
■推進施策の進捗管理
取組№ 取組項目 担当課 事業名

1 自ら学ぶ意
欲づくり

1 広報・啓発の充実 1 ① 広報活動の充実 466 民間店舗への広報紙配置箇所の拡充 秘書広報課 広報事業

467 新たな情報伝達方法の調査・研究 秘書広報課 広報充実事業
2 ② 亀岡生涯学習賞の充実 生涯学習賞の充実 市民力推進課 生涯学習賞
3 ③ 生涯学習関連事業の開催・誘致 財団事業の開催、国・府の事業の誘致 市民力推進課 生涯学習かめおか財団事業
4 ④ 行政職員意識の醸成 485 研修制度の充実 人事課 人材育成事業

486 市民との協働事業への参画促進 人事課 人材育成事業
2 個性ある情報の蓄
積と発信

5 ① 地域文化・文化財情報の発信 ※情報提供 39 広報紙やホームページへの掲載 自治防災課 セーフコミュニティ広報活動事業

40 誘致活動の推進 自治防災課 セーフコミュニティ国際会議推進事業
242 新たな展示方法の研究、所蔵資料のデータベース化 文化資料館 資料保存と公開

6 ② 学習関連団体等の連携 156 情報の蓄積と発信による学習機会の充実 市民力推進課 学習機会の情報提供
7 ③ 情報学習の推進 472 全庁的・総合的に情報通信技術を利活用する計画の策定 総務課 「地域情報化推進計画」の策定

473 市民向け講習会
474 教職員向け研修 教育研究所 教職員に対する情報教育講座
475 市職員向け研修

8 ④ 多様な学習関連団体のネットワーク化の促進 154 生涯学習施設・コミュニティ施設のネットワーク化 市民力推進課 身近な学習基盤の充実
3 学習機会の情報提
供

9 ① 市民生涯学習ニーズの把握 156 生涯学習ニーズ調査 市民力推進課 学習機会の情報提供

10 ② 情報提供・学習相談機能の充実 157 情報の蓄積と発信による学習機会の充実 市民力推進課 学習機会の情報提供
11 ③ 子育て情報受発信の充実 104 地域子育て支援拠点事業の推進 こども未来課 亀岡市子育て支援センター事業、地域子育てひろ

ば事業
106 ホームページや広報紙を活用した情報提供の充実 こども未来課 家庭児童相談員及び母子自立支援員による相談体

制
219 家庭教育支援の手法開発 社会教育課 家庭教育支援事業
220 相談体制・情報提供の充実 社会教育課 家庭教育支援事業
221 保護者の責務・役割の意識啓発 社会教育課 家庭教育支援事業

12 ④ スポーツ関連情報の発信 ※24と重複 258 他地域の市民主体の文化・スポーツ事業等の情報提供 スポーツ推進課 住民交流推進事業
13 ⑤ 環境に関わる情報の受発信 ※22と重複 285 HP等による省エネルギーの呼びかけ 環境政策課 省エネルギー啓発事業

286 環境情報の提供、公共交通利用への転換の呼びかけ 政策交通課 モビリティ・マネジメント事業（市民・企業につ
いて）

289 機関紙の発行等による市民意識啓発 環境ｸﾘｰﾝ推進課 分別パンフレットの製作・配布事業
303 土地所有者や施設管理者への責務の啓発 環境政策課 全国ごみ不法投棄監視ウィーク、年末不法投棄防

止ウィーク
304 パンフレットの作成による市民・事業者等への意識啓発 環境政策課 全国ごみ不法投棄監視ウィーク、年末不法投棄防

止ウィーク
327 花と緑のまちづくりの普及啓発を促進 都市整備課 緑花推進事業（花と緑のフェスティバル、花づく

りコンクール等）
2 楽しく学べ
る学習機会
の充実

1 生涯を通じた学習
機会の充実

14 ① 三大シンボル講座の運営の効率化 155 大学・企業との連携による学習機会の充実 市民力推進課 生涯を通じた学習機会の充実

15 ② 生涯学習プログラムの充実 42 総合防災訓練・防災講習会の実施 自治防災課 総合防災訓練の実施
43 ハザードマップの作成・公表 自治防災課 各種ハザードマップの作成
44 地域版ハザードマップづくりの支援 自治防災課 各種ハザードマップの作成
62 市民の意識啓発 自治防災課 交通安全運動の推進
63 高齢者交通安全教室・交通安全子ども自転車大会の実施 自治防災課 交通安全の推進
64 街頭啓発・交通安全功労者表彰の実施 自治防災課 交通安全運動の推進
70 市民向け講座の開催・学習会への講師派遣 市民課 消費生活啓発事業
71 広報活動の推進 市民課 消費生活啓発事業
77 節目における健康づくりの情報提供・支援 健康増進課 健康づくり推進事業

（人生の「節目」ごとの健康支援）
79 健康づくりの意識啓発 健康増進課 健康づくり推進事業（健康意識の啓発）
84 生活習慣病予防健診の受診促進 健康増進課 健康教育
85 メタボに関する相談・指導・教育活動の充実 健康増進課 健康教育
95 イベント、講演会等による地域福祉の理念の普及・啓発 地域福祉課 福祉コミュニティ推進事業

223 障害者成人学級の継続的実施 中央公民館 障害者教室開設事業
16 ③ 出前講座等の開催 456 耐震学習会や出前タウンミーティングによる啓発 建築住宅課 安全なわが家の耐震化促進事業（住宅耐震化の啓

発）
17 ④ 高齢者学習の充実 117 老人クラブの活動支援 高齢福祉課 老人クラブ育成事業

118 市民活動団体・組織の育成・支援 高齢福祉課 老人クラブ育成事業
119 世代を超えた交流・仲間づくりの促進・支援 高齢福祉課 老人生きがい対策事業（中央老人センター）
121 健康・食生活の知識普及、運動・口腔相談の充実 高齢福祉課 二次予防事業対象者把握事業
121 健康・食生活の知識普及、運動・口腔相談の充実 健康増進課 健康づくり推進会議(「かめおか健康プラン21」

に基づく健康づくり運動の実施)
122 活動が低下している人への言語・理学療法の受診促進 高齢福祉課 脳力アップ教室・筋力向上トレーニング教室

18 ⑤ 国際交流の充実 259 交流事業の計画的実施と市民参画の促進 市民力推進課 国際文化交流事業
260 市民参加による姉妹都市訪問団の派遣・招致 市民力推進課 姉妹都市等交流事業
261 絵画や書による交流の促進 市民力推進課 姉妹都市等交流事業
262 外国語生活ガイド、ニュースレター、ホームページの充

実
市民力推進課 国際交流員活動事業

263 亀岡市交流会館の整備と適切な管理運営 市民力推進課 亀岡市交流会館管理運営事業
2 文化・芸術活動の
支援

19 ① 市民活動の支援 235 市民文化祭、美術展の市民との協働開催 市民力推進課 文化振興事業

20 ② 文化・芸術家の支援 236 市民主体の文化芸術活動の促進 市民力推進課 文化振興事業
237 南丹地域、京都府等と連携した文化芸術活動の実施 市民力推進課 広域文化振興事業



21 ③ 歴史文化の学習機会の充実 ※保存とイベント 239 展示会・シンポジウム等による普及啓発 社会教育課 市内遺跡発掘調査事業、文化財保護経費(補助）
240 発掘調査の実施 社会教育課 市内遺跡発掘調査事業、文化財保護経費（受託）

一般事業
241 基礎データに基づく保全 社会教育課 市内遺跡発掘調査事業、文化財保護経費（受託）

一般事業
243 郷土資料の収集 文化資料館 文化資料館展示事業
244 市民団体と連携した催しの開催 文化資料館 調査研究普及活動
245 映像記録の作成と継承者育成への活用 社会教育課 文化財保護経費（単独）一般事業
246 自然景観・文化的景観の保全 社会教育課 重要文化的景観調査事業
248 歴史体験型の事業の推進 社会教育課 歴史体験・啓発事業（史跡公園の整備）

3 次代の学習活動の
創出

22 ① 環境実践学習の充実 226 分野別データベース化 市民力推進課 自然活動者のデータベース化の推進

264 環境保全の総合的な計画の策定 環境政策課 第2次亀岡市環境基本計画の策定
265 計画に基づく進行管理の実施 環境政策課 第2次亀岡市環境基本計画の推進
266 市民、事業者への自然環境保全の意識啓発 環境政策課 環境意識の啓発
273 流域住民・事業者・自治体の連携による発生源対策 環境政策課 海ごみ発生抑制対策事業
274 協働清掃活動を通じた美化推進重点地域の拡大 環境政策課 環境美化推進事業
287 「エコ通勤優良事業所認証」の取得奨励 政策交通課 モビリティ・マネジメント事業（市民・企業につ

いて）
288 市役所職員のエコ通勤の推進 政策交通課 モビリティ・マネジメント事業（職員について）
291 非営利団体による集団回収・リサイクル活動の促進 環境ｸﾘｰﾝ推進課 住民団体が行う集団回収への補助事業
293 市民・事業者・行政の連携による3Ｒの徹底 環境ｸﾘｰﾝ推進課 クリーンかめおか推進会議の充実拡大
328 地域との協働による花と緑のまちづくり 都市整備課 わがまちの花づくり推進事業

23 ② 介護学習・体験学習の創出 123 介護予防知識の普及・啓発、情報提供 高齢福祉課 介護予防講師派遣事業
129 正しい知識の普及啓発 高齢福祉課 認知症啓発事業

24 ③ スポーツ参加機会の充実 250 色々な種目のスポーツに親しめる機会の提供 スポーツ推進課 生涯スポーツ振興事業
251 自主的・継続的スポーツライフ実現のサポート スポーツ推進課 生涯スポーツ振興事業、競技力向上事業
252 スポーツプログラムの定着 スポーツ推進課 生涯スポーツ振興事業
253 スポーツに取組む機会の提供 スポーツ推進課 生涯スポーツ振興事業
254 ニュースポーツの普及・定着 スポーツ推進課 生涯スポーツ振興事業、スポーツ推進委員活動事

業
255 各競技団体のネットワークづくりと指導者・識者による

研究促進
スポーツ推進課 体育施設管理運営事業

257 総合型地域スポーツクラブの創設・育成の支援 スポーツ推進課 生涯スポーツ振興事業、体育団体活動助成事業
25 ④ 産業体験の機会づくり 348 地域間交流を通じた食と農に関する理解と地産地消の推

進
農林振興課 食農学習促進事業

79 健康づくりの意識啓発 健康増進課 健康づくり推進事業（健康意識の啓発）
198 食に関する正しい知識・食習慣の習得 学校教育課 生きる力を育む教育推進事業

27 ⑥ 市民まちづくり活動の推進 31 協働事業の募集と効果的事業の実施 市民力推進課 企画提案型協働事業の実施
4 大学、企業との連
携による学習機会
の充実

28 ① 相互連携の強化 155 大学・企業との連携による学習機会の充実 市民力推進課 生涯を通じた学習機会の充実

29 ② 社会人学習の推進 395 国・府制度を活用した訓練・技術取得機会の充実 ものづくり産業
課

就労支援事業・職業情報コーナー

3 充実した学
習基盤の活
用

1 ガレリアかめおか
の運営の効率化

30 ① 学習プログラムの充実
※15生涯学習プログラムの充実と重複

31 ② 学習情報の受発信機能の強化 ※同上
32 ③ 運営の効率化の推進 159 ガレリアかめおかの施設整備及び適切な管理運営 市民力推進課 ガレリアかめおかの運営効率化
33 ④ 学習活動への女性参画の支援 105 会員登録者の増加と援助活動の促進 こども未来課 亀岡市ファミリーサポートセンター事業

2 身近な学習基盤の
充実

34 ① 地域生涯学習施設の効果的な活用 222 学習機会・学習場所の提供 中央公民館 公民館運営事業

227 施設管理運営の効率化 図書館 図書館サービス充実事業（管理運営の効率化等）
228 図書館サービスの充実 図書館 図書館サービス充実事業（管理運営の効率化等）
229 図書資料、視聴覚資料等、資料の充実 図書館 図書館サービス充実事業（図書及び資料の充実）
230 郷土資料や行政資料等の充実 図書館 図書館サービス充実事業（図書及び資料の充実）
231 児童書の充実 図書館 子どもの読書活動充実事業（子どもの読書環境）
232 子ども読書推進の充実 図書館 子どもの読書活動充実事業（子どもの読書環境）
238 亀岡会館の整備と適切な管理運営 市民力推進課 亀岡会館管理運営事業

35 ② 生涯学習拠点としての学校施設の活用 体育館等の貸館事業 教育総務課 体育館等の貸館事業
36 ③ かめおか市民活動推進センターの機能強化 154 生涯学習施設・コミュニティ施設のネットワーク化 市民力推進課 身近な学習基盤の充実
37 ④ スポーツ施設の充実 256 既存施設の有効利用 スポーツ推進課 体育施設管理運営事業

256 既存施設の有効利用 政策交通課 大規模スポーツ施設関連事業
3 個性ある学習基盤
の整備

38 ① 自然・ふるさと体験学習の場づくり 278 市民団体の育成、運営主体の市民団体への移行 市民力推進課 亀岡生き物大学・学校地域連携事業
（自然体験型環境学習事業の協働による実施）

279 自然体験型環境学習事業の協働による実施 市民力推進課 亀岡生き物大学・学校地域連携事業
（自然体験型環境学習事業の協働による実施）

39 ② 亀岡の歴史文化を継承し、学ぶ場づくり 247 史跡丹波国国分寺跡の遺構表示等の整備 社会教育課 史跡丹波国分寺跡公有地事業・記念物保存修理事
業・国分寺保存活用事業

249 資料館将来構想の策定 文化資料館 新資料館構想の策定
40 ③ 余裕施設の効果的な活用の推進 ※市民活動推進センター、交流会館の一部では有効活用

に　関する協議が進められている
市民力推進課

4 生涯学習施設の
ネットワーク化

41 154 生涯学習施設・コミュニティ施設のネットワーク化 市民力推進課 身近な学習基盤の充実

26 ⑤ 食育の推進



4 次代を担う
人材・指導
者の育成

1 学習活動を支える
人材育成と活性化

42 ① 生涯学習ボランティアの育成 76 家族や地域の健康づくりを応援できる人材の育成 健康増進課 健康づくり推進事業
（仲間と取り組む「健康な地域づくり」の支援）

135 福祉ボランティアの育成等による相談・支援体制の充実 障害福祉課 手話・要約筆記講座の開催
233 読書ボランティアの養成 図書館 子どもの読書活動充実事業（読書ボランティアの

養成等）
275 市民の河川愛護意識の高揚、河川愛護団体の育成 土木管理課 河川愛護事業
276 河川清掃、美化活動、案内板設置 環境政策課 環境美化推進事業
277 市民ボランティア、ＮＰＯの参画による山林の育成・保

全
農林振興課 森林整備事業

（森林ボランティアの育成及び活動支援）
43 ② 指導者・リーダーの育成 ※41と重複
44 ③ 学習相談員の育成 280 環境学習指導員などの人材確保の推進 市民力推進課 亀岡生き物大学・学校地域連携事業
45 ④ まちづくり人材・資源の掘り起こしと活用 158 市民協働・人材育成の推進 市民力推進課 市民協働の推進

2 学習団体の育成と
活性化

46 ① 市民組織の育成と活動の活性化 ※41と重複 234 ボランティア団体の支援とネットワークの強化 図書館 子どもの読書活動充実事業（読書ボランティアの
養成等）

47 ② 学習団体の連携・交流の場づくり 235 市民文化祭、美術展の市民との協働開催 市民力推進課 文化振興事業
3 学校教育の充実 48 160 統合した公立幼稚園の新設 教育総務課 新幼稚園建設整備事業

161 3歳児保育の充実 教育総務課 新幼稚園建設整備事業
162 幼児教育総合センター機能の整備 教育総務課 新幼稚園建設整備事業（幼児教育総合センター機

能の整備）
163 公私立幼稚園、保育所・園の連携 教育総務課 公・私幼稚園合同研修会・懇談会
164 小学校教育と幼児教育の接続強化 学校教育課 生きる力を育む教育推進事業
165 実践的な研究会等による教育・保育内容の充実 教育総務課 教職員研修
166 計画的な耐震化の実施 教育総務課 耐震化整備事業・大規模改造事業・新増改築事業
167 大規模改修・増改築等による教育施設の整備 教育総務課 耐震化整備事業・大規模改造事業・新増改築事業
168 各種教材・資機材の充実 教育総務課 学校教材等整備事業
169 整備率を指標とした図書の充実 教育総務課 学校図書充実事業
170 年間給食計画に基づく給食稼動の推進 学校教育課 学校給食管理事業
171 計画的な保守管理 学校給食セン

ター
給食提供事業

172 安全・安心な食材の調達 学校給食セン
ター

給食提供事業

173 特色ある学校づくり 学校教育課 生きる力を育む教育推進事業
174 基礎学力充実の取組 学校教育課 生きる力を育む教育推進事業
175 調査研究事業の推進 学校教育課 教育研究会等調査研究事業
176 教職員研修の充実 学校教育課 教育研究会等調査研究事業
177 小学校専科指導 学校教育課 専科指導推進事業
178 キャリア教育の推進 学校教育課 生きる力を育む教育推進事業
179 校種間連携 学校教育課 校種間連携事業
180 小中連携型の小中一貫教育 学校教育課 生きる力を育む教育推進事業
181 施設一体型小中一貫校の整備 学校教育課 生きる力を育む教育推進事業
182 職場体験活動 学校教育課 生きる力を育む教育推進事業
183 福祉・伝統文化体験学習 学校教育課 生きる力を育む教育推進事業
184 社会科副読本の充実 学校教育課 ふるさと学習推進事業
185 音楽・演劇鑑賞 学校教育課 次代を担う文化芸術体験事業
186 美術展の開催 学校教育課 次代を担う文化芸術体験事業
187 社会科副読本による学習 学校教育課 ふるさと学習推進事業
188 体験的なふるさと学習の充実 学校教育課 ふるさと学習推進事業
189 国際理解を深める教育の推進 学校教育課 英語指導助手設置事業
192 学校教育における人権教育の推進 学校教育課 人権教育事業
193 推進体制の充実 学校教育課 特別支援学級事業
193 推進体制の充実 学校教育課 学びを支える教育推進事業
194 交流・共同学習の推進 学校教育課 学びを支える教育推進事業
195 教育相談活動の推進 学校教育課 学びを支える教育推進事業
196 就・修学指導 学校教育課 学びを支える教育推進事業
197 学校体育等の充実 学校教育課 健康管理事業
197 学校体育等の充実 学校教育課 小・中学校体育連盟活動等補助事業
198 食に関する正しい知識・食習慣の習得 学校教育課 生きる力を育む教育推進事業
199 生きる力を育む教育（コミュニケーション力の習得） 学校教育課 生きる力を育む教育推進事業
200 情報活用能力の育成 学校教育課 生きる力を育む教育推進事業
201 外国語指導助手・英語活動サポーター配置 学校教育課 英語指導助手設置事業
202 環境学習（環境保全・改善に取組む態度の育成） 教育研究所 地域サイエンスフェスタ
203 サイエンスフェスタ等に係る連携と広報の充実 教育研究所 地域サイエンスフェスタ
204 安全見守り隊、地域子ども出迎えデー等の取組促進 学校教育課 通学安全対策事業
205 危険箇所・不良箇所の改修、街路灯の設置 土木管理課 交通安全施設整備事業
206 スクールバスの運行 学校教育課 通学安全対策事業
207 保護者の負担軽減 学校教育課 通学安全対策事業
208 学校安全対策協力員の配置 教育総務課 学校安全対策協力員配置事業
209 防犯の学校体制づくり 教育総務課 学校安全対策協力員配置事業
210 防災訓練、防犯教室、交通安全教室の実施 教育総務課 学校安全に関する啓発事業
211 こども110番のいえの周知 学校教育課
212 こどもをまもる110番カーの周知 自治防災課
213 学校安全マップづくり 学校教育課 学校安全に関する啓発事業
214 学校安全メールシステムへの登録促進、関係機関との連

携強化
学校教育課 学校安全メールシステム事業

215 「心の居場所」づくり 学校教育課 教育相談事業
216 不登校対策支援員・SSWの配置など 学校教育課 不登校対策支援員配置事業
217 就学困難な児童生徒への援助費支給 学校教育課 要保護・準要保護児童生徒援助事業
218 市独自の奨学金制度による修学支援 学校教育課 修学奨学金等支給事業



4 心の教育の充実 49 ① 人権教育の推進 1 広報・人権啓発活動、イベントの充実 人権啓発課 人権啓発作品募集及び展示等活用
1 広報・人権啓発活動、イベントの充実 人権啓発課 ヒューマンシネマ、ヒューマンフェスタ
2 人権啓発推進組織の支援 人権啓発課 亀岡市人権啓発推進協議会活動助成
6 学習機会の提供 人権教育課 人権教育事業
7 人権教育啓発指導員の派遣と情報提供 人権教育課 人権教育事業

133 身近な場所での福祉教育の推進 障害福祉課 亀岡市障害者福祉都市推進事業に係る障害者啓発
事業

134 地域住民・事業者とのふれあい・交流の場の充実 障害福祉課 亀岡市障害者福祉都市推進事業に係る障害者啓発
事業

50 ② 男女共同参画社会の実現 11 意識変革に向けた啓発、教育、情報提供 人権啓発課 ゆう・あいステッププランの実施計画の進行管
理、男女共同参画啓発事業の実施

12 仕事・家庭・地域生活両立のための環境整備 人権啓発課 ゆう・あいステッププランの実施計画の進行管
理、男女共同参画啓発事業の実施

51 ③ 青少年健全育成の推進 108 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 こども未来課 青少年対策事業
224 地域の特色を活かした取組の充実 社会教育課 心の教育推進事業
225 児童健全育成事業の充実 社会教育課 放課後児童健全育成事業

5 市民協働の推進 52 ① 協働による学習・まちづくり活動の推進 23 啓発冊子の作成 市民力推進課 啓発冊子の作成・配布、行政職員・市民合同研修
の実施

24 新たな研修の実施 市民力推進課 啓発冊子の作成・配布、行政職員・市民合同研修
の実施

25 市民活動支援の方法の検討・推進 市民力推進課 団体活動資金確保・支援制度の研究
26 情報誌の作成など情報受発信の仕組みづくり 市民力推進課 まちづくり情報誌の作成・配布

53 ② 協働を促進・支援する仕組みの充実 27 協働のルールづくり 市民力推進課 市民協働ルールづくり、行政チェックリストづく
り

28 ＮＰＯ・市民活動団体が参画しやすい仕組みづくり 市民力推進課 市民協働ルールづくり、行政チェックリストづく
り

29 協働の取組を進める人材育成 市民力推進課 リーダー的人材育成・次世代まちづくり人材育
成・熟年パワーの発揮

30 協働のまちづくりを推進する体制整備 市民力推進課 市行政の体制整備・京都府、他市町村との連携

31 協働事業の募集と効果的事業の実施 市民力推進課 企画提案型協働事業の実施

32 情報交換や共同研究の推進 市民力推進課 大学連携事業

5 学習活動を
支える仕組
みづくり

1 53 ① 学習成果を活かして地域で活躍する仕組みの構築 153 学習成果が社会に還元される仕組みづくり 市民力推進課 学習成果が生きる仕組みづくり

54 ② 生涯学習人材バンクの有効活用 158 生涯学習人材バンクの有効活用 市民力推進課 人材バンクの充実・市民協働の推進

55 ③ 学習成果の評価の仕組みづくり 153 学習成果が社会に還元される仕組みづくり 市民力推進課 学習成果の仕組みづくり

56 ④ 地域、大学、企業との連携による学習成果のまちづくりへの
活用

155 大学・企業との連携による学習機会の充実 市民力推進課 企画提案型事業への支援制度の実施
共同研究の実施

2 57 ① 企業の協力体制の確立 企業への生涯学習の情報発信 市民力推進課 企業への情報発信

58 ② 生涯学習推進組織の活性化 159 ガレリアかめおかの施設整備及び適切な管理運営 市民力推進課 ガレリアかめおかの運営効率化

59 ③ 高等教育機関との連携の強化 32 京都学園大学を始めとする大学・研究機関との連携強化 市民力推進課 共同研究等の実施

3 60 ① 市民主体のプログラム運営の促進 25 既存プログラム運営への市民参画の促進 市民力推進課 市民による企画運営事業への支援

61 ② 市民提案・企画の募集 31 市民提案の募集及び支援 市民力推進課 市民主体の事業への支援制度の実施

62 ③ 相互支援の子育て体制の充実 83 育児支援の情報提供による育児不安軽減、児童虐待防止 健康増進課 乳幼児健診、乳幼児訪問指導、育児相談、発達相
談

105 会員登録者の増加と援助活動の促進 こども未来課 亀岡市ファミリーサポートセンター事業

63 ④ 市民生涯学習活動への支援 25 市民活動団体の取り組みへの支援制度や仕組みづくりの
推進

市民力推進課 団体活動資金確保・支援制度の研究・実施

生涯学習推進体制
の充実

学習成果が生きる
仕組みづくり

市民の主体的活動
の促進


