4

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
市民の学び、文化・芸術
を創造し、発展する

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の取組みを
推進します。

まちの基礎に

竜の里マラソン

ニュースポーツフェスティバル
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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

生涯学習、文化振興、スポーツなど

施策

18 生涯学習の機会充実
市民のみなさんが、社会教育及び生涯学習を通じ、
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、

取組んでいきます！
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。

地域づくり活動の活性化

む活動が推進されているまち。公民館では、市民のみ

・各自治会の公民分館や、地域づくり推進委員会※の地域づくり活
動を支援します。

情報発信と地域づくり活動がおこなわれているまち。

※注）地域づくり推進委員会：生涯学習の成果を生かしておこなう、地域
の活性化、地域の歴史・文化・体育・ボランティア活動及び地域で
子どもを育てる事業等の地域づくり事業をおこなう団体。各町公民
分館関係者、各町区長が推薦した者などからなる。

健康・福祉

施策の指標

重点プロジェクト

知識・技術が広がる環境づくりや、地域の連帯感を育
なさんとともに社会教育及び生涯学習活動の核として、

第２部 基本計画

理想とするのは……

中央公民館

各種講座の情報提供
中央公民館・地域公民館等の延べ使用者数

各館の年間延べ利用者数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

20万5,976人

21万人

多くの市民のみなさんが、公民館などを利用し社会
教育や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、特に若年層や団塊の世代に拡大さ
れていない傾向にあります。また、学んだ成果をいか
して地域で活動する人が少ない状況もあります。
市民のみなさんからの意見

「やりたい気持ちはあるが、平日夜は子ども優先。
子育て中の会社員には利用できない」
「子ども、大人含めて興味関心を引くような活動内
容、広報の仕方を考えた方がいい。指導者などの
リーダー教育も必要」

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
数値の測り方

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

現状値（26年度） 目標値（32年度)

3万人

2万7,655人

公民分館が学習活動を実施
年間実施自治会数

など など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

「まだまだ市民は文化や生涯学習に関して理解して
いないのでは」

学習の成果を発表する場の提供
・活動の励みとして絵画、写真などをはじめ、学習の成果を発表す
る機会をひろげます。

環境・安心安全 文文
化・スポ化
ーツ
スポーツ

現状・課題

※注）SNS：ソーシャル・ネットワーキング・サービス。インターネット
上の交流を通して社会的ネットワークを構築するサービスのこと。

子育て・教育

― 数値の測り方 ―

・「公民館だより」を中心に、チラシ、ホームページ、SNS※など
を活用した情報提供を充実します。

69自治会

38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

90％

79％

中央公民館・地域公民館等を会場とした展示など
年間実施回数

60回

40回

須坂中央地域づくり推進員会事業講演会

資料編

須坂中央地域づくり推進委員会事業「キッズ・ヨガ」

第２部 後期基本計画
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生涯学習・文化芸術・歴史を大切にした
生涯学習スポーツ課
19 まちづくりの推進
施策

理想とするのは……
だれもが、ライフステージに応じた生涯学習に取組
み、学びで得た力を地域社会に還元をし、発展するまち。
施策の指標
メセナホール等文化振興事業団管理施設、
図書館、博物館などの施設利用者数
― 数値の測り方 ―

年間利用者数
入館者数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

30万8,572人

32万5,000人

現状・課題

取組んでいきます！
文化芸術振興ビジョンの推進
・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」を推進します。

文化財情報の発信
・デジタルアーカイブ※「信州須坂のおたから」を充実し、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
て保存等を行うこと。

生涯学習関連施設の連携
・生涯学習ポータルサイトを充実し、関連情報の一覧性の向上と情
報発信に努めます。

全市をフィールドとした取組みの展開

生涯学習の理念は幅広く、多くの人が日々実践して
いる様々な学びや活動が「生涯学習」に通じていると
は意識せずに取組んでいます。また多くの場合、学ん
だことが個人のレベルにとどまり社会・地域への還元
には至っていません。
一方で、山積する社会的課題の解決に取組むために

・「どこでも図書館」「まるごと博物館」「メセナの風」などの取
組みから、「いつでも」「どこでも」「だれでも」文化や芸術に
触れ、自ら取組めるような活動を展開します。

図書館機能の充実
・所蔵資料の充実化と、読書をはじめとする図書館の利用形態の多
様化に対応した活動をすすめます。

生涯学習の充実

は、市民の皆さんの学びから生みだされる力が無くて

・生涯学習推進センター講座を充実します。

はならないものです。個々人の様々な学びや活動が、

・生涯学習推進リーダーの育成をすすめます。

社会や地域（須坂）を豊かにすることと無縁でないこ
とが感じられ、個人や様々な団体の取組みを理解し合

めざしていきます！

いつなぎ合わせることが求められています。

生涯学習や文化芸術活動に取り組んでいる人の割合
数値の測り方

市民のみなさんからの意見

「地域独自の文化を地道に育て、継承していくことが
基本」
「製糸業の歴史に魅力を感じているので、養蚕で町お
こしをする。小学校などで蚕の飼育を体験させるな
ど、須坂の歴史として養蚕に触れる機会があれば良
いと思う」
「本の数が少ないと思います。建物も狭いこともあり
ますが、子どもから大人までたくさんの本に触れ合
える場所にしてください」

現状値（26年度） 目標値（32年度)

市民総合意識調査の回答

23％

35％

デジタルアーカイブ「信州須坂のおたから」による
文化財などの公開
811件

1,000件

27万1,655冊

30万冊

5,123人

6,000人

109人

128人

累計公開件数
図書館の利用
年間貸出冊数
出前講座
年間受講者数
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
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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

２

第１部 基本構想

生涯学習、文化振興、スポーツなど
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

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

第２部 基本計画

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

活動の充実

スポーツ社会を築きます。

20 スポーツ活動の充実
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
が盛んにおこなわれ、地域の連帯感や活力が醸成され
るまち。

生涯学習スポーツ課

取組んでいきます！

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

施策

スポーツ事業の充実
・子どもから高齢者までライフステージに応じたスポーツ教室の開
催などスポーツに親しむ機会の充実を図ります。

指導者の育成

施策の指標

子育て・教育

・スポーツ推進委員などスポーツリーダーとなる指導者を育成します。

スポーツ団体などの活動支援
・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
スポーツ大会開催を支援します。

体育施設利用者数

― 数値の測り方 ―

年間延利用者数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

36万5,782人

42万人

環境・安心安全 文文
化・スポ化
ーツ
スポーツ

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
場として安全に配慮し、維持管理をおこないます。

学校体育施設の有効利用
・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。

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使用し活発に活動している一
教室開催に伴い新たなサークルの結成も見られるが、
会員の減少・若い世代に拡大していかない傾向にあり
ます。
施設面では、施設の老朽化がすすんでおり、今ある
社会体育施設を安全に使用できるよう適切な維持管理
をおこなっていく必要があります。
市民のみなさんからの意見

「大規模な大会が開催できるようなスポーツ施設を整
備してほしい」

「毎日、百々川緑地公園でマレットゴルフをしている
が、整備されていて気持ちいい。これからも続けて
いきたい」

数値の測り方

市民総合意識調査
個別設問

など など

現状値（26年度） 目標値（32年度)

65％

31％※

※現状値は「週１回以上スポーツを実施している人の割合」

地域別（６ブロック）スポーツ教室への参加
年間参加者数

500人

419人

竜の里須坂健康マラソン全国大会への参加
全参加者数

（うち市内参加者数）

2,487人

（1,135人）

3,000人

（1,400人）

「スポーツリーダーバンク」への登録
登録者数

29人

40人

資料編

「隣接する中野市、長野市、千曲市は、プロの野球、
サッカー、バスケットボールの本拠地となってい
る。須坂市と体育協会などが前面に立って、スポー
ツを通して市を活性化してほしい」

日頃からウオーキングや競技スポーツ、スポーツ観戦、
大会ボランティアなどのスポーツ活動をしている人の割合

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

方、団体やサークルではメンバーが固定化・高齢化し、

めざしていきます！

子ども向けスポーツ教室への参加
年間延参加者数

358人

600人

第２部 後期基本計画
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