を図るため、 建設工事
「南部地域における特色あるス
ポーツ施設」として整備する。

工事竣工後、展示物やプラネタリ
ウムの設置等を行うとともに、ス
タッフの体制整備や業務マニュ
アルの作成を行うなど開館に向
けて整え、平成28年11月23日に
開館した。

課名

選択し
てくださ
い

生涯学習課

（評価不
可）

（評価不可）

（評価不可）

香川支所（旧香川町）の歴 ・香南支所（旧香南町）、高松市分歴史
史公文書等の移管につい 公文書等の例年移管。
ては概ね終了したものの、 ・利用促進
香南支所（旧香南町）につ
いては、業務量が想定より
多かったため、終了には至
らなかった。
また、高松市分歴史公文書
等の例年移管については、
Ｈ２８年分と同時進行で、
滞っていた過去２年分が終
了した。
なお、特定歴史公文書等の
利用請求件数は、昨年より
増加した。

予定どおり、開館できたた
め。

4

総務課

総務課

整備事業を完了したため、なし。

5

実施設計修正業務、建設工事
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２９事業内容（計画）

子育て支援課

4

こども未来館（仮
称）整備事業

評価の理由

選択し
てくださ
い

・香川支所（旧香川町）の歴史公
文書等の移管
・高松市分歴史公文書等の例年
移管
・利用促進

207 Ⅲ 3 （1）

209 Ⅲ 3 （1）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

【様式１】

こども未来館整備室

実施設計の修正を行ったた 建設工事
め、発注時期は遅くなった
が、建設工事に着手した。

スポーツ振興課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

ヨット競技場再整
備事業

市

210 Ⅲ 3 （1）
屋島陸上競技場再
整備事業

市

211 Ⅲ 3 （1）
美術資料の収集

市

事業概要
老朽化施設を改修し、マリンス
ポーツを通し健康増進・相互交
流・利便性の向上、競技選手の
育成等を図る。

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（計画）
建設工事

２８事業内容（実績）
建設工事

市

213 Ⅲ 3 （1）
菊池寛遺品整理・
収集

市

214 Ⅲ 3 （1）

東讃地域で唯一の公認陸上競技 しゅん工
場である現施設の老朽度、施設・
設備の整備状況等を踏まえ、基
本構想・計画に基づき再整備す
る。

しゅん工した。

菊池寛およびその
作品から学ぶ「寛
学」事業

市

美術品の取得方針に基づき、系 日本の現代美術や香川の工芸などの
統的に美術品を購入する。
作品を収集する。

収集点数4点

歴史資料館ほか各資料館活動に 歴史資料館ほか各資料館活動に必要
必要な資料を収集し、展示・公開 な資料を収集し、展示・公開に向けての
に向けての調査研究、保存管理 調査研究、保存管理等を行う。
等を行う。

歴史資料館ほか各資料館活動
に必要な資料を収集し、展示・公
開に向けての調査研究・保存管
理等を行った。

郷土の偉大な文化人で文壇の隆 終了
盛の礎を築いた菊池寛の功績と
名誉を顕彰するため、遺品収集・
整理等を行う。

終了

郷土の偉大な作家「菊池寛」の作
品に親しみ、先人の生き方に学
ぶとともに、自己の生き方を考え
る「寛学」を実施する。

２９事業内容（計画）

しゅん工した。

・小学校用作品集と中学校用作品集の
不足分の配布を行う。
・作品を読む活動の設定を行う。
・菊池寛の作品の感想文募集を実施す
る。
・朗読劇を出前講座として小学校で実
施する。（10校）
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郷土の偉大な作家「菊池寛」の
作品に親しみ、先人の生き方に
学ぶとともに、自己の生き方を考
える「寛学」を実施した。
実施率100％

5

課名

建設工事
スポーツ振興課

5

収蔵品システム運
営事業（再掲）
Ⅲ 3 （1） （Ｎｏ．２４４）

216 Ⅲ 3 （2）

概ね計画どおりの進捗で
あった。

4

資料館資料の収
集・調査・研究

評価の理由

5

212 Ⅲ 3 （1）

215

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

【様式１】

指定管理者の管理・運営のもと、旧屋
島陸上競技場からの利用者増加を目
指す。

当初の購入予算自体は減 日本の現代美術や香川の工芸などの
額となったものの、寄贈作 作品を収集する。
品を含め当美術館の収集
方針に沿った収集を行うこ
とができた。
資料収集・保存管理等が順 歴史資料館ほか各資料館活動に必要
調に進められた。
な資料を収集し、展示・公開に向けての
調査研究、保存管理等を行う。

終了

スポーツ振興課

美術館美術課

歴史資料館ほか

終了

（評価不
可）

菊池寛記念館

選択し
てくださ
い

歴史資料館ほか

5

実施率は１００％であるが、 郷土の偉大な作家「菊池寛」の作品に
自己の生き方を考える学習 親しみ、先人の生き方に学ぶとともに、
を実践することができた。
自己の生き方を考える「寛学」を実施す
る。

学校教育課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

屋島城城門遺構整
備事業

市

事業概要

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（計画）

屋島城城門遺構を復元し、屋島 終了
山上の観光資源、古代の歴史を
体感できる生涯学習資源として活
用できるよう整備する。

２８事業内容（実績）
終了

評価の理由
終了

２９事業内容（計画）

民具資料活用事業

市

218 Ⅲ 3 （2）

古文書講座

市

219 Ⅲ 3 （2）

夏休みに郷土高松
の歴史を探ろう

市

220 Ⅲ 3 （2）

市ホームページに
よる情報提供

市

221 Ⅳ 1 （1）

広報たかまつによ
る情報提供

市

歴史資料館等施設での民具の展 歴史資料館等施設での民具の展示公
示公開、民具の出前展示・体験 開、民具の出前展示・体験講座、学校
講座、学校事業での民具活用な での民具活用（貸出し）などを行う。
どを行う。

ロビー展「おいしいさかなのかた
ち」「とりとりどり」等を行ったほ
か、出前講座による民具展示等
を行った。

生活に密着した古文書を題材
生活に密着した古文書を題材に、年間 生活に密着した古文書を題材
に、年間７回、古文書を解読し親 ７回、古文書を解読し親しむための講 に、8月から3月までに7回、古文
しむための講座を開催する。
座を開催する。
書を解読して親しむための講座
を開催した。

小中学生を対象に、夏休みの自
由研究として郷土の歴史をテー
マに調査研究できるよう、資料提
供や助言等支援する。

企画展「心を豊かにするデザイン」と関
連して、街歩きワークショップを行い、デ
ザインの歴史等をテーマに調査研究で
きるようにする。

企画展「心を豊かにするデザイ
ン」関連イベントとして開催し、街
歩きワークショップを行い、市内
中心部にある建築デザインや
アートの見どころを紹介した

生涯学習情報を始め、各種の市 本市ホームページ「もっと高松」の管理・ 本市ホームページ「もっと高松」
の管理・運営を行った。
政情報を発信するため、市ホーム 運営
ページ「もっと高松」の管理・運営
を行う。

生涯学習情報を始め、各種の市 「広報たかまつ」の発行（毎月1日・15
政情報を発信するため、毎月１ 日）
日・15日に「広報たかまつ」を発
行する。
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文化財課

3

ロビー展とともに民具資料
活用事業は好評であった
が、出前講座回数が前年
度より減少したため。

4

人気の講座であるが、周知 生活に密着した古文書を題材に、年間
不足により、前年度と比べ 7回（8月～3月）、古文書を解読し親し
目標値を下回った。（目標 むための講座を開催する。
値の96％）

3

課名

終了

（評価不
可）

217 Ⅲ 3 （2）

222 Ⅳ 1 （1）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

【様式１】

歴史資料館等施設での民具の展示公
開、民具の出前展示・体験講座、学校
での民具活用（貸出し）などを行う。

企画展とともに好評であっ 企画展「さぬきのＦＯＯＤ（風土）」関連し
たが、周知不足もあり、埋蔵 たワークショップを行い、高松の歴史等
文化財センターと共同開催 をテーマに調査研究できるようにする。
であった前年度と比べ参加
者数が減少した。

歴史資料館

歴史資料館

歴史資料館

生涯学習情報を始め、各種 本市ホームページ「もっと高松」の管理・
の市政情報を適時適切に 運営
掲載できた。
4

「広報たかまつ」を月2回（1日・15
日）発行した。

広聴広報課

生涯学習情報を始め、各種 「広報たかまつ」の発行（毎月1日・15
の市政情報を適時適切に 日）
掲載できた。
4

広聴広報課

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

子育て支援総合情
報発信事業

市

各種子育て支援情報を集約し、
活用しやすい「子育てハンドブッ
ク」と最新情報を提供する「子育
て支援総合情報サイト」により、積
極的な情報提供を図る。

○子育てハンドブック「たかまつらっこ」
10,000部増刷（情報修正含む）
子育て支援総合情報サイトの情報
更新、母子健康手帳交付時に配布する
ほか子育て支援課窓口、市民相談コー
ナー、子育て支援事業実施施設などの
窓口で配布。
○「子育て支援総合情報サイト」
らっこネットからのお知らせとして、
市役所・民間団体等の子育て家庭向け
イベント等を掲載。
○ひとり親サポートハンドブック(2,000
部）の発行とひとり親ウェブサイトの運営

○子育てハンドブック「たかまつ
らっこ」 8,000部増刷（情報修正
含む）
子育て支援総合情報サイトの
情報更新、母子健康手帳交付時
に配布するほか子育て支援課窓
口、市民相談コーナー、子育て
支援事業実施施設などの窓口で
配布。
○「子育て支援総合情報サイト」
らっこネットからのお知らせとし
て、市役所・民間団体等の子育
て家庭向けイベント等を掲載。
・年間アクセス件数 47,204件
・月平均アクセス件数 3,933件
○ひとり親サポートハンドブック
(2,000部）の発行とひとり親ウェブ
サイトの運営
○「たかまつ父親手帳」5,000部
発行

223 Ⅳ 1 （1）

公共施設利用総合
情報システム事業

市

224 Ⅳ 1 （1）

225 Ⅳ 1 （1）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

子ども向けホーム
ページ「きっずの
森」情報発信事業

市

学校体育施設開放事業、市ス
市スポーツ施設の利用者登録・予約管 計画通り行えた。
ポーツ施設の利用者登録・予約 理、学校体育施設開放事業及び利用
管理および利用者への各種情報 者への各種情報提供を行う。
提供を行う。

市内で開催される子ども向け行 こども向けホームページ「きっずの森」
事や子どもの学習に関する情報 への掲載（広報たかまつ、児童館イベン
を、子ども向けホームページ「きっ ト情報、他課でのイベントなどから抜粋）
ずの森」にて発信する。

こども向けホームページ「きっず
の森」への掲載について、広報
たかまつ、他課でのイベントなど
から抜粋し、随時更新した

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

5

226

において，コミュニティセンター等 ミュニティセンター等で開催する講座・
で開催する講座・行事等の学習 行事等の学習情報のほか、地域の学校
情報のほか、地域の学校関係情 関係情報など多彩な情報を紹介する。
報など多彩な情報を紹介する。

44ページ

において、コミュニティセンター等
で開催する講座・行事等の学習
情報のほか、地域の学校関係情
報など多彩な情報を紹介した。

２９事業内容（計画）

昨年と同様、子育てハンド
ブックを8,000冊増刷し、ひ
とり親サポートハンドブック
2,000部の発行と子育て支
援総合情報サイト「らっこ
ネット」及びひとり親ウェブ
サイトの運営管理を行い、
たかまつ父親手帳5,000部
を発行し、総合的な情報提
供が図られた。
らっこネットについては、Ｈ
28.1月からシステム改修に
より、アクセス件数のカウン
トの仕方が変更となった。ま
た、システムトラブルにより
使用できない期間があっ
た。

○子育てハンドブック「たかまつらっこ」
7,000部増刷（情報修正含む）
子育て支援総合情報サイトの情報更
新、母子健康手帳交付時に配布するほ
か子育て支援課窓口、市民相談コー
ナー、子育て支援事業実施施設などの
窓口で配布。
○「子育て支援総合情報サイト」
らっこネットからのお知らせとして、市
役所・民間団体等の子育て家庭向けイ
ベント等を掲載。
○ひとり親サポートハンドブック(2,000
部）の発行とひとり親ウェブサイトの運営

計画通り行えた。

市スポーツ施設の利用者登録・予約管
理、学校体育施設開放事業及び利用
者への各種情報提供を行う。

5

課名

子育て支援課

スポーツ振興課

幅広くイベントの抜粋をし、 こども向けホームページ「きっずの森」
内容豊富な子ども向けイベ への掲載（広報たかまつ、児童館イベン
ントの掲載ができた。
ト情報、他課でのイベントなどから抜粋）
5

コミュニティセン コミュニティ 各コミュニティセンターで発行して 各コミュニティセンターで発行している 各コミュニティセンターで発行し
いる「コミュニティセンターだより」 「コミニティセンターだより」において、コ ている「コミニティセンターだより」
ターだよりの発行 協議会
Ⅳ 1 （1）
Ⅰ ５ （２）

評価の理由

【様式１】

生涯学習課

計画どおり実施した。

4

各コミュニティセンターで発行している
「コミニティセンターだより」において、コ
ミュニティセンター等で開催する講座・
行事等の学習情報のほか、地域の学校
関係情報など多彩な情報を紹介する。 生涯学習センター

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

227 Ⅳ 1 （1）

228

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

２８事業内容（実績）

まなびＣＡＮだよ
り「まなびかんづ
め」の発行

市

生涯学習センターで開催される
講座等の学習情報を紹介する情
報紙「まなびかんづめ」を毎月発
行する。

生涯学習センターで開催される講座等
の学習情報を紹介する情報誌「まなび
かんづめ」を毎月発行し、19ヶ所に配布
する。

生涯学習センターで開催される
講座等の学習情報を紹介する情
報誌「まなびかんづめ」を毎月発
行し、新しい配布先を増やし39
か所に配布した。

環境学習・環境教
育の推進事業（再
Ⅳ 1 （1） 掲）
（Ｎｏ．１９８）

229

多文化共生事業
（再掲）
Ⅳ 1 （1） （Ｎｏ．２９）

230

家庭教育情報テレ
ビ事業（再掲）
Ⅳ 1 （1） （Ｎｏ．５７）
地域コミュニティ
協議会情報発信事
業

市

231 Ⅳ 1 （2）

市民活動センター
情報発信事業

232 Ⅳ 1 （2）

市

市民・地域コミュニティ協議会・行 引き続き、地域情報の情報拠点として
政が双方から情報収集・発信・
活用していく。
ネットワーク形成できる情報拠点
として、ポータルサイト「コミねっと
高松」を運営する。

地域コミュニティ協議会・行政が
双方から情報収集・発信・ネット
ワーク形成できる情報拠点として
活用することができた。

市民活動センターホームページ ホームページ「ふらっと高松」を始めとす ホームページ「ふらっと高松」、
「ふらっと高松」において、ＮＰＯ るこれまでの情報発信事業に加え、新 メールマガジン、フェイスブック及
等団体の情報を収集・発信する。 たな取組として、ケーブルテレビのコミュ び機関誌「コラボたかまつ」等を
ニティチャンネルを活用し、市民活動団 活用し、情報発信を行うことがで
体等の活動紹介チャンネルを設け、ＰＲ きた。また、ケーブルテレビ「コ
を行う協働事業に取り組む。
ミュニティチャンネル」に市民活
動団体活動紹介チャンネルを設
け、市民活動に取り組む市民自
らが出演し、効果的な活動紹介
を行うことができた。

45ページ

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

5

評価の理由

２９事業内容（計画）

計画を上回って実施した。 生涯学習センターで開催される講座等
の学習情報を紹介する情報誌「まなび
かんづめ」を毎月発行し、19か所に配
布する。

【様式１】
課名

生涯学習センター

選択し
てくださ
い

環境保全推進課

選択し
てくださ
い

都市交流室

選択し
てくださ
い

生涯学習課

情報の更新も頻繁に行うこ 引き続き、地域情報の情報拠点として
とができ、積極的な情報発 活用していく。
信ができた。
5

コミュニティ推進課

あらゆる媒体を活用し、ま 引き続き、市民活動センター機能の一
た、市民活動団体を巻き込 つである「情報収集・発信」に取り組み、
んだ情報発信を行うことで、 市民活動団体の支援の充実を図る。
タイムリーかつ効果的な情
報発信ができた
5

コミュニティ推進課
市民協働推進室

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

233 Ⅳ 1 （2）

234

235

事業名

実施主体

事業概要

まなびＣＡＮホー
ムページ情報発信
事業

市

まなびＣＡＮのホームページで講
座の募集情報・施設情報・お知ら
せ・インターネット塾など各種生涯
学習情報を発信する。

まなびＣＡＮのホームページで講座の
募集情報・施設情報・お知らせ・イン
ターネット塾など各種生涯学習情報を
発信する。

２８事業内容（実績）
まなびＣＡＮのホームページで講
座の募集情報・施設情報・お知ら
せ・インターネット塾など各種生
涯学習情報を発信した。

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

評価の理由
計画どおり実施した。

3

２９事業内容（計画）
まなびＣＡＮのホームページで講座の
募集情報・施設情報・お知らせ・イン
ターネット塾など各種生涯学習情報を
発信する。

【様式１】
課名

生涯学習センター

瀬戸内アートネッ
トワーク事業（再
Ⅳ 1 （2） 掲）
（Ｎｏ．１４１）

選択し
てくださ
い

美術館美術課

家庭・地域の教育
力向上推進事業
Ⅳ 1 （2） （再掲）（Ｎｏ．
１７７）

選択し
てくださ
い

生涯学習課

生涯学習センター
等の学習相談事業

市

236 Ⅳ 1 （3）

ホームページ等の
人材情報提供

市

237 Ⅳ 1 （3）
レファレンスサー
ビス

市

238 Ⅳ 1 （3）

239

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

市民が気軽に学習活動等に関す
る相談ができるよう、生涯学習セ
ンター等施設における学習相談
など、相談機能の充実を図る。

市民が気軽に学習活動等に関する相
談ができるよう、生涯学習センター等施
設における学習相談など、相談機能の
充実を図る。

システム開発ができなかったた
め、体制はできていないが、市民
やコミュニティセンター職員から
の学習相談に、窓口、電話。E
メールで対応した。

市民の学習活動を支援するた
市民の学習活動を支援するため、人材 市民の学習活動を支援するた
め、人材や講座・学習資料など豊 や講座・学習資料など豊富で新しい学 め、人材や講座・学習資料など
富で新しい学習情報の収集・提 習情報の収集・提供を図る。
豊富で新しい学習情報の収集・
供を図る。
提供を図った。

図書館所蔵の資料等を調べ、利 所蔵の資料等を調べて、利用者から問 所蔵の資料等を調べて、利用者
用者からの問合せ調査の回答や 合せのあった調査の回答や学習に必 から問合せのあった調査の回答
学習に必要な資料の紹介等を行 要な資料を紹介する。
や学習に必要な資料を紹介し
う。
た。

消費生活相談事業
（再掲）
Ⅳ 1 （3） （Ｎｏ．６３）

Ⅳ 2 （1）

240 Ⅰ ５ （２）

コミュニティセン
ター等パソコン講
習会

計測はできなかった。
3

計画どおり実施した。
4

5

生涯学習センターやコミュニティ
センター等でパソコン講習会を開
催し、情報通信の知識や技術・マ
ナー等、情報活用能力の向上、
新しい情報メディアの活用を推進
する。

生涯学習センターやコミュニティセン
ター等でパソコン講習会を開催し、情報
通信の知識や技術・マナー等、情報活
用能力の向上、新しい情報メディアの
活用を推進する。

46ページ

生涯学習センターやコミュニティ
センター等でパソコン講習会を
開催し、情報通信の知識や技
術・マナー等、情報活用能力の
向上、新しい情報メディアの活用
を推進する。

生涯学習センター

生涯学習センター

中央図書館

くらし安全安心課

計画どおり実施した。

5

市民の学習活動を支援するため、人材
や講座・学習資料など豊富で新しい学
習情報の収集・提供を図る。

利用者からの問い合わせ・ 所蔵の資料等を調べて、利用者から問
調査は概ね回答できた。
合せのあった調査の回答や学習に必
要な資料を紹介する。

選択し
てくださ
い
市

市民が気軽に学習活動等に関する相
談ができるよう、生涯学習センター等施
設における学習相談など、相談機能の
充実を図る。

生涯学習センターやコミュニティセン
ター等でパソコン講習会を開催し、情報
通信の知識や技術・マナー等、情報活
用能力の向上、新しい情報メディアの
生涯学習センター
活用を推進する。

いきいき高松まなびプランⅢ（高松市生涯学習基本計画）に基づく取組事業推進状況一覧表
施策体系

事業名

実施主体

事業概要

２８事業内容（計画）

＊施策体系が２つ以上あるものは、２段目以降は再掲分

２８事業内容（実績）

これまで
の評価
（１～５を
選択してく
ださい）

情報モラル等指導 市内小中学 すべての小中学校において教員 改訂した情報モラルの啓発資料の配布 市内小中学校の児童・生徒、保
校
の情報モラル研修及び学級担任 を、新小学6年生及び保護者に配布し、 護者を対象に情報モラルに関わ
支援事業
による情報モラル教育を支援す
る。

意識の拡大・継承を図る。

るアンケート調査を実施し、集計
結果を各校にデータ提供を実施
した。また、啓発資料として保護
者用リーフレット（データ版）を作
成した。

241 Ⅳ 2 （1）

まなびＣＡＮ、Ｅ
メールサービス

市

242 Ⅳ 2 （2）

まなびＣＡＮイン
ターネット塾

市

243 Ⅳ 2 （2）

収蔵品システム運
営事業

市

Ⅳ 2 （2）

244 Ⅲ ３ （１）

245 Ⅳ 2 （2）

246 Ⅳ 2 （2）

図書のインター
ネット予約サービ
ス

市

新しいメディアの
活用

市

広報たかまつの発行に併せて、
希望者のパソコン・携帯電話にＥ
メールにより、生涯学習センター
講座情報等を配信する。

広報たかまつの発行に併せて、希望者
のパソコン・携帯電話にＥメールにより、
生涯学習センター講座情報等を配信
し、登録者数300人を目指す。

広報たかまつの発行に併せて、
希望者のパソコン・携帯電話にＥ
メールにより、生涯学習センター
講座情報等を配信し、登録者数
512人だった。

生涯学習センターで開催された
新規講座や講演等の内容要旨
や講座風景などの情報をホーム
ページで公開する。

生涯学習センターで開催された新規講
座や講演等の内容要旨や講座風景な
どの情報をホームページで8講座公開
する。

生涯学習センターで開催された
新規講座や講演等の内容要旨
や講座風景などの情報をホーム
ページで3講座公開した。

歴史資料館・菊池寛記念館・美
術館などネットワーク施設の収蔵
品のデーター管理、インターネッ
トでの情報公開を行う。

歴史資料館・菊池寛記念館・美術館な
どネットワーク施設の収蔵品のデーター
管理、インターネットでの情報公開を行
う。

歴史資料館・菊池寛記念館・美
術館等ネットワーク施設の収蔵品
のデーター管理、インターネット
での情報公開を行った。

図書館利用者カードの所有者を
対象に、図書館ホームページか
らインターネット蔵書予約等を行
う。

図書館利用者カードの所有者に、高松
市図書館ホームページからインターネッ
ト蔵書予約、貸出・蔵書予約確認（貸出
延長・予約変更・取消）ができるよう維
持・整備を図る。

図書館利用者カードの所有者
に、高松市図書館ホームページ
からインターネット蔵書予約、貸
出・蔵書予約確認（貸出延長・予
約変更・取消）ができるよう維持・
整備を図った。

「メルマガもっと高松」への行事等 生涯学習課主催・共催等の行事を「メル 生涯学習課主催及び共催事業
の登録（市民への情報配信）
マガもっと高松」へ登録し、月2回の情 等の行事、また事業のスタッフ募
報配信をする。
集等の情報配信を行った。

47ページ

4

5

評価の理由
情報モラルに関わる市内小
中学校の児童・生徒、保護
者の実態を把握し、分析を
行い、啓発資料として保護
者用リーフレット（データ版）
を作成した。

3

5

4

未整理資料の整理が進
み、登録件数が増えたこと
から、収蔵品情報システム
アクセス件数も前年度を上
回った。

課名

改訂した情報モラルの啓発資料の配布
（紙媒体）を、新小学6年生及び保護者
に配布するとともに、保護者対象の出前
講座、教職員対象の情報モラル研修会
で活用し意識の拡大・継承を図る。
総合教育センター

講座参加人数は、目標を上 広報たかまつの発行に併せて、希望者
回った。
のパソコン・携帯電話にＥメールにより、
生涯学習センター講座情報等を配信
し、登録者数300人を目指す。

講座参加人数が目標に達
しなかった。

5

２９事業内容（計画）

【様式１】

生涯学習センター

生涯学習センターで開催された新規講
座や講演等の内容要旨や講座風景な
どの情報をホームページで3講座公開
する。

生涯学習センター

歴史資料館・菊池寛記念館・美術館等
ネットワーク施設の収蔵品のデーター管
理、インターネットでの情報公開を継続
して行う。

歴史資料館ほか

予約件数は、目標を上回っ 図書館利用者カードの所有者に、高松
た。
市図書館ホームページからインターネッ
ト蔵書予約、貸出・蔵書予約確認（貸出
延長・予約変更・取消）ができるよう維
持・整備を図る。
必要な情報を発信すること 生涯学習課主催・共催等の行事を「メル
ができた。
マガもっと高松」へ登録し、月2回の情
報配信をする。

中央図書館

関係各課

