4

生涯学習・文化振興・スポーツなど

多様な文化を学び育て、
交流する創造的なまちづくり
創造的な人々が住み、一人ひとりが持つ文化的資源を持ち寄り、
人々がまちの文化を育て、まちの多様な文化が人を育て、
市民のみなさんにとって誇りとなる「まちとしての価値」をさらに高めます。
個々で学んだことを地域づくりにいかすための還元を通じ、
市民のみなさんが交流することで、
お互いを尊重し合い集えるまちをつくります。

１

学びの主体は、市民のみなさん一人ひとりです。みなさんの自主的な学習
権を守り、地域づくりにいかすため、公民分館活動の活性化、学びやすく

生涯学習・文化芸術
を創造し、発展する
まちの基礎に

親しみのもてる公民館づくりに努めます。
市民のみなさんの文化芸術活動は、市民力や産業力の成長に大きく寄与し
てきました。現在もこの活動が、新たな市民力を生みだしています。この
市民力を持続的に発展するまちづくりの根幹に位置づけます。

上八町の赤熊（しゃあま）

こども 21 すざか未来大学「せせらぎサイエンス」
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将来像★ 一人ひとりが輝き、磨かれた「ほんもの」の魅力あふれるまち 須坂
第１部 基本構想

施策

19 生涯学習の機会充実
市民のみなさんが生涯学習を通じ、自ら学び挑戦す
る心を育み、学んだことを地域にいかしていく活動に
より、相互の交流が盛んにおこなわれ、知識・技術が
れているまち。公民館では、市民のみなさんと共に生
涯学習活動の核として、情報発信と地域活動がおこな
われているまち。

各種講座の情報提供
・「公民館だより」を中心に、チラシ、ホームページなどを活用し
た情報提供を充実します。

・活動の励みとして絵画、写真などを始め、学習の成果を発表する
機会を設けます。

現状値

目標値

(21年度)

(27年度)

18万9,520人

20万人

めざしていきます！
中央公民館・地域公民館が主催する講座
現状値（21年度） 目標値（27年度)

数値の測り方

多くの市民のみなさんが、公民館などを利用し生涯
学習が活発におこなわれている反面、学習する人が限
定され、特に若年層に拡大されていない傾向にありま
状況もあります。
市民のみなさんからの意見

「生涯学習が活発におこなわれているね」

2万3,000人

公民分館による学習活動の実施
年間実施自治会数

40自治会

69自治会

講座の情報を、公民館だより、チラシ、ホームページから
得ている人の割合
講座受講者アンケート

65％

80％

など など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

「学校教育、青少年健全育成、生涯学習などに市民
が関わることで、地域の交流が活発化し、結果的
に健康・福祉につながるようなまちにしたい」

1万9,168人

スポーツ

す。また、学習をいかして地域で活動する人が少ない

階層別講座､教養講座､国際
化講座､地域･まちづくり講
座延べ参加者数

中央公民館・地域公民館などを会場とした展示など
展示などの年間実施回数

47回

化
環境・安心安全 文文
化・スポ
ーツ

現状・課題

子育て・教育

各館の年間延べ利用者数

地域活動の活性化
・各自治会の公民分館や、地域づくり推進委員会の活動を支援します。

学習の成果を発表する場の提供

中央公民館・地域公民館などの
延べ利用者数
― 数値の測り方 ―

学習機会の拡大と充実
・市民のみなさんのニーズに合った魅力ある講座や、地域の特色を
いかした講座を開催します。

健康・福祉

施策の指標

取組んでいきます！

重点プロジェクト

広がる環境づくりや地域の連帯感を育む活動が推進さ

第２部 基本計画

理想とするのは……

中央公民館

60回

「学習の成果をいかす方法がわからない」

資料編

旧上高井郡役所

井上地域づくり推進委員会しめなわづくり

第２部 前期基本計画
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生涯学習・文化芸術を核とした
20 まちづくりの推進
施策

理想とするのは……
すべてのライフステージに学んだことをいかせる「ひ
と・もの・場所」の環境をネットワーク化し、共に創
りだし、発展するまち。
施策の指標
個人が生涯学習・文化芸術に親しみ、
地域のみなさんと一緒に活動している
― 数値の測り方 ―

個人活動数のうち地域での活
動数の割合（「文化芸術振興
ビジョン」に沿って測定）

現状値

目標値

(21年度)

(27年度)

ー

80％

生涯学習スポーツ課

取組んでいきます！
課題と目標の共有
・文化芸術振興を「ひとづくり」
「まちづくり」の核としてとらえ、
「市民力・産業力の創造」をめざす「文化芸術振興ビジョン」を策
定し、生涯学習・文化芸術を核としたまちづくりを推進します。

「ひと・もの・場所」の共有
・すべての実践団体（読み聞かせ活動団体・伝統芸能保存団体な
ど）や実践者のネットワーク化・実践活動を支援します。
・デジタルアーカイブ※事業などの検討により、情報の共有化をす
すめます。
※注）デジタルアーカイブ：有形・無形の文化資源を、
   

  

デジタル化して保存などをおこなうこと。

全市をフィールドとした取組みの展開
・「いつでも・どこでも・誰でも」文化や芸術に触れ、自ら取組ん
でいけるよう施設での活動を展開します。

生涯学習の充実

現状・課題
市民のみなさんの実践が、活発にまた積極的におこ
なわれていますが、実践団体をつなぐ活動が不足して
いることもあり、その活動は個人や団体の内部にとど
まり、実践者、団体同士の広がりや社会にいかすまで
に至っていません。
市民力をさらに高めていくためには、市がおこなう
施策や、個人・団体の活動をネットワーク化しお互い
に影響を与えあう必要があります。
市民のみなさんからの意見

「文化芸術を深め、それをまちづくりにいかす地域づ
くりの活動をすすめていこう！」
「子どもは、その地に根を張って大きく成長すると思
う。見慣れた景色の中に、歴史や芸術を感じられる
まちづくりがいいと思う」

信州須坂蔵の町音楽祭

・生涯学習推進センターの機能を充実します。
・生涯学習推進リーダーの育成をすすめます。

市民団体のつながり強化
・読み聞かせ団体・伝統芸能団体の連絡組織化をすすめます。

めざしていきます！
文化芸術を核としたまちづくり推進事業への取組み
数値の測り方

現状値（21年度） 目標値（27年度)

全取組み数のうち
達成取組み数の割合※

―

80％

―

50回

共有して活動する団体連携
年間回答･参加人数※

「いつでも・どこでも・誰でも」
文化や芸術に触れ、自ら取り組む文化芸術活動の実践
年間回答･参加人数※

―

50回

89人

114人

生涯学習推進リーダーの育成
生涯学習指導者養成講座累
計受講者数

読み聞かせ団体・伝統芸能保存団体の連絡組織化
年間回答･参加人数※

―

100％

図書館

12万756人

15万人

博物館

6,201人

8,000人

図書館・博物館の利用
年間利用者数

メセナホールなどの文化振興事業団管理施設利用者数など
年間利用者数･入館者数

20万5,546人

22万人

※注） 数値は「文化芸術振興ビジョン」に沿って測定します。
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将来像★ 一人ひとりが輝き、磨かれた「ほんもの」の魅力あふれるまち 須坂
第１部 基本構想

２

スポーツは、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成や、心身の健全な発達
に役立ちます。そして、スポーツを生涯にわたって親しみ楽しむことは、人
生を豊かに充実したものにします。

市民スポーツ
活動の充実

第２部 基本計画

子どもから高齢者までみんなが、そのライフステージに適したスポーツ・
レクリエーション活動に親しみ、明るく健康で活力にあふれた生涯スポー
ツ社会を築きます。

施策

理想とするのは……
と自ら学び挑戦する心を育み、学んだことを地域にい
かしていく活動を推進し、市民のみなさん相互の交流

生涯学習スポーツ課

取組んでいきます！
スポーツ事業の充実
・市民のみなさんのニーズに合った種目のスポーツ教室や、地域別に
ニュースポーツ教室を開催します。

指導者の確保と育成

されているまち。

・地域スポーツのリーダーとなる指導者の確保･育成をすすめます。

施策の指標

市民総合意識調査
個別設問

現状値

目標値

(21年度)

(27年度)

42％

50％

スポーツ・レクリエーション団体の活動支援
・体育協会を通じ、協会に加盟する各種競技団体の活動支援と各種
スポーツ大会を支援します。

スポーツ施設の充実
・市営体育施設を気軽にスポーツを楽しめる場、競技力を向上する
場として整備をすすめます。

学校体育施設の有効利用

現状・課題
スポーツ団体やサークルなど、多くの市民のみなさ
んが体育館や運動広場を利用し活発に活動している一
方、団体やサークルではメンバーが固定化・高齢化し、

総合型地域スポーツクラブへの支援
・夢や希望を育み、豊かなスポーツライフの実現のため、子どもか
ら高齢者まで、誰もが自主的にスポーツに親しめる総合型地域ス
ポーツクラブ※の設立を支援します。

る状況があります。

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

施設面では、運動広場の夜間照明や体育館の空調設
言えず、大会などでは主催者が会場使用で苦慮してい

など など

※注）総合型地域スポーツクラブ：幅広い世代の人々が、各自
の興味関心・競技レベルに合わせて、色々なスポーツに
触れる機会を提供する、地域密着型のスポーツクラブ。

新たな若い世代に拡大していかない傾向にあります。
備、付属する駐車場などを含め、設備環境は十分とは

スポーツ

・市内小中学校の体育館やグラウンドなどを市民のみなさんに開放
します。

めざしていきます！
地域別スポーツ教室（６ブロック）

市民のみなさんからの意見

「スポーツクラブに入らないとスポーツができない」

数値の測り方

年間参加者数

現状値（21年度） 目標値（27年度)

「もう少しスポーツ施設を充実させてほしい。他市と
比べて悪すぎる。ひとつでいいから、須坂を誇れる
スポーツ公園を作ってほしいな」

竜の里須坂健康マラソン全国大会

「スポーツ活動に、幅広く市民が参加できるように工
夫されていていいね」

体育施設の利用

参加者数

年間延べ利用者数

600人

474人

2,915人

3,200人

41万9,220人

43万人

42人

50人

―

200人

資料編

スポーツリーダーバンク
累計登録者数
総合型地域スポーツクラブ
累計登録者数
オータムカップ
ニュースポーツ大会

第２部 前期基本計画

化
環境・安心安全 文文
化・スポ
ーツ

― 数値の測り方 ―

子育て・教育

が盛んにおこなわれ、地域の連帯感を育む活動が推進

日ごろからウオーキングや
競技スポーツなど、
スポーツをおこなっている人の割合

健康・福祉

市民のみなさんがスポーツを通じ、健康で生き生き

重点プロジェクト

21 スポーツ活動の充実
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