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分野 事業名（例） 

生涯学習 
文京区の地勢や歴史を知る講座の実施、文京区民の生活史を知る講

座の実施 等 

スポーツ 文京区ゆかりの人や史跡をめぐるヘルスアップウォーキング 等 

文化芸術 文京区ゆかりの人が残した資料や史跡を見て・ふれて・学ぶ 等 

観  光 文京区の伝統工芸体験ツアー 等 

事
業
例 

国際交流 外国人から見た文京区などをテーマとした懇談会 等 

 

 

プロジェクト 例３ 

アカデミーフェスティバル ―文
ふみ

の京
みやこ

を楽しむ― 

区民や来訪者への学習機会の創出や学習活動の充実を図ることにより、新たな交流が生

まれるきっかけづくりを目的にアカデミー推進期間を設定する。その期間中に、文化・生

涯学習施設やスポーツ施設など区内全域で各種イベントや成果・活動状況の発表、講演会

等を集中的に実施する。期間中は各会場をめぐることのできるコースマップ等を作成し、

さまざまな体験ができる仕組みづくりを行う。 

また、事業の運営には区民、団体、事業者等の参加を促し、参加体験型のプロジェクト

として進めていく。 

 

分野 事業名（例） 

生涯学習 生涯学習団体による講座の実施、生涯学習相談 等 

スポーツ スポーツ団体等協働事業の開催、健康教室の開催 等 

文化芸術 文化芸術連盟・サークルによる発表会や展示会、体験教室 等 

観  光 
まちあるきイベントの実施、食や伝統工芸などのコンテスト開催

等 

事
業
例 

国際交流 国際交流団体によるイベント開催、サークル紹介 等 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業 

（平成 22年度）
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Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） 

 

� �������������������� 

 

生涯学習・スポーツ・文化芸術・観光・国際交流の５分野に関係する、区の各部局（指

定管理者を含む。）が、平成22年度に実施又は実施を予定している事業について、体

系別アカデミー推進事業として整理した（実績は平成23年1月1日現在）。 

 

○ 管理番号は、「分野別」、「分野別の目標」、「基本的な方向性」により体系化

した順に整理した。 

 

【凡例】       

  ���   －      ������      －    ������� 

    

 

 

   

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

1－1－(1) 担当の課名 事業の名称 事業の概要 平成22年度に実施した実績 

 
 

 

 

   分 野 別  

 

１ 生涯学習 …………………………  ８０ページ～ 

 

  ２ スポーツ ………………………… １００ページ～ 

 

 ３ 文化芸術 ………………………… １０５ページ～ 

 

  ４ 観  光 ………………………… １１０ページ～ 

 

  ５ 国際交流 ………………………… １１２ページ～ 

 
 
 

１ 生涯学習 － 
いつでも、どこでも、だれでも学習

や活動ができる機会の提供・充実 
１ － 

多様な講座や学習

機会の提供・充実 
�１� 
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Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１ 生涯学習 

１－１－（１） 防災課 生活技術を身

につける学習

機会の充実 

豊かに安全で生活するための技

術を身につけることのできる学

習機会を充実する。 

総合防災訓練【約 15,000

人】 

 ※平成22年度は東京都と

合同実施 

地域防災訓練【21 年度実

績：11,208 人】 

防災コンクール【21 年度実

績：693 人】 

避難所運営訓練【21 年度実

績：527 人】 

  

１－１－（１） 区民課 教養を高める

学習機会の充

実 

教養等に関する区民の要求に応

える学習機会を充実する。 

11 月 23 日開催 

講師 小倉千加子（評論家・

心理学者） 

演題 「近頃の結婚事情」 

定員 300 人 

申込 208 人 

参加 152 人 

  

１－１－（１） 区民課 交流館におけ

る交流事業の

充実 

世代間を越えて、広く区民同士

が交流を図れるよう、交流館に

おいて、さまざまな交流事業を実

施する。 

①軽体操教室 

②かんたんシェイプアップ

教室 

③絵手紙教室 

④携帯電話サロン 

⑤フラワーアレンジメント教

室 

⑥ママとベビーのふれあい

教室 等 

  

１－１－（１） 区民課 ふれあいサロ

ン事業 

幅広い年代の区民が参加する

各種イベントやさまざまな教室を

開催し、生きがいづくりや区民間

の交流の支援、地域のさらなる

活性化を目指す。 

携帯電話教室、木版画でう

ちわづくり、リボンフラワ

ー、絵手紙教室、折り紙教

室、デジタルカメラ教室等 

  

１－１－（１） 経済課 職業に関する

学習機会の充

実 

経営者や従業員が必要としてい

る知識・技術の習得を図るため

研修や講演会等を開催する。 

産業振興セミナー（簿記講

座、ビジネス実務講座、財

務 3 表の読み方・活かし

方、リスクマネジメントを考

える外） 

  

１－１－（１） 経済課 職業に関する

学習機会の充

実 

区内で創業を目指す人に対し、

実践的な技術、理念を学ぶ機会

を提供する。 

起業家支援セミナー   

１－１－（１） 経済課（消

費生活セン

ター） 

生活技術を身

につける学習

機会の充実 

豊かに安全で生活するための技

術を身につけることのできる学

習機会を充実する。 

消費生活研修会、携帯電話

教室、消費生活展 

  

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（１） 経済課（消

費生活セン

ター） 

生活技術を身

につける学習

機会の充実 

子どもの生活技術向上を高める

学習機会を提供する。 

子ども向け研修会 2 回   

１－１－（１） アカデミー

推進課 

文京お届け講

座 

区民の自主的な学習活動を支援

するとともに、職員が住民の中

に入って、職務に関する話をす

ることで職員の意識改革や区と

住民との協働関係の醸成に資す

る。 

2 件   

１－１－（１） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア生涯学習一

日体験フェア 

文京アカデミア講座の受講生募

集にあたり、多くの方に講座を紹

介するため「文京アカデミア生涯

学習一日体験フェア」を開催す

る。 

文京アカデミア生涯学習一

日体験フェア（9 月3 日・3 月

9 日）               

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

夏休み子ども

アカデミア講

座 

夏休みの期間に小・中学生を対

象とした子ども向けのアカデミア

講座を実施する。 

夏休み子どもアカデミア講

座（9 講座）           

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

資格取得キャ

リアアップ講座 

区民の資格取得やキャリアアッ

プを支援するため、区内大学と

連携し、大学で開講する講座を

区民が受講する際に一部補助を

行い、区民のキャリアアップを支

援する。 

7 講座（日本女子大学 6 講

座、貞静学園短期大学 1 講

座） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

大学キャンパ

ス講座 

文京アカデミア講座の一分野と

して、大学の人材・キャンパスを

活用した講座を委託事業として

実施する。 

9 大学 23 講座 指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

区内大学の公

開講座・講演

会の後援 

大学公開講座・講演会の事業内

容について後援し、広報など、開

催について協力する。 

4 大学 19 講座 指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア講座の充実 

区民が、地域、文学、歴史・社

会、芸術、くらし、語学、健康・ス

ポーツなど、多様な分野につい

て学ぶことが出来るよう、文京ア

カデミア講座の内容を充実す

る。 

また、多くの区民が受講しやす

いよう講座の開催日時等の検討

を行う。 

文京アカデミア講座（民間

教育業者委託講座、大学連

携講座、自主企画講座、区

民プロデュース講座）     

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１ 生涯学習 

１－１－（１） 防災課 生活技術を身

につける学習

機会の充実 

豊かに安全で生活するための技

術を身につけることのできる学

習機会を充実する。 

総合防災訓練【約 15,000

人】 

 ※平成22年度は東京都と

合同実施 

地域防災訓練【21 年度実

績：11,208 人】 

防災コンクール【21 年度実

績：693 人】 

避難所運営訓練【21 年度実

績：527 人】 

  

１－１－（１） 区民課 教養を高める

学習機会の充

実 

教養等に関する区民の要求に応

える学習機会を充実する。 

11 月 23 日開催 

講師 小倉千加子（評論家・

心理学者） 

演題 「近頃の結婚事情」 

定員 300 人 

申込 208 人 

参加 152 人 

  

１－１－（１） 区民課 交流館におけ

る交流事業の

充実 

世代間を越えて、広く区民同士

が交流を図れるよう、交流館に

おいて、さまざまな交流事業を実

施する。 

①軽体操教室 

②かんたんシェイプアップ

教室 

③絵手紙教室 

④携帯電話サロン 

⑤フラワーアレンジメント教

室 

⑥ママとベビーのふれあい

教室 等 

  

１－１－（１） 区民課 ふれあいサロ

ン事業 

幅広い年代の区民が参加する

各種イベントやさまざまな教室を

開催し、生きがいづくりや区民間

の交流の支援、地域のさらなる

活性化を目指す。 

携帯電話教室、木版画でう

ちわづくり、リボンフラワ

ー、絵手紙教室、折り紙教

室、デジタルカメラ教室等 

  

１－１－（１） 経済課 職業に関する

学習機会の充

実 

経営者や従業員が必要としてい

る知識・技術の習得を図るため

研修や講演会等を開催する。 

産業振興セミナー（簿記講

座、ビジネス実務講座、財

務 3 表の読み方・活かし

方、リスクマネジメントを考

える外） 

  

１－１－（１） 経済課 職業に関する

学習機会の充

実 

区内で創業を目指す人に対し、

実践的な技術、理念を学ぶ機会

を提供する。 

起業家支援セミナー   

１－１－（１） 経済課（消

費生活セン

ター） 

生活技術を身

につける学習

機会の充実 

豊かに安全で生活するための技

術を身につけることのできる学

習機会を充実する。 

消費生活研修会、携帯電話

教室、消費生活展 

  

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 
 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（１） 経済課（消

費生活セン

ター） 

生活技術を身

につける学習

機会の充実 

子どもの生活技術向上を高める

学習機会を提供する。 

子ども向け研修会 2 回   

１－１－（１） アカデミー

推進課 

文京お届け講

座 

区民の自主的な学習活動を支援

するとともに、職員が住民の中

に入って、職務に関する話をす

ることで職員の意識改革や区と

住民との協働関係の醸成に資す

る。 

2 件   

１－１－（１） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア生涯学習一

日体験フェア 

文京アカデミア講座の受講生募

集にあたり、多くの方に講座を紹

介するため「文京アカデミア生涯

学習一日体験フェア」を開催す

る。 

文京アカデミア生涯学習一

日体験フェア（9 月3 日・3 月

9 日）               

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

夏休み子ども

アカデミア講

座 

夏休みの期間に小・中学生を対

象とした子ども向けのアカデミア

講座を実施する。 

夏休み子どもアカデミア講

座（9 講座）           

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

資格取得キャ

リアアップ講座 

区民の資格取得やキャリアアッ

プを支援するため、区内大学と

連携し、大学で開講する講座を

区民が受講する際に一部補助を

行い、区民のキャリアアップを支

援する。 

7 講座（日本女子大学 6 講

座、貞静学園短期大学 1 講

座） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

大学キャンパ

ス講座 

文京アカデミア講座の一分野と

して、大学の人材・キャンパスを

活用した講座を委託事業として

実施する。 

9 大学 23 講座 指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

区内大学の公

開講座・講演

会の後援 

大学公開講座・講演会の事業内

容について後援し、広報など、開

催について協力する。 

4 大学 19 講座 指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア講座の充実 

区民が、地域、文学、歴史・社

会、芸術、くらし、語学、健康・ス

ポーツなど、多様な分野につい

て学ぶことが出来るよう、文京ア

カデミア講座の内容を充実す

る。 

また、多くの区民が受講しやす

いよう講座の開催日時等の検討

を行う。 

文京アカデミア講座（民間

教育業者委託講座、大学連

携講座、自主企画講座、区

民プロデュース講座）     

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 
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Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア講座（くら

し）、魚のおろ

し方教室     

区民が豊かに安全に生活するた

めの知識や技術を身につけるこ

との出来る講座をアカデミア講

座の中で実施する。 

・文京アカデミア講座 

税に関する講座（後期アカ

デミア講座・身近な税金の

基礎知識） 料理講座（前期

1講座、後期2講座、後期Ⅱ

1 講座） 

・魚のおろし方教室（年 3

回） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

文京いきいき

アカデミア講

座（文京区高

齢者大学） 

2年制、1年目は教養課程で受講

生全員が同じカリキュラムを履

修する。1 年目のカリキュラムに

7 割出席すると 2 年目の専門課

程に進み、文京アカデミア講座

を選択制で 20 回（有料）以上の

受講をすると卒業認定となる。 

文京いきいきアカデミア講

座【専門課程】（特別科目 2

回、必修科目 6 回、その他

12 単位）  

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

パソコン講座 1 日2 コースで 3 日間、初心者向

けのパソコン講座を業務委託に

よって実施。 

パソコン講座 6 回 指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

大学プロデュ

ース特別講座

（学長講演会） 

大学等の教育・文化資源を活用

するために、大学との連携を強

め、大学の持つ高度で専門的な

学習機能や人材を活用した事業

として大学プロデュース特別講

座、大学学長の講演会を実施す

る。 

大学プロデュース特別講座

（学長講演会 1 回）       

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

企業連携講座

の実施 

企業等から、ビジネスやマネジメ

ントをはじめとした多様な講座の

企画・提案を募り、協力、連携し

て実施する。 

メセナ講座 5 回 指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア講座（地

域）、文京いき

いきアカデミア 

文京アカデミア講座、文京いきい

きアカデミアの中で地域に関す

る講座を作り、地域の現状や歴

史・伝統文化を知るための学習

機会を提供する。 

文京アカデミア講座（4 講

座） 

いきいきアカデミア（8 講座） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） 障害福祉課

（福祉センタ

ー） 

障害者ととも

に生きる社会

をつくるための

学習機会の設

置 

障害者の自立を促し、障害者に

対する理解を深めるための学習

機会を提供する。 

各種障害者料理講座、心身

障害者（児）の保護者のた

めの講習会 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（１） 児童青少年

課 

幼児・児童・生

徒を対象とし

た事業の充実 

遊びを通じた学習の機会となり、

かつ異年齢との交流の機会とな

る、幼児・児童・生徒を対象とし

た事業を提供する。 

児童館行事各種（リトミッ

ク、遠足、卓球、リズムダン

ス、季節行事、伝承遊び等） 

  

１－１－（１） 男女協働・

子ども家庭

支援センタ

ー担当課 

男女平等参画

社会の実現に

向けた学習機

会の充実 

男女平等参画社会の実現に向

けた学習機会を提供する。 

男女協働・子ども家庭支援

センター担当課 

・男女平等参画セミナー 8

回（予定） 

男女平等センター事業 

・男女共同参画週間記念講

演会 1 回 

・プラスワンセミナー  6 回

（予定） 

・講演会またはシネマ 1 回

（予定） 

男女平等セン

ター事業は、

指定管理者が

実施 

１－１－（１） 管理課 自転車実技講

習会 

自転車の利用・点検や整備につ

いて理解を深め、交通のきまり、

約束等を守って安全な乗車がで

きるようにする。 

免許証及び修了証取得者

260 人 

  

１－１－（１） みどり公園

課 

教養を高める

学習機会の充

実 

教養等に関する区民の要求に応

える学習機会を充実する。 

園芸教室「山野草の寄せ植

え」17 人 

  

１－１－（１） みどり公園

課 

まちづくりに関

する学習機会

の提供 

自然とふれあい、環境を守るき

っかけとなる学習機会を提供す

る。 

自然散策会「東大本郷キャ

ンパス」42 人「小石川植物

園」3 月予定 

  

１－１－（１） 環境政策課 親子環境教室 環境意識啓発を目的として「体験

を通じて、考え、調べ、学び、行

動する」という体験型環境学習の

機会を提供する。 

親子環境教室（4 回実施） 

①7 月24 日  参加者49 人 

（親：22 子：27 ） 

②10 月2 日  参加者27 人 

（親：14 子：13 ） 

③11 月 13 日 参加者 43 人 

（親：20 子：23） 

④12 月4 日  参加者41 人 

（親：20 子：21 ） 

  

１－１－（１） リサイクル

清掃課 

公開講座（リサ

イクル団体企

画） 

区内で活動しているリサイクル

団体の企画による公開講座を一

般区民向けに行っている。 

2 月 5 日(土）開催予定 ｢微

生物に学ぶリサイクル生

活」 

【21 年度実績：参加者 32

人】 

  

１－１－（１） 庶務課 家庭教育講座 家庭における教育力の向上のた

め、講座・講演会を開催する。 

家庭教育に関心のある方を

対象に幼稚園・小学校・中

学校の校園長会と連携して

講座を 10 回開催した。 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア講座（くら

し）、魚のおろ

し方教室     

区民が豊かに安全に生活するた

めの知識や技術を身につけるこ

との出来る講座をアカデミア講

座の中で実施する。 

・文京アカデミア講座 

税に関する講座（後期アカ

デミア講座・身近な税金の

基礎知識） 料理講座（前期

1講座、後期2講座、後期Ⅱ

1 講座） 

・魚のおろし方教室（年 3

回） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

文京いきいき

アカデミア講

座（文京区高

齢者大学） 

2年制、1年目は教養課程で受講

生全員が同じカリキュラムを履

修する。1 年目のカリキュラムに

7 割出席すると 2 年目の専門課

程に進み、文京アカデミア講座

を選択制で 20 回（有料）以上の

受講をすると卒業認定となる。 

文京いきいきアカデミア講

座【専門課程】（特別科目 2

回、必修科目 6 回、その他

12 単位）  

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

パソコン講座 1 日2 コースで 3 日間、初心者向

けのパソコン講座を業務委託に

よって実施。 

パソコン講座 6 回 指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

大学プロデュ

ース特別講座

（学長講演会） 

大学等の教育・文化資源を活用

するために、大学との連携を強

め、大学の持つ高度で専門的な

学習機能や人材を活用した事業

として大学プロデュース特別講

座、大学学長の講演会を実施す

る。 

大学プロデュース特別講座

（学長講演会 1 回）       

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

企業連携講座

の実施 

企業等から、ビジネスやマネジメ

ントをはじめとした多様な講座の

企画・提案を募り、協力、連携し

て実施する。 

メセナ講座 5 回 指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア講座（地

域）、文京いき

いきアカデミア 

文京アカデミア講座、文京いきい

きアカデミアの中で地域に関す

る講座を作り、地域の現状や歴

史・伝統文化を知るための学習

機会を提供する。 

文京アカデミア講座（4 講

座） 

いきいきアカデミア（8 講座） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（１） 障害福祉課

（福祉センタ

ー） 

障害者ととも

に生きる社会

をつくるための

学習機会の設

置 

障害者の自立を促し、障害者に

対する理解を深めるための学習

機会を提供する。 

各種障害者料理講座、心身

障害者（児）の保護者のた

めの講習会 

  

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 
 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（１） 児童青少年

課 

幼児・児童・生

徒を対象とし

た事業の充実 

遊びを通じた学習の機会となり、

かつ異年齢との交流の機会とな

る、幼児・児童・生徒を対象とし

た事業を提供する。 

児童館行事各種（リトミッ

ク、遠足、卓球、リズムダン

ス、季節行事、伝承遊び等） 

  

１－１－（１） 男女協働・

子ども家庭

支援センタ

ー担当課 

男女平等参画

社会の実現に

向けた学習機

会の充実 

男女平等参画社会の実現に向

けた学習機会を提供する。 

男女協働・子ども家庭支援

センター担当課 

・男女平等参画セミナー 8

回（予定） 

男女平等センター事業 

・男女共同参画週間記念講

演会 1 回 

・プラスワンセミナー  6 回

（予定） 

・講演会またはシネマ 1 回

（予定） 

男女平等セン

ター事業は、

指定管理者が

実施 

１－１－（１） 管理課 自転車実技講

習会 

自転車の利用・点検や整備につ

いて理解を深め、交通のきまり、

約束等を守って安全な乗車がで

きるようにする。 

免許証及び修了証取得者

260 人 

  

１－１－（１） みどり公園

課 

教養を高める

学習機会の充

実 

教養等に関する区民の要求に応

える学習機会を充実する。 

園芸教室「山野草の寄せ植

え」17 人 

  

１－１－（１） みどり公園

課 

まちづくりに関

する学習機会

の提供 

自然とふれあい、環境を守るき

っかけとなる学習機会を提供す

る。 

自然散策会「東大本郷キャ

ンパス」42 人「小石川植物

園」3 月予定 

  

１－１－（１） 環境政策課 親子環境教室 環境意識啓発を目的として「体験

を通じて、考え、調べ、学び、行

動する」という体験型環境学習の

機会を提供する。 

親子環境教室（4 回実施） 

①7 月24 日  参加者49 人 

（親：22 子：27 ） 

②10 月2 日  参加者27 人 

（親：14 子：13 ） 

③11 月 13 日 参加者 43 人 

（親：20 子：23） 

④12 月4 日  参加者41 人 

（親：20 子：21 ） 

  

１－１－（１） リサイクル

清掃課 

公開講座（リサ

イクル団体企

画） 

区内で活動しているリサイクル

団体の企画による公開講座を一

般区民向けに行っている。 

2 月 5 日(土）開催予定 ｢微

生物に学ぶリサイクル生

活」 

【21 年度実績：参加者 32

人】 

  

１－１－（１） 庶務課 家庭教育講座 家庭における教育力の向上のた

め、講座・講演会を開催する。 

家庭教育に関心のある方を

対象に幼稚園・小学校・中

学校の校園長会と連携して

講座を 10 回開催した。 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（１） 教育センタ

ー 

科学教育事業

の充実 

児童・生徒が、地域で交流した

り、学習する機会を充実する。 

やってみましょう楽しい実

験、親子理科実験教室、科

学教室、パソコン教室、の

んびりパソコンルーム 

  

１－１－（１） 選挙管理委

員会 

教養を高める

学習機会の充

実 

教養等に関する区民の要求に応

える学習機会を充実するため、

政治や選挙に関する教養講座を

開催する。 

白ばらセミナー（講演会）1

回（9 月 25 日実施 270 人） 

  

１－１－（１） 社会福祉協

議会 

高齢者パソコ

ン教室 

パソコンに親しむ契機を提供し、

パソコンを通じて趣味や生きが

い作り、仲間づくりの支援をする

など社会参加を促すためのきっ

かけをつくる。 

高齢者パソコン教室(年 4

回）の実施 

  

１－１－（１） 社会福祉協

議会 

60 歳からの男

の料理教室 

男性高齢者の自主・自活の生活

支援など社会参加を図る。 

60 歳からの男の料理教室

(年 1 回）の実施 

  

１－１－（１） 社会福祉協

議会 

障害者ﾊﾟｿｺﾝ

教室 

一般のパソコン教室では学習す

る機会が少ないと思われる障害

者に対して、パソコンに触れ楽し

む機会をつくるとともに、生活の

質を高める新しい手段として、パ

ソコンを有効活用するきっかけを

つくる。 

障害者パソコン教室年 2 回

（初級 1 回、中級 1 回）実施 

  

１－１－（２） 区民課 宿泊施設事業

及び山村体験

宿泊施設の運

営 

「強羅文の郷等あり方検討会」に

おいて、最終のまとめとして発表

した「強羅文の郷」の今後のあり

方及び「湯之谷やまびこ荘」と山

村体験事業を通した魚沼市民と

の交流事業の今後のあり方につ

いて、具体的な方策を検討す

る。 

「強羅文の郷」については、

土地の貸付時期や条件等

について検討を行い、「湯

之谷やまびこ荘」について

は平成 23 年度からの民営

化が決定し、運営方法の変

更に係る各種手続きを行っ

た 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課 

区内大学学長

懇談会の実施 

区内大学学長懇談会を開催し、

区と大学との連携の強化を図

る。 

区内大学学長懇談会の開

催（1 月 17 日） 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課 

区内大学等と

の連携の拡大 

区民にとって大学を文化的資産

ととらえ、区と大学が相互に協力

することで、文化・教育の学びの

場としての賑わいを図り、文京区

の魅力を高め、地域社会の活性

化を目指す。 

相互協力協定締結大学  

区内 11 大学 

区内大学との連携事業数 

18 年度 106 事業 

19 年度 110 事業 

20 年度 115 事業 

21 年度 115 事業 

22 年度 119 事業（見込み） 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（２） アカデミー

推進課 

大学等と連携

を図るための

拠点づくり 

大学、教育関係事業者等と連携

した生涯学習事業を展開していく

ために、連携の核となる新たな

拠点づくりを検討する。 

区内大学地域連携担当者

会議、学長懇談会におい

て、大学連携推進協議会の

発足について検討している 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課 

産学公が連携

するための拠

点づくり 

産学公が連携してキャリアップ

支援を進めていくために、連携

の核となる新たな拠点づくりを検

討する。 

東京大学、東京医科歯科大

学と区関係部課との間で、

産学公の連携について情

報・意見交換等を行ってい

る 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課 

アカデミー文

京及び地域ア

カデミーの整

備 

アカデミー構想を推進するため

の拠点であり、多目的な活用を

図る施設としての機能を併せ持

つように整備を進めていく。 

アカデミー向丘の改築（平

成26年度竣工予定）に向け

た基本設計・実施設計 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課 

文京区インタ

ーネット施設

予約システム 

平成 18 年 1 月導入。文京シビッ

クホール、スカイホール、アカデ

ミー文京、地域アカデミー、体育

館、屋外運動場、テニスコート、

目白台運動公園、区民会議室、

区民センター、シルバーセンタ

ー、障害者会館の施設予約をイ

ンターネット上で行っている。 

インターネット施設システム

の利用者は 4866 人（平成

21 年 3 月末と 22 年 3 月末

との比較では 4200 人から

4700 人に 500 人増加した） 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課（ス

ポーツ振興

課、真砂中

央図書館） 

大学施設の開

放要請 

区内大学の文化・体育施設等を

区民に開放するよう要請する。 

7 館で区民利用が可能 

・ 東洋大学附属図書館

白山図書館 

・ 文京学院大学・短期大

学本郷図書館 

・ 拓殖大学茗荷谷図書

館 

・ お茶の水女子大学附

属図書館 

・ 跡見学園女子大学茗

荷谷図書館 

・ 筑波大学大塚図書館 

・ 貞静学園短期大学附

属図書館 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課 

学習資材等の

貸出しの充実

及び有効活用 

学習や地域活動に必要な資材

や視聴覚学習資料を地域の幼

稚園、小学校、社会教育登録

団、個人などに貸出しする。ま

た、毎月第 3 金曜日にシビックシ

ネマサロンを開催し、視聴に供し

ている。 

視聴覚機器、16 ミリフィル

ム、DVD・ビデオソフト等貸

出し 

シビックシネマサロン 10 回 

香川照之トークショー 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（１） 教育センタ

ー 

科学教育事業

の充実 

児童・生徒が、地域で交流した

り、学習する機会を充実する。 

やってみましょう楽しい実

験、親子理科実験教室、科

学教室、パソコン教室、の

んびりパソコンルーム 

  

１－１－（１） 選挙管理委

員会 

教養を高める

学習機会の充

実 

教養等に関する区民の要求に応

える学習機会を充実するため、

政治や選挙に関する教養講座を

開催する。 

白ばらセミナー（講演会）1

回（9 月 25 日実施 270 人） 

  

１－１－（１） 社会福祉協

議会 

高齢者パソコ

ン教室 

パソコンに親しむ契機を提供し、

パソコンを通じて趣味や生きが

い作り、仲間づくりの支援をする

など社会参加を促すためのきっ

かけをつくる。 

高齢者パソコン教室(年 4

回）の実施 

  

１－１－（１） 社会福祉協

議会 

60 歳からの男

の料理教室 

男性高齢者の自主・自活の生活

支援など社会参加を図る。 

60 歳からの男の料理教室

(年 1 回）の実施 

  

１－１－（１） 社会福祉協

議会 

障害者ﾊﾟｿｺﾝ

教室 

一般のパソコン教室では学習す

る機会が少ないと思われる障害

者に対して、パソコンに触れ楽し

む機会をつくるとともに、生活の

質を高める新しい手段として、パ

ソコンを有効活用するきっかけを

つくる。 

障害者パソコン教室年 2 回

（初級 1 回、中級 1 回）実施 

  

１－１－（２） 区民課 宿泊施設事業

及び山村体験

宿泊施設の運

営 

「強羅文の郷等あり方検討会」に

おいて、最終のまとめとして発表

した「強羅文の郷」の今後のあり

方及び「湯之谷やまびこ荘」と山

村体験事業を通した魚沼市民と

の交流事業の今後のあり方につ

いて、具体的な方策を検討す

る。 

「強羅文の郷」については、

土地の貸付時期や条件等

について検討を行い、「湯

之谷やまびこ荘」について

は平成 23 年度からの民営

化が決定し、運営方法の変

更に係る各種手続きを行っ

た 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課 

区内大学学長

懇談会の実施 

区内大学学長懇談会を開催し、

区と大学との連携の強化を図

る。 

区内大学学長懇談会の開

催（1 月 17 日） 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課 

区内大学等と

の連携の拡大 

区民にとって大学を文化的資産

ととらえ、区と大学が相互に協力

することで、文化・教育の学びの

場としての賑わいを図り、文京区

の魅力を高め、地域社会の活性

化を目指す。 

相互協力協定締結大学  

区内 11 大学 

区内大学との連携事業数 

18 年度 106 事業 

19 年度 110 事業 

20 年度 115 事業 

21 年度 115 事業 

22 年度 119 事業（見込み） 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（２） アカデミー

推進課 

大学等と連携

を図るための

拠点づくり 

大学、教育関係事業者等と連携

した生涯学習事業を展開していく

ために、連携の核となる新たな

拠点づくりを検討する。 

区内大学地域連携担当者

会議、学長懇談会におい

て、大学連携推進協議会の

発足について検討している 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課 

産学公が連携

するための拠

点づくり 

産学公が連携してキャリアップ

支援を進めていくために、連携

の核となる新たな拠点づくりを検

討する。 

東京大学、東京医科歯科大

学と区関係部課との間で、

産学公の連携について情

報・意見交換等を行ってい

る 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課 

アカデミー文

京及び地域ア

カデミーの整

備 

アカデミー構想を推進するため

の拠点であり、多目的な活用を

図る施設としての機能を併せ持

つように整備を進めていく。 

アカデミー向丘の改築（平

成26年度竣工予定）に向け

た基本設計・実施設計 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課 

文京区インタ

ーネット施設

予約システム 

平成 18 年 1 月導入。文京シビッ

クホール、スカイホール、アカデ

ミー文京、地域アカデミー、体育

館、屋外運動場、テニスコート、

目白台運動公園、区民会議室、

区民センター、シルバーセンタ

ー、障害者会館の施設予約をイ

ンターネット上で行っている。 

インターネット施設システム

の利用者は 4866 人（平成

21 年 3 月末と 22 年 3 月末

との比較では 4200 人から

4700 人に 500 人増加した） 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課（ス

ポーツ振興

課、真砂中

央図書館） 

大学施設の開

放要請 

区内大学の文化・体育施設等を

区民に開放するよう要請する。 

7 館で区民利用が可能 

・ 東洋大学附属図書館

白山図書館 

・ 文京学院大学・短期大

学本郷図書館 

・ 拓殖大学茗荷谷図書

館 

・ お茶の水女子大学附

属図書館 

・ 跡見学園女子大学茗

荷谷図書館 

・ 筑波大学大塚図書館 

・ 貞静学園短期大学附

属図書館 

  

１－１－（２） アカデミー

推進課 

学習資材等の

貸出しの充実

及び有効活用 

学習や地域活動に必要な資材

や視聴覚学習資料を地域の幼

稚園、小学校、社会教育登録

団、個人などに貸出しする。ま

た、毎月第 3 金曜日にシビックシ

ネマサロンを開催し、視聴に供し

ている。 

視聴覚機器、16 ミリフィル

ム、DVD・ビデオソフト等貸

出し 

シビックシネマサロン 10 回 

香川照之トークショー 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（２） 児童青少年

課 

児童館・育成

室等の整備 

耐震補強工事に合わせて施設

の整備を図る。 

全児童館の開館時間を午後 6 時

まで延長し、中高生の居場所とし

て活用している。 

水道児童館において耐震

補強工事、並びに内外装改

修工事を実施 

  

１－１－（２） 児童青少年

課 

資材等の貸出

し 

資材等の貸出し トランシーバー、ゼッケン、

キルビメーター、地区対腕

章、地区対スタッフジャンパ

ー、着ぐるみ 

  

１－１－（２） 保育課 保育サービス

の充実 

多様化する保育需要に対応する

ため保育サービスの充実に努め

る。 

延長保育 26 園（全園） 

0 歳児保育 20 園 

障害児保育全園 

年末保育 3 園 

緊急一時保育 17 園 

リフレッシュ一時保育 6 園 

一時保育 2 ヶ所 

認証保育所 9 ヶ所 

グループ保育室 1 ヶ所 

地域子育てステーション18園 

  

１－１－（２） 男女協働・

子ども家庭

支援センタ

ー担当課 

子ども家庭支

援センター事

業 

相談事業や親子ひろば事業、育

児支援ヘルパー事業等を実施す

ることにより、家庭における保護

者の子育て及び子どもの健全な

育成を支援する。また、要保護

児童対策地域協議会を開催し、

関係機関のネットワークを整備

し、児童虐待の予防、早期発見・

対応ができる体制を構築する。 

子ども家庭支援センター実績 

総合相談事業:一般相談 

1,920 件（見込み） 専門相

談 324 件（見込み）  

児童虐待（再掲） 828 件（見

込み） 

総件数 3,072 件 

親子ひろば事業  

登録者数 1,104 人（見込み）  

利用者数 24,372 人（見込み） 

子育て支援講座 全 9 回開

催予定 

参加者数 298 人（予定）  

育児支援ヘルパー事業  

派遣回数延 1,152回（見込み） 

派遣家庭延 252家庭（見込み） 

要保護児童対策地域協議会  

個別ケース会議22回（予定） 

実務者会議 6 回（確定）  

代表者会議 1 回（確定）  

児童相談センターとの連絡

会 12 回（確定） 計 41 回 

養育家庭体験発表会 1 回 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（２） 学務課 校外施設の区

民利用 

児童・生徒の心身の健全な育成

を図るとともに、区民の健康及び

余暇活動を促進することを目的

として設置されている八ヶ岳高原

学園について、区民利用者数の

増加を図る。 

区民利用  227 人（22 年度

実績） 

  

１－１－（２） 学務課 学校施設と区

民施設との複

合化 

新たに学校を改築する際には、

生涯学習関連の区民施設との複

合化を検討する。 

・第六中学校の改築にあた

り、生涯学習施設との複合

化を前提に設計を行った 

・設計にあたっては学校部

分と区民施設部分の動線を

分けて、管理区分を明確に

した 

  

１－１－（２） 教育指導課 文京区教育ビ

ジョンの推進

(教育ビジョン

の具体化の推

進) 

教育ビジョン推進プランに基づ

き、生涯学習の基礎づくりを図

り、豊かな人間性を育む教育を、

学校・家庭・地域において推進す

るための環境整備を行う。 

かがやく心（冊子）策定、全

小・中道徳授業地区公開講

座の実施 

  

１－１－（２） 教育指導課 校外施設での

学習の推進 

自然にふれ、自然の中で生活す

ることにより、豊かな体験ができ

るよう、校外施設での学習を行

う。 

柏学園、八ヶ岳高原学園、

岩井臨海学校 

  

１－１－（３） 区民課 新成人を祝

い、成人として

の自覚を促す

式典の開催 

区内の新成人を含めた「はたち

のつどいを考える会」によりアト

ラクション等を選定し、新成人た

めの式典を開催する。 

1 月 10 日（祝）開催 

行事名：はたちのつどい 

開催場所：響きの森文京公

会堂 

  

１－１－（３） アカデミー

推進課 

講座・講演会

等での保育室

の設置 

幼児を持つ親が学習活動に参加

できるよう、講座・講演会等の開

催時に保育室を設置する。 

文京アカデミア講座、区民

プロデュース講座、メセナ

講演会で保育受入を実施  

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（３） アカデミー

推進課 

講座・講演会

等での手話通

訳者の設置 

障害者が講座・講演会等に参加

できるよう、希望者に手話通訳

者を配置する。 

文京アカデミア講座、区民

プロデュース講座、大学プ

ロデュース特別講座（学長

講演会）、メセナ講演会対

象に手話通訳者を設定 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（３） アカデミー

推進課 

文京 eーラー

ニング 

外出が困難な障害者や高齢者

などのほか、時間に制約のある

社会人などを対象に、当該年度

の特定の講座を自宅で閲覧する

ことができるシステムを日本女

子大学に委託して構築する。 

学長講演会、特別公開講

座、メセナ講座の中から計

3 講座をインターネットで配

信 （18 年度より実施累計

15 番組） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（２） 児童青少年

課 

児童館・育成

室等の整備 

耐震補強工事に合わせて施設

の整備を図る。 

全児童館の開館時間を午後 6 時

まで延長し、中高生の居場所とし

て活用している。 

水道児童館において耐震

補強工事、並びに内外装改

修工事を実施 

  

１－１－（２） 児童青少年

課 

資材等の貸出

し 

資材等の貸出し トランシーバー、ゼッケン、

キルビメーター、地区対腕

章、地区対スタッフジャンパ

ー、着ぐるみ 

  

１－１－（２） 保育課 保育サービス

の充実 

多様化する保育需要に対応する

ため保育サービスの充実に努め

る。 

延長保育 26 園（全園） 

0 歳児保育 20 園 

障害児保育全園 

年末保育 3 園 

緊急一時保育 17 園 

リフレッシュ一時保育 6 園 

一時保育 2 ヶ所 

認証保育所 9 ヶ所 

グループ保育室 1 ヶ所 

地域子育てステーション18園 

  

１－１－（２） 男女協働・

子ども家庭

支援センタ

ー担当課 

子ども家庭支

援センター事

業 

相談事業や親子ひろば事業、育

児支援ヘルパー事業等を実施す

ることにより、家庭における保護

者の子育て及び子どもの健全な

育成を支援する。また、要保護

児童対策地域協議会を開催し、

関係機関のネットワークを整備

し、児童虐待の予防、早期発見・

対応ができる体制を構築する。 

子ども家庭支援センター実績 

総合相談事業:一般相談 

1,920 件（見込み） 専門相

談 324 件（見込み）  

児童虐待（再掲） 828 件（見

込み） 

総件数 3,072 件 

親子ひろば事業  

登録者数 1,104 人（見込み）  

利用者数 24,372 人（見込み） 

子育て支援講座 全 9 回開

催予定 

参加者数 298 人（予定）  

育児支援ヘルパー事業  

派遣回数延 1,152回（見込み） 

派遣家庭延 252家庭（見込み） 

要保護児童対策地域協議会  

個別ケース会議22回（予定） 

実務者会議 6 回（確定）  

代表者会議 1 回（確定）  

児童相談センターとの連絡

会 12 回（確定） 計 41 回 

養育家庭体験発表会 1 回 

  

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 
 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（２） 学務課 校外施設の区

民利用 

児童・生徒の心身の健全な育成

を図るとともに、区民の健康及び

余暇活動を促進することを目的

として設置されている八ヶ岳高原

学園について、区民利用者数の

増加を図る。 

区民利用  227 人（22 年度

実績） 

  

１－１－（２） 学務課 学校施設と区

民施設との複

合化 

新たに学校を改築する際には、

生涯学習関連の区民施設との複

合化を検討する。 

・第六中学校の改築にあた

り、生涯学習施設との複合

化を前提に設計を行った 

・設計にあたっては学校部

分と区民施設部分の動線を

分けて、管理区分を明確に

した 

  

１－１－（２） 教育指導課 文京区教育ビ

ジョンの推進

(教育ビジョン

の具体化の推

進) 

教育ビジョン推進プランに基づ

き、生涯学習の基礎づくりを図

り、豊かな人間性を育む教育を、

学校・家庭・地域において推進す

るための環境整備を行う。 

かがやく心（冊子）策定、全

小・中道徳授業地区公開講

座の実施 

  

１－１－（２） 教育指導課 校外施設での

学習の推進 

自然にふれ、自然の中で生活す

ることにより、豊かな体験ができ

るよう、校外施設での学習を行

う。 

柏学園、八ヶ岳高原学園、

岩井臨海学校 

  

１－１－（３） 区民課 新成人を祝

い、成人として

の自覚を促す

式典の開催 

区内の新成人を含めた「はたち

のつどいを考える会」によりアト

ラクション等を選定し、新成人た

めの式典を開催する。 

1 月 10 日（祝）開催 

行事名：はたちのつどい 

開催場所：響きの森文京公

会堂 

  

１－１－（３） アカデミー

推進課 

講座・講演会

等での保育室

の設置 

幼児を持つ親が学習活動に参加

できるよう、講座・講演会等の開

催時に保育室を設置する。 

文京アカデミア講座、区民

プロデュース講座、メセナ

講演会で保育受入を実施  

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（３） アカデミー

推進課 

講座・講演会

等での手話通

訳者の設置 

障害者が講座・講演会等に参加

できるよう、希望者に手話通訳

者を配置する。 

文京アカデミア講座、区民

プロデュース講座、大学プ

ロデュース特別講座（学長

講演会）、メセナ講演会対

象に手話通訳者を設定 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－１－（３） アカデミー

推進課 

文京 eーラー

ニング 

外出が困難な障害者や高齢者

などのほか、時間に制約のある

社会人などを対象に、当該年度

の特定の講座を自宅で閲覧する

ことができるシステムを日本女

子大学に委託して構築する。 

学長講演会、特別公開講

座、メセナ講座の中から計

3 講座をインターネットで配

信 （18 年度より実施累計

15 番組） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 
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Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（３） 障害福祉課 障害者ととも

に生きる社会

をつくるための

学習機会の設

置 

障害者の自立を促し、障害者に

対する理解を深めるための学習

機会を提供する。 

障害者週間記念行事「ふれ

あいの集い」作品展   

障害者週間期間中の土曜・

日曜・月曜の 3 日間実施   

  

１－１－（３） 男女協働・

子ども家庭

支援センタ

ー担当課 

講座等での保

育室の設置 

子育て中の男女が積極的に参

加できるよう一時保育について

配慮する。 

男女協働・子ども家庭支援

センター担当課 

・男女平等参画セミナー 8

回（予定） 

男女平等センター事業 

・男女共同参画週間記念講

演会 1 回 

・プラスワンセミナー  6 回

（予定） 

・講演会またはシネマ 1 回

（予定） 

男女平等セン

ター事業は、

指定管理者が

実施 

１－１－（３） 男女協働・

子ども家庭

支援センタ

ー担当課 

講座等での手

話通訳者の設

置 

障害のある方が講座等に参加で

きるよう、手話通訳者を配置す

る。 

男女協働・子ども家庭支援

センター担当課 

・男女平等参画セミナー 8

回（予定） 

男女平等センター事業 

・男女共同参画週間記念講

演会 1 回 

・プラスワンセミナー  6 回

（予定） 

・講演会またはシネマ 1 回

（予定） 

男女平等セン

ター事業は、

指定管理者が

実施 

１－１－（３） 教育指導課 特別保育(障害

者とともに生き

る社会をつくる

ための学習機

会の設置) 

文京区立幼稚園において、支援

が必要な幼児が集団の中で生

活することを通して、幼稚園教育

の機能や特性を活かしながら、

健常児とともにその幼児の発達

を促していくことを目的とする。 

32 件(継続含む)   

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

保護者のため

の学習機会の

提供 

家庭教育への理解を深め、家庭

教育を一層充実するために保護

者のための学習機会を提供す

る。 

読書に関する講演会、資料

の収集・提供 

  

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

親と子がふれ

あうイベント等

の実施 

親と子が共に楽しみ、ふれあい

を深める行事を実施する。 

たなばた、クリスマス、ひな

まつり子ども会、子ども映

画会 

  

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

親子のふれあ

いを深める活

動の支援 

乳児期の早期から絵本を介して

親子のふれあいを深め、親子の

健全な関わりを育む子育て支援

の一助とする。 

ブックスタート事業 1,200 人 

乳児向け絵本の会（月 1～2

回） 

  

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

児童・生徒を

対象とした事

業の充実 

学習の機会となり、かつ異年齢

との交流の機会となる、児童・生

徒を対象とした事業を提供する。

子ども会、絵本の会、おは

なし会、小学生向けお話会 

  

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

教養を高める

学習機会の充

実 

教養等に関する区民の要求に応

える学習機会を充実する。 

資料の収集・提供、季節や

時節の話題をテーマにした

特集展示などの実施 

  

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

図書館サービ

スの充実 

区民の自主的学習の場であり、

知識や情報を提供する場として

の図書館サービスを充実する。

レファレンスや資料の充実   

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

図書館の運営 平成22年4月より真砂中央図書

館を除く 7 館 3 室が指定管理者

制度の導入による図書館運営と

なり利用者サービスの向上を図

る。 

開館日の拡大、開館時間の

延長を実施、各行事実施の

充実 

  

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

地域に関する

学習機会の充

実 

地域の現状や歴史・伝統文化を

知るための学習機会を提供す

る。 

地域資料の収集・提供、地

域に関する特集展示 

  

１－２－（１） アカデミー

推進課 

生涯学習関連

情報の収集 

行政関係及び民間施設など幅広

く文化・スポーツに関する多様な

学習情報を積極的に収集して区

民等に提供する。 

    

１－２－（１） アカデミー

推進課 

大学等の生涯

学習情報の収

集 

大学の公開講座、社会人入学な

どに関する情報を収集し、区民

等に提供する。また、高校の公

開講座の情報も収集する。 

大学の公開講座を指定管

理者である（財）文京アカデ

ミーの広報紙「Ｓｑｕａｒｅ」に

掲載 

  

１－２－（２） 区民課 地域公益情報

サイトの運営 

サイトによる地域活動の情報を

提供 

平成 19 年 12 月より開設  

登録団体等のイベント・募

集情報、活動報告など掲載 

  

１－２－（２） 経済課 産業情報ネッ

トワーク事業 

産業とくらしプラザの産業ポータ

ルサイトに区内中小企業を登録

し、ｗｅｂを通じて情報発信する。

平成21 年9 月にリニューア

ルオープンした「Ｂ－なび

（文京ビジネスナビゲーショ

ン）」ホームページを活用 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（３） 障害福祉課 障害者ととも

に生きる社会

をつくるための

学習機会の設

置 

障害者の自立を促し、障害者に

対する理解を深めるための学習

機会を提供する。 

障害者週間記念行事「ふれ

あいの集い」作品展   

障害者週間期間中の土曜・

日曜・月曜の 3 日間実施   

  

１－１－（３） 男女協働・

子ども家庭

支援センタ

ー担当課 

講座等での保

育室の設置 

子育て中の男女が積極的に参

加できるよう一時保育について

配慮する。 

男女協働・子ども家庭支援

センター担当課 

・男女平等参画セミナー 8

回（予定） 

男女平等センター事業 

・男女共同参画週間記念講

演会 1 回 

・プラスワンセミナー  6 回

（予定） 

・講演会またはシネマ 1 回

（予定） 

男女平等セン

ター事業は、

指定管理者が

実施 

１－１－（３） 男女協働・

子ども家庭

支援センタ

ー担当課 

講座等での手

話通訳者の設

置 

障害のある方が講座等に参加で

きるよう、手話通訳者を配置す

る。 

男女協働・子ども家庭支援

センター担当課 

・男女平等参画セミナー 8

回（予定） 

男女平等センター事業 

・男女共同参画週間記念講

演会 1 回 

・プラスワンセミナー  6 回

（予定） 

・講演会またはシネマ 1 回

（予定） 

男女平等セン

ター事業は、

指定管理者が

実施 

１－１－（３） 教育指導課 特別保育(障害

者とともに生き

る社会をつくる

ための学習機

会の設置) 

文京区立幼稚園において、支援

が必要な幼児が集団の中で生

活することを通して、幼稚園教育

の機能や特性を活かしながら、

健常児とともにその幼児の発達

を促していくことを目的とする。 

32 件(継続含む)   

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

保護者のため

の学習機会の

提供 

家庭教育への理解を深め、家庭

教育を一層充実するために保護

者のための学習機会を提供す

る。 

読書に関する講演会、資料

の収集・提供 

  

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

親と子がふれ

あうイベント等

の実施 

親と子が共に楽しみ、ふれあい

を深める行事を実施する。 

たなばた、クリスマス、ひな

まつり子ども会、子ども映

画会 

  

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 
 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

親子のふれあ

いを深める活

動の支援 

乳児期の早期から絵本を介して

親子のふれあいを深め、親子の

健全な関わりを育む子育て支援

の一助とする。 

ブックスタート事業 1,200 人 

乳児向け絵本の会（月 1～2

回） 

  

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

児童・生徒を

対象とした事

業の充実 

学習の機会となり、かつ異年齢

との交流の機会となる、児童・生

徒を対象とした事業を提供する。

子ども会、絵本の会、おは

なし会、小学生向けお話会 

  

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

教養を高める

学習機会の充

実 

教養等に関する区民の要求に応

える学習機会を充実する。 

資料の収集・提供、季節や

時節の話題をテーマにした

特集展示などの実施 

  

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

図書館サービ

スの充実 

区民の自主的学習の場であり、

知識や情報を提供する場として

の図書館サービスを充実する。

レファレンスや資料の充実   

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

図書館の運営 平成22年4月より真砂中央図書

館を除く 7 館 3 室が指定管理者

制度の導入による図書館運営と

なり利用者サービスの向上を図

る。 

開館日の拡大、開館時間の

延長を実施、各行事実施の

充実 

  

１－１－（４） 真砂中央図

書館 

地域に関する

学習機会の充

実 

地域の現状や歴史・伝統文化を

知るための学習機会を提供す

る。 

地域資料の収集・提供、地

域に関する特集展示 

  

１－２－（１） アカデミー

推進課 

生涯学習関連

情報の収集 

行政関係及び民間施設など幅広

く文化・スポーツに関する多様な

学習情報を積極的に収集して区

民等に提供する。 

    

１－２－（１） アカデミー

推進課 

大学等の生涯

学習情報の収

集 

大学の公開講座、社会人入学な

どに関する情報を収集し、区民

等に提供する。また、高校の公

開講座の情報も収集する。 

大学の公開講座を指定管

理者である（財）文京アカデ

ミーの広報紙「Ｓｑｕａｒｅ」に

掲載 

  

１－２－（２） 区民課 地域公益情報

サイトの運営 

サイトによる地域活動の情報を

提供 

平成 19 年 12 月より開設  

登録団体等のイベント・募

集情報、活動報告など掲載 

  

１－２－（２） 経済課 産業情報ネッ

トワーク事業 

産業とくらしプラザの産業ポータ

ルサイトに区内中小企業を登録

し、ｗｅｂを通じて情報発信する。

平成21 年9 月にリニューア

ルオープンした「Ｂ－なび

（文京ビジネスナビゲーショ

ン）」ホームページを活用 
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Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－２－（２） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア講座案内、

(財)文京アカ

デミーＨＰによ

る講座・講演

会案内及び申

込受付 

生涯学習に関する講座の開催期

間前に講座案内、区報、(財)文京

アカデミー機関紙スクエアなど

の活字メディアのほか、(財)文京

アカデミーＨＰ内に講座案内を掲

載。申込は、はがきのほか、イン

ターネットからも受け付ける。 

                 指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－２－（２） アカデミー

推進課 

学習関連情報

の収集・提供 

区が集約した行政機関学習関連

情報に加え、生涯学習関連機関

の情報も積極的に収集、一元化

し、区民等に効果的に提供す

る。 

  指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－２－（２） 男女協働・

子ども家庭

支援センタ

ー担当課 

男女平等セン

ター資料コー

ナーの充実 

インターネット接続パソコンの活

用及び図書館や関係機関との連

携によって、男女平等参画に関

する情報や資料を収集し提供す

る。 

蔵書 図書 7,475 冊、新聞 2

紙、雑誌 14 誌、ビデオ・ＤＶ

Ｄ60 本【平成 21 年度実績】 

指定管理者が

運営 

１－２－（２）  

２－１－（１）  

３－２－（２）  

４－３－（１）  

５－３－（１） 

広報課 外国語生活情

報誌の発行 

外国語版生活便利帳の発行（4

カ国語併記  日本語・英語・ハ

ングル・中国語) 

区内、外国人登録者に配付 

転入者に配付 

【平成 19 年度作成 5,000

部】 

  

１－２－（２）  

２－１－（１）  

３－２－（２）  

４－３－（１）  

５－３－（１） 

広報課 ＣＡＴＶによる

情報提供 

ＣＡＴＶによる生涯学習、スポー

ツ振興、文化芸術、観光、国際

交流関連情報の提供 

学習関連情報提供番組 

「文京インフォメーション」

「してぃすた☆ON！」「特集

ぶんきょう」「みんなのひろ

ば」「文京フットレポート」「ウ

ォッチ！文京」「くらしのガイ

ド」ほか 

  

１－２－（２）  

２－１－（１）  

３－２－（２）  

４－３－（１）  

５－３－（１） 

広報課 区報の発行 区報による生涯学習関連情報の

提供 

1 号 116,000 部 年 23 回 

1月1日号 107,200部 年1

回 

平成 22 年度実績見込み  

  

１－２－（２）  

２－１－（１）  

３－２－（２）  

４－３－（１）  

５－３－（１） 

広報課 生活情報誌の

発行 

わたしの便利帳による生涯学習

関連情報の提供 

区内、在住者に配付 

転入者に配付 

【平成21 年度作成 150,000

部】 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－２－（３） アカデミー

推進課 

区民プロデュ

ース講座企画

者に対する相

談 

区民プロデュース講座企画者に

対して企画改善提案に向けたの

学習相談を実施。 

9 月3 日 一日体験フェアで

の学習相談 88 件 

3 月 9 日 体験フェアでも実

施予定 

区民プロデュース講座個別

相談会 3 月実施予定 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－２－（３） 社会福祉協

議会 

ボランティア・

市民活動につ

いての情報提

供・相談 

ボランティア・市民活動について

の情報収集を行い、活動に関す

る相談、ボランティアコーディネ

ートを行う。 

ぼらんてぃあニュースの発

行(毎月） 3700 部 

ホームページでの情報提

供 

ボランティアコーディネート  

ボランティア・市民活動団体

ガイドを発行 

  

１－２－（４） 真砂中央図

書館 

利用者開放用

インターネット

端末利用サー

ビス 

（図書館の整

備） 

平成18 年度～平成20 年度にお

いて、区立図書館全館に利用者

開放用インターネット端末を設置

した。 

利用者が図書館資料の検索を

始めとして多様な情報にアクセ

スし、必要な情報が収集できるイ

ンターネット端末利用サービスを

実施している。 

区立図書館全館に 20 台設

置 

パソコンの利用については

無料 

情報のプリントアウトは有

料 

  

１－２－（４） 真砂中央図

書館 

図書館ネットワ

ークの充実 

区内図書館相互、都立図書館や

国会図書館との各種ネットワー

クの強化を図る。 

第二ブロック（台東・北・荒

川）を中心に、他自治体や

国会との相互協力を実施 

  

１－２－（４） 真砂中央図

書館 

IT 図書館シス

テムの運営 

（図書館オンラ

インシステム

の運営） 

図書館システムを更新して利用

者サービスを拡充するとともに、

業務の効率化を図るものであ

る。 

従来からのインターネットに

よる利用者サービス（資料

検索・予約・リクエスト・レフ

ァレンス・等）の他、新たに

追加機能として、子供用の

検索画面の提供やジャンル

検索等の検索機能の充実、

貸出資料の期間延長手続

き、予約情報の変更手続

き、新着資料のメール案内

等の実施 

  

１－３－（１） 職員課 キャリアアップ

講座の実施 

個々の職員の生涯学習に対す

る認識を高めるために、自己啓

発事業を実施する。 

キャリアアップ講座受講  

4 件 

  

１－３－（１） 経済課（消

費生活セン

ター） 

各種サークル

等の育成 

区民の自主的な学習活動を促進

するため、各種サークルの支援

を行う。 

消費者グループ活動助成

（10 人以上のグループ活

動、講師謝礼金） 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－２－（２） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア講座案内、

(財)文京アカ

デミーＨＰによ

る講座・講演

会案内及び申

込受付 

生涯学習に関する講座の開催期

間前に講座案内、区報、(財)文京

アカデミー機関紙スクエアなど

の活字メディアのほか、(財)文京

アカデミーＨＰ内に講座案内を掲

載。申込は、はがきのほか、イン

ターネットからも受け付ける。 

                 指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－２－（２） アカデミー

推進課 

学習関連情報

の収集・提供 

区が集約した行政機関学習関連

情報に加え、生涯学習関連機関

の情報も積極的に収集、一元化

し、区民等に効果的に提供す

る。 

  指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－２－（２） 男女協働・

子ども家庭

支援センタ

ー担当課 

男女平等セン

ター資料コー

ナーの充実 

インターネット接続パソコンの活

用及び図書館や関係機関との連

携によって、男女平等参画に関

する情報や資料を収集し提供す

る。 

蔵書 図書 7,475 冊、新聞 2

紙、雑誌 14 誌、ビデオ・ＤＶ

Ｄ60 本【平成 21 年度実績】 

指定管理者が

運営 

１－２－（２）  

２－１－（１）  

３－２－（２）  

４－３－（１）  

５－３－（１） 

広報課 外国語生活情

報誌の発行 

外国語版生活便利帳の発行（4

カ国語併記  日本語・英語・ハ

ングル・中国語) 

区内、外国人登録者に配付 

転入者に配付 

【平成 19 年度作成 5,000

部】 

  

１－２－（２）  

２－１－（１）  

３－２－（２）  

４－３－（１）  

５－３－（１） 

広報課 ＣＡＴＶによる

情報提供 

ＣＡＴＶによる生涯学習、スポー

ツ振興、文化芸術、観光、国際

交流関連情報の提供 

学習関連情報提供番組 

「文京インフォメーション」

「してぃすた☆ON！」「特集

ぶんきょう」「みんなのひろ

ば」「文京フットレポート」「ウ

ォッチ！文京」「くらしのガイ

ド」ほか 

  

１－２－（２）  

２－１－（１）  

３－２－（２）  

４－３－（１）  

５－３－（１） 

広報課 区報の発行 区報による生涯学習関連情報の

提供 

1 号 116,000 部 年 23 回 

1月1日号 107,200部 年1

回 

平成 22 年度実績見込み  

  

１－２－（２）  

２－１－（１）  

３－２－（２）  

４－３－（１）  

５－３－（１） 

広報課 生活情報誌の

発行 

わたしの便利帳による生涯学習

関連情報の提供 

区内、在住者に配付 

転入者に配付 

【平成21 年度作成 150,000

部】 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－２－（３） アカデミー

推進課 

区民プロデュ

ース講座企画

者に対する相

談 

区民プロデュース講座企画者に

対して企画改善提案に向けたの

学習相談を実施。 

9 月3 日 一日体験フェアで

の学習相談 88 件 

3 月 9 日 体験フェアでも実

施予定 

区民プロデュース講座個別

相談会 3 月実施予定 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－２－（３） 社会福祉協

議会 

ボランティア・

市民活動につ

いての情報提

供・相談 

ボランティア・市民活動について

の情報収集を行い、活動に関す

る相談、ボランティアコーディネ

ートを行う。 

ぼらんてぃあニュースの発

行(毎月） 3700 部 

ホームページでの情報提

供 

ボランティアコーディネート  

ボランティア・市民活動団体

ガイドを発行 

  

１－２－（４） 真砂中央図

書館 

利用者開放用

インターネット

端末利用サー

ビス 

（図書館の整

備） 

平成18 年度～平成20 年度にお

いて、区立図書館全館に利用者

開放用インターネット端末を設置

した。 

利用者が図書館資料の検索を

始めとして多様な情報にアクセ

スし、必要な情報が収集できるイ

ンターネット端末利用サービスを

実施している。 

区立図書館全館に 20 台設

置 

パソコンの利用については

無料 

情報のプリントアウトは有

料 

  

１－２－（４） 真砂中央図

書館 

図書館ネットワ

ークの充実 

区内図書館相互、都立図書館や

国会図書館との各種ネットワー

クの強化を図る。 

第二ブロック（台東・北・荒

川）を中心に、他自治体や

国会との相互協力を実施 

  

１－２－（４） 真砂中央図

書館 

IT 図書館シス

テムの運営 

（図書館オンラ

インシステム

の運営） 

図書館システムを更新して利用

者サービスを拡充するとともに、

業務の効率化を図るものであ

る。 

従来からのインターネットに

よる利用者サービス（資料

検索・予約・リクエスト・レフ

ァレンス・等）の他、新たに

追加機能として、子供用の

検索画面の提供やジャンル

検索等の検索機能の充実、

貸出資料の期間延長手続

き、予約情報の変更手続

き、新着資料のメール案内

等の実施 

  

１－３－（１） 職員課 キャリアアップ

講座の実施 

個々の職員の生涯学習に対す

る認識を高めるために、自己啓

発事業を実施する。 

キャリアアップ講座受講  

4 件 

  

１－３－（１） 経済課（消

費生活セン

ター） 

各種サークル

等の育成 

区民の自主的な学習活動を促進

するため、各種サークルの支援

を行う。 

消費者グループ活動助成

（10 人以上のグループ活

動、講師謝礼金） 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（１） 経済課（消

費生活セン

ター） 

各種サークル

等の育成 

必要とされる消費生活の情報提

供を行い、消費者団体の活動促

進を図る。 

・消費者団体登録 7 団体 

・文京区消費者団体連絡

会、隔月開催 

  

１－３－（１） アカデミー

推進課 

団体間の連絡

会の設置 

サークルが相互に連携を取り、

サークル活動を活発化するた

め、連絡会を開催する。 

文京区生涯学習サークル

連絡会 35 団体 

  

１－３－（１） 高齢福祉課 高齢者クラブ

の助成 

高齢者の自主的な文化・スポー

ツ・学習活動及び社会奉仕活動

を促進するため高齢者クラブの

活動を助成する。 

高齢者クラブ 69 団体（平成

22 年 10 月 1 日現在） 

  

１－３－（１） 児童青少年

課 

文京区「家庭

の日」啓発 

毎月第 2 日曜日を文京区「家庭

の日」と定め、家庭の意義を見

直し、家族のふれあいや結びつ

きを深めるため、各種啓発事業

を展開している。 

①広報啓発用ビニールバッ

ク 7,000 枚を作成し、地区対

行事等で配布 

②各地区対が行う「家庭の

日」啓発事業に対し、補助

金を交付 

③11 月 14 日に文京区青少

年対策地区委員会九地区

合同行事「文の京こどもま

つり」を実施 

  

１－３－（１） 児童青少年

課 

文京区青少年

の社会参加推

進事業補助金 

区内で非営利活動を行う団体

（NPO 等）が実施する、青少年の

社会参加を推進する事業に対し

て、経費の一部を補助する。こ

れにより、当該事業の充実を図

り、青少年が主体的に社会と関

わることができる機会や場を提

供し、青少年の社会参加を推進

し、青少年の自立を促進すること

を目的とする。 

補助金交付申請事業 

①事業名：響きの森 net 交

流広場「南会津町南郷雪遊

び」 

団体名：特定非営利活動

法人 NPO 響きの森 net 

②事業名：知的障がい者・

児とともにサマーキャンプ 

  団体名：特定非営利活動

法人「えこお」 

③事業名：とらいあんぐる

体操のインストラクターにな

ろう！ 

  団体名：NPO法人地域ネ

ットワークとらいあんぐる 

④事業名：遊びながらコミュ

ニケーション力をつけよ

う！ 

  団体名：特例民法法人 

青少年健康センター 

⑤事業名：夏季キャンプ 

  団体名：ワクワク子ども

クラブ 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（１） 児童青少年

課 

文京区青年育

成事業補助金 

区内で非営利活動を行う団体

（NPO 等）が実施する、青年を育

成する活動に対して、経費の一

部を補助する。これにより、当該

事業の充実を図り、地域社会に

おいて自主的に活動できる青年

の育成を図ることを目的とする。

補助金交付申請事業 

①事業名：青年リーダー養

成講座 

  団体名：特定非営利活動

法人「えこお」 

②事業名：「アウトドア体験

事業を企画しよう！」事業 

  団体名：特定非営利活動

法人 NPO 響きの森 net 

③事業名：春日子どもの遊

び場ボランティア活動事業 

  団体名：非営利組織ウフル 

  

１－３－（１） 児童青少年

課 

文京区青少年

対策地区委員

会活動支援 

青少年の健全育成のため活動し

ている文京区青少年対策地区委

員会（9 地区）を支援する。 

①事業補助 

②会長会 年 3 回 

③地区連絡会 年 2 回 

④委員研修会 年 1 回 

  

１－３－（１） 児童青少年

課 

①青少年対策

推進関係機関

連絡会②文京

区社会を明る

くする運動 

①学校・警察・教育委員会・区の

関係者が、生活指導・非行防止・

青少年施策等におけるさまざま

な課題について情報・意見交換

を行うことにより、各機関の緊密

な連携と青少年対策の推進を図

る。②非行防止や更生保護に対

する啓発を目的とする法務省主

唱の「社会を明るくする運動」に

ついて、より多くの区民が運動

の趣旨に理解を深め、ご協力い

ただくことを目的とする。 

①青少年対策推進関係機

関連絡会 年 2 回 

②東京ドーム周辺広報啓発

活動、文京区社会を明るく

する大会 

③文京矯正展 

  

１－３－（１） 保健サービ

スセンター 

健康づくり自

主グループ等

の育成 

健康づくり自主グループの活動

に対し助言を行い、活動を支援

する。 

2 栄養関係健康づくり自主

グループへ助言 

  

１－３－（１） 社会福祉協

議会 

ボランティア活

動基盤づくり 

 ボランティア活動が円滑に行え

るよう、ボランティア保険に関す

る案内や資機材の整備を行う。

◎ボランティア活動室・機材の貸

出し 

 印刷機   

 紙折り機  

 点字プリンター  

◎ボランティア保険の加入受付

ボランティア保険の加入受

付中 

10 月末現在 3,184 人 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（１） 経済課（消

費生活セン

ター） 

各種サークル

等の育成 

必要とされる消費生活の情報提

供を行い、消費者団体の活動促

進を図る。 

・消費者団体登録 7 団体 

・文京区消費者団体連絡

会、隔月開催 

  

１－３－（１） アカデミー

推進課 

団体間の連絡

会の設置 

サークルが相互に連携を取り、

サークル活動を活発化するた

め、連絡会を開催する。 

文京区生涯学習サークル

連絡会 35 団体 

  

１－３－（１） 高齢福祉課 高齢者クラブ

の助成 

高齢者の自主的な文化・スポー

ツ・学習活動及び社会奉仕活動

を促進するため高齢者クラブの

活動を助成する。 

高齢者クラブ 69 団体（平成

22 年 10 月 1 日現在） 

  

１－３－（１） 児童青少年

課 

文京区「家庭

の日」啓発 

毎月第 2 日曜日を文京区「家庭

の日」と定め、家庭の意義を見

直し、家族のふれあいや結びつ

きを深めるため、各種啓発事業

を展開している。 

①広報啓発用ビニールバッ

ク 7,000 枚を作成し、地区対

行事等で配布 

②各地区対が行う「家庭の

日」啓発事業に対し、補助

金を交付 

③11 月 14 日に文京区青少

年対策地区委員会九地区

合同行事「文の京こどもま

つり」を実施 

  

１－３－（１） 児童青少年

課 

文京区青少年

の社会参加推

進事業補助金 

区内で非営利活動を行う団体

（NPO 等）が実施する、青少年の

社会参加を推進する事業に対し

て、経費の一部を補助する。こ

れにより、当該事業の充実を図

り、青少年が主体的に社会と関

わることができる機会や場を提

供し、青少年の社会参加を推進

し、青少年の自立を促進すること

を目的とする。 

補助金交付申請事業 

①事業名：響きの森 net 交

流広場「南会津町南郷雪遊

び」 

団体名：特定非営利活動

法人 NPO 響きの森 net 

②事業名：知的障がい者・

児とともにサマーキャンプ 

  団体名：特定非営利活動

法人「えこお」 

③事業名：とらいあんぐる

体操のインストラクターにな

ろう！ 

  団体名：NPO法人地域ネ

ットワークとらいあんぐる 

④事業名：遊びながらコミュ

ニケーション力をつけよ

う！ 

  団体名：特例民法法人 

青少年健康センター 

⑤事業名：夏季キャンプ 

  団体名：ワクワク子ども

クラブ 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（１） 児童青少年

課 

文京区青年育

成事業補助金 

区内で非営利活動を行う団体

（NPO 等）が実施する、青年を育

成する活動に対して、経費の一

部を補助する。これにより、当該

事業の充実を図り、地域社会に

おいて自主的に活動できる青年

の育成を図ることを目的とする。

補助金交付申請事業 

①事業名：青年リーダー養

成講座 

  団体名：特定非営利活動

法人「えこお」 

②事業名：「アウトドア体験

事業を企画しよう！」事業 

  団体名：特定非営利活動

法人 NPO 響きの森 net 

③事業名：春日子どもの遊

び場ボランティア活動事業 

  団体名：非営利組織ウフル 

  

１－３－（１） 児童青少年

課 

文京区青少年

対策地区委員

会活動支援 

青少年の健全育成のため活動し

ている文京区青少年対策地区委

員会（9 地区）を支援する。 

①事業補助 

②会長会 年 3 回 

③地区連絡会 年 2 回 

④委員研修会 年 1 回 

  

１－３－（１） 児童青少年

課 

①青少年対策

推進関係機関

連絡会②文京

区社会を明る

くする運動 

①学校・警察・教育委員会・区の

関係者が、生活指導・非行防止・

青少年施策等におけるさまざま

な課題について情報・意見交換

を行うことにより、各機関の緊密

な連携と青少年対策の推進を図

る。②非行防止や更生保護に対

する啓発を目的とする法務省主

唱の「社会を明るくする運動」に

ついて、より多くの区民が運動

の趣旨に理解を深め、ご協力い

ただくことを目的とする。 

①青少年対策推進関係機

関連絡会 年 2 回 

②東京ドーム周辺広報啓発

活動、文京区社会を明るく

する大会 

③文京矯正展 

  

１－３－（１） 保健サービ

スセンター 

健康づくり自

主グループ等

の育成 

健康づくり自主グループの活動

に対し助言を行い、活動を支援

する。 

2 栄養関係健康づくり自主

グループへ助言 

  

１－３－（１） 社会福祉協

議会 

ボランティア活

動基盤づくり 

 ボランティア活動が円滑に行え

るよう、ボランティア保険に関す

る案内や資機材の整備を行う。

◎ボランティア活動室・機材の貸

出し 

 印刷機   

 紙折り機  

 点字プリンター  

◎ボランティア保険の加入受付

ボランティア保険の加入受

付中 

10 月末現在 3,184 人 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（１） 社会福祉協

議会 

ボランティアの

交流・協働へ

の支援 

ボランティア・市民活動団体の交

流を図り、活動しやすい環境を

つくる。また、多様な協働を支援

し、区内のボランティア活動がよ

り活発化するように働きかける。

ボランティアまつりの実施

（11 月 20 日実施） 

ボランティア連絡会の実施  

30 人 

  

１－３－（２） アカデミー

推進課 

区民プロデュ

ース講座 

文京アカデミア講座の一環とし

て、区民の学習の成果を活か

し、地域に根ざした生涯学習を

推進するため、個人・ＮＰＯ等団

体が企画運営する講座を公募し

て実施する。 

区民プロデュース講座（後

期 7 講座、後期Ⅱ8 講座）  

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－３－（２） 高齢福祉課 いきいきシニ

アの集い 

高齢者が地域社会や家庭等で

幅広く培った、豊かな経験や技

術・知識を活かし、作品展示など

を通して、他世代との交流を図る

とともに高齢者の生きがいの推

進を図る。 

いきいきシニアの集い 

11 月30 日～12 月2 日実施 

  

１－３－（２） 障害福祉課 世代や立場の

違いを超え

た、さまざまな

交流の機会の

提供 

障害者の自立を促し、障害者に

対する理解を深めるための交流

の場をつくる。 

障害者週間記念行事「ふれ

あいの集い」作品展 

障害者週間期間中の土曜・

日曜・月曜の 3 日間実施 

  

１－３－（２) 障害福祉課 世代や立場の

違いを超え

た、さまざまな

交流の機会の

提供 

活動成果や施設の紹介、利用者

と地域住民との交流を図る。 

福祉作業所一歩いっぽ祭り 

大塚福祉作業所 10 月 30

日（土）開催 

小石川福祉作業所 11 月 6

日（土）開催 

  

１－３－（２） 障害福祉課 世代や立場の

違いを超え

た、さまざまな

交流機会の提

供（本郷福祉

センター） 

本郷福祉センター利用者の日常

活動での成果の発表等を通じて

地域との交流を図る。 

本郷福祉センターほんわか

祭り 12 月 11 日（土）開催  

  

１－３－（２） 障害福祉課 世代や立場の

違いを超え

た、さまざな交

流の機会の提

供（動坂福祉

会館） 

動坂地域活動支援センターの利

用者と会館の利用団体（地元住

民）が作品や団体活動の発表、

バザー等を行い、地域との交流

を図る。 

動坂福祉会館まつり 3 月5

日（土）開催予定 

  

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 
 

 95

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（２） 障害福祉課

（福祉センタ

ー） 

「敬老の日施

設開放」 

高齢者の生活が健康で明るいも

のとなることを願って、福祉セン

ター利用者と職員が一緒になっ

て「敬老の日」を祝う。 

内容は、敬老の日に高齢者自身

が演芸大会で歌・踊り・手品等の

特技を披露し合う。また、お茶会

を催す。 

「敬老の日の集い」参加 

延べ人数 100 人、出演者 8

組 

  

１－３－（２） 障害福祉課

（福祉センタ

ー） 

福祉センター

祭り 

福祉センターに通所している高

齢者、心障者（児）が日常訓練、

活動で作成した作品の展示等を

通じて、地域社会との交流を図

る。また福祉センターを利用する

自主的サークルの活動発表の

場を提供する。 

11 月 13 日（土）開催   

１－３－（２） 男女協働・

子ども家庭

支援センタ

ー担当課 

さまざまな交

流の機会の提

供 

男女平等参画のための相互交

流の機会を提供する。 

男女平等センターまつり（参

加団体 47 団体、来場者数

1,926 人） 

指定管理者が

実施 

１－３－（２） リサイクル

清掃課 

文京エコ・リサ

イクルフェア 

地球環境に配慮した資源循環型

社会の構築を目指すため 3Ｒ推

進月間に合わせて、リサイクル・

環境団体の活動の成果を紹介し

地域住民との交流を図る。 

10 月 23 日（土）教育の森公

園で開催 

19 団体の参加、100 ブース

のフリーマーケット等 

参加者数 13,000 人 

  

１－３－（２） リサイクル

清掃課 

モノ・フォーラ

ムの開催(モノ

配慮友の会共

催） 

モノ・プランの推進を目指しごみ

減量への区民向けの普及啓発

の一環として年 1 回フォーラムを

開催している。 

3 月 9 日(水）開催予定 ｢モ

ノ・フォーラム 2010 文京」 

【21 年度実績：参加者 50

人】 

  

１－３－（３） 職員課 職員の育成 文京区職員育成基本方針に基

づき、研修プログラムの充実、人

事制度の構築、職場環境づくり、

職員育成推進システムの整備の

4 つのカテゴリーを戦略的に結

びつけ、職員育成に取り組む。 

各種職員研修の実施 

若手職員育成ローテーショ

ン 

インターンシップ制度  等 

  

１－３－（３） 区民課 団塊の世代等

の地域貢献に

かかる人材の

育成 

知識や経験・技能などを地域に

活かす足掛かりを提供するため

の講座 

地域貢献講座（1 講座）    

・9 月 30 日特別講座（講演

会） 

・10 月 6 日～12 月 3 日まで

全 8 回 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（１） 社会福祉協

議会 

ボランティアの

交流・協働へ

の支援 

ボランティア・市民活動団体の交

流を図り、活動しやすい環境を

つくる。また、多様な協働を支援

し、区内のボランティア活動がよ

り活発化するように働きかける。

ボランティアまつりの実施

（11 月 20 日実施） 

ボランティア連絡会の実施  

30 人 

  

１－３－（２） アカデミー

推進課 

区民プロデュ

ース講座 

文京アカデミア講座の一環とし

て、区民の学習の成果を活か

し、地域に根ざした生涯学習を

推進するため、個人・ＮＰＯ等団

体が企画運営する講座を公募し

て実施する。 

区民プロデュース講座（後

期 7 講座、後期Ⅱ8 講座）  

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－３－（２） 高齢福祉課 いきいきシニ

アの集い 

高齢者が地域社会や家庭等で

幅広く培った、豊かな経験や技

術・知識を活かし、作品展示など

を通して、他世代との交流を図る

とともに高齢者の生きがいの推

進を図る。 

いきいきシニアの集い 

11 月30 日～12 月2 日実施 

  

１－３－（２） 障害福祉課 世代や立場の

違いを超え

た、さまざまな

交流の機会の

提供 

障害者の自立を促し、障害者に

対する理解を深めるための交流

の場をつくる。 

障害者週間記念行事「ふれ

あいの集い」作品展 

障害者週間期間中の土曜・

日曜・月曜の 3 日間実施 

  

１－３－（２) 障害福祉課 世代や立場の

違いを超え

た、さまざまな

交流の機会の

提供 

活動成果や施設の紹介、利用者

と地域住民との交流を図る。 

福祉作業所一歩いっぽ祭り 

大塚福祉作業所 10 月 30

日（土）開催 

小石川福祉作業所 11 月 6

日（土）開催 

  

１－３－（２） 障害福祉課 世代や立場の

違いを超え

た、さまざまな

交流機会の提

供（本郷福祉

センター） 

本郷福祉センター利用者の日常

活動での成果の発表等を通じて

地域との交流を図る。 

本郷福祉センターほんわか

祭り 12 月 11 日（土）開催  

  

１－３－（２） 障害福祉課 世代や立場の

違いを超え

た、さまざな交

流の機会の提

供（動坂福祉

会館） 

動坂地域活動支援センターの利

用者と会館の利用団体（地元住

民）が作品や団体活動の発表、

バザー等を行い、地域との交流

を図る。 

動坂福祉会館まつり 3 月5

日（土）開催予定 

  

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 
 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（２） 障害福祉課

（福祉センタ

ー） 

「敬老の日施

設開放」 

高齢者の生活が健康で明るいも

のとなることを願って、福祉セン

ター利用者と職員が一緒になっ

て「敬老の日」を祝う。 

内容は、敬老の日に高齢者自身

が演芸大会で歌・踊り・手品等の

特技を披露し合う。また、お茶会

を催す。 

「敬老の日の集い」参加 

延べ人数 100 人、出演者 8

組 

  

１－３－（２） 障害福祉課

（福祉センタ

ー） 

福祉センター

祭り 

福祉センターに通所している高

齢者、心障者（児）が日常訓練、

活動で作成した作品の展示等を

通じて、地域社会との交流を図

る。また福祉センターを利用する

自主的サークルの活動発表の

場を提供する。 

11 月 13 日（土）開催   

１－３－（２） 男女協働・

子ども家庭

支援センタ

ー担当課 

さまざまな交

流の機会の提

供 

男女平等参画のための相互交

流の機会を提供する。 

男女平等センターまつり（参

加団体 47 団体、来場者数

1,926 人） 

指定管理者が

実施 

１－３－（２） リサイクル

清掃課 

文京エコ・リサ

イクルフェア 

地球環境に配慮した資源循環型

社会の構築を目指すため 3Ｒ推

進月間に合わせて、リサイクル・

環境団体の活動の成果を紹介し

地域住民との交流を図る。 

10 月 23 日（土）教育の森公

園で開催 

19 団体の参加、100 ブース

のフリーマーケット等 

参加者数 13,000 人 

  

１－３－（２） リサイクル

清掃課 

モノ・フォーラ

ムの開催(モノ

配慮友の会共

催） 

モノ・プランの推進を目指しごみ

減量への区民向けの普及啓発

の一環として年 1 回フォーラムを

開催している。 

3 月 9 日(水）開催予定 ｢モ

ノ・フォーラム 2010 文京」 

【21 年度実績：参加者 50

人】 

  

１－３－（３） 職員課 職員の育成 文京区職員育成基本方針に基

づき、研修プログラムの充実、人

事制度の構築、職場環境づくり、

職員育成推進システムの整備の

4 つのカテゴリーを戦略的に結

びつけ、職員育成に取り組む。 

各種職員研修の実施 

若手職員育成ローテーショ

ン 

インターンシップ制度  等 

  

１－３－（３） 区民課 団塊の世代等

の地域貢献に

かかる人材の

育成 

知識や経験・技能などを地域に

活かす足掛かりを提供するため

の講座 

地域貢献講座（1 講座）    

・9 月 30 日特別講座（講演

会） 

・10 月 6 日～12 月 3 日まで

全 8 回 

  



96

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（３） アカデミー

推進課 

五者合同研修

会実施のサポ

ート 

文京区青少年委員会が主催し、

青少年委員・区立小中学校副校

長会・区立小中学校ＰＴＡ連合会

の五者が参加する、研修会の事

務連絡、準備等のサポートをし

ている。 

平成 22 年度五者合同研修

会 

155 人参加 

  

１－３－（３） アカデミー

推進課 

青少年リーダ

ーの育成 

区に登録された青少年リーダー

が、キャンプ・オーバーナイトウ

ォークなどの企画・運営を担当

し、小中学生を中心とした参加者

を指導することで、リーダーシッ

プを高めることを目的とする。 

文京区青少年リーダー育成

事業文京区青少年リーダー

登録者数：14 人 

  

１－３－（３） アカデミー

推進課 

青少年委員活

動への支援 

青少年委員への研修会の実施

など、青少年委員活動への支援

を充実する。 

中学生サミット（7 月・12 月

実施。区立中学校各 2 人、

幹事校のみ 5 人参加） 

コミュニティプラザ（18 団体

参加予定） 

  

１－３－（３） アカデミー

推進課 

人材育成講座 事業を財団と協働して事業を行

う人材を育成するため、文京アカ

デミアサポーター養成講座、生

涯学習司養成講座、インタープリ

ター養成講座の 3 講座を実施。

また、こうした生涯学習支援者の

連携を深めるための会合を開催

している。 

文京アカデミアサポーター

養成講座 

生涯学習司養成講座 

インタープリター養成講座

(中級・演習) 

学習支援者連絡会 2 回 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－３－（３） アカデミー

推進課 

学習支援者ス

キルアップ講

座 

財団と協働して事業を行う「文の

京生涯学習司」「文京アカデミア

サポーター」「文の京地域文化イ

ンタープリター」などのスキルア

ップ講座を実施する。 

財団が育成した生涯学習支

援者を対象としてそのスキ

ルアップを図り、より多角的

な活動が行える技能等を学

習する講座 （1 講座） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－３－（３） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア学習推進委

員会、文の京

生涯学習司、

文京アカデミ

アサポーター 

学習推進委員を区民から公募

し、区民（委員）自らが講座の企

画・運営に携われるような体制を

作る（年間 12 回会議を実施）。 

また、講座の企画については文

の京生涯学習司にも広く企画を

募集している。 

各講座の実施にあたっては、文

京アカデミアサポーターの中か

ら講座運営の担当者を公募して

いる。 

・文京アカデミア学習推進

委員会（学識経験者 1 人、

区民委員 15 人） 

・学習推進委員企画講座 13

講座 

(前期 5・後期 4・後期Ⅱ4） 

・文の京生涯学習司企画講

座 1 講座 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（３） 障害福祉課 ボランティアの

育成 

ボランティアに関する理解を深

めボランティア活動への参加を

促進する。 

また、専門的な知識を持ったボ

ランティアを育成する。 

手話通訳研修会 6 回   

１－３－（３） 環境政策課 環境学習リー

ダー育成講座 

環境保全について、日常生活と

身近な視点に立った講座を実施

し、地域における環境保全意識

啓発活動等のリーダーとして取

り組む人材を育成する。 

講座期間：平成22年9月～

平成 23 年 1 月 

講座内容：「みどり」をテー

マに環境全般及び地域活

動について学習 

回数：全11回（うち1回は受

講成果の発表） 

受講生：17 人（定員は 20

人） 

  

１－３－（３） リサイクル

清掃課 

リサイクル推

進サポーター

養成講座｢文

京エコカレッ

ジ」 

廃棄物を減量し資源循環型社会

の構築を進めるためには、区民

一人ひとりの日々の実践が重要

である。「文京エコカレッジ」は、

地域でのリサイクル推進活動お

よび区のリサイクル事業への区

民への参画を進め、3Ｒの推進

の実践につながる人材の育成及

び活用を図るための「リサイクル

推進サポーター」を養成する。講

座は、文京学院大学と協働で実

施する。 

・第Ⅱ期 開講式 5 月 26 日 

20 人受講で開始（全 6 回）・

6 月 30 日の修了式で修了

認定者は、16人･リサイクル

推進サポーター登録者 1

期生 16 人、Ⅱ期生 14 人 

  

１－３－（３） 庶務課 PTA 育成(PTA

合同研修会：

広報研修会、

合同講演会） 

PTA を育成するため、学習の場

として、また、PTA 相互の交流を

図るため、広報研修会、合同研

修会を開催する。 

○ＰＴＡ組織の中で大きな

役割を担う広報委員を対象

とした広報研修会を、広報

委員の着任時期に合わせ

PTA 広報研修会を実施した 

(76 人) 

○合同研修会として、「子ど

もがやる気になる子育て～

会話ひとつで子どもは変わ

る」をテーマに PTA 合同講

演会を実施した (79 人) 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（３） アカデミー

推進課 

五者合同研修

会実施のサポ

ート 

文京区青少年委員会が主催し、

青少年委員・区立小中学校副校

長会・区立小中学校ＰＴＡ連合会

の五者が参加する、研修会の事

務連絡、準備等のサポートをし

ている。 

平成 22 年度五者合同研修

会 

155 人参加 

  

１－３－（３） アカデミー

推進課 

青少年リーダ

ーの育成 

区に登録された青少年リーダー

が、キャンプ・オーバーナイトウ

ォークなどの企画・運営を担当

し、小中学生を中心とした参加者

を指導することで、リーダーシッ

プを高めることを目的とする。 

文京区青少年リーダー育成

事業文京区青少年リーダー

登録者数：14 人 

  

１－３－（３） アカデミー

推進課 

青少年委員活

動への支援 

青少年委員への研修会の実施

など、青少年委員活動への支援

を充実する。 

中学生サミット（7 月・12 月

実施。区立中学校各 2 人、

幹事校のみ 5 人参加） 

コミュニティプラザ（18 団体

参加予定） 

  

１－３－（３） アカデミー

推進課 

人材育成講座 事業を財団と協働して事業を行

う人材を育成するため、文京アカ

デミアサポーター養成講座、生

涯学習司養成講座、インタープリ

ター養成講座の 3 講座を実施。

また、こうした生涯学習支援者の

連携を深めるための会合を開催

している。 

文京アカデミアサポーター

養成講座 

生涯学習司養成講座 

インタープリター養成講座

(中級・演習) 

学習支援者連絡会 2 回 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－３－（３） アカデミー

推進課 

学習支援者ス

キルアップ講

座 

財団と協働して事業を行う「文の

京生涯学習司」「文京アカデミア

サポーター」「文の京地域文化イ

ンタープリター」などのスキルア

ップ講座を実施する。 

財団が育成した生涯学習支

援者を対象としてそのスキ

ルアップを図り、より多角的

な活動が行える技能等を学

習する講座 （1 講座） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－３－（３） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア学習推進委

員会、文の京

生涯学習司、

文京アカデミ

アサポーター 

学習推進委員を区民から公募

し、区民（委員）自らが講座の企

画・運営に携われるような体制を

作る（年間 12 回会議を実施）。 

また、講座の企画については文

の京生涯学習司にも広く企画を

募集している。 

各講座の実施にあたっては、文

京アカデミアサポーターの中か

ら講座運営の担当者を公募して

いる。 

・文京アカデミア学習推進

委員会（学識経験者 1 人、

区民委員 15 人） 

・学習推進委員企画講座 13

講座 

(前期 5・後期 4・後期Ⅱ4） 

・文の京生涯学習司企画講

座 1 講座 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（３） 障害福祉課 ボランティアの

育成 

ボランティアに関する理解を深

めボランティア活動への参加を

促進する。 

また、専門的な知識を持ったボ

ランティアを育成する。 

手話通訳研修会 6 回   

１－３－（３） 環境政策課 環境学習リー

ダー育成講座 

環境保全について、日常生活と

身近な視点に立った講座を実施

し、地域における環境保全意識

啓発活動等のリーダーとして取

り組む人材を育成する。 

講座期間：平成22年9月～

平成 23 年 1 月 

講座内容：「みどり」をテー

マに環境全般及び地域活

動について学習 

回数：全11回（うち1回は受

講成果の発表） 

受講生：17 人（定員は 20

人） 

  

１－３－（３） リサイクル

清掃課 

リサイクル推

進サポーター

養成講座｢文

京エコカレッ

ジ」 

廃棄物を減量し資源循環型社会

の構築を進めるためには、区民

一人ひとりの日々の実践が重要

である。「文京エコカレッジ」は、

地域でのリサイクル推進活動お

よび区のリサイクル事業への区

民への参画を進め、3Ｒの推進

の実践につながる人材の育成及

び活用を図るための「リサイクル

推進サポーター」を養成する。講

座は、文京学院大学と協働で実

施する。 

・第Ⅱ期 開講式 5 月 26 日 

20 人受講で開始（全 6 回）・

6 月 30 日の修了式で修了

認定者は、16人･リサイクル

推進サポーター登録者 1

期生 16 人、Ⅱ期生 14 人 

  

１－３－（３） 庶務課 PTA 育成(PTA

合同研修会：

広報研修会、

合同講演会） 

PTA を育成するため、学習の場

として、また、PTA 相互の交流を

図るため、広報研修会、合同研

修会を開催する。 

○ＰＴＡ組織の中で大きな

役割を担う広報委員を対象

とした広報研修会を、広報

委員の着任時期に合わせ

PTA 広報研修会を実施した 

(76 人) 

○合同研修会として、「子ど

もがやる気になる子育て～

会話ひとつで子どもは変わ

る」をテーマに PTA 合同講

演会を実施した (79 人) 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（３） 庶務課 PTA 育成(PTA

連合会主催事

業の支援） 

PTA 連合会事業を共催または支

援することにより、PTA を育成す

る。PTA 相互の連携強化、家庭

教育力の向上を図る。 

○ＰＴＡ連合会主催事業の

支援 

・幼稚園ＰＴＡレクリェーショ

ン研修会（11 月 30 日）200

人 

・小学校ＰＴＡ連合会体育大

会（11 月 3、23 日、12 月 11

日）1,500 人 

・中学校ＰＴＡスポーツフェ

スティバル（7 月 10 日）400

人 

  

１－３－（３） 庶務課 PTA 育成（親

子ふれあい教

室） 

ＰＴＡが実施する親子のふれあ

いを深めるための事業を支援

し、経費の一部を負担する。 

○学校単位 PTA が実施す

る「親子ふれあい教室事

業」経費の一部を負担する 

対象：区立幼稚園、小学

校、中学校 全 40 校（園） 

【21 年度実績：35 校園】 

  

１－３－（３） 教育指導課 生涯学習に関

する教員研修

の実施 

生涯学習の基礎づくりの場とし

ての学校教育を充実するため、

教員に対する生涯学習の研修を

実施する。 

進路指導担当教員に対して

研修会を実施 

  

１－３－（３） 社会福祉協

議会 

ボランティアの

育成 

ボランティアに関する理解を深

めボランティア活動への参加を

促進する。 

また、専門的な知識を持ったボ

ランティアを育成する。 

視覚障害者支援講習会 2

月実施予定 

夏のボランティア体験教室  

111 人 

手話講習会  110 人 

朗読講習会   17 人 

点訳講習会    6 人 

知的障害者サポートボラン

ティア講習会  2 月実施予

定 

  

１－３－（３） 社会福祉協

議会 

有償在宅福祉

サービス事業

協力会員の活

用と育成 

在宅で家事援助・介護援助を必

要とする高齢者、障害のある方、

ひとり親家庭の児童、妊産婦の

方に対して、地域福祉における

福祉サービスの担い手である協

力会員の派遣と育成。 

ふれあい介護講座（年3回）

の実施 

  

１－３－（４） アカデミー

推進課 

大学の人材の

講師や指導者

としての活用 

大学プロデュース講座・大学プロ

デュース特別講座を充実させる

ことで区内大学の人材の活用を

促進していく。 

文京アカデミア講座（3 講

座） 

大学キャンパス講座（9大学

23 講座） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 
 

 99

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（４） アカデミー

推進課 

大学の人材の

審議会での活

用 

大学の人材を、各種審議会等の

委員として活用する。 

アカデミー推進計画策定協

議会ほか 

  

１－３－（４） アカデミー

推進課 

生涯学習人材

バンクの活用 

生涯学習司やインタープリター

等の人材を活用し、学習の成果

を地域に生かしていく事業を展

開していく。 

文の京地域文化インタープ

リター企画展 

「江戸時代に生まれた庶民

信仰の空間-音羽と雑司が

谷-」 

日時：9月24日（金）～10月

5 日（火） 

会場：文京シビックギャラリ

ー・鬼子母神堂 

  

１－３－（４） アカデミー

推進課 

生涯学習支援

者の登用 

「文の京生涯学習司」「文京アカ

デミアサポーター」「文の京地域

文化インタープリター」など学習

支援者の活動機会を設ける。 

文京アカデミア一日体験フ

ェアの企画・運営 

学習相談会の相談員 

学習支援者企画講座 

特別公開講座（運慶・インタ

ープリター協力講座） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－３－（４） 保健サービ

スセンター 

団体への講師

派遣制度の実

施 

団体の自主的な学習を促進する

ため、学習団体等が合同で講習

会等行う場合に講師を派遣す

る。 

大学や民間団体に医師、保

健師、栄養士を派遣   

  

１－３－（４） 庶務課 学校支援地域

本部事業 

地域の教育力の活性化を図り、

子どもたちの「生きる力」「確かな

学力」を育むため、地域全体が

学校教育を支援する体制を整備

し、推進する。 

また、本事業は、地域住民等の

学習成果を活用する機会にもな

っている。 

平成 20 年度より開始し、現

在区立小学校 8 校に設置。 

各本部に置かれた地域コ

ーディネーターのコーディ

ネートにより、地域の方々

が、校外学習の支援、図書

ボランティア、クラブ活動の

指導など行っている 

  

１－３－（４） 教育指導課 大学との連携

による学校活

動支援事業(大

学等との連携

により、学生等

を活用した学

校活動支援事

業) 

大学生等ボランティアを活用した

学習指導補助員を派遣して、小・

中学生の学力向上等を支援す

る。 

小・中学校 27 校で実施、大

学生 174 人派遣 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（３） 庶務課 PTA 育成(PTA

連合会主催事

業の支援） 

PTA 連合会事業を共催または支

援することにより、PTA を育成す

る。PTA 相互の連携強化、家庭

教育力の向上を図る。 

○ＰＴＡ連合会主催事業の

支援 

・幼稚園ＰＴＡレクリェーショ

ン研修会（11 月 30 日）200

人 

・小学校ＰＴＡ連合会体育大

会（11 月 3、23 日、12 月 11

日）1,500 人 

・中学校ＰＴＡスポーツフェ

スティバル（7 月 10 日）400

人 

  

１－３－（３） 庶務課 PTA 育成（親

子ふれあい教

室） 

ＰＴＡが実施する親子のふれあ

いを深めるための事業を支援

し、経費の一部を負担する。 

○学校単位 PTA が実施す

る「親子ふれあい教室事

業」経費の一部を負担する 

対象：区立幼稚園、小学

校、中学校 全 40 校（園） 

【21 年度実績：35 校園】 

  

１－３－（３） 教育指導課 生涯学習に関

する教員研修

の実施 

生涯学習の基礎づくりの場とし

ての学校教育を充実するため、

教員に対する生涯学習の研修を

実施する。 

進路指導担当教員に対して

研修会を実施 

  

１－３－（３） 社会福祉協

議会 

ボランティアの

育成 

ボランティアに関する理解を深

めボランティア活動への参加を

促進する。 

また、専門的な知識を持ったボ

ランティアを育成する。 

視覚障害者支援講習会 2

月実施予定 

夏のボランティア体験教室  

111 人 

手話講習会  110 人 

朗読講習会   17 人 

点訳講習会    6 人 

知的障害者サポートボラン

ティア講習会  2 月実施予

定 

  

１－３－（３） 社会福祉協

議会 

有償在宅福祉

サービス事業

協力会員の活

用と育成 

在宅で家事援助・介護援助を必

要とする高齢者、障害のある方、

ひとり親家庭の児童、妊産婦の

方に対して、地域福祉における

福祉サービスの担い手である協

力会員の派遣と育成。 

ふれあい介護講座（年3回）

の実施 

  

１－３－（４） アカデミー

推進課 

大学の人材の

講師や指導者

としての活用 

大学プロデュース講座・大学プロ

デュース特別講座を充実させる

ことで区内大学の人材の活用を

促進していく。 

文京アカデミア講座（3 講

座） 

大学キャンパス講座（9大学

23 講座） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習 
 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（４） アカデミー

推進課 

大学の人材の

審議会での活

用 

大学の人材を、各種審議会等の

委員として活用する。 

アカデミー推進計画策定協

議会ほか 

  

１－３－（４） アカデミー

推進課 

生涯学習人材

バンクの活用 

生涯学習司やインタープリター

等の人材を活用し、学習の成果

を地域に生かしていく事業を展

開していく。 

文の京地域文化インタープ

リター企画展 

「江戸時代に生まれた庶民

信仰の空間-音羽と雑司が

谷-」 

日時：9月24日（金）～10月

5 日（火） 

会場：文京シビックギャラリ

ー・鬼子母神堂 

  

１－３－（４） アカデミー

推進課 

生涯学習支援

者の登用 

「文の京生涯学習司」「文京アカ

デミアサポーター」「文の京地域

文化インタープリター」など学習

支援者の活動機会を設ける。 

文京アカデミア一日体験フ

ェアの企画・運営 

学習相談会の相談員 

学習支援者企画講座 

特別公開講座（運慶・インタ

ープリター協力講座） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

１－３－（４） 保健サービ

スセンター 

団体への講師

派遣制度の実

施 

団体の自主的な学習を促進する

ため、学習団体等が合同で講習

会等行う場合に講師を派遣す

る。 

大学や民間団体に医師、保

健師、栄養士を派遣   

  

１－３－（４） 庶務課 学校支援地域

本部事業 

地域の教育力の活性化を図り、

子どもたちの「生きる力」「確かな

学力」を育むため、地域全体が

学校教育を支援する体制を整備

し、推進する。 

また、本事業は、地域住民等の

学習成果を活用する機会にもな

っている。 

平成 20 年度より開始し、現

在区立小学校 8 校に設置。 

各本部に置かれた地域コ

ーディネーターのコーディ

ネートにより、地域の方々

が、校外学習の支援、図書

ボランティア、クラブ活動の

指導など行っている 

  

１－３－（４） 教育指導課 大学との連携

による学校活

動支援事業(大

学等との連携

により、学生等

を活用した学

校活動支援事

業) 

大学生等ボランティアを活用した

学習指導補助員を派遣して、小・

中学生の学力向上等を支援す

る。 

小・中学校 27 校で実施、大

学生 174 人派遣 
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Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） １ 生涯学習・２ スポーツ 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（４） 教育指導課 バリアフリーパ

ートナー(大学

等との連携に

より、学生等を

活用した学校

活動支援事業) 

バリアフリーパートナーとして、

区内大学の学生･区民・ボランテ

ィア等と協働し、特別な支援が必

要な幼児･児童・生徒をサポート

する。 

6 小学校、3 中学校、9 幼稚

園 

  

１－３－（４） 教育指導課 総合的な学習

の時間(地域

の人材の学校

での活用) 

生活科・総合的な学習の時間の

充実を図るため、地域の人材を

生かした区民講師を招聘する 。

各小中学校で実施   

１－３－（４） 真砂中央図

書館 

図書館運営の

区民参画推進 

区内の多彩な人材を受け入れる

ことにより図書館サービスの充

実を図るとともに、図書館運営に

区民の参画を促進ことにより地

域に密着した図書館運営を目指

す。 

図書館ボランティア（ライブ

ラリーパートナー） 

登録者 個人63人、団体10

団体 

利用者懇談会の開催及び

利用者アンケートの実施 

  

２ スポーツ 

２－１－（１） スポーツ振

興課 

地域スポーツ

情報の提供 

地域スポーツを普及・振興する

ため、地域スポーツ情報を提供

する。 

スポーツ交流ひろば通信の

発行（月 1 回） 

  

２－２－（１） スポーツ振

興課 

スポーツ施設

の整備 

区民の誰もが生涯を通じいつで

もどこでも気軽にスポーツに親し

めるようスポーツ施設を整備す

る。 

総合体育館、スポーツセン

ター、竹早テニスコート、六

義公園運動場、小石川運動

場（スポーツひろばを含

む）、後楽公園少年野球場 

  

２－２－（１） スポーツ振

興課 

スポーツ施設

の整備 

旧第五中学校体育館を、区民の

ためのスポーツ施設として開放

するために、リニューアル改修

工事を行い整備する。 

実施設計   

２－２－（１） スポーツ振

興課 

スポーツ施設

の整備 

老朽化した総合体育館に代わ

り、旧第四中学校跡地に（仮称）

新総合体育館を建設する。 

実施設計   

２－２－（1） スポーツ振

興課 

スポーツ施設

の整備 

平成 25 年開催予定の東京国体

に合わせ会場のひとつとなる小

石川運動場を改修工事し整備す

る。 

12 月から着工   

 
 

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） ２ スポーツ 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

２－２－（２） スポーツ振

興課 

スポーツの交

流ひろばの充

実 

学校をはじめとした既存スポー

ツ施設の有効活用と国公私立学

校施設及び官民スポーツ施設の

開放促進を図り、地域における

生涯スポーツ活動の活性化を推

進する。 

実施校（小学校 8 校、中学

校 10 校）、プール一般開放

（夏季：茗台中 12 日間、昭

和小 11 日間）、プール団体

開放（夏季：小学校 7 校、中

学校6校、対象：ＰＴＡ、地区

対、町会等） 

  

２－２－（２） スポーツ振

興課 

こどもひろば

の充実 

子どもの安全な遊び場として、各

小学校において校庭を開放す

る。自主運営委員会（平成 22 年

4 月より 5 校） 

区立小学校全校（20 校）で

こどもひろば実施。自主運

営委員会（5 校） 

  

２－２－（２） 学務課 会議室・体育

施設の開放 

区立小・中学校の講堂・屋内運

動場・格技室・教室・校庭を地域

の団体等に開放する。 

開放件数 10,600 件   

２－２－（３） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア講座（健康・

スポーツ） 

文京アカデミア講座の中に健康・

スポーツというジャンルを作り、

幅広い世代が受講しやすいよ

う、平日・休日、午前・午後・夜間

と受講日時を変えて実施してい

る。 

文京アカデミア（健康・スポ

ーツ）9 講座 

区民プロデュース講座 5 講

座 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

２－２－（３） スポーツ振

興課 

小中学生対象

の事業の充実 

児童・生徒が、地域で交流した

り、学習する機会を充実する。 

小中学生スポーツ教室   

ジュニアスキー教室（1 回）  

親子ボウリング教室       

1 コース（全 3 回）    

小・中学生卓球教室        

1 コース（全 4 回）    

小学生水泳教室 10 コース

(全 8 回)    

小学生水泳教室（障）       

1 コース（全 4 回） 

  

２－２－（３） スポーツ振

興課 

スポーツ活動

への参加機会

の充実 

青少年から高齢者までの幅広い

年齢層の区民の健康・体力づく

りを推進するため、各種スポー

ツやレクリエーションに参加する

機会を提供する。 

各種スポーツ指導、各種ス

ポーツ教室、各種スポーツ

大会、各種スポーツイベン

ト、スポーツ交流ひろば、ス

ポーツ団体等協働事業等 

  

２－２－（３） スポーツ振

興課 

生活技術を身

につける学習

機会の充実 

豊かに安全で生活するための技

術を身につけることのできる学

習機会を充実する。 

着衣泳講習会 1 回   

２－２－（３） スポーツ振

興課 

生活技術を身

につける学習

機会の充実 

子どもの生活技術向上を高める

学習機会を提供する。 

小学生水泳教室、こどもひ

ろば、幼児用交通遊具貸出 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

１－３－（４） 教育指導課 バリアフリーパ

ートナー(大学

等との連携に

より、学生等を

活用した学校

活動支援事業) 

バリアフリーパートナーとして、

区内大学の学生･区民・ボランテ

ィア等と協働し、特別な支援が必

要な幼児･児童・生徒をサポート

する。 

6 小学校、3 中学校、9 幼稚

園 

  

１－３－（４） 教育指導課 総合的な学習

の時間(地域

の人材の学校

での活用) 

生活科・総合的な学習の時間の

充実を図るため、地域の人材を

生かした区民講師を招聘する 。

各小中学校で実施   

１－３－（４） 真砂中央図

書館 

図書館運営の

区民参画推進 

区内の多彩な人材を受け入れる

ことにより図書館サービスの充

実を図るとともに、図書館運営に

区民の参画を促進ことにより地

域に密着した図書館運営を目指

す。 

図書館ボランティア（ライブ

ラリーパートナー） 

登録者 個人63人、団体10

団体 

利用者懇談会の開催及び

利用者アンケートの実施 

  

２ スポーツ 

２－１－（１） スポーツ振

興課 

地域スポーツ

情報の提供 

地域スポーツを普及・振興する

ため、地域スポーツ情報を提供

する。 

スポーツ交流ひろば通信の

発行（月 1 回） 

  

２－２－（１） スポーツ振

興課 

スポーツ施設

の整備 

区民の誰もが生涯を通じいつで

もどこでも気軽にスポーツに親し

めるようスポーツ施設を整備す

る。 

総合体育館、スポーツセン

ター、竹早テニスコート、六

義公園運動場、小石川運動

場（スポーツひろばを含

む）、後楽公園少年野球場 

  

２－２－（１） スポーツ振

興課 

スポーツ施設

の整備 

旧第五中学校体育館を、区民の

ためのスポーツ施設として開放

するために、リニューアル改修

工事を行い整備する。 

実施設計   

２－２－（１） スポーツ振

興課 

スポーツ施設

の整備 

老朽化した総合体育館に代わ

り、旧第四中学校跡地に（仮称）

新総合体育館を建設する。 

実施設計   

２－２－（1） スポーツ振

興課 

スポーツ施設

の整備 

平成 25 年開催予定の東京国体

に合わせ会場のひとつとなる小

石川運動場を改修工事し整備す

る。 

12 月から着工   
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

２－２－（２） スポーツ振

興課 

スポーツの交

流ひろばの充

実 

学校をはじめとした既存スポー

ツ施設の有効活用と国公私立学

校施設及び官民スポーツ施設の

開放促進を図り、地域における

生涯スポーツ活動の活性化を推

進する。 

実施校（小学校 8 校、中学

校 10 校）、プール一般開放

（夏季：茗台中 12 日間、昭

和小 11 日間）、プール団体

開放（夏季：小学校 7 校、中

学校6校、対象：ＰＴＡ、地区

対、町会等） 

  

２－２－（２） スポーツ振

興課 

こどもひろば

の充実 

子どもの安全な遊び場として、各

小学校において校庭を開放す

る。自主運営委員会（平成 22 年

4 月より 5 校） 

区立小学校全校（20 校）で

こどもひろば実施。自主運

営委員会（5 校） 

  

２－２－（２） 学務課 会議室・体育

施設の開放 

区立小・中学校の講堂・屋内運

動場・格技室・教室・校庭を地域

の団体等に開放する。 

開放件数 10,600 件   

２－２－（３） アカデミー

推進課 

文京アカデミ

ア講座（健康・

スポーツ） 

文京アカデミア講座の中に健康・

スポーツというジャンルを作り、

幅広い世代が受講しやすいよ

う、平日・休日、午前・午後・夜間

と受講日時を変えて実施してい

る。 

文京アカデミア（健康・スポ

ーツ）9 講座 

区民プロデュース講座 5 講

座 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

２－２－（３） スポーツ振

興課 

小中学生対象

の事業の充実 

児童・生徒が、地域で交流した

り、学習する機会を充実する。 

小中学生スポーツ教室   

ジュニアスキー教室（1 回）  

親子ボウリング教室       

1 コース（全 3 回）    

小・中学生卓球教室        

1 コース（全 4 回）    

小学生水泳教室 10 コース

(全 8 回)    

小学生水泳教室（障）       

1 コース（全 4 回） 

  

２－２－（３） スポーツ振

興課 

スポーツ活動

への参加機会

の充実 

青少年から高齢者までの幅広い

年齢層の区民の健康・体力づく

りを推進するため、各種スポー

ツやレクリエーションに参加する

機会を提供する。 

各種スポーツ指導、各種ス

ポーツ教室、各種スポーツ

大会、各種スポーツイベン

ト、スポーツ交流ひろば、ス

ポーツ団体等協働事業等 

  

２－２－（３） スポーツ振

興課 

生活技術を身

につける学習

機会の充実 

豊かに安全で生活するための技

術を身につけることのできる学

習機会を充実する。 

着衣泳講習会 1 回   

２－２－（３） スポーツ振

興課 

生活技術を身

につける学習

機会の充実 

子どもの生活技術向上を高める

学習機会を提供する。 

小学生水泳教室、こどもひ

ろば、幼児用交通遊具貸出 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

２－２－（３） スポーツ振

興課 

障害者ととも

に生きる社会

をつくるための

学習機会の設

置 

障害者の自立を促し、障害者に

対する理解を深めるための学習

機会を提供する。 

日曜青年講座 年 10 講座

程度 

  

２－２－（３） スポーツ振

興課 

親と子どもが

共に学習する

機会の提供 

子どもの発達段階において、親

と子どもが共に学習する機会を

提供する。 

ファミリーハイキング教室 

1 回 

親子水泳教室 1 コース（全

5 回） 

  

２－２－（３） スポーツ振

興課 

学習成果発表

の機会の充実 

区民のより一層の学習意欲向上

のため、学習・スポーツ成果の

発表や活用の機会を充実する。

区民大会 31 種目（空手道、

ラジオ体操、相撲、ソフトテ

ニス、はぜ釣り、軟式野球、

クレー射撃、テニス、アーチ

ェリー、ライフル射撃、剣

道、バレーボール、柔道、

弓道、陸上競技、バドミント

ン、ローラースポーツ、ボク

シング、バスケットボール、

卓球、水泳、合気道、なぎ

なた、ダンススポーツ、ボウ

リング、馬術、サッカー、ソ

フトボール、ゲートボール、

スキー、ゴルフ）、少年軟式

野球、少年サッカー、体操

クラブ等交流会等 

  

２－２－（３） 高齢福祉課 体力アップフェ

ア 

高齢者が今後の健康づくりを考

える機会を提供する。 

高齢者元気生活のための

体力アップフェア（体力測定

会） 10 月 22 日（金）実施 

  

２－２－（３） 高齢福祉課 高齢者歩け歩

け大会 

高齢者の健康づくりに役立てる

ため、公園等までの 1km～2km

を歩きます。 

4 月 26 日（月）実施   

２－２－（３） 障害福祉課 スポーツ活動

への参加機会

の充実 

区民の健康維持・増進のため、

スポーツやレクリェーションに関

する機会を提供する。 

心身障害者・児通所施設合

同運動会 

10 月 2 日（土）開催 

  区内 8 施設 

  参加者数 672 人 

  

２－２－（３） 障害福祉課

（福祉センタ

ー） 

「すこやか体

操」（福祉セン

ター）「心もか

らだもいきいき

体操」（福祉セ

ンター湯島分

館） 

一般高齢者に対して、閉じこもり

や転倒骨折予防を目的とし、健

康の維持・増進を図るため、介

護予防体操を実施する。 

「すこやか体操」（福祉セン

ター）年間 141 回実施予定 

「心もからだもいきいき体

操」（福祉センター湯島分

館）年間 94 回実施予定 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

２－２－（３） 介護保険課 文京区家族介

護支援事業 

区内に住所を有する、認知症の

高齢者その他在宅の介護が必

要な高齢者を現に介護する方等

を対象に、認知症家族交流会、

介護教室等を社会福祉法人等に

委託して実施する。主な事業内

容は介護技術・方法に関する指

導、介護保険及び保健福祉に係

るサービスの情報提供、介護者

同士の交流等である。 

認知症家族交流会（年 12

回） 

認知症介護教室（年 5 回） 

4 箇所の地域

包括支援セン

ターに委託し

て実施してい

る。 

２－２－（３） 健康推進課 ①筋力向上ト

レーニング教

室 

②筋力向上マ

シーントレーニ

ング教室 

③口腔機能向

上教室 

特定及び後期高齢者健診でより

介護予防が必要と判断された虚

弱高齢者を対象とする「特定高

齢者施策事業」 

①週2回×3ヶ月×3クール

×8 ヶ所 

②週2回×3ヶ月×3クール

×4 ヶ所 

③週1回×2ヶ月×2クール

×4 ヶ所 

  

２－２－（３） 健康推進課 ①文の京介護

予防体操教室

②転倒骨折予

防教室③尿失

禁予防教室④

栄養改善料理

教室⑤口腔機

能向上教室⑥

脳の健康教室

⑦介護予防講

演会・講座 

全高齢者を対象とする「一般高

齢者施策事業」 

①8 回×2 ヶ所 

②月2 回×11 ヶ所×1 年間 

③各1回×1ヶ所×6コース 

④各1回×1ヶ所×5コース 

⑤年 4 回×11 ヶ所 

⑥23 回×3 クラス×4 ヶ所

×2 クール 

⑦年 2 回 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

２－２－（３） スポーツ振

興課 

障害者ととも

に生きる社会

をつくるための

学習機会の設

置 

障害者の自立を促し、障害者に

対する理解を深めるための学習

機会を提供する。 

日曜青年講座 年 10 講座

程度 

  

２－２－（３） スポーツ振

興課 

親と子どもが

共に学習する

機会の提供 

子どもの発達段階において、親

と子どもが共に学習する機会を

提供する。 

ファミリーハイキング教室 

1 回 

親子水泳教室 1 コース（全

5 回） 

  

２－２－（３） スポーツ振

興課 

学習成果発表

の機会の充実 

区民のより一層の学習意欲向上

のため、学習・スポーツ成果の

発表や活用の機会を充実する。

区民大会 31 種目（空手道、

ラジオ体操、相撲、ソフトテ

ニス、はぜ釣り、軟式野球、

クレー射撃、テニス、アーチ

ェリー、ライフル射撃、剣

道、バレーボール、柔道、

弓道、陸上競技、バドミント

ン、ローラースポーツ、ボク

シング、バスケットボール、

卓球、水泳、合気道、なぎ

なた、ダンススポーツ、ボウ

リング、馬術、サッカー、ソ

フトボール、ゲートボール、

スキー、ゴルフ）、少年軟式

野球、少年サッカー、体操

クラブ等交流会等 

  

２－２－（３） 高齢福祉課 体力アップフェ

ア 

高齢者が今後の健康づくりを考

える機会を提供する。 

高齢者元気生活のための

体力アップフェア（体力測定

会） 10 月 22 日（金）実施 

  

２－２－（３） 高齢福祉課 高齢者歩け歩

け大会 

高齢者の健康づくりに役立てる

ため、公園等までの 1km～2km

を歩きます。 

4 月 26 日（月）実施   

２－２－（３） 障害福祉課 スポーツ活動

への参加機会

の充実 

区民の健康維持・増進のため、

スポーツやレクリェーションに関

する機会を提供する。 

心身障害者・児通所施設合

同運動会 

10 月 2 日（土）開催 

  区内 8 施設 

  参加者数 672 人 

  

２－２－（３） 障害福祉課

（福祉センタ

ー） 

「すこやか体

操」（福祉セン

ター）「心もか

らだもいきいき

体操」（福祉セ

ンター湯島分

館） 

一般高齢者に対して、閉じこもり

や転倒骨折予防を目的とし、健

康の維持・増進を図るため、介

護予防体操を実施する。 

「すこやか体操」（福祉セン

ター）年間 141 回実施予定 

「心もからだもいきいき体

操」（福祉センター湯島分

館）年間 94 回実施予定 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

２－２－（３） 介護保険課 文京区家族介

護支援事業 

区内に住所を有する、認知症の

高齢者その他在宅の介護が必

要な高齢者を現に介護する方等

を対象に、認知症家族交流会、

介護教室等を社会福祉法人等に

委託して実施する。主な事業内

容は介護技術・方法に関する指

導、介護保険及び保健福祉に係

るサービスの情報提供、介護者

同士の交流等である。 

認知症家族交流会（年 12

回） 

認知症介護教室（年 5 回） 

4 箇所の地域

包括支援セン

ターに委託し

て実施してい

る。 

２－２－（３） 健康推進課 ①筋力向上ト

レーニング教

室 

②筋力向上マ

シーントレーニ

ング教室 

③口腔機能向

上教室 

特定及び後期高齢者健診でより

介護予防が必要と判断された虚

弱高齢者を対象とする「特定高

齢者施策事業」 

①週2回×3ヶ月×3クール

×8 ヶ所 

②週2回×3ヶ月×3クール

×4 ヶ所 

③週1回×2ヶ月×2クール

×4 ヶ所 

  

２－２－（３） 健康推進課 ①文の京介護

予防体操教室

②転倒骨折予

防教室③尿失

禁予防教室④

栄養改善料理

教室⑤口腔機

能向上教室⑥

脳の健康教室

⑦介護予防講

演会・講座 

全高齢者を対象とする「一般高

齢者施策事業」 

①8 回×2 ヶ所 

②月2 回×11 ヶ所×1 年間 

③各1回×1ヶ所×6コース 

④各1回×1ヶ所×5コース 

⑤年 4 回×11 ヶ所 

⑥23 回×3 クラス×4 ヶ所

×2 クール 

⑦年 2 回 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

２－２－（３） 予防対策課 健康・体力づく

りのための事

業の充実 

（公害保健福

祉・予防事業） 

区民の健康・体力づくりを支援す

るための事業を実施する。 

呼吸器健康講座 4 回 

アレルギー講演会 2 回 

ぜん息児水泳教室 8 日間

×2 回 

公害認定患者等に対する

水泳奨励事業 大人 450

回、小人 200 回 

本事業は公害

健康被害認定

患者、大気汚

染健康障害認

定患者、呼吸

器疾患を持つ

区民等を対象

とした事業で、

呼吸器機能の

維持、改善、

あるいはアレ

ルギー疾患及

びぜん息発病

の予防及び早

期発見を目的

としている。 

２－２－（３） 保健サービ

スセンター 

健康教育 区民の健康の保持･増進を図る

ため、生活習慣病予防等の講演

会を開催する。 

精神保健講演会 2 回、生活

習慣病予防教室 8 回、健康

づくり講演会 2 回開催 

  

２－２－（３） 学務課 健康・体力づく

りのための事

業の充実 

区民の健康・体力づくりを支援す

るため、広く区民を対象にした講

演会等を行う。 

歯と口の健康づくり、学校

保健会特別講演,学校保健・

給食大会 

  

２－２－（４） スポーツ振

興課 

地域スポーツ

クラブの育成 

地域のスポーツクラブを育成・支

援するとともに、新たな地域スポ

ーツクラブの可能性を探る。 

地域スポーツクラブの自主

性を尊重しつつ、必要に応

じ支援を行っている。 

  

２－２－（４） スポーツ振

興課 

スポーツ団体

の育成 

地域･生涯スポーツの普及・発展

のため、自主的なスポーツ活動

を行うスポーツ団体の育成を図

る。 

地域派遣、区民体育大会の

委託、少年軟式野球大会の

委託、少年サッカー大会の

委託、スポーツ交流ひろば

の委託、各種スポーツ教室

の委託 

  

２－２－（４） 児童青少年

課 

児童館合同卓

球大会 

スポーツを通じて各児童館の交

流を図る。 

児童館合同卓球大会   

２－３－（１） スポーツ振

興課 

企業団体等と

の協働事業 

区内の参画団体が持つノウハウ

やネットワークを活用し、企業と

の協働事業を実施、区民ニーズ

に合った事業を提供する。 

日本サッカー協会との協働

事業 1 回 

読売巨人軍との協働事業 

1 回 

  

２－４－（１） スポーツ振

興課 

スポーツ指導

者の育成 

地域の生涯スポーツを普及・振

興するため区内の各種スポーツ

指導者を育成する。 

体育指導委員研修会参加

促進 

スポーツ指導者講習会 年

1 回 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

２－４－（１） スポーツ振

興課 

体育指導委員

会活動への支

援 

体育指導委員への研修会の実

施や委託事業など、活動への支

援を実施する。 

実技研修会への参加促進 

スポーツ教室事業の委託 

健康づくり教室 年 1 コース

(全 8 回) 

ニュースポーツ教室等(実

施中） 

  

２－４－（２） スポーツ振

興課 

体育指導委員

の活用 

地域・生涯スポーツ・レクリエー

ションの普及・振興及び区民の

自主的スポーツ活動を支援する

ため、体育指導委員活動を活用

する。 

地域派遣、各種スポーツ事

業での活用 

  

２－４－（２） スポーツ振

興課 

スポーツリー

ダーの活用 

地域の生涯スポーツ・レクリエー

ションの普及・振興及び区民の

自主的スポーツ活動を支援する

ため、スポーツリーダーを活用

する。 

地域派遣、スポーツ事業で

の活用 

  

２－４－（２） スポーツ振

興課 

スポーツ交流

ひろば指導員

の活用 

地域・生涯スポーツ・レクリエー

ションの普及・振興及び区民の

自主的スポーツ活動を支援する

ため、スポーツ交流ひろば指導

員を活用する。 

スポーツ交流ひろば実施校

18 校、スポーツ事業（ファミ

リースポーツデー）での活

用 

  

３ 文化芸術 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

文化・芸術に

親しむ発表

会、大会等の

実施 

教養等に関する区民の学習要求

に応える学習機会を充実する 。

歌壇・俳壇、俳句大会、絵

画展、書道展、華道展、茶

会、合唱のつどい、民謡大

会、謡曲大会、日本舞踊の

つどい、民踊のつどい、吟

剣詩舞道大会、三曲のつど

い、企画展、シビックコンサ

ート、カレッジコンサート 

  

３－１－（１） アカデミー

推進課 

「アートウォー

ル・シビック」

への作品展示 

若手芸術家の育成を図るため、

シビックセンターの壁面を利用し

て平面美術作品の展示を行い、

同時に区民が身近に芸術に触

れる機会とする。 

一般展示 10 回（8 月は応募

が無かったため） 

伝統文化こども教室作品展

1 回（2 月） 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

２－２－（３） 予防対策課 健康・体力づく

りのための事

業の充実 

（公害保健福

祉・予防事業） 

区民の健康・体力づくりを支援す

るための事業を実施する。 

呼吸器健康講座 4 回 

アレルギー講演会 2 回 

ぜん息児水泳教室 8 日間

×2 回 

公害認定患者等に対する

水泳奨励事業 大人 450

回、小人 200 回 

本事業は公害

健康被害認定

患者、大気汚

染健康障害認

定患者、呼吸

器疾患を持つ

区民等を対象

とした事業で、

呼吸器機能の

維持、改善、

あるいはアレ

ルギー疾患及

びぜん息発病

の予防及び早

期発見を目的

としている。 

２－２－（３） 保健サービ

スセンター 

健康教育 区民の健康の保持･増進を図る

ため、生活習慣病予防等の講演

会を開催する。 

精神保健講演会 2 回、生活

習慣病予防教室 8 回、健康

づくり講演会 2 回開催 

  

２－２－（３） 学務課 健康・体力づく

りのための事

業の充実 

区民の健康・体力づくりを支援す

るため、広く区民を対象にした講

演会等を行う。 

歯と口の健康づくり、学校

保健会特別講演,学校保健・

給食大会 

  

２－２－（４） スポーツ振

興課 

地域スポーツ

クラブの育成 

地域のスポーツクラブを育成・支

援するとともに、新たな地域スポ

ーツクラブの可能性を探る。 

地域スポーツクラブの自主

性を尊重しつつ、必要に応

じ支援を行っている。 

  

２－２－（４） スポーツ振

興課 

スポーツ団体

の育成 

地域･生涯スポーツの普及・発展

のため、自主的なスポーツ活動

を行うスポーツ団体の育成を図

る。 

地域派遣、区民体育大会の

委託、少年軟式野球大会の

委託、少年サッカー大会の

委託、スポーツ交流ひろば

の委託、各種スポーツ教室

の委託 

  

２－２－（４） 児童青少年

課 

児童館合同卓

球大会 

スポーツを通じて各児童館の交

流を図る。 

児童館合同卓球大会   

２－３－（１） スポーツ振

興課 

企業団体等と

の協働事業 

区内の参画団体が持つノウハウ

やネットワークを活用し、企業と

の協働事業を実施、区民ニーズ

に合った事業を提供する。 

日本サッカー協会との協働

事業 1 回 

読売巨人軍との協働事業 

1 回 

  

２－４－（１） スポーツ振

興課 

スポーツ指導

者の育成 

地域の生涯スポーツを普及・振

興するため区内の各種スポーツ

指導者を育成する。 

体育指導委員研修会参加

促進 

スポーツ指導者講習会 年

1 回 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

２－４－（１） スポーツ振

興課 

体育指導委員

会活動への支

援 

体育指導委員への研修会の実

施や委託事業など、活動への支

援を実施する。 

実技研修会への参加促進 

スポーツ教室事業の委託 

健康づくり教室 年 1 コース

(全 8 回) 

ニュースポーツ教室等(実

施中） 

  

２－４－（２） スポーツ振

興課 

体育指導委員

の活用 

地域・生涯スポーツ・レクリエー

ションの普及・振興及び区民の

自主的スポーツ活動を支援する

ため、体育指導委員活動を活用

する。 

地域派遣、各種スポーツ事

業での活用 

  

２－４－（２） スポーツ振

興課 

スポーツリー

ダーの活用 

地域の生涯スポーツ・レクリエー

ションの普及・振興及び区民の

自主的スポーツ活動を支援する

ため、スポーツリーダーを活用

する。 

地域派遣、スポーツ事業で

の活用 

  

２－４－（２） スポーツ振

興課 

スポーツ交流

ひろば指導員

の活用 

地域・生涯スポーツ・レクリエー

ションの普及・振興及び区民の

自主的スポーツ活動を支援する

ため、スポーツ交流ひろば指導

員を活用する。 

スポーツ交流ひろば実施校

18 校、スポーツ事業（ファミ

リースポーツデー）での活

用 

  

３ 文化芸術 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

文化・芸術に

親しむ発表

会、大会等の

実施 

教養等に関する区民の学習要求

に応える学習機会を充実する 。

歌壇・俳壇、俳句大会、絵

画展、書道展、華道展、茶

会、合唱のつどい、民謡大

会、謡曲大会、日本舞踊の

つどい、民踊のつどい、吟

剣詩舞道大会、三曲のつど

い、企画展、シビックコンサ

ート、カレッジコンサート 

  

３－１－（１） アカデミー

推進課 

「アートウォー

ル・シビック」

への作品展示 

若手芸術家の育成を図るため、

シビックセンターの壁面を利用し

て平面美術作品の展示を行い、

同時に区民が身近に芸術に触

れる機会とする。 

一般展示 10 回（8 月は応募

が無かったため） 

伝統文化こども教室作品展

1 回（2 月） 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

文化・芸術に

親しむ発表

会、大会等の

実施 

教養等に関する区民の学習要求

に応える学習機会を充実する 。

森鷗外に関する文学講演

会開催 

「森鷗外と医学留学生の交

流」 

日時：11 月 6 日 

会場：汐見地域活動センター 

講師：山崎光夫（作家） 

参加者数：34 人 

  

３－１－（１） アカデミー

推進課 

文化・芸術に

親しむ機会の

提供 

東京フィルハーモニー交響楽団

との提携による区内の芸術活動

の振興を図る。 

響きの森クラシックシリーズ

開催 年 3 回実施 

【Vol.32】6 月 26 日（土）実施 

1,534 人 

【Vol.33】9 月 11 日（土）実施 

1,694 人 

【Vol.34】11 月13 日(土)実施 

1,523 人 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

親子のふれあ

いを深める活

動の助成 

子どもの情操教育の一環とし

て、親などと一緒に生のクラシッ

ク音楽演奏に触れる機会を提供

する。 

子どものための音楽体験教

室（年 2 回実施・定員 650

人） 

【第1回】8月21日(土) 11:00

実施 298 人 

【第2回】8月21日(土) 14:30

実施 264 人 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

鼓童交流公演

～「ぶんきょう

交流公演」 

区と（財）文京アカデミーが事業

提携を締結している鼓童文化財

団の協力により、小中学生等の

青少年を中心に、鼓童や太鼓を

通じて和楽器の文化を体験する

ため、ミニコンサート実施する。 

10 月 27 日(水)実施 162 人 指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

楽器演奏クリ

ニック 

芸術・文化の向上を図るため、

東京フィルハーモニー交響楽団

との提携事業の一環として、区

内在住・在学の中学校・高等学

校の吹奏楽部員を対象にした、

管楽器の楽器演奏クリニック及

び、模範演奏を実施する。 

楽器演奏クリニック（3 月 12

日実施予定）          

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

文化・芸術に

親しむ機会の

提供 

シエナ・ウインド・オーケストラと

の提携による区内の芸術活動の

振興を図る。 

文京区、財団、オーケストラ

との三者による事業協定の

締結 10 月 9 日（土） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） ３ 文化芸術 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

小中学生のた

めの出前コン

サート 

幼少期から、クラシック音楽に慣

れ親しむことで情操豊かな子ど

もを育み、区民文化の向上を図

るため、区並びに東京フィルとの

提携事業の一環として、13 人の

ミニ・オーケストラによる区立小

中学校への出前コンサートを行

う。 

9 月 13 日（月）実施 根津

小学校 208 人 

10 月 4 日（月）実施 関口

台町小学校 441 人 

10 月 18 日（月）実施 湯島

小学校 361 人 

10 月 29 日（金）実施 昭和

小学校 572 人 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（２） アカデミー

推進課 

「文の京文化

発信プロジェク

ト」 

文京区らしさを生かした芸術文

化の創造・発信と、事業を通じた

交流を目的として実施しているプ

ロジェクト。演劇、音楽、伝統芸

能、美術などさまざまな分野のイ

ベントを対象としており、全国規

模の芸術文化団体や、全国の自

治体との協働（共催）により、特

色を生かした創造的な活動とそ

の成果の発信を通じて、文の京・

文京を広くアピールする。 

・啄木学級文の京講座 

日時：6 月 30 日（水） 

会場：文京シビックホール

小ホール 

主催：岩手県盛岡市 

講師：森まゆみほか 

参加者数：326 人 

・アジア音楽祭 

日時：10 月 3 日（日） 

会場：文京シビックホール 

    小ホール・大ホール 

    多目的室 

主催：（社）日本作曲家協議

会 

参加者数：1,307 人 

・「ドガ展」関連文化講演会 

日時：11 月 4 日（金） 

会場：文京シビックホール

小ホール 

主催：文京区・ＮＨＫ 

参加者数：150 人 

  

３－１－（２） アカデミー

推進課 

鼓童交流公演

～「太鼓体験

ワークショッ

プ」 

区と（財）文京アカデミーが事業

提携を締結している鼓童文化財

団の協力により、小中学生等の

青少年を中心に、太鼓の演奏を

通して情操豊かな子供を育むた

め、親子を対象とした「太鼓体験

ワークショップ」を実施する。 

10 月 27 日(水)実施 

40 人（親子 20 組） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

文化・芸術に

親しむ発表

会、大会等の

実施 

教養等に関する区民の学習要求

に応える学習機会を充実する 。

森鷗外に関する文学講演

会開催 

「森鷗外と医学留学生の交

流」 

日時：11 月 6 日 

会場：汐見地域活動センター 

講師：山崎光夫（作家） 

参加者数：34 人 

  

３－１－（１） アカデミー

推進課 

文化・芸術に

親しむ機会の

提供 

東京フィルハーモニー交響楽団

との提携による区内の芸術活動

の振興を図る。 

響きの森クラシックシリーズ

開催 年 3 回実施 

【Vol.32】6 月 26 日（土）実施 

1,534 人 

【Vol.33】9 月 11 日（土）実施 

1,694 人 

【Vol.34】11 月13 日(土)実施 

1,523 人 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

親子のふれあ

いを深める活

動の助成 

子どもの情操教育の一環とし

て、親などと一緒に生のクラシッ

ク音楽演奏に触れる機会を提供

する。 

子どものための音楽体験教

室（年 2 回実施・定員 650

人） 

【第1回】8月21日(土) 11:00

実施 298 人 

【第2回】8月21日(土) 14:30

実施 264 人 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

鼓童交流公演

～「ぶんきょう

交流公演」 

区と（財）文京アカデミーが事業

提携を締結している鼓童文化財

団の協力により、小中学生等の

青少年を中心に、鼓童や太鼓を

通じて和楽器の文化を体験する

ため、ミニコンサート実施する。 

10 月 27 日(水)実施 162 人 指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

楽器演奏クリ

ニック 

芸術・文化の向上を図るため、

東京フィルハーモニー交響楽団

との提携事業の一環として、区

内在住・在学の中学校・高等学

校の吹奏楽部員を対象にした、

管楽器の楽器演奏クリニック及

び、模範演奏を実施する。 

楽器演奏クリニック（3 月 12

日実施予定）          

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

文化・芸術に

親しむ機会の

提供 

シエナ・ウインド・オーケストラと

の提携による区内の芸術活動の

振興を図る。 

文京区、財団、オーケストラ

との三者による事業協定の

締結 10 月 9 日（土） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） ３ 文化芸術 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

３－１－（１） アカデミー

推進課 

小中学生のた

めの出前コン

サート 

幼少期から、クラシック音楽に慣

れ親しむことで情操豊かな子ど

もを育み、区民文化の向上を図

るため、区並びに東京フィルとの

提携事業の一環として、13 人の

ミニ・オーケストラによる区立小

中学校への出前コンサートを行

う。 

9 月 13 日（月）実施 根津

小学校 208 人 

10 月 4 日（月）実施 関口

台町小学校 441 人 

10 月 18 日（月）実施 湯島

小学校 361 人 

10 月 29 日（金）実施 昭和

小学校 572 人 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（２） アカデミー

推進課 

「文の京文化

発信プロジェク

ト」 

文京区らしさを生かした芸術文

化の創造・発信と、事業を通じた

交流を目的として実施しているプ

ロジェクト。演劇、音楽、伝統芸

能、美術などさまざまな分野のイ

ベントを対象としており、全国規

模の芸術文化団体や、全国の自

治体との協働（共催）により、特

色を生かした創造的な活動とそ

の成果の発信を通じて、文の京・

文京を広くアピールする。 

・啄木学級文の京講座 

日時：6 月 30 日（水） 

会場：文京シビックホール

小ホール 

主催：岩手県盛岡市 

講師：森まゆみほか 

参加者数：326 人 

・アジア音楽祭 

日時：10 月 3 日（日） 

会場：文京シビックホール 

    小ホール・大ホール 

    多目的室 

主催：（社）日本作曲家協議

会 

参加者数：1,307 人 

・「ドガ展」関連文化講演会 

日時：11 月 4 日（金） 

会場：文京シビックホール

小ホール 

主催：文京区・ＮＨＫ 

参加者数：150 人 

  

３－１－（２） アカデミー

推進課 

鼓童交流公演

～「太鼓体験

ワークショッ

プ」 

区と（財）文京アカデミーが事業

提携を締結している鼓童文化財

団の協力により、小中学生等の

青少年を中心に、太鼓の演奏を

通して情操豊かな子供を育むた

め、親子を対象とした「太鼓体験

ワークショップ」を実施する。 

10 月 27 日(水)実施 

40 人（親子 20 組） 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 
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Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） ３ 文化芸術 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

３－１－（２） アカデミー

推進課 

文化・芸術に

親しみ、区民

等が交流する

参加型事業の

実施 

区民を対象に演劇を学ぶ機会を

提供し、演じることを通して地域

コミュニティーの活性化を図る。

演劇グループ “ザ・シビッ

ク”講習会及び公演 

【講習会】平成 22 年 4 月～

平成23 年3 月まで週2 回、

延べ 53 日予定 

【発表会】3 月 6 日（日）2 回

公演 実施予定 

【受講者数】15 人 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（２） アカデミー

推進課 

文化・芸術に

親しみ、区民

等が交流する

参加型事業の

実施 

区民を対象にオペラの公演を目

標とする講習会実施し、地域コミ

ュニティーの活性化を図る。 

区民参加オペラ開催 

【講習会】平成 22 年 7 月～

平成23 年2 月まで週2 回、

延べ 82 日予定 

【発表会】2 月13 日（日）1 回

公演 実施予定 

【受講者数】 キャスト 13

人、合唱団 96 人 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（３） 区民課 地域に関する

学習機会の充

実 

地域の現状や歴史・伝統文化を

知るための学習機会を提供す

る。 

地域広報誌発行補助・22 町

会 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課 

区内文化施設

のネットワーク 

区内博物館、美術館、庭園等、

文化・芸術に関する施設を「文の

京ミュージアム ネットワーク」に

加入してもらい、各施設の特色

や個性を発信する。 

・ミューズマップの作成、配

布            

・合同イベント（ミューズネッ

トフェスタ）の開催 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課 

（仮称）森鷗外

記念館の新設 

「（仮称）森鷗外記念館整備検討

委員会報告書」（平成21 年3 月）

に基づき、新築による整備を進

める。 

建設及び展示基本・実施設

計完了（6 月）建設工事（12

月～24 年 3 月）着工展示工

事（23 年1 月～24 年10 月）

着工予定 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課（文

京ふるさと

歴史館） 

史跡めぐり 地域の歴史・文化財を紹介する

ことにより、文京区の歴史・文化

についての啓発を図る。 

ふるさと歴史館友の会との協働

事業として行う。 

年 3 回実施 

※ガイドは友の会ボランテ

ィアガイド「文京まち案内」

が担当 

第1回6月16日 テーマ「本

郷ゆかりの文人たち」 39

人参加 

第 2 回 10 月 19 日 テーマ

「秋の六義園を歩く！」 31

人参加 

第 3 回 3 月 4 日の予定 テ

ーマ「春、伝通院から印刷

博物館へ・・」 50 人募集  

  

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） ３ 文化芸術 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

３－１－（３） アカデミー

推進課（文

京ふるさと

歴史館） 

友の会の支援 友の会との協力関係を確立し、

地域の現状や歴史・文化を知る

ための学習機会を充実する。 

・友の会ボランティアガイド

とまち案内希望者との仲介

をする。 

【平成 21 年度実績：27 件】  

・その他の事業（史跡めぐ

り、講演会、見学会、発表

会・懇談会） 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課（文

京ふるさと

歴史館） 

特別展 文京区の歴史や文化に関するこ

とをテーマに展示する特別展を

実施する。 

10 月 16 日～11 月 28 日ま

で 38 日間実施 

テーマ 「文京ゆかりの名優 

花柳章太郎 -その人と芸-」 

入館者数 4,187 人 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課（文

京ふるさと

歴史館） 

収蔵品展 文京区の歴史や文化について、

資料収集し調査研究して成果を

収蔵品を中心として展示する収

蔵品展を実施する。 

子どもの遊びと学び展（2 月

12 日～3 月 21 日まで実施

予定） 

【平成21年度実績】 2月13

日～3 月 22 日まで 33 日間

実施 

テーマ 「火鉢 -暮らしの

ぬくもり展-」 

入館者数 2,519 人 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課（文

京ふるさと

歴史館） 

小・中学生の

ための歴史教

室 

歴史・文化についての興味を抱

かせることにより文京区への愛

着心を深める。 

7 月 21 日～8 月 31 日まで

実施 

延べ 224 人参加 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課 

「ふれあいの

つどい事業」

ぶらりクイズｄ

ｅさんぽ 

「財団法人文京アカデミー ふれ

あいの集い」を通じて、区民に文

京区の文化・芸術関連施設や地

域の名所・旧跡等の特色の理解

を深めてもらう。 

「ふれあいのつどい事業」

ぶらりクイズｄｅさんぽ 11 月

3 日(水)実施 91 人      

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（３） 教育指導課 社会科副読本

の作成及び購

入(地域につい

ての学習の推

進) 

地域の歴史や伝統・文化を理解

するため社会科副読本（小学校

「わたしたちの文京区」「わたした

ちの東京」、中学校「わがまち文

京」）を作成・購入する。 

社会科副読本の作成「わが

まち文京」「わたしたちの文

京区」 

「わたしたちの東京都」購入 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

３－１－（２） アカデミー

推進課 

文化・芸術に

親しみ、区民

等が交流する

参加型事業の

実施 

区民を対象に演劇を学ぶ機会を

提供し、演じることを通して地域

コミュニティーの活性化を図る。

演劇グループ “ザ・シビッ

ク”講習会及び公演 

【講習会】平成 22 年 4 月～

平成23 年3 月まで週2 回、

延べ 53 日予定 

【発表会】3 月 6 日（日）2 回

公演 実施予定 

【受講者数】15 人 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（２） アカデミー

推進課 

文化・芸術に

親しみ、区民

等が交流する

参加型事業の

実施 

区民を対象にオペラの公演を目

標とする講習会実施し、地域コミ

ュニティーの活性化を図る。 

区民参加オペラ開催 

【講習会】平成 22 年 7 月～

平成23 年2 月まで週2 回、

延べ 82 日予定 

【発表会】2 月13 日（日）1 回

公演 実施予定 

【受講者数】 キャスト 13

人、合唱団 96 人 

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（３） 区民課 地域に関する

学習機会の充

実 

地域の現状や歴史・伝統文化を

知るための学習機会を提供す

る。 

地域広報誌発行補助・22 町

会 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課 

区内文化施設

のネットワーク 

区内博物館、美術館、庭園等、

文化・芸術に関する施設を「文の

京ミュージアム ネットワーク」に

加入してもらい、各施設の特色

や個性を発信する。 

・ミューズマップの作成、配

布            

・合同イベント（ミューズネッ

トフェスタ）の開催 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課 

（仮称）森鷗外

記念館の新設 

「（仮称）森鷗外記念館整備検討

委員会報告書」（平成21 年3 月）

に基づき、新築による整備を進

める。 

建設及び展示基本・実施設

計完了（6 月）建設工事（12

月～24 年 3 月）着工展示工

事（23 年1 月～24 年10 月）

着工予定 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課（文

京ふるさと

歴史館） 

史跡めぐり 地域の歴史・文化財を紹介する

ことにより、文京区の歴史・文化

についての啓発を図る。 

ふるさと歴史館友の会との協働

事業として行う。 

年 3 回実施 

※ガイドは友の会ボランテ

ィアガイド「文京まち案内」

が担当 

第1回6月16日 テーマ「本

郷ゆかりの文人たち」 39

人参加 

第 2 回 10 月 19 日 テーマ

「秋の六義園を歩く！」 31

人参加 

第 3 回 3 月 4 日の予定 テ

ーマ「春、伝通院から印刷

博物館へ・・」 50 人募集  

  

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） ３ 文化芸術 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

３－１－（３） アカデミー

推進課（文

京ふるさと

歴史館） 

友の会の支援 友の会との協力関係を確立し、

地域の現状や歴史・文化を知る

ための学習機会を充実する。 

・友の会ボランティアガイド

とまち案内希望者との仲介

をする。 

【平成 21 年度実績：27 件】  

・その他の事業（史跡めぐ

り、講演会、見学会、発表

会・懇談会） 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課（文

京ふるさと

歴史館） 

特別展 文京区の歴史や文化に関するこ

とをテーマに展示する特別展を

実施する。 

10 月 16 日～11 月 28 日ま

で 38 日間実施 

テーマ 「文京ゆかりの名優 

花柳章太郎 -その人と芸-」 

入館者数 4,187 人 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課（文

京ふるさと

歴史館） 

収蔵品展 文京区の歴史や文化について、

資料収集し調査研究して成果を

収蔵品を中心として展示する収

蔵品展を実施する。 

子どもの遊びと学び展（2 月

12 日～3 月 21 日まで実施

予定） 

【平成21年度実績】 2月13

日～3 月 22 日まで 33 日間

実施 

テーマ 「火鉢 -暮らしの

ぬくもり展-」 

入館者数 2,519 人 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課（文

京ふるさと

歴史館） 

小・中学生の

ための歴史教

室 

歴史・文化についての興味を抱

かせることにより文京区への愛

着心を深める。 

7 月 21 日～8 月 31 日まで

実施 

延べ 224 人参加 

  

３－１－（３） アカデミー

推進課 

「ふれあいの

つどい事業」

ぶらりクイズｄ

ｅさんぽ 

「財団法人文京アカデミー ふれ

あいの集い」を通じて、区民に文

京区の文化・芸術関連施設や地

域の名所・旧跡等の特色の理解

を深めてもらう。 

「ふれあいのつどい事業」

ぶらりクイズｄｅさんぽ 11 月

3 日(水)実施 91 人      

指定管理者

（財団法人文

京アカデミー）

が実施 

３－１－（３） 教育指導課 社会科副読本

の作成及び購

入(地域につい

ての学習の推

進) 

地域の歴史や伝統・文化を理解

するため社会科副読本（小学校

「わたしたちの文京区」「わたした

ちの東京」、中学校「わがまち文

京」）を作成・購入する。 

社会科副読本の作成「わが

まち文京」「わたしたちの文

京区」 

「わたしたちの東京都」購入 
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Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） ３ 文化芸術・４ 観光 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

３－１－（４） アカデミー

推進課（文

京ふるさと

歴史館） 

コンピューター

による館内閲

覧システムの

充実 

文京ふるさと歴史館の「文京歴

史探検室」や「文化財検索システ

ム」など館内閲覧システムによ

り、本区の豊富な文化遺産の情

報を発信し、「文の京」の伝統・文

化などを多くの人に理解できるよ

うにするとともに博物館や研究

機関における調査・研究活動に

資することを目指す。 

・15 年度にデジタル化した

所蔵資料の館内閲覧を開

始 

・データの追加・更新を継続

して行う 

  

３－３－（２） アカデミー

推進課（ス

ポーツ振興

課） 

社会教育関係

団体の登録 

区民の自主的な文化・スポーツ・

学習活動を促進するため、要件

を満たす団体を社会教育関係団

体として登録している。（5 年ごと

に更新時期を設けている）生涯

学習施設、スポーツ施設、学校

施設の優先利用と割引利用がで

きる。 

登録団体数 1，057 団体   

３－３－（５） 庶務課 指定文化財等

の保護・保存と

管理 

（文化遺産等

の維持・保全と

活用） 

①国・都・区指定文化財を保護す

るためにその修理事業に対して

補助金を交付すると共に区指定

文化財に対して奨励金を交付す

る。 

②区内に残る文化財を調査・記

録し、保護育成に努める。 

②区内の文化財を広く区民に周

知すると共に、区民の文化財に

対する理解と認識を促すため、

文化財・坂道標示板の維持管理

及び新設を行う。 

国・都・区指定文化財修理

事業補助、区指定文化財パ

トロール（隔年度実施）及び

奨励金の交付、文化財・坂

道標示板の新設・建て替え

等 

  

４ 観光 

４－１－（１） アカデミー

推進課 

文京ゆかりの

文人支援事業 

文京ゆかりの文人を顕彰し、もっ

て地域と文化の振興を図るた

め、地域の民間団体等が行う事

業の運営を補助する。 

「文京一葉忌」及び「旧伊勢

屋質店公開」事業に対し、

補助金を交付 

  

４－1－（１） 計画調整課 まちづくりに関

する学習機会

の提供 

まちづくりに関する学習機会を提

供する。 

まち並みウォッチング開催：

景観評価、19 人参加 

第10回文の京都市景観賞：

募集及び表彰 

  

４－１－（２） アカデミー

推進課 

まちあるきル

ート開発 

歴史と文化に恵まれたみどり豊

かなまちである本区の観光資源

を活用し、魅力的なまちあるきル

ートの開発を行う。 

委託事業者（JTB 首都圏）と

の定期的協議実施 

9 の新規ルート開発及び販

売 

  

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） ４ 観光 

 111

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

４－２－（２） アカデミー

推進課 

案内標識等統

一化計画の策

定 

区内全標識の実態を把握し、各

所管とともに既存標識の集約・改

修及び新標識の設置にかかるガ

イドライン等を策定する。 

庁内検討会 4 回開催 

既存標識の集約・改修及び

新標識の設置にかかるガイ

ドライン等の策定 

モデル地区整備案の策定 

  

４－２－（２） アカデミー

推進課 

観光案内板の

整備 

区内の観光施設及び名所・旧跡

を紹介した観光案内板並びに

「歴史と文化の散歩道」のコース

を紹介した観光案内板を整備

し、観光客の誘致を図る。 

「歴史と文化の散歩道」の

観光案内板 1 件補修 

  

４－２－（４） アカデミー

推進課 

五大まつり助

成 

文京花の五大まつりの広告・宣

伝経費等の補助を行い、まつり

の振興と発展を図る。 

文京つつじまつり・文京あじ

さいまつり・文京菊まつり・

文京梅まつり・文京さくらま

つりの各実行委員会に対す

る補助金の交付 

  

４－２－（４） アカデミー

推進課 

下町まつり助

成 

根津・千駄木地域の風情・情緒・

人情をテーマに観光客を誘致す

るとともに、商店街の発展及び

活性化ならびにコミュニティ形成

の推進を図る。 

下町まつり実行委員会に対

する補助金の交付 

  

４－２－（４） アカデミー

推進課 

文京朝顔・ほ

おずき市助成 

小石川地区のコミュニティの推

進とまちの活性化を図るととも

に、観光客を誘致する。 

文京朝顔・ほおずき市実行

委員会に対する補助金の

交付 

  

４－３－（１） アカデミー

推進課 

観光インフォメ

ーション運営 

シビックセンター1 階の観光イン

フォメーションの管理運営を委託

する。 

文京区観光協会に委託し、

9:30から18:00まで、年中無

休での開所及び来訪者対

応を実施 

  

４－３－（２） アカデミー

推進課 

観光リーフレッ

ト作成助成 

区内観光施設及び名所・旧跡を

紹介する日本語版及び外国語版

のリーフレットを作成し、積極的

に観光客を誘致する。 

日本語版 3 万部、英語版・

中国語版各 5 千部を作成 

  

４－４－（１） アカデミー

推進課 

観光ガイドの

育成 

観光インフォメーションにおい

て、まちあるきの案内を行うた

め、ボランティアの観光ガイドを

育成する。 

観光ガイド養成講座（8 回） 

観光協会会員を対象とした

ガイド実践練習 

外部講師による話し方講座 
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Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） ３ 文化芸術・４ 観光 
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現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

３－１－（４） アカデミー

推進課（文

京ふるさと

歴史館） 

コンピューター

による館内閲

覧システムの

充実 

文京ふるさと歴史館の「文京歴

史探検室」や「文化財検索システ

ム」など館内閲覧システムによ

り、本区の豊富な文化遺産の情

報を発信し、「文の京」の伝統・文

化などを多くの人に理解できるよ

うにするとともに博物館や研究

機関における調査・研究活動に

資することを目指す。 

・15 年度にデジタル化した

所蔵資料の館内閲覧を開

始 

・データの追加・更新を継続

して行う 

  

３－３－（２） アカデミー

推進課（ス

ポーツ振興

課） 

社会教育関係

団体の登録 

区民の自主的な文化・スポーツ・

学習活動を促進するため、要件

を満たす団体を社会教育関係団

体として登録している。（5 年ごと

に更新時期を設けている）生涯

学習施設、スポーツ施設、学校

施設の優先利用と割引利用がで

きる。 

登録団体数 1，057 団体   

３－３－（５） 庶務課 指定文化財等

の保護・保存と

管理 

（文化遺産等

の維持・保全と

活用） 

①国・都・区指定文化財を保護す

るためにその修理事業に対して

補助金を交付すると共に区指定

文化財に対して奨励金を交付す

る。 

②区内に残る文化財を調査・記

録し、保護育成に努める。 

②区内の文化財を広く区民に周

知すると共に、区民の文化財に

対する理解と認識を促すため、

文化財・坂道標示板の維持管理

及び新設を行う。 

国・都・区指定文化財修理

事業補助、区指定文化財パ

トロール（隔年度実施）及び

奨励金の交付、文化財・坂

道標示板の新設・建て替え

等 

  

４ 観光 

４－１－（１） アカデミー

推進課 

文京ゆかりの

文人支援事業 

文京ゆかりの文人を顕彰し、もっ

て地域と文化の振興を図るた

め、地域の民間団体等が行う事

業の運営を補助する。 

「文京一葉忌」及び「旧伊勢

屋質店公開」事業に対し、

補助金を交付 

  

４－1－（１） 計画調整課 まちづくりに関

する学習機会

の提供 

まちづくりに関する学習機会を提

供する。 

まち並みウォッチング開催：

景観評価、19 人参加 

第10回文の京都市景観賞：

募集及び表彰 

  

４－１－（２） アカデミー

推進課 

まちあるきル

ート開発 

歴史と文化に恵まれたみどり豊

かなまちである本区の観光資源

を活用し、魅力的なまちあるきル

ートの開発を行う。 

委託事業者（JTB 首都圏）と

の定期的協議実施 

9 の新規ルート開発及び販

売 

  

Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） ４ 観光 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

４－２－（２） アカデミー

推進課 

案内標識等統

一化計画の策

定 

区内全標識の実態を把握し、各

所管とともに既存標識の集約・改

修及び新標識の設置にかかるガ

イドライン等を策定する。 

庁内検討会 4 回開催 

既存標識の集約・改修及び

新標識の設置にかかるガイ

ドライン等の策定 

モデル地区整備案の策定 

  

４－２－（２） アカデミー

推進課 

観光案内板の

整備 

区内の観光施設及び名所・旧跡

を紹介した観光案内板並びに

「歴史と文化の散歩道」のコース

を紹介した観光案内板を整備

し、観光客の誘致を図る。 

「歴史と文化の散歩道」の

観光案内板 1 件補修 

  

４－２－（４） アカデミー

推進課 

五大まつり助

成 

文京花の五大まつりの広告・宣

伝経費等の補助を行い、まつり

の振興と発展を図る。 

文京つつじまつり・文京あじ

さいまつり・文京菊まつり・

文京梅まつり・文京さくらま

つりの各実行委員会に対す

る補助金の交付 

  

４－２－（４） アカデミー

推進課 

下町まつり助

成 

根津・千駄木地域の風情・情緒・

人情をテーマに観光客を誘致す

るとともに、商店街の発展及び

活性化ならびにコミュニティ形成

の推進を図る。 

下町まつり実行委員会に対

する補助金の交付 

  

４－２－（４） アカデミー

推進課 

文京朝顔・ほ

おずき市助成 

小石川地区のコミュニティの推

進とまちの活性化を図るととも

に、観光客を誘致する。 

文京朝顔・ほおずき市実行

委員会に対する補助金の

交付 

  

４－３－（１） アカデミー

推進課 

観光インフォメ

ーション運営 

シビックセンター1 階の観光イン

フォメーションの管理運営を委託

する。 

文京区観光協会に委託し、

9:30から18:00まで、年中無

休での開所及び来訪者対

応を実施 

  

４－３－（２） アカデミー

推進課 

観光リーフレッ

ト作成助成 

区内観光施設及び名所・旧跡を

紹介する日本語版及び外国語版

のリーフレットを作成し、積極的

に観光客を誘致する。 

日本語版 3 万部、英語版・

中国語版各 5 千部を作成 

  

４－４－（１） アカデミー

推進課 

観光ガイドの

育成 

観光インフォメーションにおい

て、まちあるきの案内を行うた

め、ボランティアの観光ガイドを

育成する。 

観光ガイド養成講座（8 回） 

観光協会会員を対象とした

ガイド実践練習 

外部講師による話し方講座 
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Ⅲ 体系別アカデミー推進事業（平成 22 年度） ４ 観光・５ 国際交流 

 

現在実施している事業状況 

管理番号 担当課名 
事業名 事業概要 平成22 年度の実績 

備考・ 

特記事項 

４－４－（２） アカデミー

推進課 

観光協会観光

振興助成 

文京区観光協会の事業経費等

の補助を行い、観光振興の発展

と地域の活性化を図る。 

    

５ 国際交流 

５－１－（１） 教育指導課 国際理解教育

の推進 

進展する国際化に対応するため

の教育を行う。（13 年度以降海

外派遣事業休止） 

全小中学校全学年に AET

（英語授業助手）を派遣 

  

５－１－（２） アカデミー

推進課 

国際理解のた

めの学習機会

の充実 

区民が国際理解を進めるための

機会を提供する。 

大学連携講座「初めての英

文メール」・2 日間 

  

５－２－（１） アカデミー

推進課 

国際交流フェ

スタ 

外国人と日本人の文化を通じた

友好交流及び相互理解推進を図

る。 

2 月19 日実施。伝統文化体

験、各国情報紹介、大学の

講演会、音楽舞踊演奏、物

販 

  

５－２－（２） アカデミー

推進課 

英語観光ガイ

ドツアー 

区の国際化推進及び観光振興を

目的として、「英語観光ボランテ

ィア育成講座」修了者が、外国人

等を対象として観光ガイドを行

う。 

第1回6月26日 小石川後

楽園ほか 

第 2 回 11 月 20 日 湯島天

満宮ほか 

第3回3月26日 護国寺ほ

か 

  

５－２－（４） アカデミー

推進課 

ホームステイ

生徒交換 

中学生及び高校生を対象とし

て、姉妹都市カイザースラウテ

ルン市生徒とのホームステイを

行う。文京区生徒を派遣した翌

年にカイザースラウテルン市生

徒を受入れる。 

カイザースラウテルン市生

徒の受入れ（7 月 21 日～8

月 5 日）3 人 
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２ 文京区アカデミー推進計画策定協議会・分科会委員名簿 
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４ 文京アカデミー推進本部設置要綱 
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