
 

１ 令和３年度事業報告について 
 

Ⅰ 評議員会・理事会・評議員選定委員会開催状況 

１ 評議員会開催状況 

開催年月日 場  所 議  決  事  項 

令和３年 

６月 29日 

 

兵庫県女性交

流館 501 号室 

１ 令和２年度決算報告承認の件 

２ 任期満了に伴う理事の選任の件 

３ 補欠評議員選定委員会委員の選任の件 

令和４年 

３月 24日 

男女共同参画

センター 

セミナー室 

１ 補欠役員の選任の件 

２ 評議員候補の推薦の件 

３ 補欠評議員選定委員会委員の選任の件 

４ 監事の報酬額の決定の件 
 
 

２ 理事会開催状況 

開催年月日 場  所 議  決  事  項 

令和３年 

４月１日 

   － 

（書面表決） 

１ 理事長の選定の件 

２ 副理事長の選定の件 

３ 理事長及び業務執行理事の報酬額決定の件 

４ 副理事長及び業務執行理事の業務分担の件 

５ 事務局長の選任の件 

令和３年 

６月 11日 

いなみ野学園

地活教室３ 

１ 令和２年度事業報告承認の件 

２ 令和２年度決算報告承認の件 

３ 補欠評議員選定委員会委員の選任の件 

４ 評議員会招集の件 

令和３年 

６月 29日 

   － 

（書面表決） 

１ 理事長の選定の件 

２ 副理事長の選定の件 

３ 業務執行理事の選定の件 

４ 理事長及び業務執行理事の報酬額決定の件 

５ 副理事長及び業務執行理事の業務分担の件 

６ 事務局長の選任の件 

令和３年 

８月１日 

   － 

（書面表決） 

１ 会長推薦の件 

令和４年 

３月３日 

いなみ野学園 

中教室 

１ 令和４年度事業計画承認の件 

２ 令和４年度収支予算承認の件 

３ 令和３年度収支補正予算承認の件 

４ 評議員会招集の件 

 

３ 評議員選定委員会開催状況 

開催年月日 場  所 議  決  事  項 

令和３年 

４月 28日 

   － 

（書面表決） 

１ 補欠評議員の選任の件 

２ 議事録署名人の選任の件 

 



Ⅱ 事業実施報告 

  令和３年度においても、新型コロナウイルス感染拡大が続きましたが、適時適切な感

染防止対策を講じ、計画事業を概ね実施することができました。 

また、ポストコロナ社会を見据え、ＩＣＴの活用を積極的に進めるとともに、学びの

ニーズに対応したより魅力ある取組みの推進や当協会の経営の健全性の確保に向け、事

業展開を図りました。 

 

１ コロナ禍での事業継続 

(1) 事業実施に係る計画達成状況 

緊急事態宣言を受け、高齢者大学の休校等を一時的に余儀なくされましたが、感染

拡大防止対策に十分留意しつつ、補講等により、予定していた講座を提供しました。

また、生涯学習公開講座等広く一般を対象とする事業においても、計画達成率（実施

事業数／計画事業数）は、令和元年度97％（70/72）、令和２年度72％（52/72）、令

和３年度82％（59/72）となっており、令和２年度が対前年度比25ポイントのマイナス

であったのに対し、令和３年度は対前年度比10ポイントのプラスに転じ、徐々に回復

の兆しが見受けられます。 
 

  ※事業数は、生涯学習公開講座、多世代交流事業、しごと活躍講座、青少年育成事業、地域文化活
動事業のイベント総数とし、令和 2 年度に終了した“文化会館等活性化事業”は、各年度の比較
対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた適切な対応 

   「新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針」に基づき、県関係部局とも連絡

を密にして、感染状況の推移に応じて、その感染拡大防止のための対策の実施に機動

的かつ適時適切に取り組みました。 

[具体の取組み]    

・ 学園生による清掃・消毒、換気の徹底 

・ 園内放送による昼食時の黙食の注意喚起 

・ 職員による共用部分・執務場所等の清掃・消毒、換気の徹底 

・ 分散教室による講座実施 

・ 自宅でのリモート受講（希望者向け） など 
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[高齢者大学の休校]  

      

高 齢 者 大 学 名 休校期間 備  考 

いなみ野学園 ４／２６～ 

５／１１ 

・補講期間（７/26～７/30）、 

・クラブ活動再開（６/１～） 

阪神シニアカレッジ ４／２６～ 

５／３１ 

・補講期間（６/３～12/20）、 

・クラブ活動再開（６/１～） 

うれしの学園生涯大学 ４／２７～ 

５／１７ 

・補講期間（５/18～８/10） 

※ｶﾘｷｭﾗﾑ変更 

・クラブ活動再開（６/21～） 

みてやま学園 ４／２６～ 

５／１１ 

・大学は当該期間に開校日なし 

・大学院 5/11分は 7/13に延期 

ゆうゆう学園 ４／２５～ 

５／１１ 

・大学 4/30分は 8/31に補講 

・大学院 5/6分は 8/19に延期 

・クラブ活動は 6/20まで自粛要請 

いざなぎ学園 ４／２５～ 

５／１４ 

・大学 4/28分は 6/9と 6/16に延期 

・大学院 5/14分は 5/21と 7/16に延期 

・サークル活動再開（6/30～） 

    

 

[指定管理施設の休館]    

 

施 設 名 休 館 期 間 開 館 日 

嬉野台生涯教育センター 

４／２５～５／１１ ５／１２  但馬文教府 

西播磨文化会館 

淡路文化会館 

 

 

 (3) ＩＣＴを活用した講座の充実と学びの継続 

  ３密を回避するための分散受講、Zoom を活用した在宅受講の実施により、学びの継

続の確保に努めるとともに、いなみ野学園と阪神シニアカレッジで著名講師を招いた

オンライン合同講座を開催し、講座の魅力を高めました。 

 

 

 (4)  オープンキャンパスの開催 

講座やクラブ見学等を入学希望者や地域住民に幅広く開放し、高齢者大学での学び 

や活動への理解を深めてもらう機会としました。 



高 齢 者 大 学 名 開催日数 参加者数 備考 

いなみ野学園 ３日 ５２名 クラブ活動見学等 

阪神シニアカレッジ ２日 ２００名 講演会、コンサート等 

うれしの学園 ５日 １５名 クラブ活動見学等 

みてやま学園 ３日 ２８名 クラブ活動、学習発表等 

ゆうゆう学園 ２日 ２９５名 講演会等 

いざなぎ学園 ５日 １４名 クラブ活動見学等 

 

２ 生涯活躍を目指す学びの支援 

 (1) しごと活躍講座の展開 

生活支援分野等において、地域で活躍するために必要な基礎知識を習得するための

講座を展開しました。 

 

講座名 内容 講座日数 受講者数 

保育補助支援講習 子供の心身の発達と健康、子育て方法などを実

際の対応事例から学ぶ 

２日間（８時間） 

無料 

１０名 

剪定スタッフ講習 選定作業を安全に行うための安全管理などの

基礎知識、樹種による剪定実技を学ぶ 

２日間（10 時間） 

無料 

５２名 

 
 

(2)  いなみ野学園短期集中講座の実施（新規） 

通年ではなく、短期間の学習講座の開設に対するニーズも踏まえ、平日の午後やい

なみ野学園の休園日などの学舎を活用し、家庭生活で役立つ趣味・知識等の分野につ

いて、広く県民を対象とした有料制の短期集中講座を実施しました。 

 

講座名 内容 講座日数 参加費 受講者数 

くらしに役立

つ！算数・数

学講座 

日常生活に役立つ数学的思考（ロジカルシ

ンキング）の手法を学ぶ４回講座 

菅生安展 氏（兵庫大学エクステンション・

カレッジ講師） 

９０分× 

４回講座 

6,000 円 

 

２８名 

思いを伝える

話し方講座 

話のプロフェッショナルを講師に招き、相

手に自分の思いを伝える話し方のコツを学

ぶ、少人数による個別レッスンも含めた３

回講座 

藤原正美 氏（ラジオ関西パーソナリティ

ー・番組ディレクター） 

９０分× 

３回講座 

4,500 円 ２１名 

はじめての園芸

入門ミニ講座 

園芸初心者の方を対象に、いなみ野学園園

芸学科のエッセンスを詰め込んだ、実習を

含めた３回講座 

いなみ野学園園芸学科職員（３名） 

９０分× 

３回講座 

4,500 円 ２８名 

 



３ 経営改善の推進 

   経営改善を推進するため、事業の廃止・縮小、事業執行体制の見直し、事務経費の

節減等に取り組むとともに、いなみ野学園をはじめ、協会実施事業の魅力向上に取り

組みました。    

   

取組み事例 内容 効果 

いなみ野学園入学募

集活動の推進 

・地元企業等(神鋼、川重)への働きかけ 

・近隣市町高齢者大学へのＰＲ 

入学者 30 名増 259 名⇒289名 

（陶芸専修コース含む） 

ラジオカレッジの入

学要件緩和 

・入学資格の撤廃（年齢制限、居住制限） 

 

本科生 132 名（R3） 

⇒ 162 名（R4） 

生きがい創造協会寄

附の募集推進 

・積極的な寄付募集活動の展開 33 名 403,744 円（R2） 

⇒ 77 名 571,621 円（R3） 

陶芸の村利用料の値

上げ 

・令和４年 7 月分から値上げ実施（予定） 

（月 3,500 円⇒5,000 円） 

R4 収支見込 －545 千円 

R5 収支見込 ＋145 千円 

 



生涯学習情報コーナーの運営(協会本部)

生涯学習相談分析及び動画配信事業（協会本部）【新規】

生涯学習公開講座 (協会本部,いなみ野,阪神,嬉野台,但馬,西播磨,淡路)

いなみ野学園多世代交流応援プロジェクトの実施(協会本部)【中止】

生活創造情報プラザ　（嬉野台、但馬、西播磨、淡路）

ふるさとひょうご創生塾　（協会本部）

うれしの学園生涯大学（嬉野台）

みてやま学園（但馬文教府）

ゆうゆう学園（西播磨）

社会教育関係職員等研修　（協会本部）　

阪神
シニアカレッジ

(5)ふるさとひょうご創生塾の実施

(2)ふるさと意識の醸成

但馬文教府

西播磨文化会館

生涯学習オンライン講座（動画配信）事業の実施（協会本部・西播磨等）

４年制大学講座、大学院講座

４年制大学講座、大学院講座

４年制大学講座、大学院講座

ひょうごインターキャンパス（兵庫県生涯学習の広場）の運営　（協会本部）

生涯学習リーダーバンクの運営、生涯学習推進アドバイザー派遣事業の実施（協会本部）

大学生等の公民館利用など生涯学習に関する調査研究の実施 (協会本部)【中止】

生涯学習情報の収集と提供（嬉野台、但馬、西播磨、淡路）

しごと活躍講座の実施(協会本部等)

いなみ野学園短期集中講座の実施(協会本部)【新規】

(3)高齢者の交流・健康づくり活動の広域的展開・場の提供

３　未来を担う青少年の育成

(1)生きる力を育む体験教育の実施

いざなぎ学園（淡路）

高齢者放送大学（ひょうごラジオカレッジ）

(2)高齢者放送大学事業の実施

(4)ウィズコロナ、ポストコロナに対応した学びの場の提供

生涯学習講座における新たな学習環境実証事業の実施（協会本部等）

ラジオカレッジサポーター

(1)高齢者大学事業の充実

いなみ野学園
４年制大学講座【拡充】、陶芸学科専修コース【新規】、大学院講座、
研究生制度､聴講生制度【拡充】､地域活動支援センター、
学園運営等各種サポーター

４年制大学講座、阪神ひと･まち創造講座､
聴講生制度【拡充】､特別聴講制度【新規】、地域活動支援センター

４年制大学講座、大学院講座

令和３年度事業体系表

地
域
社
会
を
支
え
る
学
び
の
支
援

小・中学生作文・詩集「但馬の子ども」発行【再掲】（但馬）

にしはりまキッズフェスタ【再掲】（西播磨）

国生みの島元気っ子フェスティバル【再掲】（淡路）【中止】

１　生涯学習・地域づくり活動の総合的推進・支援

(1)生涯学習に係る情報提供・調査研究の実施

(2)あらゆる世代の生涯学習を支援する公開講座等の実施

(3)生活創造活動グループに対する支援

(4)生涯学習関係機関職員研修の実施

にしはりまキッズフェスタ、プレーパークの支援、
学校の学習活動

淡路文化会館

ツゥゲットボール(協会本部）【中止】、全国健康福祉祭（ねんりんピック）【中止】

２　地域社会を支える高齢者の学びの支援

嬉野台生涯教育
センター

ひょうご冒険教育（HAP）､セミナー・講習会、野外活動指導者養成講座､
全県野外活動フォーラム、うれしの台ユースセミナー、ひょうご・ロシア
ハバロフスク少年少女交流事業【中止】、学校の学習活動

小・中学生作文・詩集「但馬の子ども」発行、科学する但馬の子ども作品
展､研究集録発行､科学チャレンジin但馬文教府【拡充】､学校の学習活動

国生みの島元気っ子フェスティバル【中止】



（協会本部、創生塾、いなみ野、放送大、阪神、嬉野台、但馬、西播磨、淡路）

（協会本部、創生塾、いなみ野、放送大、阪神、嬉野台、但馬、西播磨、淡路）

(1)但馬文教府「ふるさと交流館」の活用

地域文化活動の支援（嬉野台、但馬、西播磨、淡路）

自治会等各種地域団体との連携　（いなみ野、西播磨）

５　地域団体等の参画と協働による地域文化活動の支援

(1)地域文化事業の実施

(2)文化会館等の特性を生かした利用促進

嬉野台生涯教育
センター

但馬文教府

西播磨文化会館

淡路文化会館

広域ネットワーク組織との連携

NPO、社会福祉協議会等地域活動団体との連携　（協会本部、いなみ野、阪神）

※ 実施機関　（協会本部）兵庫県生きがい創造協会 総務部・生涯学習部　（創生塾）ふるさとひょうご創生塾
　　　　　　 （いなみ野）兵庫県いなみ野学園 （放送大）兵庫県高齢者放送大学 （阪神）阪神シニアカレッジ
　　　　　　 （嬉野台）嬉野台生涯教育センター
　　　　　　 （但馬）但馬文教府　　（西播磨）西播磨文化会館　　（淡路）淡路文化会館

(2)施設の改修による利便性等の向上

(3)職員の適正配置等による運営体制の整備

(4)協会事業の透明性確保・広報の充実

高齢者大学等入学者の確保、適正な受益者負担の徴収、寄附募集の推進、
オープンキャンパス（いなみ野､阪神､嬉野台､但馬､西播磨､淡路）

協会事業の見える化　 （協会本部）

マスメディアとの連携（協会本部、いなみ野）

ホームページの運営（いなみ野、創生塾、放送大、阪神、嬉野台、但馬、西播磨、淡路）

施設の効率的運営の推進（協会本部、いなみ野、阪神、嬉野台、但馬、西播磨、淡路）

いなみ野学園情報の制作・発信（いなみ野）

利用者増を図るための計画的な施設改修

(5)経営改善の推進

８　新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた適切な対応

経
営
の
健
全
性
・
透
明
性
の
確
保
等

４　生涯学習に関わる多様な主体との連携・交流

多
様
な
交
流
・
連
携
に
よ
る
学
び
・
地
域
づ
く
り
の
支
援

淡路人形浄瑠璃の振興、淡路人形浄瑠璃後継者交流発表会、
淡路島ココだけの文化祭、淡路日本画セミナー､
淡路洋画セミナー、スプリングコンサート【中止】、
全淡短歌祭、淡路島俳句大会、淡路文学作品展

高齢者手づくりの店、高齢者園芸センター、高齢者陶芸の村、
貸館の試行実施（協会本部）

７　経営の健全性・透明性の確保

(1)自主財源等安定した収入の確保

うれしの春のフェスティバル【中止】､うれしのまるごとギャラリー､東は
りま大茶会【中止】､東はりま芸能祭、東はりまコーラス大会【中止】､東
はりまみんよう大会､東播磨選抜美術展､東播磨の地域文化を考える会【中
止】､｢東はりま文化子午線｣の発行

高齢者大学等関係組織との連携

博物館等社会教育機関との連携　（協会本部、いなみ野、阪神、嬉野台、但馬、淡路）

大学等学校教育機関との連携　　 (協会本部、いなみ野、阪神、嬉野台、但馬、西播磨、淡路)

公民館等市町関係機関との連携　 (協会本部)

播州段文音頭大会、播州段文音頭教室、ふるさとの心をうたう西播磨音楽
祭、西播磨ふるさと写真展、西播磨短歌祭、西播磨俳句祭

文教府夏期大学、但馬美術展、ふるさとの心をうたう但馬合唱祭【中
止】、但馬歴史講演会、但馬文学のつどい、「たじま作品集」の発行、但馬
ふるさと芸術文化祭

各施設の魅力を生かした地域住民との交流（協会本部、いなみ野、嬉野台、但馬、西播磨、淡路）

６　文化・芸術活動の拠点としての機能強化



Ⅲ 事業実施状況 

                          ※中項目または事業名の後の（ ）は実施機関 

１ 生涯学習・地域づくり活動の総合的推進・支援 

(1) 生涯学習に係る情報提供・調査研究の実施 

①ひょうごインターキャンパス（兵庫県生涯学習の広場）の運営（協会本部） 

教育機関・民間企業・行政等様々な生涯学習機関と連携し、多彩で幅広い生涯学習情報を提供す

るウェブサイト「ひょうごインターキャンパス」を運営しました。 

 

参画機関数 470  

アクセス数 662千件 月平均 55千件 

 

②生涯学習リーダーバンクの運営（協会本部） 

生涯学習で得た知識・技能を生かし、ボランティア指導者として学習グループ等の活動支援を

しようとするふるさとひょうご創生塾卒塾生やいなみ野学園研究生の新たな登録を促進すると

ともに、その利用促進を図り、学びの社会還元を推進しました。 

   バンク登録人数：207名 

 

③生涯学習推進アドバイザー派遣事業の実施（協会本部） 

市町や生涯学習関係機関が抱える課題の解決を支援する生涯学習推進アドバイザー派遣事業

を実施しました。 

   派遣件数：18件 

 

④生涯学習情報コーナーの運営（協会本部） 

講座、資格、施設、イベント等に関するチラシ、パンフレット、冊子等をそろえ、各種の生涯

学習情報を提供するとともに、生涯学習に関する相談に応えました。 

相談件数：１７５件 

○生涯学習情報コーナー（ハーバーランド庁舎６階） 

開館日時：月～金曜日（祝祭日、年末年始を除く）9:00～17:15 

電話番号：078－360－9015 

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言を受け、対面による相談については、 

４月 25日～６月 20日まで休止しました。 

 

⑤生涯学習相談分析及び動画配信事業（協会本部）【新規】 

新型コロナウイルスの影響による状況を踏まえた生涯学習ニーズを把握するため、生涯学習

アドバイザー利用者やインターキャンパス参画機関等にアンケートを実施し、今後の事業展開の

推進に繋げました。また、ふるさとひょうご創生塾講師等による地域づくり活動にかかる動画配

信を行い、在宅における地域づくり分野における生涯学習を推進しました。 

 

 

 

 

 



 

 

・利用者へのアンケート実施、結果の分析、取りまとめ  

〇生涯学習アドバイザー利用者向け（回答数：10件／18件） 

 アドバイザーの満足度：「大変満足：8 件」「満足：2 件」 

参加者の反応：「非常に良かった：6 件」「おおむね良かった：4 件」 等 

〇ひょうごインターキャンパス参画機関向け（回答数：264機関／512機関 ※R3.9時点） 

利用経験：「あり：49 機関（18.6％）」「なし：215 機関（81.4％）」 

   利用項目：「講座・講習会、イベント情報：42 機関（43.8％）」、「参画機関情報や 

ＰＲ情報：24 機関（25.0％）」、「ニュース情報：19 機関（19.8％）」、 

「リーダーバンクの情報：11 機関（11.4％）」 

  

・地域づくり活動に資する講座の無料動画配信（３講座）  

 テーマ・配信日・講師 視聴回数 

「地域コミュニティの現状と課題」（９月１０日） 

乾 亨（立命館大学産業社会学部 特任教授・名誉教授） 

96 回 

「子ども・青少年を取り巻く課題」（９月１７日） 

辻 幸志（特定非営利法人こうべユースネット理事長） 

52 回 

「地域活動３８年 そして・・・これから」（９月２４日） 

坂本 津留代（井吹台自治会連合会会長） 

84 回 

   

・事業啓発資料の作成（３種類） 

    生涯学習情報コーナーチラシ（300部） 

    ひょうごインターキャンパスチラシ（2,000部） 

    生涯学習アドバイザーチラシ（1,000部） 

 

⑥大学生等の公民館利用など生涯学習に関する調査研究の実施（協会本部）【中止】 

若年層の公民館事業参画を促進するため、大学生等の公民館利用など生涯学習に関する活動実 

態について、調査研究を計画しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大により、中止し

ました。 

 

⑦生涯学習情報の収集と提供（嬉野台、但馬、西播磨、淡路） 

・県民の生涯学習を支えるため、生活創造情報プラザにおいて、市町等が発行するイベント等情

報刊行物をはじめとした生涯学習に関する情報を収集し、提供しました。 

・但馬文庫 

青少年及び成人の教養を高め、地域文化の向上を図るため、但馬文庫において図書及び視聴

覚資料等を収集・整理し、県民の利用に供することによって、但馬の良さを知ってもらい、ふ

るさと但馬を愛する心を培うとともにこころ豊かな人づくりに資しました。所蔵資料の再整

理・ネット等による情報発信を進めるとともに、他の社会教育施設との相互利用など、所蔵資

料の活用促進を図りました。 

・西播磨文化会館情報交流サロン 

  山城などの地域の歴史・文化に関する図書を収集し、広く一般の閲覧に供しました。 

 



 

・淡路文化会館ライブラリー 

淡路文化会館が所有する図書、資料､視聴覚資料等を閲覧、貸出に供するとともに、広域ネッ

トワーク上で公開するなどして広く一般の利用に提供しました。 

 

(2) あらゆる世代の生涯学習を支援する公開講座の実施 

①生涯学習公開講座 

  現役世代を含むあらゆる世代の生涯学習に対する意識の高揚を図るため、生涯学習公開講座を

開催しました。 

 

開催場所 
（高齢者大学名） 講座内容 開催日・参加者数 

いなみ野学園 

（いなみ野学園・

生涯学習部） 

 

「歴史はとっても面白い」 

～NHK大河ドラマを百倍楽しむ裏話～ 

講師:東京大学史料編纂所教授 

     本郷 和人 

開 催 日:令和３年12月12日 

参加者数:303名 

阪神健康交流セ

ンター 

（阪神シニアカ

レッジ） 

「日本最古のパンデミックの記録から」 

講師：阪神シニアカレッジ学長 

田辺眞人 

開 催 日:令和３年８月４日 

参加者数:100名 

「クリスマスふれあいコンサート」 

  NPO法人関西芸術文化支援の森ゆずりは 

若手演奏家４名 

開 催 日:令和３年 12月 24日 

参加者数:100名 

嬉野台生涯教育

センター 

（うれしの学園） 

「ふるさとに生き、ふるさとで学び、ふるさと

を誇る」 

講師：妙正寺（加古川市） 

   住職 鹿多 証道 

開 催 日:令和３年11月９日 

参加者数:153名 

【新型コロナウイルスのため

公開中止：学生のみ参加】 

但馬文教府 

（みてやま学園） 

「地域で支えよう認知症」 

講師：豊岡市役所 高年介護課職員 

開 催 日:令和３年５月 14日 

参加者数:137名 

「人を傷つけない本当の笑い」 

講師：落語家 笑福亭 鶴笑 

開 催 日:令和３年７月 16日 

参加者数:172名 

「どうなる 私たちの暮らし」 

講師：獨協大学教授  

経済アナリスト  森永 卓郎 

開 催 日:令和３年８月 21日 

参加者数:500名 

「ウィンブルドンの風に誘われて～世界へ

の挑戦」 

講師：元プロテニスプレーイヤー 

  テニス解説者 沢松 奈生子 

 

同  上 

「寅さんから学ぶ豊かな人生 

～映画「男はつらいよ」より」 

講師：映画評論家、フリーアナウンサー 

甲南女子大学講師 津田 なおみ 

開 催 日:令和３年 10月 22日 

参加者数:170名 

「環境創造型農業の推進～コウノトリが教

えてくれたもの～」 

講師：NPO 法人兵庫農漁村社会研究所理

事長 神戸大学名誉教授 保田 茂 

開 催 日:令和３年 11月 26日 

参加者数:163名 



 

西播磨文化会館 

（ゆうゆう学園） 

 

 

 

 

「苦しみと共に生きる仏の智慧」 

講師：大本山須磨寺 

寺務長 小池 陽人  

開 催 日:令和３年７月２日 

参加者数:164名 

 

「人間は特別な存在か？～地球外知的生命

探査から考える～」 

  講師：県立大学西はりま天文台 

     天文科学専門員 鳴沢真也 

開 催 日:令和３年７月16日 

参加者数:162名 

 

「森・川・街・海と私たちの暮らしのつなが

り」 

  講師：海と空と約束プロジェクト 

     代表 西谷 寛 

開 催 日：令和４年１月21日 

参加者数:145名 

 

「人生100年時代の健幸と時間栄養学」 

  講師：兵庫県立大学環境人間学部 

     教授 永井 成美 

開 催 日：令和４年２月４日  

参加者数：150名 

淡路文化会館 

（いざなぎ学園） 

「家庭園芸から自給自足まで」 

講師：庭暮らし研究所 代表 畑 明宏 

開 催 日：令和４年３月５日  

参加者数：107名 

 

 

② いなみ野学園多世代交流応援プロジェクトの実施【中止】 

いなみ野学園の休園日の学舎を活用し、学園生と地域の多世代住民がともに学び、交流

するイベントを計画しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大により中止しました。 

 

③ しごと活躍講座の実施（協会本部等） 
平日の午後やいなみ野学園等の休園日などの施設を活用し、シルバー人材センター協会

と連携し、生活支援分野等において、地域で活躍するために必要な基礎知識を習得するた
めの講座を実施しました。 

【実績】  

・保育補助支援講習（いなみ野 １回） 

開催日時：令和３年12月16日 10：00～16：00 

17日 13：00～16：00 ２日間 

開催場所：いなみ野学園地活２教室   参加者数：10名 

 

・剪定スタッフ講習（①淡路、②但馬、③いなみ野、④西播磨 各１回） 

①開催日時：令和3年10月18・19日10：00～16：00 

開催場所：淡路文化会館 参加者数：10名 

 

②開催日時：令和３年10月27日～28日 10：00～16：00 

 開催場所：但馬文教府 参加者数：８名 

 

③開催日時：令和３年11月18･19日 ２日間  10：00～16：00 

開催場所：いなみ野学園   参加者数：20名 

 

④開催日時：令和３年12月８・９日 13:00～16:00          

開催場所：西播磨文化会館  参加者数：14名 

 



 

④ いなみ野学園短期集中講座の実施（協会本部）【新規】 

通年ではなく、短期間の学習講座の開設に対するニーズも踏まえ、平日の午後やいなみ

野学園の休園日などの学舎を活用し、家庭生活で役立つ趣味・知識等の分野について、広

く県民を対象とした有料制の短期集中講座を実施しました。 

 【実績】  

・くらしに役立つ！算数・数学（４回講座） 

開催日時：令和４年１月 14日、21日、28日、２月４日 各日 15：00～16：30 

開催場所：いなみ野学園地活１教室他   参加者数：28名 

     講師：菅生安展 氏（兵庫大学エクステンション・カレッジ講師） 
 

・思いを伝える話し方講座（３回講座） 

開催日時：令和４年１月 11日、18日、25日 各日 14：00～15：30 

開催場所：いなみ野学園地活１教室   参加者数：21名 

     講師：藤原正美 氏（ラジオ関西パーソナリティー・番組ディレクター） 
 

・はじめての園芸 入門ミニ講座（３回講座） 

開催日時：令和４年３月 14日、15日、18日 各日 13：30～15：00 

開催場所：いなみ野学園ふれあいホール他   参加者数：28名 

     講師：いなみ野学園園芸学科職員（３名） 

 

(3) 生活創造活動グループに対する支援  
① 生活創造情報プラザ 

芸術文化、環境、消費生活、健康、福祉等の様々な分野にわたる生涯学習、地域づくり
活動等、成熟社会にふさわしい豊かな生活を創造するための県民による主体的な活動(生活
創造活動)の拠点施設として運営しました。 

 

実施機関 内  容 開催日・参加者数 

うれしの生活創

造プラザ 

（嬉野台） 

 

 

・生活創造活動の促進 

生活創造活動グループの活動を支援し、グ

ループ間の相互交流を推進しました。 

・うれしの生活創造応援隊の育成と支援 

・生活創造しんぶん「ぐぐっと！北播磨」の発

行  

地域づくりボランティア団体として、くら

しに関する情報を収集・発信しました。 

・ギャラリー展の開催 

展示コーナーにおいて地域の情報や県民

の学習成果の発表の場となるよう各種展示

会を開催しました。 

通年 

利用者数：8,040名 

 

隊員数：20名 

年 3回(７月、11月、３月) 

各 3,000部発行 

 

通年 

 

但馬生活創造情

報プラザ 

（但馬） 

・みてやま朝市 

みてやま学園学生や生活創造活動グルー

プ等利用団体の活動を支援し、地域の方々と

の交流促進を目的とする朝市を開催し、賑わ

いを創出しました。 

開催日:令和３年９月～12月 

   （計７回開催） 

 

 



 

西播磨生活創造

情報プラザ 

（西播磨） 

・西播磨生活創造活動グループ交流会  

生活創造応援隊を中心に企画運営する「西

播磨生活創造活動グループ交流会」におい

て、生活創造活動グループの活動の相互交流

及び情報交換の場を提供。新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、午前・午後の 2 部

制、観客は出演団体関係者のみで実施しまし

た（ホームページで閲覧可）。 

・西播磨生活創造しんぶん「ネットめばえ」の

発行  

生活創造応援隊員が地域で活躍されてい

る方々や地域の話題等を「ネットめばえ」で

情報を提供し、地域の輪をひろげるととも

に、企業協賛広告を募集し、財源の確保も行

いました。 

・生活創造活動グループの育成支援 

  活動場所の提供、印刷機の利用などによ

り、自主グループの活動を支援しました。 

・生活創造活動グループと利用ニーズのマッ

チング 

生活創造活動グループの「ボランティア活

動情報」をホームページで公開し、利用者の

ニーズに応じたグループとのマッチングを

行いました。 

・西播磨生活創造活動特技指導者「プチ匠」登

録制度 

西播磨地域の多彩な知識や技能を持つ人

材を「プチ匠」として登録。ホームページで

公開することにより地域の要望とマッチン

グを行い、さまざまな生活創造活動が生き生

きと展開できるよう支援しました。 

開催日：令和３年８月７日       

場 所：西播磨文化会館  

出演団体：12グループ 

 

 

 

 

 

隊員数：16名 

年４回(5月･8月･11月･2月) 

各 3,000部発行 

 

 
 
 

通年 

 

通年 

 

 

 

プチ匠登録者数：11名 

 

淡路生活創造情

報プラザ 

（淡路） 

・生活創造活動グループの育成支援 

  活動場所の提供、印刷機の利用などによ

り、自主グループの活動を支援しました。 

・生活創造しんぶん「ポケットあわじ」の発行 

地域で行われている生活創造活動や文化

的な催しに関する情報を掲載した「生活創造

しんぶん」をフルカラーＡ４判８頁で、毎月

発行しました。 

応援隊員数：18名 

各 3,500部発行 

 

 

(4) 生涯学習関係機関職員研修の実施  

地域における学習拠点・活動拠点である公民館等の生涯学習関係機関の職員等を対象と

する体系的な研修の機会を提供し、地域課題の解決に必要なファシリテート力、コーディ

ネート力等を養成する研修等により、関係職員等の資質向上を図りました。 

 



 

① 新任社会教育関係職員等研修（協会本部） 

新任社会教育関係職員として、社会教育事業に少し関わった時期に職務を遂行する

上で求められる基礎的知識や技能を習得し、課題に対応するための研修を実施しまし

た。 

開催日：令和３年８月５日（木） 

場 所：いなみ野学園（大教室） 

参加者数：28名 

 

② 社会教育関係職員等スキルアップ研修（協会本部） 

社会教育の基本の考え方や会議ファシリテーション力、コミュニケーション力、プレ

ゼンテーション力、広報計画力など社会教育推進に向けた専門的な知識や技能を習得

するための研修を実施しました。 

開催日：令和３年７月 29日（木）、11月８日（月）、11月 18日（木）、 

12月 20日（月） 

場 所：いなみ野学園（大教室及び中教室） 

参加者延数：41名 

 

③ 社会教育・生涯学習主管課長及び社会教育施設長等研修（協会本部） 

社会教育主管課長や公民館長を対象に、今どきの社会教育のあり方を学ぶとともに

参加者の協働学習・研究協議で学び合う研修を実施しました。 

開催日：令和３年７月 19日（月） 

場 所：兵庫県いなみ野学園（中教室） 

参加者数： 17名 

 

(5) ふるさとひょうご創生塾の実施                                              

活力あるふるさと兵庫の実現のため、多世代（価値観の異なる青年、壮年、老年）が学

び、県政との協働による自主自律の地域づくり活動の新しい地域リーダーを養成するふる

さとひょうご創生塾を開設し、運営しました 

① ふるさとひょうご創生塾 

    第 25 期生は定員 30 人に対して 12 人の入塾者があり、1 年次を開講しました。 

なお、令和 2 年度は新型コロナ感染拡大による応募者少数のため 1 年次の開講を中

止したため、令和 3 年度の 2 年次塾生はありませんでした。 

《1 年次内容》 

・入塾者数：12 人（1 年次終了時点の塾生数 10 人） 

・開催日：土曜日（毎月 2 日程度、年間 22 日開催） 

・開催場所：ひょうごボランタリープラザセミナー室ほか 

・カリキュラム：グループ運営やコミュニケーションなどの技法、人口減少問題や防災、

環境などの様々な地域課題講座、2 年次の実践活動に向けた企画づく

りの手法など 

※第 24 期生までの卒塾者数：620 人 

 

 



 

２ 地域社会を支える高齢者の学びの支援 

(1) 高齢者大学事業の充実 

  ・幅広い教養の涵養やクラブ活動を通じた仲間づくりなど、引き続き高齢者の生きがいづ 

くりを支援するとともに、学習成果を地域社会で生かす取組みを強化するなど、高齢者 

大学事業の充実を図りました。 

・いなみ野学園、阪神シニアカレッジ及び各地域高齢者大学は、立地する地域の特色、施 

設の状況、学生の学習ニーズ等を踏まえ、それぞれの個性をより生かした先進的な講座 

運営等を目指しました。 

・ＩＣＴを活用し、いなみ野学園と阪神シニアカレッジの共通（教養）講座をオンライン

により合同開講し、著名な講師を招くなど魅力ある講座を実現できるようにしました。 

また、いなみ野学園では、休校となった場合においても、動画配信等による学びの継続

が確保できるようにしました。 

 

① いなみ野学園 

  新型コロナウイルス感染拡大に対応し、より安全な学習環境の確保や高齢者のニー 

ズに即した学園の充実を図ることを目的として、令和２年度に開催した「いなみ野学園

運営懇話会（以下「懇話会」という）」（座長：廣岡徹元兵庫教育大学教授）から報告を

受け、令和３年度から入学資格及び陶芸・園芸・健康づくり各学科の実技実習について

拡充を行いました。 

 

ア いなみ野学園大学講座【拡充】 

懇話会開催と併行して実施した学園生アンケートでは、４人に１人が同一学科への

再入学を希望しており、学習の機会を提供することが学園の役割であることから、同

一学科への再入学を可能としました（令和３年４月入学生から）。また、実技実習の充

実のニーズが高かったことから、陶芸学科に「専修コース」を開設し、園芸学科におい

て、指導体制（花き・果樹のスタッフ増員）を充実しました。また、健康づくり学科に

おいても、新たな実技を導入し、充実を図りました。さらに、ＩＣＴを活用した講座内

容の充実にも取り組みました。 

                         （令和３年５月１日現在、以下同じ） 

学 科 園芸 健康づくり 文化 陶芸 計 定員 

１年 59名 52名 103名 30名 244名 340名 

２年 49名 40名 58名 19名 166名 340名 

３年 35名 68名 55名 27名 185名 340名 

４年 40名 66名 67名 18名 191名 340名 

計 183名 226名 283名 94名 786名 1,360名 

     【参考】令和４年度入学者 

１年 48名 69名 105名 34名 256名 340名 

 



 

イ 陶芸学科専修コースの開設【新規】 

   陶芸学科卒業生など、陶芸に関する一定の技能を持っておられる方を対象に、「陶 

芸学科専修コース」を新設しました。 

令和３年度入学者数 19名 

令和４年度入学予定者数 33名 

 

ウ いなみ野学園大学院講座 

     高齢者大学講座等で学んできた知識や技能を掘り下げ、個人や地域の力を再発見す 

    ることにより、地域での活動をはじめ、地域づくりに役立つさまざまな活動の手法を 

    学びました。 

 

 

【参考】令和４年度入学者 

 

 

 
エ 研究生制度 

高齢者大学の卒業生を活用した生涯学習指導者の養成を図るため、いなみ野学園大 

学院講座修了者を対象に、生涯学習指導者としての研究及び実践活動を行う研究生制 

度を運営しました。 
R3 新規認定者数：16名  現認定者数：73名 

兵庫大学エクステンションカレッジや公民館等での講座において講話等活躍 

 

オ 聴講生制度【拡充】 
いなみ野学園高齢者大学の講座の一部を公開し、地域づくりについて学ぶきっかけ 

づくりや実践活動の充実につなげました。 

さらに「人生 100 年時代」に対して退職後の生き方を考える世代（退職準備世代） 
    に学びの場を提供し、就業・介護等の事情から高齢者大学への入学が困難な層にも学 
    習の機会を提供しました。 
     令和３年度から、現役学生について、従来聴講できなかった他学年の共通講座及び

同一学科の専門講座の聴講を可能としました。 
     ・受講料（1講座あたり） 学生・卒業生 1,300円、一般 1,500円  

 

聴講生制度の

対象者 
学習意欲のある方（年齢制限、居住制限なし） 

聴講対象講座 共通講座及び各専門学科講座 

ただし、教室の収容能力を超える場合やグループ学習等聴講になじまない講座

（講座日程表の講座ごとに聴講の可否を表示）は対象外 

学科 地域づくり研究科 計 定員 

１年    54名 54名 50名 

コース 
歴史・文化 健康・福祉 環境・地域      景観園芸 ＊1年 2学期より 

ｺｰｽ分け 

２年 25名 12名 7名 11名 55名 50名 

計            ― 109名 100名 

１年 48名 48名 50名 



 

受講料 

（資料代等の

実費） 

いなみ野学園の学生・卒業生     １講座あたり１，３００円 

いなみ野学園の学生・卒業生以外の者 １講座あたり１，５００円 

聴講生数 延べ 272人  収入額 29,700円 

 

 
カ 地域活動支援センター 
  卒業生等へのボランティア情報提供やボランティアグループの活動等を支援する
「地域活動支援センター」を運営し、県高齢者大学卒業生等が行う地域づくり活動を 
促進するとともに、地域づくり活動グループの活動発表・意識啓発の場として、「地域
活動のとびら」（R4.2.4 191人）を開催しました。 

 また、卒業生等によるボランティアグループが、福祉施設での傾聴活動やふれあい
喫茶の運営など、地域活動を展開するとともに、大学院講座を修了した研究生は、特任
講師として地域の生涯学習講座、公民館等で講演を行いました。 

・Ｒ３ボランティア活動実績：541件 登録グループ数：34団体 
 
キ 学園運営等サポーター 
 高齢者大学の講座運営等を支援する高齢者大学等運営サポーターを募集、登録し、 

高齢者大学卒業生等の学習成果を活かしていくとともに、高齢者大学等の活性化を図 

りました。 

 

〔学園運営サポーター〕 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ク いなみ野学園の魅力向上 

いなみ野学園運営懇話会における意見交換により成果を得て、陶芸学科に「専修
コース」を開設し、園芸学科において指導体制を充実し、また、健康づくり学科にお
いても、安全な床上での新たな実技を導入し、対面での講座を充実するとともに、ポ
ストコロナの社会を見据え、共通講座の遠隔での合同オンライン講座、大講堂で対面
と遠隔（別教室・自宅）実施等、ICTを活用した生涯学習のシステムを構築し、さら
なる講座の充実に取り組みました。 

 

種  別    内       容 活動実績 

(講座等)運営 

サポーター 

（５名） 

大学院や大学の講座における円滑な講座運営

のための講座補助業務 

〔採用対象〕研究生 

延べ 

  183日 

地域活動支援セン

ター運営サポータ

ー （３名） 

学生等による地域活動を企画し、その実践を

支援 

〔採用対象〕研究生 

延べ 

   12.5日 

学園広報サポータ

ー(８名) 

CATV番組や広報ビデオ、名刺の制作 

 〔採用対象〕研究生 

延べ 

   100日 

みどりのサポータ

ー 

（37名） 

「いなみ野ガーデニングの日」に学園敷地内

の植栽管理活動の実施 

〔採用対象〕いなみ野学園卒業生 

延べ  

    ３日 



 

② 阪神シニアカレッジ 
 令和元年度から、４か所に分散していた学習室を統合し、新学舎(宝塚市)での講座を
開始し、３年目を迎えました。今後とも、学科の枠を超えた学生交流や、多様な意見・考
え方に触れる機会の増を図るとともに、学生の地域活動の拡充を支援します。 
 
ア 阪神シニアカレッジ大学講座  

高齢者が生涯学習を通して教養をより高めるとともに、「生涯現役」として創造的に 

      生きるための多彩なプログラムを提供しました。 

 

学年 園芸 健康 国際理解 計 定員 

１年 44名 62名 60名 166名 150名 

２年 53名 53名 64名 170名 150名 

３年 44名 49名 48名 141名 150名 

４年 27名 41名 51名 119名 150名 

計 168名 205名 223名 596名 600名 

【参考】令和４年度入学者 

１年 44名 59名 60名 163名 150名 

 

イ 阪神ひと・まち創造講座 

地域社会等での人間関係・コミュニケーションを改めて学び、あわせて阪神地域の 

歴史・文化・産業・自然などの魅力や課題を再認識することで、地域への愛着をもっ

たコミュニティ活動等への意欲の醸成とコミュニティの活性化をめざしました。 

 

     [阪神ひと・まち創造講座(２年制)] 

学年 １年 ２年 計 

在籍者数 29名 24名 53名 

      【参考】令和４年度入学者 １年 29名（各学年定員 30名） 

 

ウ 聴講生制度【拡充】 

  高齢者大学の講座の一部を公開し、カレッジライフの楽しさを体験していただき、 

募集要項を送付するなど学生の確保につなげました。 

  令和３年度から、現役学生について、従来聴講できなかった他学年の共通講座及び

同一学科の専門講座の聴講を可能としました。 

      

聴講生制度

の対象者 
学習意欲のある方（年齢制限、居住制限なし） 

聴講対象講

座 

共通講座及び各専門学科講座 
ただし、教室の収容能力を超える場合やグループ学習等聴講になじまない講座
（講座日程表の講座ごとに聴講の可否を表示）は対象外 

聴講料（資料

代等の実費） 

阪神シニアカレッジの学生・卒業生     １講座あたり１，３００円 
阪神シニアカレッジの学生・卒業生以外の者 １講座あたり１，５００円 

聴講生数 延べ 618名 収入額 901,200円 



 

 

   エ 特別聴講制度【新規（令和３年度限り）】 

     新型コロナウイルス感染拡大に起因する長期休講に伴い、卒業年度の終了までに既

定の講座時間を受講できなかった卒業生に対し、不足講座数を限度に受講・実習を認

める特別聴講制度を実施し、希望者に受講いただきました。（令和 3年度限り） 

 令和２年度卒業生 126名 うち特別聴講を希望したもの 41名 

 

オ 地域活動支援センター  

  卒業生等へのボランティア情報提供やボランティア団体の創設・運営等を支援する 

 「地域活動支援センター」を運営し、県高齢者大学卒業生等が行う地域づくり活動を 

 促進しました。 

 ・主な機能  グループ登録やマッチング等の地域での実践活動のきっかけづくり 

地域活動の企画・運営に関する相談、研修会、講演会の開催、広報         

紙の発行など活動成果の情報発信、登録グループの行う地域活動に

対する経費支援 

 

   カ 学舎統合による魅力の向上 

学舎統合（令和元年度）による学生間の相互交流や活動の活性化を受け、高齢者に 

よる豊かな地域創生の拠点としての魅力を広く発信し、「新生」阪神シニアカレッジ 

をアピールしました。 

 

 

③ 嬉野台生涯教育センター 

ア うれしの学園生涯大学(４年制大学講座) 

  生涯学習の一環として、高齢者に総合的・体系的な学習機会を提供し、生きがいあ 

る充実した生活基盤を確立することを目指すとともに、地域活動の実践者を養成する 

ことにより、高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進に寄与することを目的として

運営しました。 

      [うれしの学園生涯大学(４年制)] 

 １年 ２年 ３年 ４年 計 

在籍者数 18名 37名 30名 43名 128名 

      【参考】令和４年度入学者 １年 43名            （各学年定員 60名） 

 

イ うれしの学園生涯大学大学院講座 

高齢者大学講座での学習を基礎として生かし、地域の課題を専門的・実践的に学び 

知識や技能のステップアップを図るとともに、スキルアップ自主企画講座の柔軟な設 

定やそれに伴う４年制大学講座の受講など自由と自主性を尊重したカリキュラムに 

さらに取り組み、主体的に地域社会に関わる意欲を持った地域づくり活動の担い手づ

くりに努めました。 

 



 

      [うれしの学園生涯大学大学院(２年制)] 

 １年 ２年 計 

在籍者数 13名 20名 33名 

      【参考】令和４年度入学者 １年 10名（各学年定員 30名） 

 

 ④ 但馬文教府 

ア みてやま学園(４年制大学講座) 

     豊かで生きがいのある生活を送るために、自己の健康づくりや地域づくり活動の実践力 

   を培うなどの生涯学習の機会を提供するとともに、ここでの学びを通して長寿社会を担う 

   地域活動の実践者を養成し、生きがいづくりや社会参加の推進に寄与するよう努めました。 

      [みてやま学園(４年制)] 

 １年 ２年 ３年 ４年 計 

在籍者数 35名 28名 31名 43名 137名 

      【参考】令和４年度入学者 １年 23名            （各学年定員 60名） 

 

イ みてやま学園大学院（地域活動実践講座） 

４年制大学講座での学習をもとに、実践的な社会参加活動について学習することに 

より、地域づくり活動などに主体的に取り組む意欲をさらに醸成するとともに、実践 

力を習得することで、地域づくり活動等の実践者養成に努めました。 

      [みてやま学園(２年制)] 

 １年 ２年 計 

在籍者数 21名 34名 55名 

      【参考】令和４年度入学者 １年 22名（各学年定員 30名） 

 

⑤ 西播磨文化会館 

ア ゆうゆう学園(４年制大学講座) 

    生涯学習の一環として、高齢者が豊かな生きがいのある生活を送るために必要な教 

   養と、地域づくり活動に役立つ専門知識や技能を身につけられるよう、総合的・体系 

   的な学習の場を提供し、高齢者の生きがいづくりや地域の活性化に寄与するよう努めま

した。 

[ゆうゆう学園(４年制)] 

 1年 ２年 ３年 ４年 計 

在籍者数 46名 26名 37名 52名 161名 

      【参考】令和４年度入学者 １年 39名            （各学年定員 60名） 

 

イ ゆうゆう学園大学院（地域活動実践講座）                   

 ４年制講座等での学習をもとに、実践的な社会参加活動について学習することによ 

り、地域における課題に対して、より主体的、実践的、専門的に取り組むことができ 

る人材を育成し、地域発展に寄与できる実践者としての資質を養うよう努めました。 

[ゆうゆう学園大学院(２年制)] 

 １年 ２年 計 

在籍者数 26名 14名 40名 

      【参考】令和４年度入学者 １年 13名（各学年定員 30名） 



 

 

⑥ 淡路文化会館 

ア いざなぎ学園(４年制大学講座) 

    高齢者に学習年限４年で総合的、体系的な学習の機会を提供し、高齢者が生きがい 

ある充実した生活基盤を確立し、地域の実践者としての素養を身につけることを支援し

ました。 

[いざなぎ学園(４年制)] 

 １年 ２年 ３年 ４年 計 

在籍者数 46名 33名 29名 27名 135名 

      【参考】令和４年度入学者 １年 40名              （各学年定員 60名） 

 

   イ いざなぎ学園大学院（地域活動実践講座） 

高齢者大学講座を修了した者に、学習年限２年で社会参加活動に係る総合的、体系

的かつ実践的な学習機会を提供し、高齢者が地域づくり活動の実践者となることを支

援しました。 

[いざなぎ学園大学院(２年制)] 

 1年 2年 計 

在籍者数 4名 4名 8名 

      【参考】令和４年度入学者 １年 5名（各学年定員 30名） 

 

(2) 高齢者放送大学事業の充実                                                  

ア 高齢者放送大学（ひょうごラジオカレッジ） 
著名な講師陣による質の高いラジオ講座を運営し、幅広く県民に生涯学習の機会を

提供するとともに、中央・地方スクーリング等を通じた学友との交流の場の提供など、
ラジオカレッジの魅力を積極的に発信し、受講生の拡大を図りました。 

 さらに、「仕事をしながら学べる」「自宅に居ながら学べる」特長を活かし、経済や新
型コロナなど多世代が興味・関心を持つ分野を積極的に学習内容に取り入れました。 

 

区 分 本科生 聴講生 生涯聴講生 合計 

在籍者数    132名   11名 1,488名  1,631名 

定 員 500名 定員なし － 

【参考】令和４年度 

在籍者数 162名 ―名 1,382名 1,544名 

 

イ ラジオカレッジサポーター             

 テキスト等の編集や発送に関すること、行事開催に関することなど、ラジオカレッジ運

営を支援する「ラジオカレッジサポーター」を募集・登録し、各種事業にスタッフとして

参加していただきました。 

      ・対 象 者  ラジオカレッジ学生 

     ・登録者数  13名 

     ・活動日数  年間 15回 延べ 30日 

 

 



 

(3) 高齢者の交流・健康づくり活動の広域的展開・場の提供             

ツゥゲットボール等のシニアニュースポーツの普及、全国健康福祉祭（ねんりんピッ

ク）への選手派遣を行い、高齢者の交流・健康づくり活動を広域的に展開していきます。

① ツゥゲットボール【中止】 

 シニアニュースポーツの普及促進を図り、当協会が開発したツゥゲットボールの全

県大会を開催することとしておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大により、令

和２年度に引き続き中止しました。 

② 全国健康福祉祭（ねんりんピック）【中止】 

     全国の高齢者がスポーツ等を通じて交流を深める全国健康福祉祭（ねんりんピック） 

    に兵庫県選手団を派遣することとしておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大に

より、岐阜大会は中止になりました。 

〇ねんりんピック岐阜 2021（中止、令和４年度は神奈川県で開催予定） 

 

            

(4)ウィズコロナ、ポストコロナに対応した学びの場の提供 

① 生涯学習オンライン講座（動画配信）事業の実施（協会本部・西播磨等）） 

    インターネットを通じて、地域づくりに関する講座や公開講座、いなみ野学園情報な 

どの動画を配信し、外出自粛期間及び外出に不安を抱える期間でも自宅に居ながら学べ 

る機会を提供し、学習意欲の維持や生きがいづくりの向上を図りました。 

     ・協会ホームページに動画・資料を掲載し、インターネット経由で視聴。 

      視聴回数 延 6,063回 

     ・地域の歴史文化資源や地域づくり活動の事例を、西播磨文化会館ホームページか

ら配信。 

 

② 生涯学習講座における新たな学習環境実証事業の実施（協会本部等） 

    新型コロナウイルス感染拡大防止のため、高齢者大学等の生涯学習講座においても、 

受講者が安心・安全に学習できる新たな学習環境の整備を行うとともに、効果的な学習 

内容、効率的な講座運営に向けた課題やニーズ等を明らかにし、今後の講座展開につな 

げていきました。 

 ・いなみ野学園共通講座の Zoomによる自宅受講 

・密状態を避けるため、分散開講等新たな学習環境の整備 

・施設間を結んだオンライン共同講義の実施 

・講座の効果やニーズ、課題を把握するためのアンケートの実施 

 

３ 未来を担う青少年の育成 

(1) 生きる力を育む体験教育の実施 

① 嬉野台生涯教育センター 

  長年にわたり野外活動等による体験教育に取り組んできた嬉野台生涯教育センターを 

体験学習・野外活動を先導する拠点として位置付け、野外活動学習をはじめとする青少 

年等に対する体験学習の充実を図り、青少年等の生きる力を育んでいきました。 

 



 

事業名 内   容 
実  績 

（日時・場所・回数・人数等） 

ア ひょうご冒険  

  教育（ＨＡＰ） 

（嬉野台） 

県下で唯一の施設の体験による冒険活

動を通じて、こころ豊かでたくましい人間

を育成することを目指し、信頼や協調性を

高める「チームづくり」の機会を提供しま

した。 

また、参加者の年齢や体験グループの成

熟度、活動内容(体験時間等)等に応じた適 

切なアレンジによりHAP体験の機会を提供

しました。 

さらに、教育関係者や HAPに携わる指導

者等のセミナー及び講習会の拡大を図り、

指導者等の資質向上を図りました。 

・活動回数：年９回程度（５月〜３月の

各１〜３日間） 

・対 象 者：社会教育、野外教育、学校教 

育、生涯学習、社員教育等の 

関係者 

開催日：令和３年４月～令和４年

３月 

場所：嬉野台生涯教育センター 

利用者数：延べ 3,208名 

 

 

 

 

【セミナー・講習会】 

開催日：令和３年６月～令和４年

３月（９回） 

場所：嬉野台生涯教育センター 

参加者数：延べ 155人 

イ 野外活動指導

者養成講座 

（嬉野台） 

 

野外活動の基本的な知識・技能を習得す

るとともに、指導者として必要な資質を身    

につける機会を提供し、野外活動指導者と

しての人材を育成します。 

・活動回数：年２回 

・対 象 者：野外活動に関心のある者 

開催日：令和３年７月３日 

場所：加東消防署 

参加者数：６名 

 

開催日：令和３年 12月 12日 

      →中止 

ウ 全県野外活動  

フォーラム 

（嬉野台） 

県内の野外活動関係者が一堂に会し、こ

れからの野外活動指導者に必要な資質や

在り方についての研修を行うとともに、ネ

ットワークの構築を図りました。 

 ・活動回数：年１回（12月に１日間） 

開催日：令和３年 12月 11日 

場所：嬉野台生涯教育センター 

参加者数：19名 

エ うれしの台ユ

ースセミナー 

（嬉野台） 

 

野外等における豊かな体験活動を通じ

て、子どもたちに感動や達成感、充実感を

味あわせるとともに、集団の中での自律

心、規範意識を育成することを通じて「た

くましいひょうごっ子」を育成する機会を

提供しました。 

 ・開設  夏(7～8月)に７コース（日帰り） 

秋に 1コース（日帰り）､ 

冬に 3コース（日帰り） 

 ・対象者  小学生・中学生 

 ・定  員  各コース30～50名（全400

名程度） 

 ・受講料  一人 3,500円～4,500円 

程度 

 

<サマースクール> 

期間：令和３年７月 25、26、28、

29日 

参加者数：173名 

期間：令和３年８月４、６、８日 

     →中止 

<オータムスクール> 

期間：令和３年 10月 24日 

参加者数：40名 

 

<ウインタースクール> 

期間：令和３年 12月 25、26、27

日 

参加者数：90名 



 

オ ひょうご・ロシ

アハバロフス

ク少年少女交

流事業 

（嬉野台） 

本県の少年少女が、ロシアハバロフス

ク地方を訪れ（隔年で相互訪問）、交流活

動やホームビジット等を通して、国際理

解教育や環境学習を推進します。 

・時期等 ７〜８月に７泊８日で訪問 

・訪問団  生徒 12名、引率者４名 

計 16名（H30年度実績、R2年度は中止）

（県教育委員会社会教育課からの受託事  

業） 

【中止】 

カ 学校の学習活

動（自然学

校） 

 （嬉野台） 

各学校の児童生徒にとって充実した学

習活動となるよう、安全面・衛生面等に配

慮したプログラムづくりや集団での学び

のサポートをしました。 
 

 

・自然学校 

 受入れ校数 35校 

 受入れ人数 2,163名 

・ひょうご冒険教育（ＨＡＰ） 

 小学校 26校  1,772名 

 中学校 10校    855名 

 高等学校 2校     67名 

大学   0校      0名 

 

 

② 但馬文教府 

事業名 内   容 実績（日時・場所・回数・人数等） 

ア 小･中学生作

文･詩集「但馬

の子ども」の

発行 

（但馬） 

小・中学生から作文、詩を募集し、優秀作

品を「但馬の子ども」に掲載しました。 

・生活部門：作文、詩    

・応募期間：令和３年９月～10 月 

・対 象 者：但馬地域の小・中学生 

・但馬の子ども発行：令和４年３月 

 

応募期間：令和３年９月１日～ 

10月 18日 

出品数：239点（小学校 160点、

中学校 79点）        

<「但馬の子ども」の発行> 

令和 4年 3月発行 

発行部数：400部 

イ 科学する但馬

の子ども作品

展、研究集録

の発行 

（但馬） 

豊かな但馬の自然環境の中で生活してい

る児童生徒の科学する心の育成を支援する

とともに、自然の事物・現象について理解を

深め、科学的思考力を養い、自らの力    

で探求する喜びを体験し、発表することに

より子どもの生きる力を育むことを趣旨と

して作品展を開催し、優秀作品を掲載した

研究集録を発行しました。 

・作品展：令和３年９月 11 日～23 日 

・対象者：但馬地域の小・中学生 

・研究集録の発行：令和４年３月 

 

<作品展> 

開催日：令和３年９月 11日～ 

９月 23日 

場所：但馬文教府体育館 

来場者数：837名 

<研究集録の発行> 

令和 4年 3月発行 

発行部数：350部 

ウ 科学チャレン

ジ in 但馬文

教府 

（但馬） 

【拡充】 

理科教育に関して文教府が培ってきた先 

導的取組みやネットワークを活かし、幅広

い団体、教育機関等との連携により、未来

の但馬の担い手や世界レベルで活躍する子

どもたちを育成しました。 

開催日：令和３年９月 26日 
場 所：但馬文教府 
内 容： 
・ＪＡＸＡコズミックカレッジ 
・ドローン操作体験 
・但馬鉄道模型ＣＬＵＢ 



 

また、幼児や子育てする親等が遊び体験

等ができる親子イベントをあわせて実施し

ました。 

  ・日 時  令和３年９月 26 日 

  ・参加者  幼・小・中学生 

 

ラジコンバギー、プラレール 
・貝がら工作教室 
・ミニ水族館 
・海藻押し葉づくり 
・金メダルをつくろう 
参加者数:400名 

 

③ 西播磨文化会館 

 事業名 内   容 実績（日時・場所・回数・人数等） 

ア にしはりまキ

ッズフェスタ 

「西播磨ふるさと文化祭」の中のステージ

発表の中で、地域において文化活動を行っ

ている子どもたちが、日頃の練習成果を発

表する機会を設けました。さらに地域のグ

ループ・団体等と連携して、子どもたちが

様々な文化活動を体験しながら、表現力や

想像力を養うワークショップを事前予約制

で実施しました。 

開催日：令和３年 11月 28日 

場 所：西播磨文化会館 

参加者：延べ 222名 

イ プレーパーク

への支援 

(西播磨) 

 

「子どもの遊び場を考える会赤とんぼ」の

活動場所として敷地内を活用。プレーパー

ク赤とんぼの開催を支援するなど、イベン

トを通して若い世代との交流を図りまし

た。 

開催日：令和３年 10月 10日 

場 所：西播磨文化会館 

参加者：延べ 500名 

 

④ 淡路文化会館 

 事業名 内   容 実績（日時・場所・回数・人数等） 

ア 国生みの島元

気っ子フェス

ティバル 

（淡路） 

 

こころ豊かで健やかな子どもの育成を図

るため、音楽・ダンス等のステージ発表、高

校生たちによる体験イベントなどを実施す

るフェスティバルを開催する準備を進めて

いましたが、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、中止としました。 

【中止】 

予定日：令和３年 10月３日 

 

(2) ふるさと意識の醸成                             

地域の特色を生かした事業を展開し、青少年のふるさと意識の醸成を図りました。 

① 小・中学生作文・詩集「但馬の子ども」の発行（但馬）【再掲】 

② にしはりまキッズフェスタ（西播磨）【再掲】 

③ 国生みの島元気っ子フェスティバル（淡路）【再掲】【中止】 

 

４ 生涯学習に関わる多様な主体との連携・交流 

生涯学習や地域づくり活動に対する多彩な県民ニーズに応えるため、多様な生涯学習関 

係機関、活動団体等とのネットワーク化や連携を進めました。 

 



 

(1) 大学等学校教育機関との連携                         

 ① 兵庫大学、兵庫教育大学等との連携（協会本部、いなみ野） 

     兵庫大学・兵庫大学短期大学部、兵庫教育大学等との連携により、生涯学習講座の開

設、学校施設の相互利用等を実施しました。 

・兵庫大学・兵庫大学短期大学部との連携 

 

 

 

 

 

 

 

   ・兵庫教育大学との連携  

開 催 日 令和４年２月２２日 

対 象 者 いなみ野学園２年生及び一般 

参加者数 159名 

開催場所 いなみ野学園 大講堂 

内  容 
・講 演 演題：比較優位と国際貿易 

     講師：兵庫教育大学大学院 准教授 渡邉 正 
    

開 催 日 令和３年４月 20日 

対 象 者 うれしの学園生 

参加者数 161名 

開催場所 嬉野台生涯教育センター 講堂 

内  容 
・講 演 演題：運動を仲間と楽しむ術とその実際 

     講師：兵庫教育大学大学院 教授 森田 啓之 
 

開 催 日 令和３年８月 31日 

対 象 者 ゆうゆう学園生及び一般 

参加者数 58名 

開催場所 西播磨文化会館 

内  容 
・講 演 演題：楽器の歴史と共に聴くピアノ名曲 

     講師：兵庫教育大学大学院 教授 木下 千代 

 

  ・兵庫県社会福祉事業団総合リハビリテーションセンター福祉のまちづくり研究所との連携  

開 催 日 令和４年２月２４日 

対 象 者 いなみ野学園３年生及び一般 

参加者数 176名 

開催場所 いなみ野学園 大講堂 

内  容 
・講 演 演題：ロボット技術を活用した介護予防 

     講師：総合リハビリテーションセンター 所長 陳 隆明 

主な内容 

・兵庫大学エクステンションカレッジにおいて、いなみ野学園研究生による講義を実

施（いなみ野） 

・講師派遣等本学園講座への協力（いなみ野） 

・兵庫大学の生涯学習プログラム（エクステンションカレッジ）説明資料の配布（い

なみ野） 

・双方のポスター、パンフレット等の掲示（いなみ野） 



 

 

   ② 甲子園大学等との連携（阪神） 

  健康学科のグループ学習の一環として、甲子園大学と連携した講座を組み込んだ 

〝老若交流〟講座については、新型コロナウイルス感染拡大により中止しましたが、関

西労災看護専門学校生との〝異年齢交流〟を実施しました。 

・関西労災看護専門学校との交流 

・講座の実施 
  カレッジ学生（健康学科）が、同専門学校生と一緒に「ウエルネスウォーキング武田尾」に参
加、「漢方と養生」「目と健康」「人間関係の心理学」「心と身体の健康支援実践心理学」をテーマ
とした講義を受講 

  講師・実施日: 神戸薬科大学臨床特命教授     奥川 斉  令和４年１月 12日 
         元えの眼科クリニック医師    繪野 尚子 令和４年１月 12日 
         兵庫県立大学看護学部心理系教授 金  外淑 令和４年１月 19日 

 

  ③ 兵庫教育大学との連携による生涯学習指導者育成研修（嬉野台）【中止】 

     青少年の体験活動や野外活動に関する基本的な理論と実技を修得する教育実習（フ 

    レンドシップ実習：兵庫教育大学における科目）を実施します。 

   （教育実習生を「うれしの台ユースセミナー」におけるリーダーとします。） 

・対 象 者 兵庫教育大学教育実習生（３年生と２年生の一部） 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止 

 

   ④ 地域の学校教育機関との連携（嬉野台） 

     うれしの学園生涯大学の講座の一環として兵庫教育大学、市立米田小学校等と連携

した世代間交流事業を実施し、多世代・多文化交流の促進を図りました。 

主な内容 

・市立米田小３、４年生との世代間交流稲刈り【４年制大学講座４年】 

  実施日：10月 13日  

・兵庫教育大学留学生との国際交流【４年制大学講座１年】 

  実施日：10月 26日  

 

   ⑤ 豊岡短期大学との連携（但馬）【内容変更】            

 豊岡短期大学との連携協定に基づき、講座開設の実施を通して一層の強化を図りま 

    す。具体的には、社会福祉の概要や子育て等をテーマに、同大学において学生との合 

同授業やグループ討議などを実施し、更なる交流を深めました。 

主な内容 

(1)豊岡短期大学で学生と一緒に「社会福祉」「子育て支援」に関する講義を受講す

る。 

(2) 豊岡短期大学の学園祭に参加し、演劇やバザー等を通して学生と交流を図る。 

上記（1）（2）を計画していましたが、コロナウイルスの感染拡大により、（1）

（2）とも中止となりました。 

代わりに、豊岡短大の先生に来校いただき、(1)の内容の講義を受講しました。 

 

 

⑥ 県立龍野北高等学校との連携（西播磨）           

 平成 23年からの県立龍野北高等学校との連携協定に基づき、互いの持つ資源の有効 

    活用を通じて、高校生と高齢者大学生との意見交換会や高校生による森づくりなど 

様々な連携事業を実施しました。 



 

主な内容 

・高校生とゆうゆう学園生との意見交換会の開催 

実施日：令和３年９月 17日、10月８日 

・ゆうゆう学園講座に高校生が参加 

テ－マ：「～人づきあいで若返る～しゃべり上手は聴き上手」 

「介護予防のためのストレッチ及び筋力トレーニング」 

「森・川・街・海と私たちの暮らしのつながり」 

「人生 100年時代の健幸と時間栄養学」 
・高校生（環境建設工学科）に校外学習の機会を提供するため、西播磨文化会館山林 

地に大きな石やコンクリートにレンガを配置した庭園「早秋」を施工 

 

   ⑦ 地域の学校教育機関との連携（淡路）【中止】 

  いざなぎ学園の講座の一環として、関西総合リハビリテーション専門学校、島内   

小・中学校等と連携した世代間交流事業を実施し、多世代交流の促進を図ります。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止により中止 

   ⑧ 公益財団法人兵庫県青少年本部山の学校との連携（協会本部） 

  山の学校生徒による施設内の倒伐木のほか、交流事業に取り組みました。 

 

(2) 公民館等市町関係機関との連携（協会本部）                        

     公民館が主催する生涯学習講座等の講師の紹介、生涯学習推進アドバイザーやいな 

み野学園研究生の派遣などにより、市町の生涯学習事業を支援しました。 

・生涯学習推進アドバイザーの派遣  18件（再掲） 

 

(3) 博物館等社会教育機関との連携（協会本部、いなみ野、阪神、嬉野台、但馬、淡路）                        

 兵庫陶芸美術館及び県立考古博物館との連携により、高齢者大学への講師派遣、各 

    施設の実施事業への積極的な参加等を実施しました。 

  

(4) 自治会等各種地域団体との連携                  

  地域学校協働本部が実施する地域学校協働活動（見守り等学校支援活動、放課後子

ども教室等）への高齢者大学学生、卒業生等の参加を促進しました。 
① プレーパークへの支援（西播磨）【再掲】 

 

 

(5)  高齢者大学等関係組織との連携 

  ① 同窓研修会との連携（いなみ野） 

  同窓研修会を高齢者大学卒業生の生涯学習機関と位置づけ、講師としての研究生 

  等の紹介を通じて研修活動の充実に協力しました。 

  

② ラジオカレッジ友の会（放送大） 

高齢者放送大学の「ラジカレ応援団」ともいえる友の会の活性化を図るため、友の

会の組織率向上や広報誌発行の継続、運営などに関する課題を代表者会議の中で検討

しました。また、地方スクーリングの機会を通じて、各友の会の会員と職員との意見

交換会の実施を働きかけるなど、支援協力を依頼しました。 

 



 

③ 阪神シニアカレッジ同窓会との連携（阪神） 

  新学舎移転に伴い同窓会室を新たに設け、その自主的な活動を支援するほか、同窓

会への加入促進・カレッジ学生募集に関する相互協力や、同窓会の自主事業「マイス

ター講座」で講演する講師の紹介など、相互に連携しながら事業を推進しました。 

   
 

④ うれしの友の会との連携（嬉野台） 

センターに集うすべての人々をつなぐ「うれしの友の会」と連携して、年間 100回

を超える様々な楽しい体験や交流をしながら、参加者相互の心の交流を図り、こころ

豊かな場を創造しました。 

 
 

⑤ みてやま学園学生自治会・同窓会との連携（但馬） 

みてやま学園学生自治会及び同窓会との連携により地域実践活動講座を実施し、花 

    の定植や清掃活動など文教府周辺道路等の環境美化活動に取り組みました。 

 
 

⑥ 但馬高齢者生きがい創造学院との連携（但馬） 

但馬高齢者生きがい創造学院との連携を進め、互いの学園祭で交流を深めるなど高 

    齢者の生活創造活動を支援しました。 

 
 

⑦ ゆうゆう学園学生自治会・同窓会との連携（西播磨）      

学生自治会・同窓会が連携し、研修会やクラブ活動への参加など様々な交流をしな 

    がら、地域におけるボランティア活動等の地域づくり活動の促進へつなげました。 

また、ゆうゆう学園クラブや同好会が、西播磨県民局主催の「西播磨フロンティア 

    祭」で開催される「出る杭大会」には、新型コロナウイルス感染拡大の影響で出場し

ませんでしたが、日頃の地域づくり活動を発表することで更なる地域づくり活動の活

発化を図りました。 

     ※「出る杭大会」への出場【中止】 
 

⑧ いざなぎ学園学生自治会との連携（淡路） 

いざなぎ学園学生自治会の運営に協力し、学園学生相互の親睦を深めることに寄与 

    するとともに、自治会が行う施設内、施設周辺等の清掃その他の環境美化活動を支援 

    することで、いざなぎ学園の学習環境の向上を図りました。 
 

⑨ 塾友会等 OB会との連携（創生塾） 

塾友会等 OB 会との連携により、卒塾生による在塾生への地域活動の紹介や卒塾生

の地域づくり活動の促進を図りました。 

 

 (6) 広域ネットワーク組織との連携                        

  兵庫県公民館連合会等の県域ネットワーク組織との連携を強化するとともに全国明

るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会等の全国ネットワーク組織や関西圏・首都圏

シニア大学校等の県域を越えたネットワーク組織との連携を強化しました。 

①  兵庫県公民館連合会との連携 

兵庫県公民館連合会との連携において、社会教育関係職員等研修や県公民館大会・

近畿公民館大会の実施を支援するなど、兵庫県公民館連合会との連携を強化しました。 



 

〇社会教育関係職員等研修（年６回） 

  新任者（8 月 5 日）・課長施設長対象の研修（7 月 19 日）とスキルアップ研修

（7月 29日、11月 8日、11月 18日、12月 20日）を実施し、社会教育・生涯学

習の人材育成に取り組みました。 

〇県公民館大会（年１回） 

  午前中全体会の Zoom配信、午後講演会を動画撮影し、後日 YouTubeで配信。 

  開催日：令和４年２月１日（火） 

〇全国公民館研究集会・近畿公民館大会（年１回） 

  大会役員及び実践発表者のみの参加により開催されました。 

開催日：令和３年 11月 12日（金） （担当：京都府） 

 

② 全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会との連携（協会本部） 

     高齢者の生きがいづくり・健康づくりを推進し、地域の支え手となる高齢者を育む 

    活動に取り組む全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会の会員として会議等  

に参加し、推進機構相互の情報交換や事業推進の協議を行いました。 

〇総会（年２回）  

すべて書面審議により実施されました。 

     ○幹事会（年３回） 

       すべてリモート会議により開催されました。 

       開催日：令和３年５月 12日、11月 19日及び令和４年１月 26日 

     ○近畿ブロック会議（年１回） 

       書面審議により実施されました。（担当：京都府） 

 

③ 関西圏・首都圏シニア大学校交流事業（協会本部、いなみ野）【中止】 

関西圏・首都圏の高齢者大学の運営者・学生・卒業生等に呼びかけ、互いに知識を 

深め、交流の輪を広げることを目的として実施している当該事業を兵庫県で計画して 

おりましたが、新型コロナウイルス感染拡大により中止しました。 

 

④ 県内文化施設との連携（あいカード）（全施設）  

     県内の美術館、博物館等の文化施設における県高齢者大学等学生を対象とする割引 

    利用制度（あいカードの提示による割引）により、学生の学習ニーズに対応するとと 

    もに、文化施設の利用促進を図りました。 

   

(7) NPO、社会福祉協議会等地域活動団体との連携                 

 ボランティア活動の場の提供、実践体験講座の支援等に取り組むボランティアセン 

    ターを運営する市町社会福祉協議会、NPOを育成する中間支援団体等との連携を進め 

ていきました。 

 

(8) 各施設の魅力を生かした地域住民との交流                   

① 施設の魅力を活かした地域住民との交流（いなみ野） 

・「親子陶芸教室」の継続実施【中止】 

 

 



 

５ 地域団体等の参画と協働による地域文化活動の支援 

  文化会館等で展開してきた地域文化活動の振興、地域文化活動団体への支援を更に強 

 化するなど、地域団体等の参画と協働による地域づくりを推進し、青少年の感性（想像 

 力、表現力等）を育むとともに、住民のふるさと意識の醸成や居場所・交流の場づくり

などを進め、みんなで支え合う地域づくりにつなげました。 

 

(1) 地域文化事業の実施（嬉野台、但馬、西播磨、淡路）                            

     従来から取り組んできた各地域の伝統芸能、音楽、文芸、美術、スポーツ等地域文 

    化の振興を図る発表会、コンサート、公募展、イベント開催等について、引き続き地 

    域の関係団体、住民の参画と協働により事業を継続しました。 

[地域文化活動の振興] 

 

事業名 事業概要 実績 

①
嬉
野
台
生
涯
教
育
セ
ン
タ
ー 

ｱ うれしの春

のフェステ

ィバル 

 

施設開放を行い、芸術、文化、スポーツ、地

域活動団体の交流などを通じて、家族間、

世代間、地域間の交流の促進を図るととも

に、利用者の拡大を図る。 

対象者：県民 

【中止】 

予定日 ：令和３年５月４日(火) 

 

ｲ うれしのま

るごとギャ

ラリー 

年間を通じて絵画、写真、書、木彫、陶芸、

染色等を展示することで作品発表と鑑賞の

場を提供しました。 

対象者：県民 

・常設展示[歴史コーナー] 

  「センターの変遷」 

  「加古川舟運」(ﾚﾌﾟﾘｶ) 

・特設展示 計 141点 

※Ⅰ期 76点、Ⅱ期 65点 

ｳ 東はりまみ

んよう大会 

 

みんように取り組む団体の発表と交流を

通して、伝統芸能の継承を図ることによ

り地域文化の活性化を図りました。 

対象者：県民 

 

実施日：令和３年10月24日(日) 

参加者数：266人 

ｴ 東はりま大

茶会 

 

茶道文化の交流事業を実施し、伝統文化の

保存・継承を図るとともに、地域文化の振

興と普及拡大を図る。 

対象者：団体を構成する会員及び県民 

【中止】 

予定日 ：令和３年10月31日（日） 

 

ｵ 東はりま芸

能祭 

 

芸術活動を進める団体に発表の場と交流の

機会を提供し、団体の育成を図るとともに、

広く県民に鑑賞の場を設けることで伝統芸

能の啓発普及を図りました。 

対象者：団体を構成する会員及び県民 

実施日 ：令和４年１月23日（日） 

参加者数：約200人 

 

ｶ 東はりまコ

ーラス大会 

 

合唱団体による発表と交流の場を提供し、

音楽団体の育成を図るとともに、個性ある

文化活動の向上を図る。 

対象者：団体を構成する会員及び県民 

【中止】 

予定日 ：令和４年１月30日（日） 

 



 

ｷ 文芸誌「東は

りま文化子

午線」の発

行 

東播磨・北播磨地域の県民を対象に公募し

た短歌・俳句・川柳・詩・随筆等の作品を中

心とした文芸誌の発行を通して、文化活動

の裾野の拡大と地域文化の活性化を図る。 

対象者：団体を構成する会員及び県民 

発行日：令和４年３月31日（木） 

発行部数：1,800部 

ｸ 東播磨の地
域文化を考
える会 

 

東播磨・北播磨地域各市町文化協会・団体

の会員等が一堂に会し、地域における文化

振興の現状や課題、地域の特色を生かした

事業の推進方策等について情報交換や協議

を行う。 

対象者：団体を構成する会員及び県民 

【中止】 

予定日 ：令和４年３月12日(土) 

 

ｹ 東播磨選抜
美術展 
 

公募による美術展を開催し、優れた作品に

ふれる機会を設けるとともに、創作意欲を

喚起することにより東・北播磨地域におけ

る美術の振興を図りました。 

対象者：団体を構成する会員及び県民 

実施日 ：令和４年３月11日(金) 

～13日(日) 

参加者数：379人 

②
但
馬
文
教
府 

ｱ 文教府夏期

大学 

県民の教養を高め、こころ豊かに暮らすた

め、斯界の第一人者を招き講演会を開催し、

但馬地域の文化、教育の振興を図りました。 

対象者：県民 

開催日：令和3年8月21日（土） 

場所：豊岡市民会館文化ホール 

講師：森永卓郎、沢松奈生子 

来場者数：約500人 

ｲ 但馬美術展 

 

日本画・油彩画・水彩画・版画・ミクストメ

ディアの５部門からなる公募展を実施、鑑

賞の場を提供することにより美術の発展を

図りました。 

対象者：但馬在住、又は但馬で活動して

いる高校生以上 

実施期間：令和3年8月3日（火）～ 

8月10日（火） 

出品数：116点 

来場者数：1,245名 

ｳ ふるさとの

心をうたう

但馬合唱祭 

 

但馬各地の合唱団体が一堂に会し、日頃の

練習成果の発表と交流により、ふるさと但

馬の文化振興を図る。 

 対象者：但馬内合唱グループ 

【中止】 

予定日：令和 3年 11月 23日（火・

祝） 

ｴ 但馬歴史講

演会 

但馬史へ理解を深め郷土愛を育むため、但

馬の歴史や遺跡等についての講演会を実施

しました。 

 対象者：県民  

開催日：令和 3年 12月 11日（土） 

場所：但馬文教府 

参加者数：100人 

ｵ 但馬文学の

つどい「た

じ ま 作 品

集」の発行 

短歌、俳句、冠句、川柳の合同作品展と研さ

ん交流の会を開催するとともに、但馬在住

者及び但馬のグループに所属する人を対象

に短歌・俳句・冠句・川柳、詩を募集し、短

詩型文学『たじま作品集』として発行しま

した。 

 対象者：一般・・だれでも 

     児童生徒・・但馬地域の小・中・

高・特別支援学校 

<但馬文学のつどい> 

開催日：令和３年 11月 27日（土） 

応募数：一般 230点、 

児童生徒 1,992点 

参加者数：155人 

<『たじま作品集』の発行> 

募集期間：令和 3 年 10月 26日 

（火）～12月 21日（火） 

応募者数：180 名 

令和４年３月発行 

発行部数：500冊 



 

ｶ 但馬ふるさ

と芸術文化

祭 

 

但馬で芸術・芸能活動に取り組む個人や団

体、学校などが日頃の成果を発表し、ふる

さと但馬の芸術・文化のさらなる振興を目

指しました。なお、展示会のみとし芸能活

動発表会は中止しました。 

 対象者：県民  

【内容変更】 

実施日 ：令和 3年 9月 30日（木）

～10月 3日（日） 

実施場所：但馬文教府 

参加者数：850人 

③
西
播
磨
文
化
会
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ｱ 播州段文音

頭大会 

地域に唄い継がれてきた播州段文音頭の保

存会を支援するため、交流の機会を提供す

ることで、活動の活性化とともに、地域文

化の振興を図りました。 

また、大会の様子を紹介するサイトから配

信しました。 

 対象者：西播磨文化協会連絡協議会加盟

の播州段文音頭保存会等､県民 

実施日：令和３年８月 28日（土） 

実施場所：西播磨文化会館 

参加者数：約 70人 

 

 

ｲ 播州段文音

頭教室 

 

播州段文音頭の担い手を養成するため、各

市町文化協会や保存会と連携し、音頭及び

太鼓を学ぶ機会を設けました。 

 対象者：県民 

 

実施日 原則第３火曜日 

    （５月から８月） 

参加人数 各回 15人程度 

ｳ ふるさとの

心をうたう

西播磨音楽

祭 

 

中播磨・西播磨各地で活動している合唱団

等の音楽活動団体に発表と交流の場を提供

し、それら団体の育成を図るとともに、中

播磨・西播磨の特色ある芸術文化活動の向

上を図りました。 

新型コロナウイルス対策のため、会場での

合唱祭は中止とし、合唱サークルの活動を

紹介するサイトから配信しました。 

対象者：県民、中播磨・西播磨地域の合唱

グループ  

【内容変更】 

紹介団体 ４団体 

 

ｴ 西播磨ふる 

さと写真展 

作品を通し、明日の西播磨を考える機会を

提供するとともに、作品の鑑賞を通して、

互いの技量の向上や交流の輪の拡大を目指

し、地域文化の活性化を図りました。 

 テーマ:中・西播磨の自然と文化 

対象者:県民 

 

<巡回展> 

上記の写真展を中播磨・西播磨管内各市町

で巡回展示する巡回展を開催し、広くふる

さと意識の醸成を図りました。 

<写真展> 

期間:令和３年９月４日（土） 

～10日（金） 

実施場所：西播磨文化会館 

入場者数：404名 

 

<巡回展> 

期間：令和３年 10月 7日（木） 

   ～11月３日（水・祝） 

場所：光都プラザ「オプトピア」 

入場者数：400名 

期間：令和３年 11月 19日（金）

～12月８日（水） 

場所：ギャラリー＆喫茶やまだ 

入場者数：114名 

期間：令和３年 12月 16日（木）



 

～23日（木） 

場所：相生市文化会館ホワイエ 

入場者数：650名 

期間：令和４年１月 11日（火） 

～20日（木） 

場所：宍粟市役所１Fロビー 

入場者数：105名 

期間：令和４年１月 28日（金） 

   ～２月６日（日） 

場所：上郡町生涯学習支援ｾﾝﾀｰ 

入場者数：166名 

期間：令和４年２月９日（水） 

～17日（木） 

場所：赤穂市民会館１Fロビー 

入場者数：230名 

 

期間：令和４年２月 19日（土） 

～27日（日） 

場所：姫路市立香寺公民館 

入場者数：487名 

ｵ 西播磨短歌

祭 

中播磨・西播磨地域の短歌愛好者の作品を

公募し、入選者を表彰するとともに、講師

を囲んで作品の鑑賞を行う中で、互いの交

流と創作意欲の高揚を図りました。 

対象者：中・西播磨地域在住または在勤

（学）の方 

     中・西播磨地域の歌会に所属す

る方 

開催日：令和３年 10月 30日（土） 

場 所：西播磨文化会館 

応募数：1,110首（1,044名） 

ｶ 西播磨俳句

祭 

中播磨・西播磨地域の俳句の愛好者の作品

を公募し、入選者を表彰するとともに、講

師を囲んで作品の鑑賞を行う中で、互いの

交流と創作意欲の高揚を図りました。 

対象者：中・西播磨地域在住または在勤

（学）の方 

     中・西播磨地域の句会に所属す

る方 

開催日：令和３年 10月 23日（土） 

場 所：西播磨文化会館 

応募数：2,215句（1,645名） 

ｷ ふるさと意

識醸成プロ

ジェクト 

(ｱ)西播磨ふるさと文化祭 

 子どもから、高齢者まで、多様な世代が

ふるさと意識を共有しつつ、みんなで創

り上げる芸術文化祭を開催。生活創造グ

ループ、地域団体、高齢者大学生、地元高

校生等が参加して展示・ステージ発表等

を行う等、地域イベントを開催しました。 

・対象者：一般 

開催日：令和３年 11月 28日（日） 
場 所：西播磨文化会館 

    （ネット配信併用） 

参加者数：560名 

③
西
播
磨
文
化
会
館 

 



 

(ｲ)播磨「歴史・地域学」講座＆交流フォ

ーラム 

 中・西播磨地域の歴史・文化・くらしな

どの学習を通じて、ふるさとへの愛着・地

域活性化への機運・の醸成・ふるさと創生

づくりに資する講座を開催しました。ま

た、地域の歴史・文化関連図書コーナーを

設け、来館者の閲覧に供しました。 

・対象者：一般 

開催日：①令和３年 10月６日（水） 

   ②令和３年 10月 27日（水） 

   ③令和３年 11月 17日（水） 

   ④令和３年 12月 15日（水） 

場 所：西播磨文化会館 

参加者数：延べ 920名 

 (ｳ)オンラインによる生涯学習講座の実  

  施 

ポストコロナの時代に、三密を避け、自 

宅で学べるよう一般市民向けにインター

ネットにより、歴史・文化や地域づくりに

関する生涯学習講座を配信しました。 

・対象者：一般 

場 所：西播磨文化会館（ネット

配信） 

配信講座数：11講座 

再生回数：1,320回 

 

④
淡
路
文
化
会
館 

 
 
 
 

ｱ 淡路人形浄

瑠璃後継者

交流発表会 

 

淡路人形浄瑠璃に影響を受けた全国の人形

浄瑠璃後継者団体等と連携し、後継者の交

流と発表の機会をつくるとともに、各団体

のネットワーク化と全国への情報発信を推

進しました。 

当初、右記のとおり交流会と発表会を洲本

市内で開催する予定でしたが、新型コロナ

ウイルス感染拡大のため、中止としました。

これらに代えて、感染対策を十分に行った

うえで各団体ごとに撮影会を実施しまし

た。撮影した映像はホームページにアップ

し、配信しました。また、地元南あわじ市ケ

ーブルテレビで放映しました。 

 

 

【内容変更】 

交流会 

予定日：令和３年７月 24日（土） 

場 所：洲本市文化体育館 

発表会 

予定日：令和３年７月 25日（日） 

場 所：洲本市文化体育館 

 

以上は中止 

 

撮影会 

時期： 7月 31日（土）～11月 22

日（月）（計 5回） 

場所：淡路人形座 

参加団体：淡路三原高等学校、三

原中学校、南淡中学校、市小学校、

福井子供会  

ZOOMによる交流会 

実施日：令和３年 12月 18日(土) 

参加団体：三原中学校、南淡中学

校、淡路三原高校、徳島市立川内

中学校、徳島県立城北高校、徳島

県立那賀高校、飯田市立竜峡中学

校、飯田市立高陵中学校、飯田女

子高校 

 



 

 

(2) 文化会館等の特性を生かした利用促進                    

 地域の特色ある文化活動の拠点として市域を越えた地域文化団体の事務局を担うな

ど、伝統文化の伝承活動、住民のふるさと意識の醸成、広域交流のたまり場としての役

割などを担っており、日常的、継続的な賑わいを創出するため、地域の文化団体、地域

団体、生活創造活動グループ、高齢者大学学生・卒業生等と連携し、利用促進を図りま

した。 

ｲ 淡路島ココ

だけの文化

祭 

 

「コロナに負けず文化の明かりを灯しつづ

け、新しいライフスタイルを彩るハートフ

ルなプログラムを届ける。」をコンセプトと

して、淡路地域で保存・継承されている伝

統芸能や民俗芸能、淡路島をテーマとした

創作芸能や様々な音楽等に取り組む団体の

パフォーマンス映像をホームページにアッ

プし、配信しました。 

実施日：令和３年９月 30日（木）   

    ～ 

場 所：淡路文化会館ＨＰ 

 

ｳ 淡路日本画 

セミナー 

 

日本画の創作技術の習得と鑑賞眼を養うと

ともに、芸術に親しむ心を培う機会を提供

しました。 

初級、中級の２コースに分けて開催 

年間 10回 定員：初級 30名、中級 20名 

対象者：県民 

※新型コロナウイルス感染拡大

のため、年間９回に変更して実施 

実施回数：９回 

参加者 ：初級 延べ 138名 

     中級 延べ 88名 

ｴ 淡路洋画 

セミナー 

 

洋画の創作技術の習得と鑑賞眼を養うとと

もに、芸術に親しむ心を培う機会を提供し

ました。 

年間 10回  定員：50名 

対象者：県民 

※新型コロナウイルス感染拡大

のため、年間９回に変更して実施 

実施回数：９回 

参加者 ：延べ 197名 

 

ｵ スプリング 

コンサート 

 

淡路島内の音楽関係団体や愛好家に発表と

交流の機会を提供し、淡路地域の声楽芸術

文化活動の向上及び裾野の拡大をはかるた

め、コンサートの開催を計画したが、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため中止し

ました。 

対象者：県民 

【中止】 

予定日：令和４年３月６日（日） 

会場：淡路市立サンシャインホール 

 

ｶ 第４０回全

淡短歌祭 

短歌作品を募集し、優秀作品を表彰するこ

とで、淡路地域の短歌愛好家の交流と創作

意欲の高揚を図りました｡ 

 対象者：県民 

開催日：令和３年７月 31日（土） 

場 所：洲本市立洲本図書館 

ｷ 第４５回淡

路島俳句大

会 

俳句作品を募集し、優秀作品を表彰するこ

とで、淡路地域の俳句愛好家の交流と創作

意欲の高揚を図りました。 

対象者：県民 

開催日：令和３年 11月 14日（日） 

場 所：洲本市立淡路文化史料館 

ｸ 第４３回淡

路文学作

品展 

作者自ら書写した短歌・俳句・雑俳を展示

することで、淡路における短詩型文学の振

興を図りました。 

対象者：県民 

開催日：令和３年 11月 26日（金） 

～12月 9日（木） 

場 所：洲本市立淡路文化史料館 



 

 

①地域文化活動の支援 

支援団体等 支援内容 実   績 

①
嬉
野
台
生
涯
教
育
セ
ン
タ
ー 

教
育
セ
ン
タ
ー 

 
 

ｱ 東播磨文化団

体連合会への

支援 

東播磨・北播磨地域内の各種文化団体

の連携と研修を深め、地域の芸術文化

の高揚を図ることを目的として設立さ

れた東播磨文化団体連合会が実施する

各種事業や活動等を支援 

＜支援内容＞ 

地域文化団体との連携調整をはじめ、

「東播磨の地域文化を考える会」の開

催や文芸誌「東はりま文化子午線」の

発行など 

<役員会・理事会・定期総会> 
予定日：令和３年５月 29日【中止】 
場所：嬉野台生涯教育センター 
<各事業> 
開催時期：令和３年 10月～令和４年３月 
<みんよう大会>  場所：多可町 
<大茶会>   場所：高砂市【中止】 
<コーラス大会>  場所：加西市【中止】 
<美術展>   場所：三木市 
<芸能祭>    場所：加古川市 
<地域文化を考える会>       場所：嬉野台生涯教育センター 

【中止】 
<｢東はりま文化子午線｣の刊行>  

令和４年３月発行 

       発行部数:1,800部 

②
但
馬
文
教
府 

ｱ 但馬文化協会

への支援 

但馬地域住民の文化に対する関心を高

め、郷土文化の振興を目的として設立

された但馬文化協会が実施する各種事

業や活動等を支援 

〈支援内容〉 

地域文化団体との連絡調整をはじめ、

但馬文化協会機関紙「KOHNOTORI」

発行、ふるさと芸術文化振興事業等 

<但馬美術展> 
開催日：令和 3 年 8 月 3日（火） 

～8月 10日（火） 
<但馬合唱祭> 【中止】 

予定日：令和３年 11月 23日（火・祝） 

<地域文化を考えるｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ> 

開催日：令和 3 年 11月 16日（火） 

場 所：あさご・ささゆりホール、 

あさご芸術の森美術館 

ｲ 但馬芸術文化

会議への支援 

但馬地域住民の芸術・文化活動の振興

を目的として設立された但馬芸術文化

会議が取り組む各種事業や活動等を支

援 

〈支援内容〉 

地域文化団体との連絡調整をはじめ、

「但馬ふるさと芸術文化祭」開催運営

支援、但馬文化賞・青少年文化奨励賞

の実施、機関紙「芸文たじま」の発刊

など 

<総会・会員交流会>【中止】 
 
<常任理事会> 
開催日：令和 3年 7月 14日（水） 

<講師派遣事業> 
実施回数：２回 

<但馬文化賞・但馬青少年文化奨励賞> 
但馬文化賞 
秦 榮一郎 

但馬青少年文化奨励賞 

該当なし 

ｳ 但馬美術協会

への支援 

但馬地域の美術（絵画）振興を図り、

郷土文化の向上に寄与することを目的

として設立された但馬美術協会の事

業、活動等を支援 

〈支援内容〉 

地域文化団体との連絡調整をはじめ、

但馬美術展の開催、但馬美術協会報の

発行など 

<但馬美術展> 
・但馬美術展の開催にむけた募集と広
報活動 
開催期間：令和 3 年 8 月 3日（火） 

～8月 10日（火）      

・但馬美術展における但馬文教府長賞

の授与 



 

ｴ 但馬市郡婦人

会連絡協議会

への支援 

但馬各市町地域婦人会相互の連絡を密

にし、但馬のくらしと文化の促進を図

り、婦人の資質向上と地域の発展を目

指すことを目的として設立された但馬

市郡婦人会連絡協議会の各種事業、活

動等を支援 

〈支援内容〉 

地域文化団体との連携調整をはじめ、

但馬市郡婦人会交流会、但馬文教府と

共催で実施する研修会など 

<交流会>【中止】 
 
<研修会> 
開催日：令和 3年 11月 26日（金） 
場 所：但馬文教府 
内 容：講演「元気に生きる食と農」 

講師：保田 茂(NPO法人理事

長) 

みてやま地域公開講座と共催 

③
西
播
磨
文
化
会
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ｱ 西播磨文化協

会連絡協議会

への支援 

 

中播磨・西播磨地域住民の文化に対す

る関心を高め、郷土文化の振興を目的

として設立された西播磨文化協会連絡

協議会が取り組む各種事業や活動等を

支援 

〈支援内容〉 

地域文化団体との連絡調整をはじめ、

子どもも大人も楽しめる「文化体験教

室」、西播磨地域ふれあい文化交流会、

新年文化交流会の開催、機関誌「西播

磨文化」の発行など 

【内容変更】 

・地域ふれあい文化交流会・研修会は、 

古文書の講演と神河町の地域文化の

紹介等を収録した DVDの配布等によ

り実施 

<西播磨地域ふれあい文化交流会・ 
研修会> 

収録日：令和３年 10月 19日（火） 
内 容：・講演「神河町の古文書」 
     講師：生田 吉昭 
    ・神河町文化協会活動紹介等 
    ・各文化協会の情報交換 
 
<新年文化交流会> 
開催日：令和４年１月５日（水） 
場 所：西播磨文化会館 
参加者数：87名 
 

 
<機関誌「西播磨文化」の発行> 
発 行 日：令和４年３月１日 

発行部数：1,000部 

④
淡
路
文
化
会
館 

ｱ 淡路文化団体

連絡協議会へ

の支援 

淡路地域住民の文化に対する関心を高

め、郷土文化の振興を目的として設立

された淡路文化団体連絡協議会が実施

する各種事業や活動等を支援 

〈支援内容〉 

地域文化団体との連絡調整をはじめ、

ふるさと文化交流事業の開催や機関誌

「あわじ」の発行等 

<第 40回全淡短歌祭> 
開催日：令和３年７月 31日（土） 
場 所：洲本市立洲本図書館 
参加者数：40名 
<第 45回淡路島俳句大会> 
開催日：令和３年 11月 14日（日） 
場 所：洲本市立淡路文化史料館 
参加者数：57名 
<第 43回淡路文学作品展> 
開催日：令和３年 11月 26日（金） 

～12月９日（木） 
参加者数：130名 
場 所：洲本市立淡路文化史料館 
 
<ふるさと文化交流事業> 
開催日：令和３年 10月 30日（土） 
場 所：南あわじ市中央公民館   
<文化情報誌「あわじ」> 
発行日：令和４年３月 15日発行 

発行部数：1,300 部<第 38 回全淡短歌

祭 



 

 

６ 文化・芸術活動の拠点としての機能強化 

(1)  但馬文教府「ふるさと交流館」の活用 

   可動式の間仕切りによりホール、中会議室、フィットネススタジオ等へ多目的に利用 

できるふるさと交流館を但馬地域の活動の拠点にして、文化・芸術活動、地域のグループ 

活動等を支援しました。 

 

 

７ 経営の健全性・透明性の確保 

 「（公財）兵庫県生きがい創造協会経営改善推進本部（令和２年４月設置）」を通して、事

務事業の見直しに取り組み、令和３年度においては、いなみ野学園入学募集活動の推進、ラ

ジオカレッジの入学要件緩和及び生きがい創造協会寄附の募集を推進するとともに、陶芸の

村受講料の値上げを検討しました。 

一方で、令和３年度も、２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大に伴う高齢者大

学における学生減による受講料収入の減等の損失分について、県から財政支援措置が講じら

れました。 

今後も、経営の健全化に向け、引き続き選択と集中の徹底、コスト削減に取り組むととも

に、安定財源の確保を図るなど、経営の健全性・透明性の確保に努めていきます。 

 

 (1) 自主財源等安定した収入の確保                        

① 高齢者大学入学者の確保 

応募者数が減少傾向にあることから、魅力的なカリキュラムの設定など、高齢者大学 

の魅力向上を図り、入学者定員の確保に努めました。 

     特に、いなみ野学園の運営について、「いなみ野学園運営懇話会」を引き続き開催し、

入学資格及び陶芸・園芸・健康づくり各学科の実技実習の拡充といった見直しの検討

を行いました。 

また、入学者募集の際に効果的な口コミによる周知を図るため、学生・卒業生等への 

       高齢者大学に関する定期的な情報提供を行うほか、PR効果の高いホームページ、マス 

   メディアの活用、近隣公民館や個別企業への訪問説明や企業関係団体への所属企業への 

案内依頼など、効果的な PR に努め、認知度の向上を図った結果昨年度を上回る約 289

名の入学生を確保しました。 

 

② 適正な受益者負担の徴収 

・協会事業に係る経費について、適正な受益者負担を求めました。 

 

③ 寄付募集の推進 

生きがい創造協会の各事業に充当する一般寄附及び「いなみ野学園多世代交流応援

プロジェクト事業」に充当する「ふるさとひょうご寄附金」の寄附の募集を行いまし

た。 

 

 



 

実績：ア 兵庫県生きがい創造協会寄附               （単位:円） 

使途 寄付者数 寄附額 

1 地域・世代間交流事業  １ 15,000 

2 いなみ野学園  ６２ 421,621 

3 ひょうごラジオカレッジ  ４ 40,000 

4 阪神シニアカレッジ  ０ 0 

5 嬉野台生涯教育センター／うれしの学園生涯大学  １ 10,000 

6 但馬文教府／みてやま学園  ０ 0 

7 西播磨文化会館／ゆうゆう学園  １ 10,000 

8 淡路文化会館／いざなぎ学園 ０ 0 

9 ふるさとひょうご創生塾 ０ 0 

10 協会が実施する事業 ８ 75,000 

計 ７７  571,621 

 

   イ ふるさとひょうご寄附金 １名、10,000円 

（充当先：いなみ野学園多世代交流応援事業） 

 

 

   ④ オープンキャンパスの開催（いなみ野、阪神、嬉野台、但馬、西播磨、淡路） 

講座やクラブ見学等を入学希望者や地域住民に幅広く開放し、高齢者大学での学び

や活動への理解を深めてもらう機会としました。 

 

いなみ野学園 

開 催 日 令和 3年 11月 30日、12月 3日、12月 8日 

対 象 者 入学希望者 

参加者数 52名 

場  所 地域活動支援センター 外 

内  容 学園概要、入学案内、クラブ活動見学会 

 

 

阪神シニアカレッジ 

（オープンキャンパス）【再掲】 

開 催 日 令和３年８月４日 

対 象 者 一般 

参加者数 100名 

場  所 阪神シニアカレッジ大教室 

内  容 講演「日本最古のパンデミックの記録から」阪神シニアカレッジ学長 田辺眞人 



 

（オープンキャンパス）【再掲】 

開 催 日 令和３年 12月 24日 

対 象 者 一般 

参加者数 100名 

場  所 阪神シニアカレッジ大教室 

内  容 
「クリスマスふれあいコンサート」 NPO法人関西芸術文化支援の森ゆずりは 

若手演奏家４名 
 

嬉野台 

開 催 日 令和３年 11月 30日、12月 14日、令和４年１月 11日、１月 25日、２月８日 

対 象 者 うれしの学園生涯大学入学希望者 

参加者数 15名 

場  所 嬉野台生涯教育センター 

内  容 専門講座、実践発表会、クラブ活動など 

 

但馬 

開 催 日 令和３年１月 14日､２月 25日､３月４日 

対 象 者 一般県民及びみてやま学園入学希望者 

参加者数 28名 

場  所 但馬文教府 

内  容 専門講座、教養講座、クラブ活動、学習発表会 

 

西播磨【再掲】 

開 催 日 令和４年１月 21日 

対 象 者 一般県民、高齢者大学学生 

参加者数 高齢者大学学生 132名 一般 13名  計 145名 

場  所 西播磨文化会館 

内  容 
演題：｢森・川・街・海と私たちの暮らしのつながり｣ 

講師：海と空と約束プロジェクト代表 西谷 寛 

 

西播磨【再掲】 

開 催 日 令和４年２月４日 

対 象 者 一般県民、高齢者大学学生 

参加者数 高齢者大学学生 136名 一般 14名  計 150名 

場  所 西播磨文化会館 

内  容 
演題：「人生 100年時代の健幸と時間栄養学」 

講師：兵庫県立大学環境人間学部 教授 永井 成美 



 

淡路 

開 催 日 令和３年 12月１日・８日、令和４年１月 12日・26日、２月９日 

対 象 者 入学希望者 

参加者数 14名 

場  所 淡路文化会館 

内  容 学園概要、入学案内、クラブ活動見学会 

 

⑤ 自主事業の収益の確保 

ア 高齢者手づくりの店（協会本部） 

  高齢者が、趣味、創作活動として製作した手工芸品や民芸品、育成した野菜・花

などを販売する場として、民間事業者に委託して運営しました。 

・出品物    野菜、花き、果物、苗、菓子、手芸品など 

・施設の概要  木造平屋建寄棟造 117.9 ㎡ 

 

イ 高齢者園芸センター（協会本部） 

高齢者が土と親しみ作物を育てることを通じて健康を増進するとともに、地域や

世代間の心のふれあいと交流を図る場として運営しました。 

(ｱ) 指導者付貸農園（ファミリーファーム）の運営 

 ・区画数 448区画(16.5㎡；395区画、30㎡；14区画、32㎡；39区画） 

 ・利用料 16.5㎡       7,200円／年 

        30㎡及び 32㎡   18,000円／年 

 

  ファミリーファーム総区画数 利用区画数 

①16.5㎡／区画 395区画 224区画 

②30.0㎡／区画 14区画 8区画 

③32.0㎡／区画 39区画 38区画 

    

     (ｲ) 施設の概要 

  ・ファミリーファーム  11,620㎡  ・農 園         4,415㎡ 

  ・果樹園           6,330㎡  ・管理棟          176㎡ 

 

ウ 高齢者陶芸の村（協会本部） 

高齢者が作陶活動を通じて、仲間と共に生きがいを創造する場として、会員の自 

     主運営により実施しました。 

(ｱ) 会員の入村・利用料等 

  ・会 員 60歳以上の者          

 ・入村料 12,000円 ・利用料 月額 3,500円（３月分前納） 



 

・材料費・焼成費 内容に応じて設定 

・作陶日：週２回（月・火と木・金の２班） 

指導員が作陶焼成等の指導にあたります。 

 

（ｲ）地域への開放 

地域の人々に施設を開放し、広く陶芸の普及と世代間交流を図りました。 

・利用料 一人１日 700円 

・材料費・焼成費 内容に応じて設定 

・指導員が作陶焼成等の指導にあたります。 

・作陶日：毎週水曜日 

 

(ｳ) 施設の概要 

   ・敷地 2,820㎡、建物 720.78㎡ 

   ・作業棟３棟 451.11㎡、窯棟３棟 120.43㎡、乾燥棟 72㎡、その他 78.24㎡ 

 

(ｴ) 利用料の値上げ 

・令和４年７月分から月額利用料を 1,500 円値上げし、5,000 円とすることを 

予定しています。 

 

エ 貸館の試行実施（協会本部） 

いなみ野学園のＰＲ及び施設の有効利用のため、広く県民を対象として、いなみ野

学園の教室について貸館（有料）の試行実施に取り組むこととしておりましたが、新

型コロナウイルス感染症の影響で貸館を実施しませんでした。 

・対象施設：ふれあい館に加え、大講堂、大教室、中教室 

・貸館日時：月曜日～金曜日の 15:30～17:30（祝日、年末年始を除く） 

 

 (2) 施設の改修による利便性等の向上 

   各施設の状況、所要経費等を勘案し、利用者の利便性・快適性を確保して利用者増を

図るための施設改修を計画的に進めました。 

 

(3) 職員の適正配置等による運営 

 長期的視点で事業を計画的、継続的に執行することができるよう職員の適正配置等に 

    よる運営を行うとともに、高齢者大学のクラス運営等のルーティン業務を運営サポータ 

ー等による自立的運営に移行するなど、高齢者が高齢者を支援する体制で運営を行いま 

した。 

 

(4) 協会事業の透明性確保・広報の充実                      

    ① 協会事業の見える化 

    ア 協会ホームページで、組織・収支状況・経営方針・事業内容・イベント情報など 

 を定期的に発信しました。 

 



 

    イ ニュースレター「生きがい通信」（協会本部） 

   高齢者の生きがいと健康づくりに関する情報などをニュースレターとしてホー 

  ムページに掲載することにより、地域社会への貢献についての県民の意識啓発を図 

  るとともに協会事業の内容を積極的に発信しました。 

  ・発信回数  年３回 

 

② マスメディアとの連携 

 ラジオや新聞等のマスメディアの協力を得ながら、当協会及び協会事業の知名度向

上を図りました。 

ア 記者発表等マスメディアの積極的活用の推進 

  本庁及び県民局の定例記者会見や月間広報計画などの広報媒体を活用し、各高

齢者大学の入学生募集をはじめ各種事業のＰＲ活動を積極的に推進しました。 

・高齢者大学入学募集、放送大学学生募集、オープンキャンパス、短期集中講座、

しごと活躍講座、聴講講座、兵庫県公民館大会など 

 

③ いなみ野学園情報の制作・発信（いなみ野） 

     地域ケーブルテレビ局「BAN-BAN テレビ」の協力を得て、大学院講座学生等の自主

制作による動画を放映している番組「播磨まちかどニュース with いなみ野学園」へ

の応援を行うとともに、動画の内容や学園行事等のニュースを紙面で紹介する「瓦版」

を発行し、学園の活動や魅力について情報発信に努めました。 

     ・動画放送番組数：年２４本（月２回） 

     ・瓦版発行回数：年１０回 
 

④ ホームページの運営（全施設） 

 可能な限りの情報公開を目指すとともに、わかりやすく、親しみやすい、身近に感 

じてもらえる施設像の情報発信に努めました。 

 

(5) 経営改善の推進 

    経営改善を推進するため、その推進体制を運営するとともに、事業の廃止・縮小、

業務執行体制の見直し、事務経費節減等に取り組むとともに、いなみ野学園をはじめ

協会実施事業の魅力向上に取り組みました。                      

                           

取組み事例 内容 効果 

いなみ野学園入学

募集活動の推進 

・地元企業等(神鋼、川重)への働きかけ 

・近隣市町高齢者大学へのＰＲ 

入学者 30名増 259名⇒289名 

（陶芸専修コース含む） 

ラジオカレッジの

入学要件緩和 

・入学資格の撤廃（年齢制限、居住制限） 

 

本科生 127名（R3） 

⇒ 155名（R4） 

生きがい創造協会

寄附の募集推進 

・積極的な寄付募集活動の展開 33名 403,744円（R2） 

⇒ 77名 571,621円（R3） 

陶芸の村利用料の

値上げ 

・令和４年 7月分から値上げ実施（予定） 

（月 3,500円⇒5,000円） 

R4収支見込 －545千円 

R5収支見込 ＋145千円 



 

８ 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた適切な対応 

新型コロナウイルスの感染が続くなか、「新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対 

処方針」に基づき、県関係部局とも連絡を密にして、感染状況の推移に応じて、その感 

染拡大防止のための対策の実施に機動的かつ適時適切に取り組みました。 
 
[具体の取組み]    

・ 学園生による清掃・消毒、換気の徹底 

・ 園内放送による昼食時の黙食の注意喚起 

・ 職員による共用部分・執務場所等の清掃・消毒、換気の徹底 

・ 分散教室による講座実施 

・ 自宅でのリモート受講（希望者向け） 

など 

 

[高齢者大学の休校]       
 

高 齢 者 大 学 名 休校期間 備  考 

いなみ野学園 ４／２６～ 

５／１１ 

・補講期間（７/26～７/30）、 

・クラブ活動再開（６/１～） 

阪神シニアカレッジ ４／２６～ 

５／３１ 

・補講期間（６/３～12/20）、 

・クラブ活動再開（６/１～） 

うれしの学園生涯大学 ４／２７～ 

５／１７ 

・補講期間（５/18～８/10） 

※ｶﾘｷｭﾗﾑ変更 

・クラブ活動再開（６/21～） 

みてやま学園 ４／２６～ 

５／１１ 

・大学は当該期間に開校日なし 

・大学院 5/11分は 7/13に延期 

ゆうゆう学園 ４／２５～ 

５／１１ 

・大学 4/30分は 8/31に補講 

・大学院 5/6分は 8/19に延期 

・クラブ活動は 6/20まで自粛要請 

いざなぎ学園 ４／２５～ 

５／１４ 

・大学 4/28分は 6/9と 6/16に延期 

・大学院 5/14分は 5/21と 7/16に延期 

・サークル活動再開（6/30～） 

    

 

[指定管理施設の休館]    
 

施 設 名 休 館 期 間 開 館 日 

嬉野台生涯教育センター 

４／２５～５／１１ ５／１２  
但馬文教府 

西播磨文化会館 

淡路文化会館 

 


