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経 営 方 針 

公益財団法人足立区生涯学習振興公社（以下、公社）は、区民に学習、スポーツ及び

文化活動の機会を提供するとともに、人材の育成や自主活動を支援する事業を行うこ

とで生涯学習を推進し、「生き生きとした地域社会の創造」に寄与することを目的とし

ている。 

区は、平成２８年１０月策定の基本構想において、区のめざすべき将来像を「協創力

でつくる活力にあふれ進化し続けるひと・まち足立」と掲げた。また、平成２８年２月

策定の教育大綱では「夢や希望を信じて生き抜く人づくり」を基本理念とし、成人期の

学びについて「自ら学ぶとともにその経験を社会に還元する意欲を育てる」としている。 

公社はこれまでも、区民との協働による事業や学びの成果を地域に還元する事業を

展開してきた。今後は、これらをさらに進化させ、「区民・地域・団体等との協創」に

より生涯学習を推進していく。子どもたちが多様な体験をする「あだち放課後子ども教

室」は、児童期の生涯学習の場であるとともに、それを支える多くの大人の生涯学習の

場でもあることから、引き続き中核事業として運営支援に取り組む。学習・スポーツ・

文化については、区民の主体的な生涯学習を促すための人材育成及び活動支援事業を

中心に展開し、活力ある地域活動につなげていく。 

平成３０年度の事業計画及び予算編成にあたっては、平成２７年度に策定した「公社

中期事業計画」に基づき、今後の公社職員の減員と自主財源の減少を見据え、事業の重

点化と効率化を徹底するとともに、区の施策との連携を深め、事業の実施効果を上げ、

区民サービスの向上に努める。 

 

 

重 点 事 項 

１ あだち放課後子ども教室の安定運営及び活動の充実に取り組む。 

（１）全校全学年実施に向けた取り組み 

全校での週５日開催を安定的に継続するとともに、全学年実施校の拡大に向け 

運営支援と課題解決に努める。 

（２）放課後子ども教室体験プログラムの実現 

「足立区放課後子ども総合プラン」を踏まえ、体験プログラムの充実及び学童

保育室との連携強化に取り組む。体験プログラムの実施にあたっては、区民や団

体等との協創を進め、より魅力的な活動の場への発展をめざす。特に、子どもの

体力向上、読書啓発を重点課題として取り組む。 

 

* 「足立区放課後子ども総合プラン」：文部科学省と厚生労働省が平成 26年度に発表した「放課

後子ども総合プラン」を受け、区が平成 27年度に策定。放課後子ども教室および学童保育事

業の計画的な整備等を進めることとしており、放課後子ども教室については、全学年実施と開

催日数の拡大、校内および隣接する学童保育室との連携、体験プログラムの充実などを目指

す計画 

 

* 



２ 学習・スポーツ・文化の人材育成及び活動支援に取り組む。 

（１）生涯学習機会の提供 

地域での主体的な活動を促すための人材育成及び活動支援事業を中心に取り組 

むことで、学習・スポーツ・文化活動における協創力を高め、子どもから高齢者

まで多くの区民への生涯学習機会の提供につなげていく。さらに、区のボトルネ

ック的課題である貧困の連鎖を断ち切ることに資するために、児童・生徒を対象

に体験機会の充実を図っていく。 

（２）学びの還元 

学習・スポーツ面では、区民が学んだ成果を各々の地域や放課後子ども教室な 

どの場で還元して様々な体験機会が広がるように、その活動を継続的に支援する。 

（３）新たな文化の創造 

文化面では、“ネットワーク”と“アウトリーチ”をキーワードに、新たな文化 

を創造しようとする区民やアーティスト等を緩やかにつなぎ、多様な文化活動の

創出を図る。 

３ 公益財団法人として、法令等に基づく適正な法人運営を行う。 

 

 

 

公 社 概 要 

公益財団法人足立区生涯学習振興公社 

設  立  平成５年２月１日（平成１２年４月１日名称変更）  

公益認定  平成２１年１０月１日公益財団法人 

基本財産  １５億円 

代 表 者  理事長 亀村 精一 

職 員 数  ４２名（定数） 常勤２９名（派遣７名、固有２２名）、非常勤１３名 

住  所  〒120-0034 東京都足立区千住五丁目１３番５号 学びピア２１ 

ホームページアドレス  http://www.kousya.jp/tokimeki/ 

組織図 

（決議機関）  

 

（監査機関） 

 

（執行機関） 

 

 

（事 務 局） 

 

 

 

 

評議員会 

監 事 

理 事 会 － 理 事 長 － 副 理 事 長 

       （代表理事） （業務執行理事） 

総務部   企画総務課、企画調整担当課長、経理課 

事務局長 

学習事業部 放課後子ども教室推進課、放課後子ども教室地域担当課長 

      学習・スポーツ事業課、文化活動支援課 



平成３０年度 定款事業別体系図 

定款第４条 第１項事業     事業大区分        事業小区分 

１ 生涯学習の機会提供に 

   関する事業 

(第１号事業)【公益目的事業】 

  (1)体験プログラムの 

提供 

  
①体験プログラム等 

    

      

   
(2)文化イベント 

  
①コンサート 

     

       

   
(3)生涯学習啓発 

  
①アウトリーチ等 

     

       

   
(4)学習情報提供 

  ①公社ニュース・ 

  ホームページ等作成      

      ②放課後子ども教室 

  利用案内等作成       

       

２ 生涯学習の人材育成に 

  関する事業 

(第２号事業)【公益目的事業】 

  (1)地域学習活動 

人材育成 

  ①安全管理員等 

地域人材育成     

     ②文化団体等 

地域人材育成       

       

３ 生涯学習の活動支援に 

  関する事業 

(第３号事業)【公益目的事業】 

  (1)地域学習・ 

団体活動支援 

  
①地域学習支援 

    

     
②文化団体等支援 

      

       

４ 足立区から受託する 

  生涯学習に関する事業 

(第５号事業)【公益目的事業】 

  (1)あだち放課後 

子ども教室支援 

  ①あだち放課後子ども 

教室の支援・推進     

      

   (2)足立ジュニア 

吹奏楽団支援 

  ①足立ジュニア 

吹奏楽団の支援      

       

   (3)体力向上支援 

人材育成 

  
①指導者養成他 

     

 

定款第４条 第２項事業 

５ その他前号に定める 

事業に関連する事業 

(第４号事業)【法人会計】 

  (1)公益法人の経営管理､ 

組織・人事管理､ 

財務運営 

  ①経営管理､ 

組織・人事管理､ 

財務運営 
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あだち放課後子ども教室支援事業                       

あだち放課後子ども教室支援 予算額 ２２２，１２７，０００ 円 

    

【１】あだち放課後子ども教室の支援 ≪区受託≫ 

定款第 4条第 1項第 5号  

(1)あだち放課後子ども教室支援 

①あだち放課後子ども教室の支援・推進 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

通年 － － － － 

概要 
あだち放課後子ども教室 を運営する実行委員会 を区から受託して支援する。※P1～5の文中

にある「安全管理員」は、すべて「スタッフ」と表記する。 

目的 

①各放課後子ども教室の年間事業計画を基に実施する。 

②全学年実施校を拡大する。 

③体験・交流活動の充実を図る。 

 * あだち放課後子ども教室：区主催の学校施設を活用した放課後活動の場の提供事業。自由遊び、自 

主学習を基本とした体験交流活動の場。 

 * 実行委員会：地域住民により構成された放課後子ども教室の運営主体。児童の安全安心のため安全 

  管理員を選任。 

 

 

【２】『放課後 ＋
プラス

One
 ワン

』 （放課後子ども教室における体験プログラム） 

定款第４条第１項第１号 （1）体験プログラムの提供 ①体験プログラム等 

  

（ア）地域人材活用･体験プログラム 
予定回数／目標人数 実施結果 達成 

208回 3,120人 -回 -人 - 

概要 地域の人材を活用した、放課後子ども教室実行委員会の自主体験プログラム 

目的 

①おりがみ教室では想像力の醸成と集中力の向上、読書支援では本への興味関心を高める。 

②子どもに関わる第三の大人を増やすことにより、子どもの体験・交流活動を促進する。 

③地域人材を子どもの活動支援者として活躍してもらう機会を創る。 

実施 

予定 

放課後キッズおりがみ教室（実施 24校各８回） 192回 2,880人 -回 -人 - 

放課後キッズ読書支援（実施 2校各 8回） 16回 240人 -回 -人 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * 



2 

(イ)団体連携･体験プログラム 
予定回数／目標人数 実施結果 達成 

120回 2,855人 -回 -人 - 

概要 公社が企業やＮＰＯ法人等の団体と連携し、放課後子ども教室で実施するプログラム 

目的 

①児童の体験・交流活動を充実させるため、放課後子ども教室に適したプログラムを有する様々

な団体と連携し、各校の活動状況に適したプログラムを実施する。 

②読書推進や体力向上などの課題解決につなげるため、同じ目的のプログラムを実施する団体

と連携し、体験・交流活動の効果を高める。 

実施 

予定 

工作「ゆめ広場」/NPO法人あちこち会/20校 20回 800人 -回 -人 - 

フラッグ鬼ごっこ /スポーツ推進委員会/3校 15回 300人 -回 -人 - 

工作「おもちゃ講座」/㈱イワヤ/1校 1回 20人 -回 -人 - 

工作「ハンズヒントクラブ」/㈱東急ハンズ/1校 1回 30人 -回 -人 - 

ミニコンサート＆楽器体験/AJBT/6校 8回 240人 -回 -人 - 

ビブリオバトル /Book Link/3校 7回 105人 -回 -人 - 

将棋教室/日本将棋連盟/2校 16回 320人 -回 -人 - 

スタッキング /(仮)スタッキング普及会/4校 40回 800人 -回 -人 - 

どうぶつしょうぎ 教室/どうぶつしょうぎを育てる

会 いっぽ/3校 

12回 240人 -回 -人 - 

＊フラッグ鬼ごっこ：スポーツ推進委員会が普及している鬼ごっこ型の宝取りゲーム 

＊ビブリオバトル：数人の発表者が本を紹介し、子どもが一番読みたい本に投票する、読書啓発につなが 

 るゲーム 

＊スタッキング：数個のカップを積み上げて、元に戻すスピードを競う競技 

＊どうぶつしょうぎ：3×4マスの盤でライオンや象が描かれた 8個の駒で対戦する、将棋のルールを 

 簡略化した将棋ゲーム 

 

 

(ウ)公社企画・体験プログラム 

予定数／目標校数 実施結果 達成 

7種目 
新規 

37校(延) 
 -種目 -校 - 

概要 スタッフが実施できるプログラムを公社が企画し、各校へ導入するプログラム 

目的 

①児童の体験・交流活動を充実させるため、放課後子ども教室の条件に適したプログラムを用

意し、各校の活動状況に合ったものを導入してプログラム実施校を増やす。 

②読書推進や体力向上などの課題解決につなげるため、放課後子ども教室の特性を活かした

プログラムを開発して各校に導入し、体験・交流活動の効果を高める。 

実施 

予定 

(1)読書通帳 /3校、（2)ラッキーパズル /10校、(3)どうぶつしょうぎ交流会/3校、(4)天下統一 

/5校、(5)大型図書 /2校、（６）投げる遊び /10校、(7)ちゃれんじ!知る見る・ザ・ワールド /4校                                   

＊読書通帳：読んだ本のタイトルを記入する通帳型のカード 

＊ラッキーパズル：数種類の木片を組み合わせて様々な形を作る木製のパズルゲーム 

＊天下統一：ボールを投げて人に当てたり、そのボールを捕ったり逃げたりする運動あそび 

＊大型図書：新聞紙大の絵本や、パネルシアターなど、子どもの目を惹く図書資料を貸し出すもの 

＊投げる遊び：たまねぎ型のボール投げや的当てなど、投げる力を養う運動あそび全般 

＊ちゃれんじ!知る見る・ザ・ワールド：国旗かるたやぬり絵を使用し世界の国々への関心を高める遊び 

* * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 



3 

【３】安全管理講習会（応急手当実技）≪区受託≫ 

定款第 4条第 1項第 5号  

(1)あだち放課後子ども教室支援 

①あだち放課後子ども教室の支援・推進 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

69回 1,035人 -回 -人 - 

概要 スタッフが事故やケガの対応に必要な知識と技能を学ぶ講習会（毎年全校で実施） 

目的 見守り活動に必要な緊急時の対処法や応急手当の知識と技術を習得させる。 

実施

予定 

４月～７月 

小学校全６９校 
69回 1,035人 -回 -人 - 

 

 

【４】新任安全管理講習会（応急手当実技）≪区受託≫         

定款第 4条第 1項第 5号  

(1)あだち放課後子ども教室支援 

①あだち放課後子ども教室の支援・推進 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

3回 - －回 －人 - 

概要 新規に登録したスタッフが事故やケガの対応に必要な知識と技能を学ぶ講習会 

目的 
新任のスタッフに、安全管理員としての心構えとして、見守り活動に必要な緊急時の対処法や応

急手当の知識と技術を習得させる。 

実施

予定 

9月 生涯学習センター 1回 - -回 -人 - 

11月 生涯学習センター 1回 - -回 -人 - 

1月 生涯学習センター 1回 - -回 -人 - 

 

 

【５】安全管理員研修会（３コース） 

定款第 4条第 1項第 2号  

(1)地域学習活動人材育成①安全管理員等地域人材育成 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

６回 300人  -回  -人 － 

概要 スタッフが見守り業務に役立つ専門的知識と技術を学ぶ研修会 

目的 
①児童への接し方を学び、スタッフとしての対応能力を高める。 

②遊びの手法を学び、体験活動のきっかけづくりの参考とする。 

実施

予定 

A コース：  6月 庁舎ホール他 2回 100人 -回 -人 - 

Ｂコース： 10月 庁舎ホール他 2回 100人 -回 -人 - 

Ｃコース： 11月 庁舎ホール他 2回 100人 -回 -人 - 
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【６】運営委員会             ≪区受託≫ 

定款第 4条第 1項第 5号  

(1)あだち放課後子ども教室支援 

①あだち放課後子ども教室の支援・推進 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

1回 -  －回   －人 - 

概要 
全放課後子ども教室実行委員長及び関係団体の代表により組織された運営委員が共通事項を

検討する会議 

目的 

実行委員長等が、各事項の検討を通して、事業趣旨や必要性に対する理解を深めるとともに新

しい課題（放課後子ども総合プランに即した体験プログラムの導入等）への共通認識を持ち、日

常運営での取り組みに反映する。 

実施

予定 
1月 生涯学習センター 1回 - -回 -人 - 

 

 

【７】ブロック会議             ≪区受託≫ 

定款第 4条第 1項第 5号  

(1)あだち放課後子ども教室支援 

①あだち放課後子ども教室の支援・推進 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

13回 - －回 －人 - 

概要 
運営委員会の円滑な実施を補完するために、小学校 13ブロックごとに、各放課後子ども教室の

実行委員長と校長が出席し、情報交換や課題の協議・調整を行う会議 

目的 

①実行委員長が、他校の実施状況や取組みを知ることにより、その情報を実行委員、スタッフに

周知し、より充実した日常運営につなぐ一助とする。 

②教育委員会および公社からの事業の方向性、現状課題に関連する情報発信を受けて、実行

委員長および学校が、共通理解したうえで、各校の協力体制を深める。 

③運営の主体となる実行委員会及び活動の場である学校長からの具体的な意見を受けて、そ

の後の運営委員会につなげるなど、教育委員会、公社が事業に関する情報発信、支援内容

について見直しを図る機会とする。 

実施

予定 

11月 

各ブロックの小学校 
13回 - -回 -人 - 
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【８】「あだち放課後子ども教室利用案内」の配付 

定款第 4条第 1項第 1号  

(4)学習情報提供 ②放課後子ども教室利用案内等作成 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

随時 - - - - 

概要 
放課後子ども教室の事業趣旨や参加時の約束事等を記載した冊子を参加対象の保護者及び

関係者へ配付する。 

目的 

①事業趣旨への保護者の理解を深め、参加時のルール等への協力を図り、円滑な教室運営に

つなげる。 

②実行委員・スタッフ、学校関係者等に運営に関する共通理解を図り、安定的な教室運営につ

なげる。 

③放課後子ども教室登録児童数を増やす。 

実施 

予定 

配付時期：随時 

配付先：新入学児の保護者及び学校関係者等 

 

【９】「あだち放課後子ども教室スタッフ募集案内」

の配付                

定款第 4条第 1項第 1号  

(4)学習情報提供 ②放課後子ども教室利用案内等作成 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

随時 - - - - 

概要 
スタッフを募集するため、活動内容や現スタッフの体験談等を記載したパンフレットを区民及び

関係者へ配付する。 

目的 スタッフの活動内容や魅力を発信し、スタッフの安定確保を図る。 

実施 

予定 

配付時期：随時   

配付先：保護者、放課後子ども教室実行委員・スタッフ、住区センター等 
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文化事業 

文化事業 予算額 8,396,000 円 

 

【１】あだちアートリンクカフェ  

定款第 4条第 1項第 2号 

(1)地域学習活動人材育成 ②文化団体等地域人材育成 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

6回 250人 -回 -人 - 

概要 アートに関わる方々を対象とした、新たな出会いと交流を図る情報交換会 

目的 

①情報交換と交流により、各自の地域での活動の幅を広げ、地域の持つ力の向上を図る。 

②出会いをきっかけとして、参加者による自主的な企画を創出する。 

③出会いの場に特化した異業種の交流会を実施することにより新たな区民還元となる文化事業

につなげる。 

実施

予定 

４月～３月 夜間 

東京芸術センター他 
６回 250人 -回 -人 - 

 

 

【２】あだちアートリンクカフェ 公開講座  

定款第 4条第 1項第 2号  

(1)地域学習活動人材育成 ②文化団体等地域人材育成 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

2回 160人 -回 -人 - 

概要 「あだちアートリンクカフェ」の一般区民向けの公開講座 

目的 
①文化芸術に関心の高い区民を対象に講座を提供し、文化面での区民還元を図る。 

②情報交換と交流により、各自の地域での活動の幅を広げ、地域の持つ力の向上を図る。 

実施

予定 
生涯学習センター講堂 他 2回 160人 -回 -人 - 

 

 

【３】実践！アウトリーチ講座  

定款第 4条第 1項第 2号 

(1)地域学習活動人材育成 ②文化団体等地域人材育成 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

1回 15人 -回 -人 - 

概要 
アウトリーチ活動に関心を持つアーティスト等を対象に、アウトリーチ活動に関する知識と技術を

学ぶ講座(2日制) 

目的 
①アウトリーチの知識・技術の習得により、地域でアウトリーチ活動を行う人材を育成する。 

②演奏家やそれを支える人材を発掘し、地域での活動による区民還元の可能性を拡大する。 

実施

予定 

 ４月１４日（土）・１５日（日） 

 竹の塚地域学習センター 
1回 15人 -回 -人 - 
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【４】文化団体等支援  

定款第 4条第 1項第 3号 

(1)地域学習・団体活動支援 ②文化団体等支援 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

7回 - -回 -人 - 

概要 自主的な文化活動を行う区民、団体に対し、助言や活動の場の提供などの支援をする。 

目的 活動に対する助言や場の提供の支援により、区民文化活動の充実に寄与する。 

実施

予定 

足立区音楽祭 １回 - -回 -人 - 

ブリランテコンサート ２回 - -回 -人 - 

足立吹奏楽団 ２回 - -回 -人 - 

歓喜の演(狂言・合唱) ２回 - -回 -人 - 

 

 

【５】イベントコーディネート事業  

定款第 4条第 1項第 3号  

（1）地域学習・団体活動支援 ②文化団体等支援 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

随時 - -件 - - 

概要 地域の団体・機関、小学校等からのイベントの企画・運営や出演者に関する相談窓口 

目的 地域での主体的な文化芸術活動の活性化を図る。 

 

 

【６】楽団及び楽団友の会の運営支援、 

演奏活動の支援（通年） ≪区受託≫ 

定款第 4条第 1項第 5号  

(1)足立ｼﾞｭﾆｱ吹奏楽団支援 ①足立ｼﾞｭﾆｱ吹奏楽団の支援 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

110回 3,850人 -回 -人 - 

概要 「足立ジュニア吹奏楽団」の育成・活動の支援 

目的 
①生涯にわたり音楽を愛好する児童の育成を図り、区の音楽文化を支える人材の輩出に貢献する。 

②楽団活動を通して、足立区の音楽文化の向上、発展に寄与し、魅力ある地域づくりに貢献する。 

実施

予定 

定期練習 島根小学校音楽室 ８８回 3,080人 -回 -人 - 

楽団活動 １３回 455人 -回 -人 - 

自主演奏会 ５回 175人 -回 -人 - 

派遣演奏/イベント出演 ４回 140人 -回 -人 - 

 

 

【７】足立ジュニア吹奏楽団派遣演奏支援（楽器運搬） 

 定款第 4条第 1項第 3号  

(1)地域学習・団体活動支援 ②文化団体等支援 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

4回 - -回 - - 

概要 足立ジュニア吹奏楽団の派遣演奏に伴う楽器運搬費用の助成 

目的 足立ジュニア吹奏楽団の派遣演奏を円滑に行う。 
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【８】コンサート in ミュージアム 

定款第 4条第 1項第 1号 

(2)文化イベント ①コンサート 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

5回 250人  -回 -人 - 

概要 区内５か所の民間文化施設で実施するコンサート 

目的 

①各施設の魅力とその特性を活かした良質のコンサートや催し物を区民に提供する。 

②５施設をつなぎコンサートを実施することにより、区民への文化発信の相乗効果を図る。 

③各施設の主体的な事業運営を促すことにより、区民との協創関係を構築する。 

実施 

予定 

昭和の家〈平田邸〉 1回 50人 -回 -人 - 

石洞美術館 1回 50人 -回 -人 - 

六町ミュージアム・フローラ 1回 50人 -回 -人 - 

わたなべ音楽堂＜ベルネザール＞ 1回 50人 -回 -人 - 

ＢＵｏＹ 北千住アートセンター 1回 50人 -回 -人 - 

 

 

【９】小学校アウトリーチコンサート  

定款第 4条第 1項第 1号 

(3)生涯学習啓発 ①アウトリーチ等 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

4校

/12回 
330人 -回 -人 - 

概要 
小学生を対象に、生演奏の体験と演奏家とのコミュニケーションにより音楽への関心を醸成する

コンサート 

目的 
①間近でプロの演奏家の生演奏と働きかけにより音楽への興味関心を導き出す。 

②生涯にわたり音楽に親しむ豊かな人間性を育む。 

実施

予定 

9月～3月、4校各 3組(1 クラス単位で実施) 

計 12回  
12回 330人 -回 -人 - 

 

 

【１０】アウトリーチコンサート(児童福祉施設等)  

定款第 4条第 1項第 1号 

(3)生涯学習啓発 ①アウトリーチ等 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

2回 60人 -回 -人 - 

概要 
子どもの貧困対策の視点から児童等を対象に、プロの生演奏の体験と演奏家とのコミュニケーシ

ョンを図るコンサート 

目的 

①間近でプロの演奏家の生演奏と働きかけにより音楽への興味関心を導き出す。 

②子どもの貧困対策の視点から生涯にわたり音楽に親しむ豊かな人間性を育む機会の場を提

供する。 

実施

予定 
児童福祉施設等  2回 60人 -回 -人 - 
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生涯学習・スポーツ事業                              

生涯学習・スポーツ事業 予算額 １，２００，０００ 円 

 

【１】あだちこどもサポーター養成講座 

定款第 4条第 1項第 2号  

(1)地域学習活動人材育成 ①安全管理員等地域人材育成 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

4回 84人 -回 -人 - 

概要 子どもの体験・交流活動に関わる地域人材の育成講座 

目的 
①地域人材を発掘・育成する。 

②子どもの活動をサポートしている地域人材の指導力の向上を図る。 

実施 

予定 

読み語りのためのボイストレーニング講座《５日制》  1回 20人 -回 -人 - 

子どもと遊ぶおりがみ教室 第 11期 《５日制》 1回 24人 -回 -人 - 

あそびサポーター講習会 ( レクゲーム系 ）        1回 20人 -回 -人 - 

あそびサポーター講習会 ( 運動あそび系 ) 1回 20人 -回 -人 - 

 

 

【２】あだちこどもサポータースキルアップ講座 

定款第 4条第 1項第 2号  

(1)地域学習活動人材育成 ①安全管理員等地域人材育成 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

3回 76人 -回 -人 - 

概要 こどもサポーター活動に必要なスキルアップ支援講座 

目的 
①サポーター活動に必要な技術の向上を図る。 

②子どもの体験・交流活動を支えるサポーター活動の継続に役立つ研修機会を提供する。 

実施

予定 

読み語りボイストレーニングスキルアップ講座 1回 16人 -回 -人 - 

おりがみサポーターレベルアップ講座 1回 50人 -回 -人 - 

おりがみサポーター1年目活動支援講座 1回 10人 -回 -人 - 

 

 

【３】あだちこどもサポーターフォロー講座 

定款第 4条第 1項第 2号  

(1)地域学習活動人材育成 ①安全管理員等地域人材育成 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

2回 60人 -回 -人 - 

概要 こどもサポーター活動を継続するための意識啓発講座 

目的 
①活動のモチベーションの向上を図る。 

②ボランティアとしての基礎知識と活動姿勢を身に着ける研修機会を提供する。 

実施

予定 

サポーターフォロー講座 Ⅰ 

(ボランティア活動の楽しみ方と心構え) 
1回 30人 -回 -人 - 

サポーターフォロー講座 Ⅱ 

(子どもが伸びる接し方) 
1回 30人 -回 -人 - 
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【４】あだちこどもサポーター活動支援（随時） 

定款第 4条第 1項第 2号  

(1)地域学習活動人材育成 ①安全管理員等地域人材育成 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

随時 - -回 -人 - 

概要 
こどもサポーター活動の始動や継続化のコーディネート、活動課題に対するアドバイス等 

※活動場所調整（放課後子ども教室実行委員会・スタッフ・保育園・高齢者施設等） 

目的 
①サポーターの活動場所を確保し定期活動につなげる。 

②サポーターの主体的活動への発展を目指す。 

実施 

予定 

おりがみサポーターの活動の支援（ 24校） -  -  -回 -人 - 

読書支援サポーター活動の支援 （ 2 校） -  -  -回 -人 - 

読み語りキャラバン隊活動の支援（自主公演） -  -  -回 -人 - 

 

 

【５】あだちこどもサポーターネットワーク支援 

定款第 4条第 1項第 2号  

(1)地域学習活動人材育成 ①安全管理員等地域人材育成 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

10回 160人 -回 -人 - 

概要 各サポーター活動での工夫や特色などを学び合う交流会等 

目的 
①活動者相互の情報交換・技術向上。 

②自主活動を促進し、区民への学習機会の提供につなげる。 

実施

予定 

おりがみサポーター交流会Ⅰ         １回 35人 -回 -人 - 

おりがみサポーター交流会Ⅱ １回 35人 -回 -人 - 

読み語りキャラバン隊・自主練習会 ７回 70人 -回 -人  

読み語りキャラバン隊・活動連絡会 １回 20人 -回 -人  

 

 

【６】ｽﾎﾟｰﾂ指導者ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講習会 ≪区受託≫ 

～運動機能向上のためのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(高齢期)～ 

定款第 4条第 1項第 5号  

（3）体力向上支援人材育成 ①指導者養成他 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

4回 120人 -回 -人 - 

概要 
高齢者を指導する地域のスポーツ指導者や高齢者に関わる活動に携わる方を対象とした運動

指導の実践講習会 

目的 
①地域指導者等のスキルアップの機会を通して、区民の健康体力づくりを推進する。 

②「運動あそび」の実践方法を習得し、楽しく効果的な運動機能向上プログラムを普及する。 

実施

予定 

上半期  シニア対象・基礎理論編 1回 30人 -回 -人 - 

上半期  シニア対象・実践指導編 1回 30人 -回 -人 - 

下半期  高齢者対象・基礎理論編 1回 30人 -回 -人 - 

下半期  高齢者対象・実践指導編 1回 30人 -回 -人 - 
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【７】ｽﾎﾟｰﾂ指導者ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講習会 ≪区受託≫ 

～運動あそびと体力向上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（子ども）～ 

定款第 4条第 1項第 5号  

（3）体力向上支援人材育成 ①指導者養成他 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

4回 120人 -回 -人 - 

概要 
子どもを指導する地域スポーツ指導者や保育・学校体育等に携わる方を対象とした運動指導の

実践講習会 

目的 
①地域指導者等のスキルアップの機会を通して、区民の健康体力づくりを推進する。 

②「運動あそび」の実践方法を習得し、楽しく効果的な体力向上プログラムを普及する。 

実施

予定 

上半期  幼児対象・基礎理論編 1回 30人 -回 -人 - 

上半期  幼児対象・実践指導編 1回 30人 -回 -人 - 

下半期  小学生対象・基礎理論編 1回 30人 -回 -人 - 

下半期  小学生対象・実践指導編 1回 30人 -回 -人 - 

 

 

【８】健康づくり・スポーツ活動支援講座 

定款第 4条第 1項第 3号  

(1)地域学習・団体活動支援 ①地域学習支援 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

2回 80人 －回 -人 - 

概要 健康づくり・スポーツ活動や、そのサポートをする人の学習を支援する講座 

目的 
①生涯スポーツを楽しく安全に継続するためのトレーニング理論を学ぶ機会を提供する。 

②スポーツ科学の第一線の講師による最新情報を提供する。 

実施 

予定 

スポーツコンディショニング講座 

(安全で効果的な運動方法＆セルフメンテナンス) 
1回 40人 -回 -人 - 

あだちウエルネスカレッジ Vol.10 

(健康・体力づくり情報の最前線) 
1回 40人 -回 -人 - 

 

 

【９】地域活動支援講座 

定款第 4条第 1項第 3号  

(1)地域学習・団体活動支援 ①地域学習支援 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

2回 60人 -回 -人 - 

概要 地域活動に関わる人の学習を支援する講座 

目的 子どもに関わる大人が、それぞれの活動に活かせる知識を習得する。 

実施 

予定 

子ども学講座 Ⅰ･Ⅱ 《各２日制》 

(子どものことを考える大人の勉強会) 
2回 60人 -回 -人 - 
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【１０】地域学習コーディネート事業 

定款第 4条第 1項第 3号  

(1)地域学習・団体活動支援 ①地域学習支援 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

随時 - -回 -人 - 

概要 地域団体等が実施する学習会などの企画相談に応じ、講師紹介等を行う学習活動の相談窓口 

目的 地域での主体的な学習活動の活性化を図る。 

 

 

【１１】読み語りキャラバン隊 によるおはなし会 

定款第 4条第 1項第 1号  

（1）体験プログラムの提供 ①体験プログラム等  

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

5回 250人 -回 -人 - 

概要 地域の施設を巡回し、子どもや親子に読書に親しんでもらう機会を提供するイベント型おはなし会 

目的 
①本や言葉に対する子どもの興味関心を高める。 

②親子や友達と本を介した共有体験を通して、コミュニケーションの機会を創る。 

実施

予定 

6月～２月   

読み語りキャラバン in地域図書館 等 
5回 各５０人 -回 -人 - 

＊読み語りキャラバン隊：公社主催「読み語りのためのボイストレーニング講座」修了者有志により編成 
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広報事業 

 

広報事業 予算額 ９，８５２，０００ 円 

 

【1】公社ニュース「ときめき」での自主事業等 

情報発信 

 定款第 4条第 1項第 1号  

（4）学習情報提供 ①公社ニュース・ホームページ等作成 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

12回 - -回 - - 

概要 公社事業や「あだち放課後子ども教室」関連情報等を発信する。 

目的 公社事業を広く区民に周知する。 

実施 

予定  

毎月 1日発行、区内全戸配布（月 31万部発行） 

毎月、自主事業（学習・スポーツ事業、文化事業）の募集案内、あだち放課後子ども教室のコラ

ムを掲載する。 

 

 

【２】公社ホームページによる情報提供事業 

 定款第 4条第 1項第 1号  

（4）学習情報提供 ①公社ニュース・ホームページ等作成 

予定回数／目標人数 実施結果 達成 

通年 - - - - 

概要 公社概要や事業案内などの情報提供を行う。 

目的 公社事業への興味関心を高める。 

実施 

予定 

事業案内、事業報告などの情報を随時（月 2～3回）掲載する。 
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その他 

公益目的事業に対する人件費 

公益目的事業に対する人件費 予算額 ２６３，７７８，０００ 円 

 

【１】公益目的事業に対する人件費 

定款事業別体系 1～4 
   

概要 定款第４条第１項事業である「公益目的事業」を実施する職員の人件費 

 

 

その他前号に定める事業に関連する事業 

その他前号に定める事業に関連する事業 予算額 ５６，４１１，０００ 円 

 

【２】公益財団法人の経営管理、組織・人事管理、 

財務運営   定款第４条第 2項第 4号 【法人会計】 
    

概要 
理事会や評議員会の開催及び庶務事務 

基本財産等の安全確実な資産運用及び経理事務 
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