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◇取組の概要

（１）「箕面市生涯学習推進基本計画」の進捗状況

平成 21年度に策定した「箕面市生涯学習推進基本計画」については、平
成 26年度に社会教育委員の会議において、前期の取り組み状況の確認と後
期（平成 27年度から平成 32年度）に取り組むべき実施項目を整理した。
生涯学習の推進にあたっては、教育委員会のみならず全庁的に取り組んで

行くものであるため、各年度全庁的（教育委員会、市長部局、外郭団体など）

な調査を行い、「学び」の豊富化（学習機会の拡大）や学習環境の整備など

の進捗状況の把握に努めている。

（２）文化生涯学習施設、体育施設情報の提供

インターネットを利用した予約管理システムにより、市内 14カ所の文化生
涯学習施設及び市内 3カ所の体育施設の施設貸出の状況（空き状況）及び利
用者が予約している内容等の情報提供を行った。

（３）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。

（文化国際室承認分 91件）
・公募により社会教育事業補助金（事業補助）を交付した（5団体）。

（４）市民展の開催

文化生涯学習施設

…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、桜ケ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

体育施設

…スカイアリーナ、武道館、第二総合運動場

４ 生涯学習・社会教育施策

４－１ 生涯学習事業
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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 21日～10月 30日）
・観覧者…4,104人

（５）成人祭の開催

平成 19年度から、新成人との年齢が近い新規採用職員で構成する成人祭ブ
ラッシュアップ会議が企画・運営を行うことで、ブラッシュアップ会議設置

前である平成 18年度の参加率 40.6%から平成 26年度には 24.9ポイント上
昇の 65.5%に達した。引き続き、ブラッシュアップ会議により平成 28年度
成人祭の企画・運営を行い、平成 29年 1月 9日にメイプルホール（大ホー
ル）で成人祭を開催した。

（６）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聴取

・生涯学習推進基本計画の進捗状況の確認

・西南公民館の再整備状況報告

・大学連携の取組状況の報告

・近畿地区社会教育研究大会等への参加

・社会教育委員が有する社会教育の取組状況報告

（７）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。(連携事業：59件）
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。

絵画彫塑 写真 工芸 書 合計

146点 80点 87点 44点 357点

年度 H26 H27 H28
対象者 1,408人 1,284人 1,456人
参加者 922人 839人 932人
参加率 65.5％ 65.3％ 64.0％
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（８）箕面シニア塾の開催

60歳以上のかたを対象に、受講者同士の交流や生きがいづくりの場、市民
活動や地域活動のきっかけづくりとして、箕面シニア塾を開催した。

・受講希望者が増加していることを踏まえ、平成 28年度は、プログラム数
を 6から 10に拡大した。

・市の健康長寿の推進方針に併せ、講座内容に健康維持などのプログラム

を取り入れた。

・市民活動団体の協力を得て、受講者の受講後の活動の場を紹介する場を

設けた。

◇新規又は重点的に実施した取組

箕面シニア塾のプログラム数を拡大（6プログラムから 10プログラムに拡
大）することで、受講希望者の増加に対応した。また、市の健康長寿の方針

を踏まえ、プログラムを市民の健康長寿指向に沿った内容に見直すとともに、

受講後の活動の場へつなぐ工夫を行った。

◇課題と今後の方向性

（１）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、参加率は上向き傾向にあり、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。

（２）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等を検討する。

（３）箕面シニア塾及び春・秋の講座について、高齢者を含めた市民が「健康

長寿」をめざすとともに、趣味や地域の活動など、「次の活動につなが

る」ような内容への再編成を行う。

（４）公共施設予約システムについて、安定したシステム稼働に努めるとと

もに、システムによる利用申し込みを促進する。

年度 講座数 定員 応募者数 受講者数 延べ受講者数

H28 10講座 400人 674人 386人 3,085人
H27 6講座 240人 334人 238人 1,834人
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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）

生涯学習センター等を貸館施設として市民の利用に供することで、市民の

自主的な生涯学習活動の機会を提供した。

①学習センター等利用状況

※西南公民館は平成 28年 11月から休館中

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）生涯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。

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 72,588人 68,204人 26,625人

利用件数 5,094件 4,887件 2,219件

稼働率 48.9％ 42.4％ 68.2％

区分 第四中学校開放教室

利用者数 22,116人

利用件数 1,661件

稼働率 25.8％

区分 箕面文化・交流センター

利用者数 140,707人

利用件数 10,365件

稼働率 35.2％

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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（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

各施設を利用するグループが相互の親睦や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。

・生涯学習センターまつり等の参加人数 延べ 5,134人

（４）公民館運営審議会・生涯学習センター運営審議会の運営

公民館運営審議会・生涯学習センター運営審議会を開催し、各種事業の報

告など公民館等の運営について意見を聴取した（3回）。
・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

施設の老朽化や、バリアフリー要件を満たさない等の機能的劣化に対応す

るため、平成 27年度に現地建替とすることを決定したことから、新施設の
レイアウトについて利用者等に意見聴取し、決定した。

10月末をもって西南公民館を休館とし、11月から解体工事、1月から新施
設の建築工事を行っている。

【新施設の概要】

・現在の場所で新施設を建設する。

・鉄骨造 地上 3階建
・利用者のニーズに応えるため、部屋数を増加、駐車場台数の増加、防音機

能を充実させるとともに、子育て支援や多世代交流が進むようキッズコー

ナー等の機能を充実する。

講座数 19講座
受講者数 425人

延べ受講者数 1,167人
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箕面シニア塾の様子

◇新規又は重点的に実施した取組

（１）生涯学習講座を「健康長寿推進の取組」の一環として、介護予防の観

点からの新しいコースを設置し、高齢者も無理なく参加できる仕組みづ

くりを進めた。

（２）西南公民館の再整備について、施設利用者等の意見を踏まえて施設レ

イアウトを決定し、建築工事に着手した。

◇課題と今後の方向性

（１）「健康長寿」に資する講座については、生涯学習の観点からも近年の高

齢社会の進展にあわせニーズが高く、また市の施策とも合致すること

から積極的に実施していくとともに、受講者の地域での活動機会や生

きがいづくりのためにも、講座を通じて趣味や地域活動などへとつな

がる仕組みとする必要がある。

（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）（仮称）西南生涯学習センターについて、平成 30年 2月のオープンに
向けて調整を行い、魅力的な生涯学習施設を建設する。
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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、猿被害防止パトロール）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

①市内に所在する文化財の保護と活用のため、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。

・開発に伴う埋蔵文化財試掘調査の実施（9件）
②既に修復が完了している箕面山瀧安寺が所蔵する紺紙金銀字交書一切経*2
巻の特別展示を行い、残り 3巻及び大般若波羅密多経*17巻を国の地方創生
加速化交付金*を活用し、修復を行った。
・特別展示（瀧安寺所蔵紺紙金銀字交書一切経展）

期間：10月 7日（金）～12月 11日（日） 入館者数：5,721人

（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 （単位：人）

②企画展示（5回開催）

年度 H26 H27 H28
入館者数 17,273 16,495 19,607

企画展示名 展示期間 入館者数

春のまつりと節句 4月 8日～5月 25日 1,724人
ものをはかる 6月 1日～7月 6日 1,120人
戦時生活展 7月 13日～8月 31日 1,581人
瀧安寺所蔵

紺紙金銀字交書一切経展

10月 7日～12月 11日 5,721人

くらしの道具展 1月 4日～3月 31日
（1月 4日～4月 5日）

6,641人
（6,886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。

（単位：人）

講座名 講座回数 受講者数

公開講座・現地学習会 3回 88人
むかし体験講座 2回 43人

年度 H26 H27 H28
入館者数 5,320 4,205 4,061

◇新規又は重点的に実施した取組

（１）天然記念物箕面山サル生息地に生息するニホンザルが、人工給餌に頼

ることなく生息できる環境整備をめざし、餌となるドングリ類の豊凶

調査のための手法等について検討した。

（２）「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（29校、2,430人）。
（３）既に修復が完了している箕面山瀧安寺が所蔵する紺紙金銀字交書一切

経 2巻の特別展示を行い、市内外から多くの見学者があった（5,721
人）。

◇課題と今後の方向性

（１）天然記念物箕面山サル生息地に生息する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）国の地方創生加速化交付金を活用し修復を行った、箕面山瀧安寺が所

蔵する紺紙金銀字交書一切経 3巻及び大般若波羅密多経 17巻の保有文
化財を地域資源として郷土資料館で展示をするなど有効活用を図り、

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）図書館の整備とサービスの充実

①中央図書館をはじめ図書館を 7館設置するとともに、移動図書館（10箇所
巡回）や配本所（1箇所）により市内全域に対してサービスを実施した。

（単位：冊）

※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て、図書館サ

ービスの向上につなげた（1回）。
・中央図書館の改修後の利用状況についての説明と意見聴取

（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

（NPO）等と連携して、乳幼児健診での読書啓発活動や絵本の読み聞かせ
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（萱

野保育所、瀬川保育園、なか幼稚園、せいなん幼稚園）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を実施（中央

は毎日終日、他館は週 1回午前中 2時間）

年度 H27 H28
個人貸出 1,612,692 1,658,703
団体貸出 47,438 39,821
合計 1,660,130 1,698,524

年度 H27 H28
予約冊数 322,615冊 309,747冊

レファレンス 26,171件 12,089件

年度 H27 H28
おはなし会（*1） 6,572人 4,267人
はじめてのおはなし会 2,099人 2,739人
すくすくタイム（*2） 618回 619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ぶと

ともに、子どもたち自身の運営による授賞式や受賞作家を学校に招くオーサ

ービジットを行う「箕面・世界子どもの本アカデミー賞」事業を実施した。

【箕面・世界子どもの本アカデミー賞】

・授賞式 平成 28年 11月 19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 6校

（３）ホームページからの利用

※パソコン、スマートフォ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 28回箕面紙芝居まつり・第 26回箕面手づくり紙
芝居コンクール」、「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、6,000人を超える参加があった。

（５）学校・学校図書館との連携

①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等により、児童・生徒の読書状況や図書に関する情

報共有を図った。

年度 H27（第 6回） H28（第 7回）
授賞式参加者数 400人 300人

オーサービジット参加者数 1,085人 1,231人

年度 H27 H28
インターネット予約冊数（※） 236,463冊 231,747冊

蔵書情報検索件数 1,276,344件 1,365,428件

年度 H27 H28
箕面紙芝居まつり・

箕面手づくり紙芝居コンクール
4,000人 3,000人

子どもと本のまつり 605人 515人
子どもの居場所事業 2,205人 2,653人

講座 332人 343人
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②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。

③小・中学校各 1校で児童・生徒が公共図書館で借りた図書を学校図書館でも
返却できる相互返却を試行実施した。

（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。

③豊能地区（3市 2町）に加え、吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町も
含めた、北摂地区 7市 3町への広域利用の拡大を検討した。

年度 H27 H28
広域利用者への貸出 61,852冊 66,548冊

年度 H27 H28
大阪大学外国学図書館での貸出 2,138冊 1,787冊

年度 H27 H28
学校図書館への貸出 17,626冊 17,921冊
連携学習会の開催 3回 3回
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（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。

（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、平成 27年 4月 7日にリニューアルオープンした（改修工事期間：
平成 27年 1月 10日～4月 6日まで）。
・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、各エ

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。

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」等を開催した。

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。

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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②リニューアル後の利用状況

*1 返却利用のみの来館者数を除く

*2 本を借りた年齢構成（6歳までの子ども）から推測

◇新規又は重点的に実施した取組

（１）新図書館システムの機能をいかし、小・中学校の各１校で児童・生徒

が公共図書館で借りた図書を学校図書館でも返却出来る相互返却の試

行を開始した。

（２）図書館広域利用について、北摂 7市 3町に拡大実施に向けて検討を進
めた。

◇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、サービスの

向上や運営の効率化を図る。

（２）北摂 7市 3町の図書館広域利用の拡大を実施し、利用状況や課題の把
握に努め、引き続きより良い図書館広域連携のあり方について検討を

行う。

（３）学校図書館と管理が一元化した新図書館システムの機能をいかした、

学校図書館との連携による図書館サービスの充実について検討を進め

る。

（４）幅広い世代が利用しやすい図書館づくりについて、中央図書館のリニ

ューアル後の状況もふまえて、他図書館についても検討する。

年度 H26 4~12月 H27 H28 対前年比

一日当たりの

来館者数*1 708人 791人 785人 99.2％

一日当たりの

貸出冊数
1,348冊 1,451冊 1,466冊 101.0％

一日当たりの

親子連れ来館者数*2 9人 11人 15人 136.4％
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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

（２）スポーツ活動の環境づくり

①老朽化した施設を再生し、利用者が気持ちよく安全にプレーできる環境を

整えるため、「箕面市スポーツ施設マネジメント計画」を策定した。

・市立スポーツ施設の再生に向け、これまでの対症療法的な対応ではなく、

定期的な修繕・更新するためのサイクルを定めた。

・定期的な修繕・更新を行うための財源確保については、長年据え置いてき

た利用料金の改定と、これまで市がスポーツ施設の修繕等に投入してきた

項 目 実施回数 個人参加 チーム参加

スポーツ教室
【69種目】 5,251回

（4,593回）
46,072人
（43,152人）

－

（－）（70種目）

スポーツのつどい
【7種目】 967回

（1,106回）
27,952人
（29,453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）

165人
（180人）

－

（－）

ジュニア

ソフトボール

1回
（1回）

－

（－）

13チーム
（15チーム）

スポーツカーニバル

ふれあい

フェスティバル

1回
（1回）

2,742人
（2,985人）

－

（－）

箕面森町妙見山麓

マラソン

1回
（1回）

1,144人
（1,080人）

－

（－）

バリアフリー水泳教室
10回

（10回）
164人

（138人）
－

（－）

スポーツ指導者講習会
1回

（1回）
100人
（33人）

－

（－）

市民体育大会

【春季 14種目、秋季 15種目】
（春季 14種目、秋季 15種目）

2回
（2回）

4,364人
（3,983人）

441チーム
（469チーム）

４－５ スポーツ振興
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財源を充てることとした。

②総合運動場の利用件数など ※（ ）内は前年度

③総合運動場の利用率 ※（ ）内は前年度 （単位：%）

※第二総合運動場体育館は 1月・2月
第一及び第二総合運動場テニスコートは 2月・3月改修工事のため閉鎖

（３）スポーツ振興に向けた人材育成と団体支援

①スポーツ振興に携わる人材育成のため、優れたアスリートや学識経験者等

による各種講習会や研修会、情報交換等を実施した。

・指導者講習会として、元卓球日本代表でロンドンオリンピック女子団体銀メ

ダリストの平野早矢香氏による講演会を実施した。（約 100名が参加）
・地域におけるスポーツ活動を推進するため、スポーツ推進委員との定例（情

報交換）会の実施やスポーツ推進委員向けの研修会などを実施した。

②スポーツ団体が主催する事業に対し、後援名義の使用を許可することで、側

面支援を行い意識高揚に努めた。

施設
体育館

（件）

野球場

（件）

グラウンド

（件）

テニスコート

（件）

武道館

（件）

プール

（人）

トレーニングルーム

（人）

第一

総合

運動場

2,522
（2,522）

558
（560）

－

（－）

1,907
（2,226）

2,140
（2,230）

17,730
（15,684）

35,640
（34,954）

第二

総合

運動場

2,121
（2,445）

－

（－）

789
（808）

6,750
（8,913）

－

（－）

6,530
（6,264）

10,472
（10,842）

施設 体育館 野球場 グラウンド テニスコート 武道館

第一

総合

運動場

76.5
（81.1）

52.3
（50.2）

－

（－）

61.3
（71.2）

70.0
（72.9）

第二

総合

運動場

64.0
（84.2）

－

（－）

49.3
（51.8）

76.7
（87.8）

－

（－）
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（４）総合型地域スポーツクラブの育成・支援

地域の住民が中心となって自主的・主体的に運営し、年齢や性別に関係な

く身近な場所で様々なスポーツに取り組み楽しむことができる総合型地域

スポーツクラブに対して、運営助言や活動支援を行うとともに、市民に対し

て広報紙などを通じて活動周知や各種情報提供を行い、地域に根ざしたクラ

ブ育成に努めた。

◇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）老朽化が著しく改修の要望が多かった第二総合運動場テニスコートを、

スポーツ振興くじ助成（TOTO)を活用し全面改修した。
（３）老朽化した施設を再生し、利用者が気持ちよく安全にプレーできる環

境を整えることを目的とした「箕面市スポーツ施設マネジメント計画」

を策定した。

◇課題と今後の方向性

（１）スポーツ活動は、健康の維持増進、生きがいづくり・仲間づくりにつ

ながり、健康長寿の推進に大きな役割を果たすことから、就職や子育

て等を機に、スポーツから遠ざかっている方々がスポーツを再開し、

無理なく続けていけるよう、身近な地域で気軽に参加できる環境を整

備する。

（２）指定管理者と更なる連携を図り、利用者の意見やアンケート調査の内

容を活かせる、利用者サービスの向上をめざす。

（３）「箕面市スポーツ施設マネジメント計画」に基づき、利用者が気持ちよ

く安全にプレーできるよう施設の環境を整える。
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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

非常用蓄電池取替工事

3階温水ボイラー（調理実習室ガス給湯器）の
取替修繕

冷温水発生器の部品交換

東生涯学習センター 各種消防設備修繕等

郷土資料館
非常灯バッテリ取替修繕

玄関扉・図書資料室建具修繕

萱野三平記念館涓泉亭
長屋門及び涓泉亭施設修繕

涓泉亭倉庫建具修繕

西南図書館 防火シャッター制御盤修繕

第一総合運動場

スカイアリーナ

吸収式冷温水機修繕

武道館

男女トイレ改修（洋式化）

市民野球場

スコアボード修繕

市民プール

ろ過設備修繕

テニスコート

全面人工芝化（指定管理者特別提案）

第二総合運動場

体育館

擁壁不良箇所修繕

全床面及び男女トイレ改修（洋式化）

テニスコート

人工芝全面張替

管理棟更衣室及びトイレ改修（洋式化）

４－６ 生涯学習施設の整備
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全面人工芝化されたテニスコート（第一総合運動場）

◇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。


