
2017年度　らいとぴあ21　事業報告　地域コミュニティ課

大事業項目 事業名 通称事業名 開催時期 対象 内容 参加者数 前年度実績 備考

識字支援事業 北芝よみかき教室
毎月第１、第２金曜日
19時30分から21時まで

特に地域住
民

文字等の学習が難しかった方たちを
対象に詩集作成等を行い、楽しくよみ
かきを学習する機会を提供する。

延265名
４月18名、５月19名、６月41名、
７月17名、８月休み、９月25名
10月28名、11月20名、12月30名
１月19名、２月６名、３月42名

延356名

文化体験事業 よりみちコンサート
主に隔月のいずれかの土曜日
14時から15時

市民
プロ演奏者等によるコンサートを開
催。良質な音楽を地域で気軽に聴け
る機会を提供する。

延300名
５月55名、６月65名、７月45名、
９月30名、12月40名、１月35名、
３月30名

延297名

うたごえ喫茶
６月以後の隔月いずれかの水
曜日

市民
唱歌、流行歌、歌謡曲などを継続的
に楽しむ機会を提供する。

延214名
６月30名、８月52名、10月51名
12月36名、２月45名

延316名

まなびカフェ
隔月１～３回程度
＊木曜夜・土曜昼間が多い
が、日時の固定枠なし

市民

世の中の気になるトピックや話題のも
のを取り上げて、ゲストを各回ごとに
お呼びして、少人数で話したり体験し
て学びを深める場。

延198名
10月45名、11月56名、12月15名
１月40名、２月22名、３月20名

2016年度未実施

朝活！けんこう倶楽部
毎週土曜日
８時から９時まで

地域住民
地域住民が生活圏内で気軽に持続し
て運動ができる機会を提供する。

延604名
４月69名、５月54名、６月55名
７月57名、８月54名、９月66名
10月35名、11月42名、12月38名
１月36名、２月44名、３月54名

延507名

かやのお宝人権まつり 10月21日（土） 市民

らいとぴあ21を軸として子どもや高齢
者、障がい者市民、外国籍の方等の
みならず広く萱野地域で生活されてい
るすべての人が「であい」「つながり」
「げんき」になる大きなイベントとして
実施する。

約1000名 約1500名

平和学習事業 へいわ21 ８月４日（金） 市民
萱野小学校が平和登校日に実施する
「へいわ21」に協力し、地域で平和に
ついて考える機会を提供する。

820名
（萱野小学校全生徒、教員、かやの幼
稚園、萱野保育所等）

738名

社会課題発信事業 セミナー

11月12日（日）
11月23日（木）
12月10日（日）
12月17日（日）

2018年
１月20日（土）
１月26日（金）
２月２日（金）

市民

生き方に密接したさまざまなテーマを
とりあげ、それらについてともに考える
機会をつくる。
2017年テーマ「差別するこころを科学
する（11月～12月）」
「チョコレートケーキと法隆寺」（12月）
「知っておきたい韓国のこと　ともに学
びあう関係へ」（１月～２月）

延334名
11月：142名、12月：120名、１月46名
２月：26名

延234名
テーマ「ふしぎな
部落問題」

展示コーナー活用事業 展示コーナー活用事業 展示コーナー活用事業 随時 市民

らいとぴあの玄関としての展示コー
ナーを、半オープンで気軽に立ち寄れ
る立地の特性を活かして、人・もの・情
報に触れる機会の提供や居場所提供
としての喫茶運営を行っている。

延3829名
４月60名、５月80名、６月180名、
７月310名、８月720名、９月390名、
10月379名、11月325名、１２月265名
１月120名、２月400名、３月600名

2016年度未実施

生涯学習事業

生涯学習推進事業

地域コミュニティ推進事業 地域団体・住民交流事業

人権啓発事業



総合生活相談事業 総合生活相談事業 随時実施 市民 生活全般に関する相談

延1053件
４月92件、５月112件、６月113件
７月151件、８月110件、９月87件
10月65件、11月67件、12月71件
１月53件、２月66件、３月66件

延1221件

生活課題改善事業 生活課題改善事業 随時実施 市民

７月：14時から20時まで：年金なんでも
相談会
１月：就労支援講座
2月：みのお1日ハローワーク、PC支
援講座

延54名
７月:16名、１月３名、２月35名

延61名

就労準備支援事業 就労準備支援事業 随時実施 市民
対象者に就労へ向けた軽作業等を随
時実施する。

延422名
４月30名、５月31名、６月49名
７月44名、８月42名、９月47名
10月47名、11月27名、12月27名
１月28名、２月15名、３月35名

延386名

生活当事者交流・支援事業
生活当事者交流・支援事
業

随時実施 市民

学校授業の終了後又は長期休暇（夏
休み）などに、生活能力向上のための
必要な訓練、社会との交流促進など
の支援を行う。

延120名
４月９名、５月６名、６月７名
７月10名、８月８名、９月12名
10月10名、11月８名、12月26名
１月８名、２月８名、３月８名

延216名

相談事業



2017年度　らいとぴあ21　事業報告　地域教育課

大事業項目 事業名 通称事業名 開催時期 対象 内容 参加者数 前年度実績 備考

子どもの居場所開放事業 ぴあぴあルーム

毎週火曜日から土曜日（祝日
を除く）
平日：放課後から17時30分ま
で
土曜日：９時から17時まで

小学生

家や学校などに安心して過ごせる場
がない子どもたちに安心して過ごせる
居場所を提供する。

同じ空間で実施している放課後等デ
イサービス「麦の子」と合同プログラム
を実施する。

延5824名
４月521名、５月433名、６月443名
７月497名、８月716名、９月363名
10月670名、11月358名、12月450名
１月428名、２月305名、３月640名

延5674名

子ども食堂事業 ぴあぴあ食堂
長期休み時のぴあぴあルーム
開室日

小学生
市民

栄養に偏りが生じていると思われる子
どもへバランスのとれた食事を提供す
る。

延1485名
＜春休み＞
４月217名
＜夏休み＞
７月238名、８月594名
＜冬休み＞
12月91名、１月110名
＜春休み＞
３月235名

延1621名

子どもの活動応援事業 やろっか
ぴあぴあルーム開室日に随時
実施

小学生
さまざまな体験活動の機会を提供す
る。

延1398名
４月71名、５月98名、６月90名
７月125名、８月152名、９月106名
10月103名、11月131名、12月140名
１月128名、２月127名、３月127名

延1712名

子どもの外出応援事業 やってみよっか
長期休み及び土日祝日に随時
実施

小学生から若
者層

非日常的な活動で、様々なひと・もの・
ことに出会う社会体験を提供する。

延34名
６月7名、7月7名、8月13名
10月7名

延32名

社会体験促進事業 ボランティアタイム 毎週土曜日13時から15時まで
中学生から若
者層

不登校や引きこもりの子ども・若者の
外出機会の創出

延127名
４月11名、５月4名、６月8名
７月11名、８月9名、９月13名
10月9名、11月8名、12月9名
１月11名、２月16名、３月18名

ボランティア育成事業 まーぶハローワーク 各月２回程度
中高生から若
者層

中高生年代の子どもたちが、まーぶ
ハローワークを運営するサポーターと
して参加し、モデルとなる大学生・大
人と出会うことや役割を果たして自信
をつけることをねらいとして実施する。

延214名
５月6名、６月6名、８月57名、９月36名
10月34名、11月26名、12月15名
１月13名、２月９名、３月12名

延6236名

今年度はまーぶハ
ローワークの参加
者数ではなく、運営
サポーターの参加
者数を報告してい
る。

個別学習事業 個別学習事業
毎週火曜日及び木曜日及び金
曜日 小学生

個別に学習支援を実施することで、基
礎学力の定着を図る。

延128名
５月５名、６月24名、７月22名、
８月9名、９月1名、10月5名、
11月13名、12月16名、１月10名
２月14名、３月９名

延90名

小学生集団学習事業 小学生集団学習事業
長期休み時のぴあぴあルーム
開室日

小学生
宿題やプリント学習を毎日行うことで
学力の向上を図る。

延91名
７月27名、８月55名、12月9名

延427名

中学生学習会事業 中学生学習会事業 毎週水曜日及び金曜日 中学生
学習する場を提供することにより、学
力の向上を図る。

延1103名
４月47名、５月40名、６月103名
７月101名、８月100名、９月110名
10月89名、1１月89名、12月107名
１月82名、２月109名、３月126名

延631名

生活支援・居場所づくり事
業

社会体験促進事業

学びサポート事業



高校中退・不登校向けアプ
ローチ事業

高校中退・不登校向けア
プローチ事業

対象者の都合に合わせて、週1
回2時間の実施

高校生から若
者層

高卒資格取得に向けた学習会や通信
制高校のレポート作成のサポートをす
る。

延19名
６月3名、７月8名、10月3名
１月２名、３月３名

自主活動応援事業 サークル支援事業 サークル支援事業

月曜日から土曜日9時から21
時まで
（サークルによって実施時間が
異なる）

小学生から若
者層

小学生から若者までの「やりたいこと」
を形にするため、サークル活動を実施
する。

延1343名
４月222名、５月172名、６月143名
７月93名、８月67名、９月88名
10月90名、11月121名、12月84名
１月102名、２月86名、３月75名

学校連携事業 総合学習 総合学習 随時 主に小学校 小学校等と共同して授業を実施する。

延1615名
６月83名、７月217名、10月107名
11月184名、12月216名、１月319名
２月287名、３月202名

指定管理管轄外の事業

障害児通所支援事業 放課後等デイサービス事業 麦の子 毎週火曜日から土曜日（祝日を除く）
小学生～
高校生

学校授業の終了後又は長期休暇（夏
休み）などに行う、生活能力向上のた
めの必要な訓練、社会との交流促進
などの支援を行う。

延1663名
４月117名、５月101名、６月132名
７月133名、８月136名、９月142名
10月146名、11月145名、12月142名
１月148名、２月154名、３月167名

延1440名

地域資源を活用
し、ぴあぴあルー
ムを拠点として居
場所・社会体験事
業に比重をおく。


