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◇取組の概要

（１）文化生涯学習施設、体育施設情報の提供

平成 26 年 3 月から、文化生涯学習施設及び体育施設を統合した公共施設予

約システムを運用し、17 館の施設貸出を行った。

・パソコン・携帯電話・スマートフォンなどで抽選申込や結果の確認、予約

の確定まで手続きができるようになった。

・利用料金の支払いは当日払いを可能とし、利用日のみの来館で済むように

なった。

・施設の空室状況等をパソコン・携帯電話・スマートフォンなどで提供でき

るようになった。

（２）社会教育関係団体等の育成

市民の自主的な生涯学習活動を側面的に支援した。

・イベント等に対し後援名義使用の許可等を行った。

・公募により社会教育事業補助金（事業補助）を交付した（4団体）。

（３）市民展の開催

市民に芸術作品の発表及び鑑賞機会の場を提供することにより、市民の芸術

文化活動に対する意識の向上及び創作活動の活性化を図った。

・開催期間…10 日間（10 月 24 日～11 月 2 日）

・観覧者…3,845 人

絵画

彫塑
写真 工芸 書 合計

133 点 74 点 59 点 45 点 311 点

17 館…中央生涯学習センター、東生涯学習センター、西南公民館、第四

中学校開放教室、グリーンホール、メイプルホール、箕面文化・

交流センター、萱野中央人権文化センター、桜ヶ丘人権文化セン

ター、総合保健福祉センター、西南図書館、みのお市民活動セン

ター、多文化交流センター、小野原多世代地域交流センター、ス

カイアリーナ、武道館、第二総合運動場

４ 生涯学習・社会教育

４－１ 生涯学習事業
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（４）成人祭の開催

新規採用職員で構成するブラッシュアップチームが企画・運営を行い、平成

27 年 1 月 12 日にメイプルホール（大ホール）で成人祭を開催した。参加率

は年々増加している。

（５）社会教育委員会議の運営

社会教育委員会議を開催し、生涯学習推進基本計画の進捗状況確認等を行

った（3回）。

・社会教育事業補助金の交付について意見徴収

・生涯学習推進基本計画・後期実施項目の確定

・西南公民館の再整備や中央図書館の改修報告

・近畿地区社会教育研究大会等への参加

（６）大学連携の推進

①大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部、千里金蘭大学、大阪大学、大阪

成蹊大学・大阪成蹊短期大学との包括協定に基づき講座等の連携事業を実

施した。

②市主催講座への講師協力、大学公開講座のＰＲ、図書館の相互利用、学生

による落語会の開催等を行った。

（７）箕面シニア塾の開催

60 歳以上のかたを対象に、受講者同士の仲間づくりや地域で活躍する人材

養成を目的として、箕面シニア塾を開催した。

年度 H24 H25 H26

対象者 1,396 人 1,361 人 1,408 人

参加者 852 人 844 人 922 人

参加率 61.0％ 62.0％ 65.5％

講座数 定員 応募者数 受講者数
延べ

受講者数

6講座 240 人 226 人 217 人 1,735 人
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◇新規又は重点的に実施した取組

利用者の利便性の向上を図るため、文化生涯学習施設と体育施設のインタ

ーネットによる予約について、システムを統合した公共施設予約システムを

運用することで、利用者の利便性の向上に努めた。

◇課題と今後の方向性

（１）公共施設予約システムについて、システムや運用面を見直すことで施設

の利便性の向上を図った。今後は、安定したシステム稼働に努めるとと

もに、その検証を行い、より使いやすくなるよう工夫を重ね施設の利用

拡大を進めていく。

（２）成人祭について、新成人と年齢が近い新規採用職員のアイデアを生かす

ことによって、年々参加率が上がっており、引き続き新規採用職員の企

画により、多くの新成人の参加を図る。

（３）包括協定を締結している既存の大学に加えて、新たな大学との包括協定

の締結の可能性を検討するとともに、それぞれの大学が持つ特徴、強み

を活用した生涯学習講座などを検討する。

（４）箕面シニア塾等で学んだことを深め、活用したいと考える市民に対し、

活用の場に関する情報提供を充実させる。
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◇取組の概要

（１）中央・東生涯学習センター、西南公民館（以下「学習センター等」）及び

第四中学校開放教室他における生涯学習の場の提供（貸館業務）

①学習センター等利用状況

②第四中学校開放教室利用状況

③箕面文化・交流センター利用状況

（２）学習センター等における各種講座開催等による生涯学習機会・情報の提

供

生涯学習推進基本計画に基づき、社会的課題や市民ニーズを反映した多様

な講座を開催した。

（３）中央生涯学習センター利用者協議会、東生涯学習センター利用グループ

協議会及び西南公民館グループ協議会の活動に対する支援

区分
中央生涯学習

センター

東生涯学習

センター
西南公民館

利用者数 67,328 人 61,532 人 47,708 人

利用件数 4,836 件 4,042 件 3,868 件

稼働率 45.8％ 36.5％ 71.9％

区分 第四中学校開放教室

利用者数 22,876 人

利用件数 1,829 件

稼働率 30.2％

区分 箕面文化・交流センター

利用者数 146,012 人

利用件数 9,318 件

稼働率 33.8％

講座数 26

定員 517 人

受講者数 420 人

延べ受講者数 1,055 人

４－２ 生涯学習センター、公民館、文化・交流センター
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各施設を利用するグループが相互の親睦や市事業に協力すること等を目的

に組織された協議会が、グループ活動の成果発表を行う「生涯学習センター

まつり」等を共催した。

・センターまつり等の参加人数 延べ 4,817 人

（４）公民館運営審議会及び生涯学習センター運営審議会の運営

公民館運営審議会及び生涯学習センター運営審議会を開催し、各種事業の報

告などセンター等の運営について意見を聴取した（3回）。

・公共施設予約システムの運用状況

・各種講座の実施状況

・西南公民館再整備の進捗状況

・近畿公民館大会への参加

（５）西南公民館の再整備

昭和 50 年に開館し、施設・設備の老朽化への対応や耐震性の向上、バリア

フリーや機能の充実などが課題となっている西南公民館について、建替も視

野に入れて施設の再整備を図るため、施設利用者や地域住民団体の代表者等

で構成する「箕面市立西南公民館再整備懇話会」を 4回開催し、施設に必要

な機能等について意見をいただき、「箕面市立西南公民館再整備基本構想」

を策定した。

【箕面市立西南公民館再整備基本構想】

基本的視点

①安全・安心及びアメニティ（快適性）の確保を前提とする。

②施設機能としては、「グループ活動の活発化」、「多世代交流」、「子育て支

援」を軸として、周辺公共施設との連携のなかで実現していく。

・西南公民館に隣接する幼稚園や瀬川中公園などを含めた一帯をリニュー

アルする。

・新施設は、現在の瀬川中公園の場所に新たに建設し、現公民館の跡地に

は新しい公園を整備する。

・周辺の歩道も含めて、子どもや高齢者にやさしい、バリアフリーに配慮

したエリアとする。

・プレイルーム等を設け、子育て支援や多世代交流の機能を充実させる。

・防音機能や鏡等を備え幅広く利用できる多目的ホールや音楽スタジオを

設け新しい利用者ニーズにも応える。

・施設の北側にウッドデッキを配置し、隣接する親水公園と一体化した憩

いのスペースを設ける。
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◇新規又は重点的に実施した取組

（１）施設・設備の老朽化、耐震性の向上、バリアフリーや機能の充実など

に課題を抱える西南公民館について、建替も視野に入れた「箕面市立西

南公民館再整備基本構想」を策定した。

（２）東生涯学習センターにおいて、多くのかたの多様な利用目的に幅広く

対応できるように施設改修を行った。また、慢性的な駐車場不足を解

消するため駐車場の増設工事を行った。

◇課題と今後の方向性

（１）講座の開催について、地域課題や社会的課題を反映した魅力ある講座を

引き続き企画・運営していく。

（２）施設の適正な機能を維持するため、計画的な施設修繕等に努める。

（３）西南公民館の再整備について、「箕面市立西南公民館再整備基本構想」

に基づき平成 27 年度に実施設計を行い、平成 28 年度の竣工に向けて事

務を進める。

（４）ハッピーマンデー制度などにより、月曜日の休日が増えている中、生涯

学習センターなど生涯学習施設の休館日が月曜日であるため利用でき

ないという課題があったため、休館日のあり方を検討した結果、平成 27

年度中に休館日と休日が重なった場合は開館することとし、利用者のニ

ーズに応えていく。
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◇取組の概要

（１）天然記念物の管理

①「箕面山に生息するニホンザル保護管理計画」に基づく適正な保護管理（人

工給餌、個体識別・出産記録による集団管理、猿害防止パトロール）を行

った。

②「箕面市サル餌やり禁止条例」の施行や啓発活動による、餌やり行為の規

制を行った。

（２）文化財の保護活用

市内に所在する文化財の保護と活用のため、文化財保護審議会を開催すると

ともに、一定規模以上の開発等については試掘調査を実施し、状況に応じて

適切な措置を行った。

①箕面市文化財保護審議会の開催（1回）

②開発に伴う埋蔵文化財試掘調査の実施（12 件）

（３）郷土資料館の管理運営

貴重な資料を収集・公開することで、郷土史学習の場とするため、企画展示

や講座の開催を行った。

①入館者数

②企画展示（7回開催）

年度 H24 H25 H26

入館者数 15,572 人 15,444 人 17,273 人

企画展示名 展示期間 入館者数

節句と行楽

～春の箕面を訪ねて～

4月 1日～5月 19 日

（3月 14 日～5月 19 日）
1,791 人

みのお今昔物語 5月 23 日～7月 28 日 2,572 人

戦時生活資料展 8月 1日～9月 8日 1,947 人

箕面東部地域の石碑展 9月 12 日～10 月 13 日 1,094 人

小畑遺跡・下止々呂美（塩山）

城跡展
10 月 17 日～12 月 1 日 2,812 人

くらしの道具展 12 月 5 日～3月 23 日 6,427 人

見る・聴く・暮らす

～生活の中の電化製品～

3月 27 日～3月 31 日

（3月 27 日～4月 27 日）
249 人

４－３ 文化財保護、郷土資料館
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③講座受講者数

（４）萱野三平記念館涓泉亭の管理運営

大阪府の史跡に指定されている萱野三平旧邸長屋門を公開するとともに、萱

野三平や西国街道に関する資料展示を行った。

講座名 講座回数 受講者数

公開講座・現地学習会 3回 98 人

むかし体験講座 7回 115 人

年度 H24 H25 H26

入館者数 4,640 人 4,191 人 5,320 人

◇新規又は重点的に実施した取組

（１）天然記念物である箕面山に生息する野生のニホンザルに対する給餌時

間と回数を工夫することによって、給餌場への定着に努めた。

（２）郷土資料館において、学芸員資格取得のためのインターンシップを受

け入れるとともに、引き続き「暮らしの道具展」において積極的に小

学校の団体見学を市内外から受け入れた（35 校）。

◇課題と今後の方向性

（１）天然記念物である箕面山に生息する野生のニホンザルの管理について、

「箕面山に生息するニホンザル保護管理計画」に基づき、自然の木の実

等を採食して生息しうる生息頭数を目標に、引き続き適正な保護管理と

生息環境の整備を図る。

（２）保有文化財を地域資源として有効活用を検討し、市内外から集客するこ

とでまちの活性化を図る。
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◇取組の概要

（１）図書館ネットワークの整備とサービスの充実

①市内に中央図書館をはじめ 7 館設置するとともに、移動図書館（10 箇所巡

回）や 1配本所により市内全域に対してサービスを実施した。

※中央図書館は改修工事のため、平成 27 年 1 月 10 日～4月 6日まで休館し

た。

②図書館協議会を開催し、図書館の運営等について意見を聴取した（2回）。

・中央図書館の改修について意見聴取

（２）子どもの読書環境の整備

①乳幼児期から、いつもそばに本がある環境をつくることなどを基本方針とし

た「箕面市子ども読書活動推進計画」に基づき、箕面子ども文庫連絡会（Ｎ

ＰＯ）などと連携して、乳幼児健診での読書啓発活動や子育て講座等を継続

実施した。

※1図書館内で来館者に実施するとともに、地域の保育所や幼稚園等（萱野

保育所、瀬川保育園、なか幼稚園、せいなん幼稚園、子育て支援センタ

ー）にも出向いて、乳幼児期からいつもそばに本がある環境づくりに努

めた。

※2赤ちゃん連れで気兼ねなく図書館に来館いただく取組（各館 週 1回

午前中 2時間）

年度 H25 H26

個人貸出 1,525,492 冊 1,536,125 冊

団体貸出 52,964 冊 48,958 冊

合計 1,578,456 冊 1,585,083 冊

年度 H25 H26

予約冊数 315,927 冊 318,159 冊

レファレンス 17,409 件 15,344 件

年度 H25 H26

子どもの本の講座 60 人 実施なし

おはなし会（※1） 10,422 人 6,290 人

はじめてのおはなし会 841 人 2,044 人

すくすくタイム（※2） 265 回 346 回

４－４ 図書館
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②子どもが本当に支持している本を、子ども自身が投票して各部門賞を選び、

子どもたち自身の運営による授賞式や受賞作家等によるオーサービジット

をしていただく「箕面・世界子どもの本アカデミー賞」事業を行った。

【箕面・世界子どもの本アカデミー賞】

・授賞式 平成 26 年 11 月 21 日（土）メイプルホール（大ホール）

5部門（絵本賞、作品賞、主演男優賞、主演女優賞、ヤングアダ

ルト賞）

・オーサービジット 小学校 7校

（３）ホームページによる情報提供

※パソコン及び携帯電話による予約数

（４）市民との協働による講座等の実施

ＮＰＯとの協働等で「第 26 回箕面紙芝居まつり・第 24 回箕面手づくり紙芝

居コンクール」、「西南図書館読書室」、「子どもの居場所事業（東図書館、西

南図書館）」、「子どもと本のまつり」のほか各種講座を開催し、7,000 人を

超える参加があった。

（５）学校・学校図書館との連携

学校・学校図書館と連携し、学校における学習や読書活動を支援するため、

学校図書館への図書の貸出・配本のほか、市内の小学校 3年生の図書館訪問

や中学 2年生の職場体験の受入を行い、本の楽しさや図書館の魅力を体験し

てもらった。また、学校図書館司書と公共図書館司書の連携学習会の開催や

ブックリストの共同作成などにより、児童・生徒の読書状況や図書に関する

年度 H25（第 4回） H26（第 5回）

授賞式参加者数 400 人 400 人

オーサービジット参加者数 1,164 人 1,069 人

年度 H25 H26

インターネット予約冊数（※） 220,341 冊 230,340 冊

蔵書情報検索件数 1,303,867 件 1,367,223 件

年度 H25 H26

箕面紙芝居まつり・

箕面手づくり紙芝居コンクール
3,000 人 4,000 人

子どもと本のまつり 476 人 500 人

子どもの居場所事業 2,805 人 2,245 人

講座 327 人 327 人
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情報共有を図った。

ブックリストは、図書館内及び小中学生に配布し、読書活動を推進する一

助とした。

（６）広域利用と大学連携

①平成 24 年 6 月から開始した豊能地区（3市 2 町）での広域利用を引き続き

試行実施した。

②インターネット予約した箕面市立図書館の資料（図書、雑誌）を大阪大学

外国学図書館で受け取れるサービスを行った。

（７）各図書館の取組

各図書館では、地域の市民団体や併設された施設の団体等との協力・連携に

より独自の取組を行った。

年度 H25 H26

広域利用者への貸出 54,839 冊 60,721 冊

年度 H25 H26

大阪大学外国学図書館での貸出 2,214 冊 2,438 冊

年度 H25 H26

学校図書館への貸出 21,051 冊 18,485 冊

連携学習会の開催 6回 5回

各図書館の取組

中央図書館 地域の市民団体と「箕面紙芝居まつり」、「箕面手づく

り紙芝居コンクール」を開催した。

東図書館 東生涯学習センターや地域の市民団体と「子どもと本

のまつり」を開催した。

桜ヶ丘図書館 ヒューマンズプラザが地域団体と実施する事業への

協力や連携を行った。また、地域の市民団体と「子ど

もと本のまつり」を開催した。

萱野南図書館 地域の市民団体と「おはなし会スペシャル」を開催し

た。

西南図書館 人と本を紡ぐ会との協働企画によるテーマ展示や関

連講座等を実施した。また、読書室「モモ」の運営を

市民団体に委託し、リサイクルブックコーナーの運営

やくつろぎのスペースの提供を行った。
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（８）図書館の活性化

①幅広い世代のニーズに応えるため、中央図書館 1階閲覧室のレイアウトを

見直し改修工事を実施した（平成 27 年 1 月 10 日～4月 6日まで休館）。

・遮音性の高い天井まで届くウォール書架を設置することで、親子連れや

子どもたちがのびのびできる「にぎやかエリア」と静かに読書が楽しめ

る「一般エリア」に二分割した。

・館内全体で飲み物を飲みながら読書ができるようにするとともに、それ

ぞれのエリアに設置した「くつろぎスペース」や「屋外テラス」では食

事も可能とした。

②改修工事の概要

・改修面積：1階 969.31 ㎡

にぎやかエリア： 約 495 ㎡

一般エリア： 約 453 ㎡

屋外テラス：にぎやかエリア約 130 ㎡

一般エリア約 20 ㎡

③リニューアルオープン後（平成 27 年 4 月 7 日）の利用状況

※本を借りた年齢構成（6歳までの子ども）から推測

平成 26 年 4･5 月 平成 27 年 4･5 月 対前年比

1日当たりの

来館者数
803 人 893 人 111.2％

1 日当たりの

貸出冊数
1,342 冊 1,591冊 118.5％

1 日当たりの親

子連れ来館者数

（※）

7人 11 人 157.1％

◇新規又は重点的に実施した取組

中央図書館の改修工事を行い、乳幼児から高齢者まで幅広い世代の誰もが利

用しやすい閲覧室とした。

小野原図書館 多文化交流センターが地域団体と実施する事業への

協力や連携を行った。

らいとぴあ 21

図書コーナー

らいとぴあ 21 が地域団体と実施する事業への協力や

連携を行った。
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◇課題と今後の方向性

（１）引き続き、「箕面市知の拠点づくりアクションプラン」に基づき業務を

進め、導入した自動貸出・返却システムを検証・活用しながら、サー

ビスの向上や運営の効率化を図るとともに、業務の見直しにより経費

削減に努める。

（２）広域利用の検証を進め、今後のサービスについて検討する。

（３）彩都地域の図書館サービスについて、学校図書館開放や広域利用の検

討を進める。

（４）ハッピーマンデー制度などにより、月曜日の休日が増えている中、図書

館の休館日が月曜日であるため利用できないという課題があったた

め、休館日のあり方を検討した結果、平成 27 年度中に休館日と休日が

重なった場合は開館することとし、利用者のニーズに応えていく。
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◇取組の概要

（１）スポーツ事業の推進

市民にスポーツに親しむ機会を提供するため、スポーツ教室や各種イベント

を開催した。

（ ）内は前年度

※スポーツカーニバルふれあいフェスティバルは、台風 19 号接近のため中止

項 目 実施回数 個人参加 チーム参加

スポーツ教室
【63 種目】 3,999 回

(3,551 回)

38,657 人

(34,929 人)

－

(－)（54 種目）

スポーツのつどい
【8種目】 1,147 回

(1,121 回)

26,771 人

(27,439 人)

－

(－)（7 種目）

スポーツ

イベント

ペタンク

（世代間交流事業）

1回

(1 回)

180 人

(210 人)

－

(－)

ジュニア

ソフトボール

1回

(1 回)

－

(－)

16 チーム

(17 チーム)

スポーツカーニバル

ふれあいフェスティ

バル（※）

中止

(1 回) (2,891 人) (－)

箕面森町妙見山麓

マラソン

1回

(1 回)

1,321 人

(1,212 人)

－

(－)

スポーツ講習会
1回

(1 回)

30 人

(31 人)

－

(－)

市民体育大会

【春季 13 種目、秋季 15 種目】

（春季 13 種目、秋季 15 種目）

2回

(2 回)

3,662 人

(3,878 人)

478 チーム

(489 チーム)

４－５ スポーツ振興
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（２）スポーツ活動の環境づくり

①総合運動場の利用件数等 （ ）内は前年度

②総合運動場の利用率 （ ）内は前年度

（３）スポーツ振興に向けた人材育成と団体支援

小学校区単位で選出されたスポーツ推進委員により、地域におけるスポーツ

活動を推進（ラジオ体操やスポーツの実技指導、地域団体が行うスポーツ活

動への協力等）するため、スポーツ推進委員協議会の会議開催や、各種研修

会・講習会を実施することで人材育成に努めるとともに、スポーツ団体主催

事業について後援等を積極的に行った。

（４）総合型地域スポーツクラブの育成・支援

地域住民の自主的・主体的な運営で、だれもがそれぞれの生活やレベルに合

わせ、いろいろなスポーツを楽しむことができる総合型地域スポーツクラブ

への助言、広報紙による活動の周知や各種情報の提供などを行い、地域に根

ざしたクラブ育成を行った。

・箕面東コミュニティスポーツクラブ

・箕面中央スポーツクラブ

施設 体育館 野球場
グラウ

ンド
テニス 武道館 プール

トレー

ニング

第一

総合

運動場

2,312 件

(2,665件)

544 件

(631件)

－

(－)

2,168 件

(1,960件)

2,140 件

(2,196件)

15,459 人

(21,201人)

32,152 人

(31,013 人)

第二

総合

運動場

2,487 件

(2,563 件)

－

(－)

829 件

(897件)

9,081 件

(7,791件)

－

(－)

6,361 人

(7,864 人)

9,341 人

(9,820 人)

施設 体育館 野球場
グラウ

ンド
テニス 武道館

第一

総合

運動場

80.3%

(82.7%)

50.5%

(54.3%)

－

(－)

71.0%

(73.1%)

68.6%

(68.9%)

第二

総合

運動場

86.9%

(84.4%)

－

(－)

49.5%

(49.9%)

88.0%

(87.0%)

－

(－)
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◇新規又は重点的に実施した取組

（１）毎年 10 月に実施している「スポーツカーニバル」について、スポーツ

や体を動かすきっかけとして子どもから高齢者まで、より幅広い層の

かたに参加していただけるよう内容等の見直しを行った。

（２）第一・第二総合運動場において、施設の老朽化に伴う改修工事を行っ

た。

◇課題と今後の方向性

（１）誰もが、いつでも、気軽にスポーツに親しみ、楽しむことができる生

涯スポーツ社会の実現をめざす。引き続き、スポーツをしていない市

民が運動を始めるきっかけづくりとして、ウォーキングやラジオ体操

の普及に努める。

（２）指定管理者の提案内容の着実な推進を図るとともに、利用者の意見や

アンケートの内容を活かして、さらなる利用者サービスの向上をめざ

す。

（３）総合運動場の施設の老朽化対策や利用者の利便性の向上をめざし、計

画的に施設改修を進める方策を検討する。
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◇取組の概要

（１）生涯学習関連施設の改修及び修繕等

施設名 修繕内容

中央生涯学習センター 自動火災報知及び非常放送設備改修

ロビーガラス取替

東生涯学習センター 各階のトイレ洋式化他改修

西南公民館 料理実習室給湯器取替

萱野三平記念館涓泉亭 空調機取替

中央図書館 中央図書館 1 階閲覧室のレイアウト変更等に

伴う改修

第一総合運動場 スカイアリーナ

給水ポンプユニット修繕

雨水排水ポンプ及び消火設備改修

多目的トイレ整備

武道館自動火災報知及び非常放送設備改修

市民野球場・武道館多目的トイレ他整備

第二総合運動場 受変電設備他改修

体育館屋上防水他改修

◇新規又は重点的に実施した取組

施設利用者の安全確保や施設を快適に利用できるように、老朽化した施設

及び設備について、緊急性の高いものから改修・修繕を行った。

◇課題と今後の方向性

施設を適正に維持管理するため、老朽化した施設及び設備について計画的に

改修・修繕等を行う。

４－６ 生涯学習施設の整備


