
令和２年度第２回社会教育委員会議次第 

 

                                        日 時  令和２年 11 月 20 日（金） 

                                                午後３時 00 分から 

                                        場 所  第二庁舎４階 教育委員会会議室 

 

１  開    会 

 

 

２ 挨  拶 
 

 

３ 案  件 

 

（１） 各種会議等の報告について                 【資料１】 
 

 

（２） 地域ぐるみ家庭教育支援事業 各地区取組状況について   【資料２】 

 

 

（３） 地域ぐるみ家庭教育支援フォーラムについて        【資料３】 

 
 
（４） 地域学校協働活動について                【資料４】 

 
 
（５） その他 
 

 

 

４  閉    会 





厚木市主催事業

期　日
会議等
の名称

内　　容 場　所
参加
人数

７月10日(金)
14時00分

第1回会議

・令和元度活動報告及び令和２年度活動計画
　(案)について
・地区研究会及びフォーラムの反省
・令和元年度第４回厚木市社会教育委員会議（書
面）の報告について
・令和２年度神奈川県社会教育委員連絡協議会総
会（書面）について
・研究事項について
・令和２年度地域ぐるみ家庭教育支援フォーラム
について
・「元気なあつぎっ子　心がけ６か条」配布につ
いて

本庁舎
特別会議室

14人

9月11日(金)
第１回
小委員会

・厚木市における地域学校協働活動について
・令和２年度地域ぐるみ家庭教育支援フォーラム
について

第二庁舎
教育委員会
会議室

6人

10月７日(水)
　　８日(木)

配布
・「元気なあつぎっ子　心がけ６か条」
　市立小学校全児童へ配布（逓送便）
・早ね早おき朝ごはんのチラシも同封

市立小学校 -

【中止】
11月１日(日)

啓発活動
・公民館まつりにおいて「早ね早おき朝ごはん」
啓発活動（クリアファイルの配布）

依知北公民
館

-

令和２年度社会教育委員会議　活動報告書 資料１



神奈川県社会教育委員連絡協議会関係等

期　日
会議等
の名称

内　　容 場　所
参加
人数

【書面開催】
5月1日（金）

第１回
理事会

・令和元年度事業報告及び会計報告
・令和２年度事業計画案及び予算案
・社教連会則の一部改正
・令和２年度社教連表彰候補者の選考
・令和２年度役員等

書面開催 1人

【書面開催】
6月19日
（金）

総会

・令和元年度事業報告及び会計報告
・令和２年度事業計画案及び予算案
・社教連会則の一部改正
・令和２年度役員等

書面開催 15人

10月6日(火)
社会教育委
員連絡会議

・各市町村活動報告及び情報交換
・講演「誰もが集い学ぶ学校づくり～秋津実践か
ら生まれた協働・地域自治～」
講師　文部科学省ＣＳマイスター　秋津コミュニ
ティ顧問　岸　裕司　氏

厚木合同庁
舎

2人

10月16日(金)
第２回
理事会

・令和２年度実施事業について
・令和２年度地区研究会について
・令和２年度研修会（案）について

かながわ
県民
センター

1人

11月10日(火)
11月17日(火)

生涯学習指
導者研修

学校と地域との協働推進コース

〇11月10日（火）
講話とグループワーク
「地域と学校のつながり方、つなげ方　～様々な
実践から～」
三鷹市教育委員会統括スクール・コミュニティ推
進員
一般社団法人みたかＳＣサポートネット
　代表理事　四柳　千夏子　氏

〇11月17日（火）
講話とグループ協議・情報交換
「これからの地域と学校との連携・協働の姿～両
輪での推進～」
特定非営利活動法人まちと学校のみらい
代表　竹原　和泉　氏

かながわ
県民
センター

1人

【書面開催】
11月12日(木)
11月13日(金)

関ブロ
社会教育研
究大会

第62回全国社会教育研究大会新潟大会（第51回関
東甲信越静社会教育研究大会新潟大会）
※後日、書面開催及び動画配信（録画）での実施

新潟県
長岡市

-

【書面開催】
11月19日(木)
11月20日(金)

公民館大会
全国公民館研究集会・関東甲信越静公民館研究大
会千葉大会
※後日、書面開催及び動画配信（録画）での実施

千葉県
船橋市

-

【書面開催】
11月20日(金)

地区研究会
神奈川県社会教育委員連絡協議会地区研究会
※後日、書面開催での実施 葉山町 -



No 地区名 発表
計　画
事業数

開催
回数

主な実施内容
参加人
数

1 厚木北 5 6
令和元年秋まつり（盆踊り大会代替事業）、護身術教室、絵本の
読み聞かせ会、文化伝承事業、美化清掃活動

8,140

2 厚木南 H29 12 47
地域子ども教室、春の祭典、世代間給食会、夏休み映画会、納涼
盆おどり(今回台風で中止)、学級・講座、青健連事業、地区運動
会、公民館まつり、どんど焼き、子育てサロン

7,582

3 依知北 H29 11 59
ばばばあちゃんのあそびやさん、ふれあい農園、子ども田植え・
稲刈り体験、親子で流しそうめん、子ども相撲大会、ふれあい夏
まつり、親子体験教室、公民館まつり、子育てサロン

7,765

4 依知南 3 37
囲碁・将棋教室、本格！流しそうめん体験、栽培活動事業、ろう
細工講習会、親子パン作り教室、夏の山北ツアー

209

5 睦合北 5 5
サマーキャンプ、ウォークラリーとゲーム大会、秋季健康まつり
地区大運動会、公民館まつり、親子恵方巻教室

3,343

6 睦合南 H27 11 8
夏祭り、子どもサマーフェスタ、夏休み母と子の交通安全の集
い、総合防災訓練、敬老の手紙、睦合南地区大運動会、デイキャ
ンプ、年末美化清掃

5,122

7 睦合西 R1 1 2
地域がつながる子供の居場所づくり「こどもスペース」
（　こども食堂、昔あそび、落書きアート、ふらっとスポーツ，
おりがみ教室、ぬりえと宿題、交通安全映画＆ゲーム）

400

8 荻　野 4 5 夏休み体験ものづくり教室、昔あそび、書道教室、星空観察会 138

9 小　鮎 H30 13 23

親子で小鮎川の自然を楽しもう、親子で盆踊り、親子で防災訓
練、親子チョークアート、親子で昔あそび、楽しく世代間の交
流、親子美化清掃、公民館まつり、親子グランドゴルフ、親子で
湘南海岸を目指そう、

7,654

10 玉　川 4 8

マス釣り教室、親子野菜収穫体験教室、夏休み習字教室、親子ふ
れあい活動（１・２年合同：うどん作り、３年：豆腐作り、４
年：スイートポテトづくり、５年：収穫祭おはぎ作り、６年：感
謝の会カレー作り、コサージュ作り）

495

11 南毛利 H30 2 16
親子陶芸教室、公民館まつり、歩け歩け大会、竹灯籠の夕べ、子
育てサロン、年末地域福祉交流会

5,315

12 相　川 H30 12 43
地域子ども教室、子育てサロンキラキラ、ふれあい囲碁教室、親
子潮干狩り、親子芋ほり、地区運動会、歩け歩け大会、親子ス
キー教室、こどもまつり、家族で料理教室

4,493

13 緑ケ丘 R1 6 6
親子フラワーボトル教室、健康体操、親子もちつき大会、親子仲
良しワクワク広場、３世代ふれあい交流会

615

14 南毛利南 H30 7 16
親子陶芸体験教室、子育てサロンあいちゃん、子供映画会、地区
運動会、公民館まつり、歩け歩け大会、竹灯籠の夕べ、ファミ
リーコンサート、福祉交流会

5,315

15 森の里 H27 6 8
夏祭り盆踊りコンテスト、防災キャンプ、お月見お話会、通学合
宿、学びの講座①②

267

102 289 56,853

令和元年度地域ぐるみ家庭教育支援事業　開催事業一覧

合　計

資料２－１





令和元年度地域ぐるみ家庭教育支援事業　各地区実績一覧

No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1 厚木北地区盆踊り大会 2019年7月27日
厚木北地区盆踊り実行委員
会

地区自治会連絡協議会
厚木北地区地域子ども教室運営委員会

　厚木北地区における住民相互のふれあいと親睦を目的に、自治会単
位や子ども教室参加者が踊りの練習会を経て成果を発表する。

荒天予報により中止

2 身を守る護身術教室 2019年8月25日
厚木北公民館学級・開設委
員会

厚木合気クラブ 合気道の技を利用し、危険を避けて身を守る方法を親子で学ぶ。 43 安心安全な生活や防犯について親子で学べる場の提供ができた。

3 厚木北地区大運動会 2019年10月6日
厚木北地区大運動会実行
委員会

地区自治会連絡協議会
厚木北地区体育振興会

　地域住民の健康の保持・増進と、楽しく参加できる生涯スポーツの振
興を図り、スポーツ活動を通じてさわやかな人間関係を形成するととも
に、各種競技を通じて地区住民相互の親睦を図る。

荒天予報により中止

4 絵本の読み聞かせ会 2019年10月9日
厚木北地区地域福祉推進
委員会子育て支援部会

もみじ保育園
乳幼児とその保護者を対象に、年齢にあった絵本の読み聞かせや手
遊びを行う。

27
読書の楽しみにつながる乳幼児向けの選書や読み聞かせのポイントな
どを、長年地域でボランティア活動を行っているサークルから学ぶことが
出来た。

5
厚木北地区盆踊り大会
代替事業　令和元年秋まつり

2019年10月27日
厚木北地区盆踊り実行委員
会

地区自治会連絡協議会
厚木北地区地域子ども教室運営委員会

　厚木北地区における住民相互のふれあいと親睦を目的に、自治会単
位や子ども教室参加者が踊りの練習会を経て成果を発表する。

8000 子育て家庭の参加を積極的に促し、地域全体の意識の高揚を促した。

6 文化伝承事業 2020年1月7日 厚木北地区文化振興会 厚木北地区婦人会
正月だんご飾りを、厚木北公民館・厚木北児童館・厚木小学校・厚木
市役所に設置し地域文化の伝承を行う。

-
子どものいる家庭が多く訪れる場にだんご飾りを設置したことにより、直
接または間接的に、正月だんご飾りの由来や飾り物の意味などを伝える
ことが出来た。

7 2019年12月1日

8 2020年3月11日

開催回数 ８回 8,140

１、厚木北地区

合計参加人数

自宅や身近な場所を整え、また、子どもやその保護者の居場所づくりを
多様な世代ともに実践した。

美化清掃活動
厚木北地区地域づくり推進
委員会

厚木北公民館運営委員会
公民館利用サークル団体
民生・児童委員協議会

子ども達にとって、安らぎの場所、楽しい場所づくりを行うため、厚木北
公民館および隣接する厚木北児童館等に草花を植える他、子育ての
場や子育て情報の提供を行うことを、地域住民が主導となって行う。

70

資料２－２
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No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1 地域子ども教室 ６月～２月
厚木南公民館
（地域子ども教室）

学校・ＰＴＡ
コミュニティづくり事業推進委員会

厚木第二小学校及び厚木南公民館を会場に、小学生を対象に手話ダ
ンスや生け花教室、ラジオ体操など各種事業を実施。

子ども1,033人
大人 351人
計1,384人

参加する小学生の異学年活動と成果発表の場により、親子で学びの成
果を実感できた。

2 春の祭典 ５月26日(日)
厚木南公民館
（文化振興会）

学校・ＰＴＡ
厚木南地区の文化の向上を図るとともに地域の文化活動を推進し、地
域住民の交流促進を図る。

525人
親子体験ブースを設置し、地域住民の協力のもとに行うことにより、地
域との連帯感を実感できた。

3 世代間給食会 ６月27日(木) 地域福祉推進委員会 学校・ＰＴＡ
厚木第二小学校を会場に、世代間給食会を実施し、高齢者と子ども交
流を図る。

子ども405人
高齢者53人

計458人

各クラス工夫を凝らした交流や高齢者への手紙を通じて、世代間交流
を図ることができた。

4 夏休み映画会 ７月22日(月) 交通安全母の会 公民館
小学生を対象に交通安全に関する講話及び映画鑑賞を通して、交通
安全意識の向上を図る。

189人

公民館だよりを活用し参加者を募集。
参加者に家庭教育「早寝　早起き　朝ごはん」の啓発を通じて、夏休み
に入ったばかりの子どもに規則正しい生活の大切さを教えることが出来
た。

5 納涼盆おどり ７月27日(土)
厚木南公民館
（盆おどり実行委員会）

地域づくり推進委員会
自治連
厚木みなみ商工クラブ

厚木南地区の世代を越えた住民相互の心のふれあいと親睦を図るた
め実施。
子供向けの抽選会の実施（商工クラブ）

台風の影響
により中止

練習会55人

親子を含めた盆おどり練習会は開催できたが、当日は台風接近に伴い
中止となってしまった。
※練習会は３回開催（７月４日、10日、24日）

6 学級・講座
　　　10月15日（火）
　　　2月1日（土）
　　　2月29日(土)

厚木南公民館
（学級・講座等開設委員会）

学校・ＰＴＡ
親子で楽しむ乳幼児期の読書講座
親子料理教室
自転車の正しい乗り方教室

子ども24人
大人39人

計63人
親子11組12人

学級・講座を通じて親子や多世代の地域住民との触れ合いの場を提
供することができた。

7
　　夜空に向ってＧＯ！

　　防災キャンプへＧＯ！

６月15日（土）

８月24・25日
（土・日）

青健連
自治連
地域福祉推進委員会
公民館

各種事業を通して子どもと地域の人とのふれあいや地域の各種団体、
住民・地域が絆を深め一丸となったまち（地域）づくりを推進することを
目的として実施。

子ども173人
大人 52人

計225人

親子で共通の体験を地域住民の協力のもとに行うことにより、地域との
連帯感を実感できた。
（夜空に向ってＧＯ！は雨天のためリクリエーションのみ実施）

8 大運動会 10月13日（日）
厚木南公民館
（体育振興会）

自治連
地域住民の健康の保持増進と、楽しく参加できる生涯スポーツの振興
を図り、スポーツ活動を通じてさわやかな人間関係を形成するとともに、
地区住民相互の親睦を図ることを目的とする。

台風の影響
により中止

家族で参加することで地域とのつながりを持ち、世代間での連携を強め
ることができた。

9 公民館まつり
11月16・17日

（土・日）
厚木南公民館
（公民館まつり実行委員会）

文化振興会
第二小・厚木中

公民館活動団体等による発表や模擬店の実施。
（既に、小・中学生による展示及び発表並びに運営ボランティアとして
活動している）

3,400人
住民とのふれあいを通じて、地域づくりを学習するとともに、様々な年代
の地域住民と交流を図ることができた。

10 どんど焼き
1月10日（金）
　　11日（土）

厚木南公民館
（コミュニティづくり事業推進
委員会）

文化振興会
自治連
地域子ども教室

古くからの地区伝統行事「どんど焼き」の継承と地域住民相互の親睦と
コミュニティづくりの推進を図る。

1,050人
地域子ども教室（連凧揚げ）との連携により、親子参加で正月の風物詩
を地域住民とともに体験し交流を図った。

11 子育てサロン ４月～２月 地域福祉推進委員会
公民館
青少年課（児童館）

厚木南児童館において、乳幼児及び保護者を対象に子育てサロンを
実施

子ども121人
大人 112人

計233人

地域住民が、乳幼児及びその保護者に対して交流の場を提供すること
により、保護者の心理的負担の軽減を図った。

12 啓発事業 通年 厚木南公民館 各種団体等
各種事業を通じて家庭教育の柱の一つである「早寝　早起き　朝ごは
ん」を啓発する。

-

開催回数 47 7,582人

２、厚木南地区　※H29年度発表地区

合計参加人数
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No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1 子育てサロン　愛・あい
４月～２月
（１１回）

依知北地区地域福祉推進
委員会

民生委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自治会
一般ボランティア

　第二水曜日に山際児童館を会場として子育てサロンを開催する。 654
　地域住民が、乳幼児及びその保護者に対して交流の場を提供するこ
とにより、保護者の心理的負担の軽減を図った。

2
ふれあい農園

～サツモイモを育てよう～
５月～１０月

（２回）
依知北地区コミュニティづくり
推進委員会

依知北公民館
　農作物の植え付けから収穫まで、一連の共同作業を通じて、参加者
相互の交流の場をつくる。

86
　親子で共通の体験を地域住民の協力のもとに行うことにより、地域と
の連帯感を実感できた。

3 地域子ども教室
５月～２月
（34回）

依知北地区地域子ども教室
連絡協議会

学校・ＰＴＡ
子ども会育成会連絡会ほか

　小学校や児童館を会場に野外炊事、体育館でスポーツ、縁日遊びな
どを実施する。

3,087
　地域住民が、小学生に対して放課後に良質で安心安全な居場所を
提供できた。

4
ばばばあちゃんの

あそびやさん
５月～１月

（５回）
依知北公民館学級・講座等
開設委員会

子育てアドバイザーサークル 　ものづくりを主とし、子どもたちが作り、遊びを学ぶ。 102
　子どもの「気づき」や「ひらめき」を保護者及び地域住民により促すこと
ができた。

5
子ども田植え体験
子ども稲刈り体験
収穫祭（餅つき）

令和元年
６月８日（土）

１０月１９日（土）
１２月１４日（土）

依知北地区コミュニティづくり
推進委員会

依知北公民館
　田や稲作に係る一連の農作業を体験することにより、地域の特性を再
認識するとともに我が国伝統文化の礎になっていることを学習する。

120
　親子で共通の体験を地域住民の協力のもとに行うことにより、地域と
の連帯感を実感できた。

6 親子で流しそうめん
令和元年

８月３日（土）
依知北地区
文化振興会

依知北公民館 　親子で工作を行うとともに、流しそうめん大会を実施する。 72
　親子で共通の体験を地域住民の協力のもとに行うことにより、地域と
の連帯感を実感できた。

7 ふれあい夏まつり
令和元年

８月１７日（土）
ふれあい夏まつり実行委員
会

依知北地区自治会
一般ボランティア

　地域住民が一堂に会する交流の場として、ふれあい夏まつりを藤塚
公園で実施する。

500
　親子で共通の体験を地域住民の協力のもとに行うことにより、地域と
の連帯感を実感できた。

8 親子体験教室
令和元年

８月２０日（火）
依知北公民館 依知北地区地域子ども教室連絡協議会

「夜の生き物たんけん」
あつぎ郷土博物館で学芸員の昆虫講座を受けた後、親子で博物館周
辺で昆虫採集を行う。

44
　親子ともに受講生である。指導を受ける親の姿を子が間近でみること
により、「学び」に対する姿勢を実感することができた。

9 公民館まつり
令和元年

１１月２日（土）
～３日（日）

依知北公民館まつり実行委
員会

各種公民館関係団体
　公民館活動団体等による発表の場と地域住民交流の場として模擬
店を実施する。 3,100

　小学生及び中学生の発表の場並びに運営スタッフとして関わることに
より、世代間及び地域間交流を図った。

開催回数 59 7,765

３、依知北地区　※H29年度発表地区

合計参加人数

3



No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1 囲碁教室 7月24日、7月31日
依知南地区
文化振興会

依知南・依知小学校区地域子ども教室運営委員会 夏休みの小学生を対象にした囲碁教室 21
地元の方から囲碁を教わる機会を作り、ふれあいの場をつくることがで
きた。

2 将棋教室 7月26日、8月2日
依知南地区
文化振興会

依知南・依知小学校区地域子ども教室運営委員会 夏休みの小学生を対象にした将棋教室 36
地元の方から将棋を教わる機会を作り、ふれあいの場をつくることがで
きた。

3 本格！　流しそうめん体験 7月28日
依知南地区
コミュニティづくり
推進委員会

本物の竹を使った本格的な流しそうめん 61
夏の風物詩である流しそうめんを通じて、竹食器の制作や食など日本
の文化を体験することで、家庭教育の向上を図ることができた。

4 栽培事業
4月14日～12月15日

（全29回）

依知南地区
コミュニティづくり
推進委員会

里芋、サツマイモ、ささげ、落花生、枝豆の栽培
及び収穫

44
種まきから収穫までの一連の作業を体験することで、野菜の育て方や
収穫の喜びを学ぶことができた。

5
ろう細工講習会
（りんごキャンドルづくり）

12月7日
依知南地区
文化振興会

みつろうを使ったキャンドルづくり体験 12
地域住民の美的文化意識を向上するため、蜜ろうのりんごキャンドルの
作成を通してキャンドル装飾について、体験しながら学ぶことができた。

6 親子で楽しむ！夏の山北ツアー 8月8日
依知南公民館学級・講座等
開設委員会

水源地域の自然体験や地元の農家との交流。 17
水源地域の自然体験や地元の農家との交流を通して、森林や農地の
大切さを学ぶことができた。

7 親子パン作り教室 1月19日
依知南公民館学級・講座等
開設委員会

依知南・依知小学校区地域子ども教室運営委員会 パンづくりと試食 18
身近で親しみのあるパン菓子を作ることで、児童期からの料理への関心
を高めることができた。

開催回数 37 209

No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1 サマーキャンプ
令和元年８月17日（土）～18日
（日）

睦合北地区青少年健全育
成会

各種公民館関係団体
異年齢の集団体験を実施（防災体験、工作教室、マスのつかみ取り、
野外炊事、キャンプファイヤーなど）

111
野外炊事や防災体験など家庭や学校生活では味わえぬ様々な経験
を通じて、青少年の豊かな人格形成に寄与するとともに、自主運営を
行うことで、健全な青少年の育成を地域ぐるみで行うことができた。

2
秋季健康まつり

睦合北地区大運動会
令和元年10月６日（日）

睦合北地区運動会実行委
員会

各種公民館関係団体 地区運動会 800
家族で参加することで地域とのつながりを持ち、世代間での連携を強め
ることができる。また、ボランティアとして参加することで老若男女問わず
地区住民の活躍の場を増やすことができた。

3 公民館まつり
令和元年11月９日（土）～10日
（日）

睦合北地区まつり実行委員
会

各種公民館関係団体
公民館活動団体等による発表や地域住民交流の場として模擬店を実
施する。 2,350

様々な年代の地域住民の発表の場であり、並びにボランテァスタッフと
して運営に関わることにより、世代間及び地域間交流を図ることができ
た。

4 ウォークラリー＆ゲーム大会 令和元年年11月16日（土） 睦合北公民館運営委員会 各種公民館関係団体 ウォークラリー（睦合北公民館発着の周回コース（約４ｋｍ））とゲーム 61
親子でウォークラリー及びこれに付随するゲームを開催し、地区住民の
健康の増進及び住民相互の親睦を図ることができた。

5 親子恵方巻教室 令和元年1月18日（土）
睦合北公民館学級・講座等
開設委員会

各種公民館関係団体 講師を招き、親子で恵方巻を作る体験教室を開催する。 21
親子で料理を作る場を提供することにより、コミュニケーションを取りな
がら子どもに料理を作る楽しさ、大変さを知り興味を持たせるほか、地
域住民の交流を図ることができた。

開催回数 5 3,343

４、依知南地区

５、睦合北地区

合計参加人数

合計参加人数

4



No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1 魚つかみどり大会 6月22日
睦合南地区青少年健全育

成会
睦合南地区地域づくり推進委員会・睦合南地区地域福
祉推進委員会

川に親しむ夏の季節に「子ども魚つかみどり大会」を開催 中止 -

2 夏祭り 7月 自治会 学校・ＰＴＡ 各自治会の夏祭りに学校・PTAが共に運営 1,200
各自治会による趣向を凝らした夏祭りに参加することにより、楽しみなが
ら地域の一員であることを自覚することができた。

3 子どもサマーフェスタ 地域子ども教室
学校・ＰＴＡ
青少年健全育成会

夏休み中の子供を集め、フェスティバルを開催

4 夏休み母と子の交通安全の集い 交通安全母の会 地域福祉推進委員会 交通安全の講話等の実施とお菓子等の配布

5 総合防災訓練 9月1日 自治会 学校・ＰＴＡ 防災訓練への子どもたちの参加 120
災害時における的確な判断力と行動力を身に付けるとともに、防災意
識の高揚を図ることができた。

6 敬老の手紙 9月 地域福祉推進委員会 学校・ＰＴＡ 敬老の日に合わせ、小中学生の書いた手紙を高齢者に配布 1,918
世代を超えた人生の先輩と後輩との交流により、より明るい温かな地域
社会を築くことができた。

7
睦合南地区
大運動会

10月6日 睦合南公民館 学校・自治会 地区運動会 1,609 スポーツ活動を通じてさわやかな人間関係を形成することができた。

8 デイキャンプ 10月27日
睦合南地区青少年健全育
成会

睦合南地区地域福祉推進委員会
清水小学校区・妻田小学校区地域子ども教室運営連
絡協議会
睦合南地区地域づくり推進委員会

睦合南公民館でカレー・クレープ・フルーツポンチ作り及びカラーサンド
の鉢植え作りを実施

参加者45人≪子ども25
人、大人　7人、役員13

人≫

地域の人たちとの交流を図り、地域の一員として異年齢集団の中で助
け合い、共に生きる力を育成することができた。

9 年末美化清掃 12月1日 自治会
学校・ＰＴＡ
地域づくり推進事業

年末美化清掃に小中学生の参加 120 地域を清掃することによりボランティアの心を育成することができた。

10
ふれあい
ステージ

3月7日
睦合南地区青少年健全育

成会
学校・
地域子ども教室

公民館まつりの中で青少年の活動発表 中止 -

11 子どもフェスティバル 3月26日 地域子ども教室 学校・青健連 華道、茶道等の伝統文化および昔遊び体験 中止 -

開催回数 8回 5,122

No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1
地域がつながる
子どもの居場所づくり
「こどもスペース」

７月24日
７月25日

厚木市立睦合西公民館
学級・講座等開設委員
会

厚木市立睦合西公民館
コミュニティづくり推進事
業実行委員会

　
(1)ふらっとスポーツ
(2)交通安全母の会
(3)地域の茶の間
(4)コーヒーサロン
(5)厚木東高校
(6)林中学校
(7)米・野菜提供者
育成会落合弘一氏ほか
(8)白鳥の会
(9)キットパス
    インストラクター
(10)睦合西地区地域福祉推進委員会
(11)運営ボランティア

　 家庭教育の支援と、見えにくい子どもの貧困対策を目的と
して、公民館で活動する団体や地域の学生(東高校、林中
学校)らのボランィアが、それぞれの立場から得意分野を生
かして、子ども達に体験や学び、食事の提供を行った。
  具体的には、ふらっとスポーツ、昔遊び、窓ガラスへの落書
きアート、遊べる折り紙教室、交通安全映画とゲーム、学習
(宿題)支援、ぬり絵、こども食堂の開催をした。

400人

【内訳】
ボランティア100人

子ども達
300人

　ひとり親家庭の増加や子育て家庭の孤立化、虐待相談の
増加、子どもの相対的貧困等を背景として、家庭教育が困
難になっている社会に対し、地域が連携することにより支援
することができた。
　夏休みに子どもたちが、無条件で受け入れてくれる大人等
と出会い、様々な体験をすることは、育ちの環境の中で貴重
であり、コミュニケーションを学ぶ場にもなった。
　またボランティアの地域人材約100人が集まり、共通の目
的を持ちながら、自分たちの強みを生かし、地域で活動する
ことでボランティアの育成ができた。

開催回数 2回 400人

７、睦合西地区　　※R1年度発表地区

合計参加人数

合計参加人数

8月23日 110
子どもの居場所を確保するとともに、地域の世代間交流を通じ、健全な
育成を図ることができた。

６、睦合南地区　※H27年度発表地区

5



No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1 夏休み体験ものづくり教室 ８月５日（月）
荻野公民館学級講座等開
設委員会

神奈川工科大学KAIT工房 ソーラー飛行機などのものづくりを体験する。 19 ものづくりの楽しさを学ぶ機会を提供した

2 夏休み体験ものづくり教室 ８月７日（水）
荻野公民館学級講座等開
設委員会

神奈川工科大学KAIT工房 ソーラー飛行機などのものづくりを体験する。 17 ものづくりの楽しさを学ぶ機会を提供した

3 昔あそび 10月18日（金）
上荻野小学校区地域子ど
も教室推進事業運営委員
会

上荻野小学校 あやとりや吹き矢などの昔ながらの遊びを行う 55 昔遊びを通じ世代間交流を図った。

4 書道教室 12月24日（火）
荻野公民館学級講座等開
設委員会

もくれん書道教室
書道に親しむ機会を提供するとともに、小学校の冬休みの課題である
書初めを支援する。

28 書道について学び、豊かな心を養った。

5 星空観察会 2月8日（土）
荻野公民館学級講座等開
設委員会

厚木市子ども科学館 星についての講義及び星空観察を行う。 19 星や星座について学び、学習する心を養った。

開催回数 5 138

８、荻野地区

合計参加人数

6



No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1
★子育て世代の親同士で話し合おう
　(小鮎いどばた会 )

6/22（土）
中止

小鮎いどばた会
実行委員会

小・中学校ＰＴＡ、青少年健全育成会 今年度は、逃走犯の危険回避により中止 － －

2
親子でチョークアートに挑戦
　（学級講座）

7/31（水）
小鮎公民館学級・
講座等開設委員会

子どもから大人までが一緒になって作品を作り上げることで、地域の世代間
交流を促進し、地域事業のなかで、地域間でのつながりをもたらす場として
実施した。

29 子どもから大人まで一緒になって作品を作り上げることで、地域の世代間交
流が図られた。

3
★親子で小鮎川の自然を楽しもう
　（小鮎川 リバーフェスタ2019）

7/21(日) 青少年健全育成会
自治会連絡協議会、青少年指導員、ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰｽﾞｸﾗﾌﾞ、
小・中学校、子ども会育成連絡会ほか

リバートレッキング、鮎のつかみ取り、そうめん流しなどを楽しみながら、ふ
るさと小鮎の自然を大切にする子どもの育成を目指すとともに、河川への美
化意識を高める場として実施した。

230 ふるさとの子どもたちが、自然体験活動を通し、楽しく遊び、異年齢間の交
流が図られ、親子や地域の大人とのふれあいも深まった。

4
★親子で盆踊り
　（小鮎夏祭り2019”盆・踊ろう！ ”）

８/10(土) コミュニティ振興会

地域づくり推進委員会、文化振興会、体育振興会、青少年
健全育成会、子ども会育成連絡会、青少年指導員、交通安
全指導員、ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰｽﾞｸﾗﾌ、交通安全母の会、小・中学
校、ＰＴＡほか

夏の夜に小鮎地区住民が集い、フラダンスや盆踊り、バンド演奏、各種模擬
店、ゲームなどにより、心のふれあう住みよい地域づくりの推進を図る場とし
て実施した。

460 親子等で参加することで、地域の一員としての意識が高まり、住民相互の
ふれあいや世代間の交流が深まった。

5
親子で防災訓練に参加しよう
　（防災訓練）

９/１(日) 自主防災隊 小・中学校、ＰＴＡほか 各自治会で実施している防災訓練に、小中学生にも参加を促した。 1,634 子どもたちが参加することで、地域の一員としての意識が高まり、防災意識
の高揚が図られた。

6
親子で運動会に参加しよう
　(小鮎地区運動会)

10/13(日)
中止

体育振興会
自治会連絡協議会、小鮎公民館運営委員会、地域づくり推
進委員会、コミュニティ振興会、文化振興会、交通安全指導
員、ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰｽﾞｸﾗﾌほか

今年度は、台風により中止 － ー

7
楽しく同世代の交流を進めてみよう
　(ふれ愛パーク2019)

10/26(土) 小鮎小学校ＰＴＡ 小学校、子ども会育成連絡会ほか 地域住民の協力のもと、工作・遊び・球技・展示などのイベントを実施した。 359 若い世代の親と子どもの参加が多いため、親子間だけでなく、地域の同世
代の親同士のコミュニケーションも高まった。

8
親子でグラウンド･ゴルフに参加しよ
う
　(ふれあい秋季健康まつり)

11/17(日) コミュニティ振興会 地域づくり推進委員会、地域福祉推進委員会、中学校ほか
地域住民相互のふれあいを深め、コミュニティづくりをとおして「元気で活力
ある小鮎地区」の実現を目指して実施した。 130 子どもから高齢者まで、だれもが参加できることで、住民相互のふれあいや

世代間交流が図られた。

9
親子で年末美化清掃に参加しよう
　（年末美化清掃）

12/１(日) 自治会 地域づくり推進委員会、小・中学校ほか 各自治会で実施している年末美化清掃に、小中学生にも参加を促した。 3,389 子どもたちが参加することで、地域の一員としての意識を高め、美化意識の
高揚が図られた。

10
★親子で湘南海岸を目指そう
　(元祖ザ・オーバーナイトウォーク)

12/14(土)
　　～15（日）

青少年健全育成会
自治会連絡協議会、子ども会育成連絡会、小・中学校、ｼﾞｭ
ﾆｱﾘｰﾀﾞｰｽﾞｸﾗﾌほか

自分の体力と精神力にチャレンジし、夜を徹して湘南海岸まで歩く、日常生
活の中では経験できない体験活動の場として実施した。 200 親子や友達同士で語り合い、助け合いながら、夜を徹して歩き通すことによ

り、参加者相互のふれあい、協力、団結の精神が育めた。

11
★親子で昔あそびに挑戦しよう
　（新春おたのしみ会）

1/19(日) 文化振興会
地域づくり推進委員会、青少年指導員、ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰｽﾞｸﾗﾌ、
小・中学校ほか

子どもからおとなまで多くの皆様が、みんなでわいわい仲良く昔の遊びを楽
しむ場として実施する。 1,000 子どもから高齢者までが、古き良き文化に親しみ、住民相互のふれあいや

世代間交流が深まった。

12
親子で公民館まつりに参加しよう
　(小鮎地区公民館まつり)

２/29(土)・
３/１(日)
中止

公民館まつり
実行委員会

自治会連絡協議会、地域づくり推進委員会、地域福祉推進
委員会、コミュニティ振興会、文化振興会、体育振興会、青
少年健全育成会、子ども会育成連絡会ほか

今年度は、新型コロナウイルス蔓延防止により中止 － ー

13
★楽しく世代間の交流を進めてみよ
う
　（子育てサロンあゆっこ）

原則毎月
第２火曜日

地域福祉
推進委員会

民生・児童委員協議会、
厚木市子育て支援センター

毎月１回、子育て世代とシニア世代の交流を通して、お子さんと遊びなが
ら、日ごろの思いなどを語りあう場として実施した。 223 子育て世代とシニア世代の交流により、子育てのノウハウや悩みが共有で

き、住民相互のふれあいや世代間交流も深まった。

開催回数 13 7,654

９、小鮎地区　※H30年度発表地区

合計参加人数
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No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1 夏休み習字教室 8月11日(日）

玉川地区学級・講座開
設委員会
玉川地区地域子ども教
室運営委員会

夏休みの課題に向けて、きれいな文字の書き方を学んだ
講師：清風書道　師範　中島 裕子 氏
　　　　　　　　　　　　　　 栗原 眞弓 氏

36
小学生とともに保護者も参加対象としたことで、親子の交流
を図ることが出来た。

2 マス釣り教室 9月28日（土）
玉川地区地域子ども教
室運営委員会

小学生以上の児童・生徒を対象に、地区内にあるマス釣り
場においてマス釣り教室を開催

70
付き添いの保護者がそのまま講師となることで、親子の交流
と参加者相互のコミュニケーションを図ることができた。

3 親子野菜収穫体験教室 12月21日（土）

玉川公民館学級・講座
等開設委員会
玉川地区地域子ども教
室運営委員会

農家の方が大切に育てたジャガイモを収穫し、野菜を収穫す
る楽しさと、農業の大変さを親子で学んだ

30 野菜を収穫することで、親子の絆をより深めた。

4
親子ふれあい活動
（1年生～６年生）

11月～2月 玉川小学校ＰＴＡ

玉川小学校PTA「親子ふれあい活動」に対し、事業費の補
助を行った
1.2年合同:うどん作り
3年:豆腐作り
4年:スイートポテト作り
5年:収穫祭おはぎ作り
6年:感謝の会カレー作り・コサージュ作り

359
学年ごとに実施する活動を通じ、子どもの自主性を高め、親
子のふれあいを深めた。

開催回数 8 495

No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1 もち米づくり体験教室 ６月～１１月 南毛利もち米づくりの会 公民館運営委員会
もち米づくりの田植えから脱穀までの一連の作業と、収穫したもち米で
餅つき大会を実施。

延べ　358人
親子で参加するもち米づくりの一連の体験と、地域役員の協力による連
帯感を実感することにより、地域ぐるみで家庭教育を支援するという意
識向上を図る。

開催回数 5回 358人

合計参加人数

10、玉川地区

11、南毛利地区　※H30年度発表地区

合計参加人数
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No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1 子育てサロン　キラキラ 4月～3月 地域福祉推進委員会 民生委員・児童委員 毎月第1木曜日に公民館を会場として子育てサロンを開催する。 283
乳幼児及びその保護者に対し、地域住民によって交流の場を提供する
ことにより、保護者の心理的負担の軽減を図った。

2 みんなでラジオ体操 6月22日 青少年健全育成会
ＰＴＡ、交通安全母の会、体育振興会、民生委員・児童
委員ほか

親子のふれあいと健康づくりのため、ラジオ体操とあゆコロちゃん田尾想
を実施する。

中止
（荒天のため）

3 親子ふれあい潮干狩り 5月19日 青少年健全育成会 公民館 親子で潮干狩りを楽しむ。 30
潮干狩りを通して、親子相互のふれあいを深め、健全な家庭づくりに寄与する
ことができた。

4 戸田小学校区地域子ども教室
8月17日

11月9日、12月7日
2月15日

戸田小学校区地域子ども教
室推進事業運営委員会

学校・ＰＴＡ
子ども会育成連絡会ほか

公民館や小学校を会場に、スポーツ教室、工作教室などを実施する。 1,030
小学生に対し、安心安全な同世代間及び異世代間の交流の場を提供
したことにより、子どもたちは、様々な学びなどを体験することができた。

5 ふれあい囲碁教室

5月30～
2月17日

計20回
公民館 公民館 囲碁を通じてコミュニケーション能力やあいさつ、礼儀作法を学ぶ。 189

囲碁のルールを簡素化し、子どもたち同士が対戦を楽しみ、コミュニ
ケーション能力を養うことができた。

6  秋季健康まつり相川地区大運動会 10月6日 相川地区体育振興会 自治会
地区住民が一堂に会して各種目に積極的に参加することにより、健康
の増進を図り、住民相互のふれあいを深める。

1850 地区住民の健康増進が図られ、住民相互のふれあいを深めることができた。

7 親子ふれあい芋ほり大会 10月27日 青少年健全育成会 公民館 親子で芋ほりを楽しむ。 135
自然の中での親子のふれあい及び体験活動を行い、健全な家庭づくりに寄与
することができた。

9 こどもまつり 11月9日 公民館
自治会、育成会、子ども会、青少年指導員、青少年指
導員ほか

地域の子どもたちが実施主体となって、模擬店や体験教室、ミニゲー
ムを楽しむまつりを開催する。

849
地域の子どもたちが、住民とのふれあいを通じて、地域づくりを体験学習するこ
とができた。

8 歩け歩け大会 11月17日 地域づくり推進委員会 各種公民館関係団体
自然に親しみながら、日ごろの運動不足解消と体力の維持向上を図
る。

75
自然に親しみながら、住民相互のふれあいと体力維持向上を図ることができ
た。

10 家族で料理教室 12月7日 公民館 厚味会相川支部 親子で家庭的な料理を学ぶ 16
親子の共同作業で料理を作ることによって、親子のコミュニケーションを
深めることができた。

11 親子ふれあいスキー教室 1月19日 青少年健全育成会 公民館 親子でスキーを学ぶ 36
スキー教室を通じて、青少年相互の交流を深め、青少年の健全育成を図るこ
とができた。

12 公民館まつり
３月7日

　　8日
公民館まつり実行委員会 各種公民館関係団体

公民館活動団体等による発表の場と地域住民交流の場として模擬店
を実施する。

中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
蔓延恐れのため）

開催回数 12 4,493

12、相川地区　※H30年度発表地区

合計参加人数
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No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1 親子仲良し!ワクワク広場 ７月８日(月)
緑ケ丘地区地域ぐるみ家庭教育

支援事業実行委員会
緑ケ丘公民館運営委員会

未就学園児とその保護者を対象に絵本の読み聞かせや、親子一緒に
楽しめる遊びを紹介し、コミュ二ケーションを図る。

１０組
２１人

子育てをする住民同士が交流することにより、子育てのノウハウや悩み
を共有し、安心して子育てできる環境づくりの手助けとする。

2 健康体操 ７月９日(火)
緑ケ丘地区地域ぐるみ家庭教育

支援事業実行委員会
緑ケ丘公民館運営委員会 　楽しく体を動かして、心身ともにリフレッシュを図る。 １４人

楽しく体を動かしながら心と体のフレッシュを図り、健康で豊かな家庭生
活づくりを図る。

2 親子フラワーボトル教室 ７月３０日(火)
緑ケ丘地区地域ぐるみ家庭教育

支援事業実行委員会
緑ケ丘公民館運営委員会 親子で一緒に空瓶を利用し、フラワーボトルの作製方法を習得する。

１３組
３０人

親子で共通のものづくり体験をすることで、地域の家庭教育支援を推進
するとともに、家族の絆を深める。

4 親子もちつき大会 １２月７日(土) 緑ケ丘地区青少年健全育成会 緑ケ丘公民館運営委員会 もちつきを通して、地域のコミュニケーションを図る。 ２７０人
住民同士が交流するの中で、親子の共同作業により家族のコミュニ
ケーションを深める。

5 ３世代ふれあい交流会 １月１８日(土) 緑ケ丘公民館運営委員会
緑ケ丘地区地域福祉推進委員会
地域子ども教室

ＮＨＫ交響楽団のﾒﾝﾊﾞｰによる演奏や、幼児から高齢者まで出演する合
唱を鑑賞するなどして世代間交流を図る。

250人
音楽を通じて３世代の住民との交流を深めることで、健康で明るい家庭
づくりの場とする。

6 親子仲良し!ワクワク広場２ １月２８日(火)
緑ケ丘地区地域ぐるみ家庭教育

支援事業実行委員会
緑ケ丘公民館運営委員会

未就学園児とその保護者を対象に絵本の読み聞かせや、親子一緒に
楽しめる遊びを紹介し、コミュ二ケーションを図る。

１４組
３０人

子育てをする住民同士が交流することにより、子育てのノウハウや悩み
を共有し、安心して子育てできる環境づくりの手助けとする。

7
おいしいコーヒーの

淹れ方教室

３月６日(金)
新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止

緑ケ丘地区地域ぐるみ家庭教育
支援事業実行委員会

緑ケ丘公民館運営委員会 コーヒーのテイスティングとおいしいコーヒーの淹れ方を学ぶ ０人
おいしいコーヒーを通じて、会話のある家庭環境の増進と豊かな家庭生
活を作る一助とする。

開催回数 6 615人

13、緑ケ丘地区　※R1年度発表地区

合計参加人数
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No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1 子育てサロンあいちゃん
通年

（月１回）
※10月、３月は中止

地区地域福祉推進委員会 地区民生児童委員協議会 月１回子育てサロンを開催。 387

　子育てをする住民同士が交流することにより、子育てのノウハウや悩
みを共有し、安心して子育てできる環境づくりの手助けができた。また、
七夕等、季節のイベントをみんなで一緒に楽しむことで、子どもの健全な
育成を図ることができた。

2 親子陶芸教室 8月13日(火)
愛甲小学校区地域子ども教
室「なしのみ広場」運営委員
会

愛甲公民館利用サークル 地域の方を講師に招き、親子で陶芸体験を開講。 35
　地域で活動するサークルを講師として、親子で一緒に陶芸体験をす
ることで、地域の住民同士のつながりを広げるとともに、親子の絆を深め
るふれあいの場を提供できた。

3  南毛利南地区市民健康まつり運動会 10月13日(日) 愛甲公民館運営委員会

地区自治会連絡協議会
地区各単位自治会
地区地域づくり推進委員会
地区地域福祉推進委員会
愛甲小学校区子ども会育成会
地区青少年健全育成連絡協議会
愛甲小学校
東名中学校
玉川中学校
青少年指導員
青少年相談員
南毛利南支部交通安全指導員
地区交通安全母の会
地区老人クラブ連合会
地区民謡サークル団体

　スポ－ツを通して健康の保持及び体力の増強を目指すとともに、地区
内住民相互の親睦を図り、明るく住みよいまちづくりに寄与するための
市民健康まつり運動会を開催する。

0 台風により中止

4  南毛利南地区公民館まつり
11月２日(土)
　　　３日(日)

第36回南毛利南地区公民
館まつり実行委員会

地区地域づくり推進委員会
地区地域福祉推進委員会
愛甲公民館運営委員会
地区自治会連絡協議会
愛甲公民館学級・講座等開設委員会
地区青少年健全育成連絡協議会
地区民生委員児童委員協議会
愛甲小学校区子ども会育成連絡会
地区老人クラブ連合会
愛甲小学校区地域子ども教室「なしのみ広場」運営委
員会
厚木市青少年指導員
厚木市青少年相談員
南毛利南支部交通安全指導員
地区交通安全母の会
公民館利用団体
愛甲小学校
東名中学校
玉川中学校
川蝉会

　地域住民の生涯学習の拠点である公民館において、コミュニティの形
成や地域文化の創造等、よりよい地域づくりを推進するため、南毛利南
地区公民館まつりを実施。

4,200
公民館まつりで芸能発表会を開催し、小学生及び中学生の発表の場
を提供するとともに、地域住民の世代間交流が図れた。

5 歩け歩け大会 11月17日(日)
愛甲公民館運営委員会コ
ミュニティ部会

地区地域福祉推進委員会
地区地域づくり推進委員会

ウォーキング大会を開催。 32 地域住民のふれあい、交流を深めることができた。

6 竹灯籠の夕べ 12月6日(金) 地区地域づくり推進委員会
愛甲公民館
青少年指導員

　「竹灯籠」に火を点して、暗闇に浮かぶ幻想的な世界を醸し出し、訪
れる人々の心に穏やかで温もりの残るひと時を過ごしていただくことを通
じ、住民同士の交流促進と地域への愛着を深める。

550

　親子・家族で参加してもらい、地域ならではの行事を楽しんでもらうとと
もに、行事の運営に活躍する地域の大人の姿を、将来を担う子どもたち
に見てもらうことで、地域への愛着と地域で活躍したいという憧れの気持
ちを高めることができた。

7 年末地域福祉交流会 11月30日(土) 地域福祉推進委員会
青少年指導員
南毛利地域包括支援センター

　地域住民の地域福祉活動への理解度を高めるため、ふれあい音楽
会及び舞踊、食事会を開催し、同日開催される「クリスマス会」の参加
者に食事会に一緒に参加してもらうことで、地域住民同士の交流促進
を図る。

111
　ふれあい音楽会及び舞踊に参加していた地域住民とクリスマス会に
参加していた地域在住の親子が、食事会で一緒に昼食をとることで地
域住民の輪を広げるとともに、異世代間の交流が図れた。

開催回数 16 5,315

14、南毛利南地区　※H30年度発表地区

合計参加人数
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No 事業名 開催日 主管団体 協働団体 事業内容 参加人数 実施結果

1 学びの講座① 6月29日 青健連
公民館・ＰＴＡ・小中学校教職員・自治連、その他育成
関係者

「本音で語りあう討論会」
学校運営協議会制度の進化のポイントについて
登壇者：融合研会長：宮崎 稔氏、同副会長：岸 裕司氏、同副会長：
野澤令照氏、融合研会員：中川 洋太氏(依知南小学校長)

30
学校運営協議会制度（CS）による成果、地域学校協働本部の役目は
何か、実戦形式で参加者（地域の大人）と語る。

2 夏祭り盆踊りコンテスト 8月17日 森っ子ひろば 公民館・まつり実行委員会
森の里夏祭りに子どもの参加、とくに親子での参加を呼び掛けるため
に、子供盆踊りコンテストを夏祭り盆踊りに実施する。地域事業の中で、
子ども・親子での活躍がみられる。

107
大人に混じって子どもの盆踊りが地域事業である夏祭りの活性化とな
り、地域ぐるみでのつながりにつながる。また親子での参加も多く期待さ
れ、親子のコミュニケーションの一助となる。

3 防災キャンプ
８月31日
９月１日

青健連 公民館・ＰＴＡ・自治連
地区防災訓練の前日に、会場である小学校に宿泊して、地区避難所
で避難訓練を実践する。翌日の地区防災訓練にも参加する。親子での
参加を特に呼び掛ける。

25
いざという時に備えて、親子での共同活動や、地域の大人とのコミュニ
ケーションづくり

4 お月見お話会 9月16日 森っ子ひろば 青健連、厚味会
昔からの習慣であるお月見をお話し会と組み合わせながら、子どもス
タッフが企画運営を行います。料理サークルの協力も得ながら、お月見
団子を持ち帰る。

48
若い世代の親と子どもの参加が多く、親子間だけでなく、地区同世代の
親同士のコミュニケーションが進む。

5 通学合宿
10月６日
10月７日

森っ子ひろば 青健連
子どもが公民館に宿泊し、親元を離れ、集団生活の中で日常生活の基
本を自分自身で行う。そして学校に登下校する。高学年は地区の家庭
にもらい湯を行う。

31
子どもは日常生活を自分自身で行い、地域の人たちと関わりを持ち、親
とは違った日常生活を送る。保護者は事業説明会に参加し、親元を離
れて生活する意味を理解してもらい、もらい湯の世帯との交流も図る。

6 学びの講座② 12月13日 青健連
公民館・ＰＴＡ・小中学校教教職員・自治連、その他育
成関係者

講座　「地震被災地に学ぶ地域防災のあり方」長岡技術科学大学
教授 上村靖司
ワークショップ　「停電したらどうなる？みんなで考えてみよう！」ファシリ
テーター：上村靖司

26
防災について、家庭、地域における対策について、過去の災害から学
び、日常生活における危険を認識し、心構えを学ぶ。

開催回数 8 267合計参加人数

15、森の里地区　※H27年度発表地区（※R1コミュニティスクール発表）
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令和２年度地域ぐるみ家庭教育支援フォーラム開催要領 

 

１ 目 的 

厚木市の家庭教育の向上を目指すため、地域の特性を活かしながら、家庭教育支

援の視点で既存事業を見直し、家庭教育支援の取組を推進する地域ぐるみ家庭教育

支援の実践に役立つ情報提供や、地域での家庭教育支援の方策について、共通認識

を深めることを目的として開催する。 

２ 主 催  厚木市教育委員会・厚木市社会教育委員会議 

３ 開催日  令和２年３月 13 日（土）  

午後１時 30 分～５時（午後１時受付開始） 

 

４ 会 場  ※どちらの会場にするか？ 

ａｍｙｕスタジオ（117 人→58 人） 

子ども科学館サイエンスホール 250（250 人→65 人） 

 

５ 対象者  社会教育委員、公民館職員、地区活動関係者、市内の社会教育・家庭

教育支援関係団体、公民館関係団体、市民等  

 

６ 内 容 【参照：平成 30 年度】 

（１）開会 

   主催者挨拶 厚木市教育委員会 教育長 曽田 髙治 

         厚木市社会教育委員会議 議長 杉山 芳子 

（２）地域ぐるみ家庭教育支援事業について 

    厚木市社会教育委員会議 副議長 前頭 七恵 

  （３）フォーラムを進めるにあたって 

     基調講演講師 天野 和彦 氏 

（４）各地区の事業についての活動発表 

   小 鮎 地区 「小鮎川リバーフェスタ」「小鮎いどばた会」 

南 毛 利地区 「のぼり旗の作成ともち米づくり」 

 相 川 地区 「みんなでラジオ体操」 

 南毛利南地区 「こどもえいがかい」 

（５）基調講演 「公民館と地域との協働」 

  講師 福島大学うつくしまふくしま未来支援センター 天野 和彦氏 

（６）情報交換 
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令和２年度地域ぐるみ家庭教育支援事業実施要領 

 

１ 目 的 

家庭教育の向上を目指すため、地域の各種団体が連携して事業を開催し、「地域

で子どもを育てる」という意識の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 事業内容 

（１）各地区の公民館が中心となり、地域ぐるみで家庭教育向上を目指した事業を開

催する。 

（２）地域ぐるみの事業とするため、地区内の各種団体等と協働した事業を展開する。 

（３）「家庭教育支援」という視点を加え、既存の事業を再検証し、新たな事業に発

展させる。 

（４）個々の家庭における現実的課題の具体的対処策としての事業ではなく、社会教

育的視点から学習・研修などの講座や、体験活動などを中心とした事業を展開す

ることにより、家庭教育の向上を目指す地域支援の事業とする。 

（５）地域の人材育成も視野に入れながら、地域のコーディネーターたり得る人材の

養成も兼ねた事業展開を進める。 

（６）地区内での学習会の開催や、事業開催までの経過、結果及び課題などをまとめ

た報告書の作成等により、事業成果を検証する。 

 

３ 交付金等 

（１） 各公民館地区の団体が、この要領に基づく事業を開催する場合、予算の範囲

内で、交付金を交付することができる。 

（２） 交付金の交付に当たっては、別に定める地域ぐるみ家庭教育支援事業交付金

交付要綱による。 

 

４ その他 

  この要領の定めるもののほか、事業の開催に関し必要な事項は別に定める。 
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                             令和 2年 11 月 20 日 

                         第 2回社会教育委員会議資料 

 
【参考】これまでの社会教育委員会議における研究テーマのまとめ方について 

 
１ 平成 24 年度 「家庭教育支援事業」の取り組みについて   議長 奥田 七代 

○ 6 月 19 日（水）第 1回社会教育委員会議 ＜資料提示・議論＞ 

・地域コーディネーターの資質・必要性・育成 

○ 8 月 27 日（月）第 2回社会教育員会議 ＜議論＞ 

  ・地域コーディネーター育成講座・社会教育の役割・公民館の役割・館長の役割 

○ 10 月 17 日（水）第 3回社会教育委員会議 ＜報告書検討＞ 

 ・フォーラムや情報交換の必要性・社会教育活動に行政のサポートが必要 

 ・地域コーディネーター養成の拠点としての公民館の在り方 

○ 12 月 20 日（木）第 4回社会教育委員会議 ＜報告書検討＞ 

○ 3 月 22 日（金） 第 5回社会教委委員会議 ＜報告書検討＞ 

 

 

２ 平成 25・26 年度 「家庭教育支援の具体的施策」について  議長 青木 信二 

 〇 6 月 14 日（金）第 1回社会教育委員会議 ＜議長提案・研究テーマについて＞ 

  ・報告書の提出だけでいいのか 

 〇 8 月 8 日（木）第 2 回社会教育委員会議 ＜研究テーマについて・確定＞ 

  ・研究テーマを「家庭教育支援に関する具体的な施策について」に決定 

 〇 12 月 18 日（水）第 3回社会教育委員会議 ＜議論＞ 

  ・モデル地区の必要性・コーディネーター養成の必要性・地域の重要性 

 〇 3 月 19 日（水）第 4回社会教育委員会議 ＜提案書検討＞ 

  ・地域キーマンの育成、モデル地区指定・フォーラムでの実践発表・研修の必要性 

 〇 6 月 2 日（月）第 1 回社会教育委員会議 ＜提案書検討＞ 

  ・公民館のコーディネート力、公民館主催ではなく団体との共催 
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年度 会議種類 回数 時期 概要 検討内容

全体会 第２回目 R2.11 議論
★今後のスケジュールについて
★提言書骨子（案）について

全体会 第３回目 R3.1 議論
★厚木の現状と課題
★他市の事例に基づく協議

全体会 第４回目 R3.3 議論 ★他市の事例に基づく協議

全体会 第１回目 R3.6
R2報告及び
R3計画

★令和２年度の協議結果報告
★令和３年度のスケジュール
※新委員間での共有

全体会 第２回目 R3.11
情報収集
議論

★モデル地区の職員等からの取組報告
★今後の厚木市における方向性等の協議

全体会 第３回目 R4.1
議論
提言書案の確
認

★社会教育委員会議からの提案内容について
★提言書案の協議

全体会 第４回目 R4.3 確認 ★提言書内容の最終確認

※全体会との間に小委員会を設けて議論を進める。

提言書　骨子（案）

はじめに

第１章

第２章

第３章

第４章

第５章

おわりに

他市の事例

今後の厚木市における方向性

社会教育委員会議からの提言

提言書作成のスケジュール（案）

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

提言書作成にいたる経緯

地域学校協働活動とは

厚木市の現状と課題
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こんなことを提言いただけると・・・

1

○ 地域も学校もWin＆Winになる地域
学校協働本部とは

○ 地域も先生も負担にならないようにす

るためには

○ 地域学校協働活動推進員が生き生きと活動

するためには

○ 学校運営協議会と地域学校協働本部が一体

化する、形骸化しないためには

○ その他
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