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平 成 ２５ 年 度 事 業 計 画 書 
 

 

１ 事業概要 

公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団は、平成２４年度から平成２８年度までの５

年間、第３期指定管理者として岐阜市より指定を受けた施設の管理運営のほか、岐阜市

民文化祭の開催等、教育・芸術文化・体育の振興及び埋蔵文化財の保護に資する事業を

行う。 

 

２ 事業 

事業団の設立目的を達成するため、指定管理事業として、岐阜市少年自然の家、ドリ

ームシアター岐阜、岐阜市青少年会館、岐阜市体育館・岐阜市民プール及びハートフル

スクエアーＧ(岐阜市生涯学習／女性センター)の管理運営事業の実施、受託事業として、

埋蔵文化財の発掘調査事業の実施、共催事業として岐阜市民文化祭（市民芸術祭・美術

展・文芸祭）の開催、自主財源事業として、市民芸術文化・スポーツ基金による文化事

業助成、岐阜市芸術文化奨励賞事業、自主企画事業等を実施する。 

 

３ 主な事業 

① 青少年自然体験活動事業（岐阜市少年自然の家） 

   青少年が自然に親しみ、集団宿泊生活を通じて豊かな情操や社会性を培い、心身

を鍛練し、もって健全な青少年の育成を図るため、次の事業を行う。 

（１）受け入れ事業 (5,078千円) 

①学校の教育課程に基づく利用の受け入れ 

②青少年・一般団体の利用の受け入れ 

（２）主催事業 (1,878千円) 

①家族のつどい 

ア ファミリーＤＡＹ「ピクニック編」（４月、半日） 

イ ファミリーＤＡＹ「野外炊事編」（９月に２回、各１日） 

ウ ファミリーＤＡＹ「デイキャンプ編」（１０月に２回、各１日） 

エ ファミリーＤＡＹ「ウォークラリー編」（１月、１日） 

オ ファミリーステイⅠ（１１月・１２月に２回、各１泊２日） 

カ ファミリーステイⅡ（２月に２回、各１泊２日） 

②子どものつどい 

ア アドベンチャーキャンプ「わんぱく村」（８月、４泊５日） 

イ 自然は友だちキャンプ（５月・１０月・１月に３回、各１泊２日） 

③市民のつどい 

ファミリーフェア（３月、１日） 
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（３）研修・啓発事業 (240千円) 

①学校指導者研修会（４月・７月） 

②青少年団体指導者研修会（５月・６月に２回） 

③利用団体ボート研修会（４月に２回） 

④ボランティアスタッフ研修会(６月に２回、３月に１回) 

⑤他施設との共催事業、事業協力及び出前講座の充実 

⑥研修員と職場体験の受け入れ 

⑦「自然の家だより」の発行 

⑧「季節の散策マップ」の発行 

（４）研究・開発事業 （50千円） 

①職員研修「自己課題」の実施とその成果の活用 

②自然情報に関するデータの適切な管理と顕在化 

③自然体験活動の改善と開発 

 

② 青少年・市民文化活動事業（ドリームシアター岐阜） 

様々な文化的体験や創造活動を通して、心身ともに健全な青少年の育成に資する

とともに、生涯学習の拠点施設として、幅広い市民の期待に応えるため、次の事業

を行う。 

（１）主催事業 (6,142千円) 

①子ども土曜セミナー（３０講座） 

②子ども土曜ドリームクラブ（４５講座） 

(前・中・後期各３クラブ、計９クラブ、各５日間) 

③夏休み子どもセミナー（４０講座） 

④夏休みおもしろゼミナール（４６講座） 

(１０教科各４日間に加え、体育２種目、各３日間) 

⑤土曜ファミリー劇場（９回、１６公演） 

⑥日曜親子セミナー（２６講座） 

⑦なかよし親子のつどい（２０講座） 

⑧ちびっこアート（６講座） 

⑨岐阜市農林部共催セミナー（４講座） 

⑩ドリームイベント 

ア フェスタ５・５（５月） 

イ 親子でお話をきく会（８月） 

ウ フェスタ秋（１０月） 

エ バンド交流会（９月・３月） 

⑪ドリーム人形劇公演 

ア プロ劇団による人形劇鑑賞会(４、８、１０月を除く原則毎月第４日曜日) 
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イ それゆけ！ドリーム人形劇場（８月） 

（２）個人利用及び団体受け入れ事業 (1,484千円) 

①４､５階フロア及びパソコンルームの個人利用受け入れ 

②教育諸団体、青少年教育団体、生涯学習団体の利用受け入れ 

（３）普及事業 (193千円) 

①ホームページ、広報紙、情報誌、ラジオ等によるＰＲや訪問宣伝活動 

②文化体験や舞台上演に関わる情報提供 

③市民サークルの育成に寄与する支援活動 

（４）指導者養成事業 （146千円） 

①セミナー指導者の募集と養成 

②ボランティアスタッフ（ドリームサポーター）の募集と養成 

③施設利用説明会等、教育諸団体指導者への支援活動 

 

③ 青少年健全育成事業（岐阜市青少年会館） 

青少年の健全育成を図るとともに市民の生涯学習の場を提供することを目的とし、

青少年の活動拠点・地域住民の生涯学習施設としての機能を果たすため、次の事業

を行う。 

（１）講座事業 (720千円) 

①夏期少年講座（夏休み） 

②冬期少年講座（冬休み） 

③定期少年講座（主に夏・冬休み以外の土・日曜日） 

（２）相談事業 

①青少年を対象とした教育相談 

②青少年の保護者や地域住民等を対象とした相談 

（３）学習拠点支援事業 

学習ルーム（子どもの居場所）として空き部屋の無料開放 

（土・日曜日と夏・冬休みの終日、平日の放課後） 

 （４）活動拠点支援事業 

①青少年及び一般団体のサークル活動の支援 

②個人及び団体利用の受け入れ（活動場所の貸与） 

 

④ 市民健康増進事業（岐阜市体育館・岐阜市民プール/岐阜市体育ルーム） 

地域スポーツの拠点として、生涯にわたってスポーツに親しむ場を提供し、市民

の健康増進に資する事業や、スポーツ・レクリエーション活動を援助・促進するた

め、次の事業を行う。 

また、岐阜市民総合体育館では、市民の休暇の多様化に対応し、市民サービスの

向上のため、月曜開館を実施する。 
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（１）スポーツ教室 (32,090千円)(２７種目２０８講座） 

（２）体育館デー (583千円) 

（３）市民プールの開設 (17,183千円) 

（４）プールデー 

（５）夏休みおもしろゼミナール体育 (116千円) 

（６）活動拠点支援事業 

①一般団体のサークル活動の支援 

②個人及び団体利用の受け入れ 

（７）トレーナーによるトレーニング指導事業 

（８）屋外体育施設・スポーツ器具貸出し事業 

 

ハートフルスクエアーＧ（岐阜市生涯学習センター/岐阜市女性センター） 

生涯学習の推進及びボランティア等市民活動の支援を図るため、また、男女共同

参画の推進を図るための拠点施設として、次の事業を実施するとともに、ハートフ

ルスクエアーＧ全体の施設管理を行う。 

⑤ 生涯学習・芸術文化推進事業（岐阜市生涯学習センター） 

（１）学習事業 （2,951千円） 

①ハートフルレクチャー（１０講座） 

②各種団体との連携講座（２講座） 

③国際講座（１講座） 

④ふるさと発見講座（２講座） 

⑤市民自主講座（通年） 

⑥市民講師ステップアップ講座（通年） 

⑦パソコン指導ボランティア養成講座（８回） 

⑧ボランティア基礎講座（２講座） 

⑨パソコン講座（延べ４０講座、２８０回程度） 

⑩生涯学習・社会教育関連施設職員のための研修講座（２回） 

（２）情報事業 （1,235千円） 

①ハートフルスクエアーＧ情報誌の編集及び発行（年４回） 

②センター年報の編集及び発行（年１回） 

③生涯学習・ ボランティア啓発活動 

④市民活動ルームの運営 

⑤ホームページの運営 

⑥東日本大震災 災害ボランティア関連事業 

（３）交流事業 （1,354千円） 

①ハートフルフェスタ２０１４生涯学習・ボランティアフェスティバル 

②にぎわい創出（２回） 
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③地域貢献事業 

④１０００万人達成記念事業 

（４）相談事業 （553千円） 

生涯学習・ボランティア相談コーナーの運営 

（５）活動拠点支援事業 

①生涯学習団体のサークル活動の支援 

②生涯学習団体等の利用の受け入れ 

（６）岐阜市民文化祭 

岐阜市の芸術文化の振興を図るため、市民芸術祭・美術展覧会・文芸祭の３部

門からなる岐阜市民文化祭を行う。 

①第２６回岐阜市民芸術祭 (7,808千円) 

岐阜市の芸術文化の振興を図るため、邦舞・洋楽・洋舞・演劇の各舞台芸術関係

者が企画・制作し、公演を行う。 

ア 邦舞の部（仮）日本舞踊 

イ 洋楽の部「第１４回岐阜市新進演奏家コンサート」 

「洋楽部会推薦リサイタルシリーズＶｏｌ.３」 

ウ 洋舞の部（仮）「クラシックバレエ・モダンダンス・ジャズダンス」 

エ 演劇の部（仮）「岐阜演劇フェスティバル」 

②第６６回岐阜市美術展覧会 （6,846千円) 

市民の美術文化への関心と制作意欲を高め、情操豊かな市民性を育むことを目

的として、日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真・グラフィックデザインの作品

を募集し、入賞・入選作品を中心に岐阜市文化センターで展示を行う。 

③第４９回岐阜市文芸祭 (1,951千円) 

市民の創作意欲を高め、文芸創作活動の振興と地域文化の向上を図るため、作品

を募集し、入選作品集を発行するほか、入賞・入選作品をハートフルスクエアー

Ｇで展示する。 

ア 一般の部：短編･児童文学･現代詩･歌詞･短歌･俳句･川柳･連句･狂俳 

イ 第１０回小・中学生の部：創作･詩･短歌･俳句･川柳 

（７）文化事業助成 (1,748千円) 

市民芸術文化・スポーツ基金を利用して、市民団体等が実施する芸術文化活動

に必要な経費の一部を助成し、市民文化活動の振興を図る。 

（８）岐阜市芸術文化奨励賞 (520千円) 

岐阜市の芸術・文化の振興に寄与することを目的として、岐阜信用金庫の全面

的なご協力により、芸術・文化の分野において将来の活躍が期待できる個人・団

体に対し岐阜市芸術文化奨励賞を贈呈する。 
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⑥ 男女共同参画推進事業（岐阜市女性センター） 

（１）学習事業 （1,625千円） 

①チャレンジ支援講演会（１回） 

②チャレンジ支援セミナー（１講座、５回） 

③女性のためのリーダー養成講座（１講座、２回） 

④男女共同参画週間記念講演会（１回） 

⑤幸せになるためのコミュニケーション講座（１講座、２回） 

⑥ぎふし男女共同参画こらぼ講座（１５講座程度） 

⑦ワーク・ライフ・バランス講演会(１回) 

⑧ワーク・ライフ・バランス講座(１講座、４回程度) 

⑨パパママのための子育て支援講演会（１回） 

⑩お出かけお迎え101回！男女共同参画セミナー（適宜） 

（２）情報発信事業 （202千円） 

①ぎふし男女共同参画情報紙の編集及び発行（年１回） 

②女性センターだよりの発行（年２回） 

③ハートフルスクエアーＧ情報誌の編集及び発行（年４回） 

④女性センター年報の編集及び発行（年１回） 

⑤ＨＰの更新や子育て情報コーナー等運営（常設） 

（３）交流事業 （515千円） 

①ハートフルフェスタ２０１４女性センターフェスティバル 

②ハートフルネットぎふ例会（年１０回程度） 

③おしゃべりサロン～ぎふの輝き人～(年２回)  

④子育て指導者サポート事業 

ア そのとき！！に備えて…（１講座、３回） 

イ 子育て支援サロンの運営（原則毎週火・木曜日午前） 

⑤ＨＡＰＰＹ ＤＡＹ（子育て支援イベント） 

（４）相談事業 （964千円） 

①電話相談（月～土曜日）  

②面接相談 

ア 法律相談（毎月第２・３火曜日） 

イ 心の相談（毎月第２水曜日） 

ウ 健康相談（毎月第２・３・４土曜日） 

エ 家計相談（毎月第３木曜日） 

③ココロを軽くする♪相談セミナー（３回） 
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⑦ 埋蔵文化財調査事業 

事業者からの委託を受けて、遺跡の発掘調査、記録作成等のため、次の事業を行

う。 

（１）史跡整備・埋蔵文化財保護目的の事業 

①市内遺跡調査事業（試掘・確認調査） (32,940 千円) 平成１１年度～ 

②岐阜城千畳敷遺跡調査事業 （83,222 千円）平成１９年度～ 

信長公居館跡の調査と整理 

③加納城跡発掘調査事業 （8,852 千円）平成１１年度～ 

国指定史跡加納城跡の調査と整理 

（２）埋蔵文化財活用事業 

①発掘調査成果の現地公開・説明会の開催 

②体験学習や考古学講座、埋蔵文化財の展示など学習会の開催 

③ＨＰ掲載など最新情報発信 

 

自主財源事業 

⑧ 自主企画事業 （2,153千円） 

  施設の設置目的を最大限に発揮し、事業団の設置目的を達成していくため、自主

企画事業として、次の事業を行う。 

（１）三輪の里自然散策会（２回、自然の家） 

（２）街中の自然散策とお土産づくり（１回、自然の家・ドリームシアター岐阜） 

（３）木の実を使った小物づくり（１回、自然の家・生涯学習センター） 

（４）一般対象セミナー（８８講座、ドリームシアター岐阜） 

（５）クレイアニメ制作講座（２講座、ドリームシアター岐阜） 

（６）親子わくわく講座（４講座、青少年会館） 

（７）やさしい考古学講座（３講座、埋蔵文化財調査事務所） 

（８）わくわく体験考古学教室（１回、埋蔵文化財調査事務所・自然の家） 

（９）総合型地域スポーツクラブとの共催事業（２講座、体育館） 

（10）ＦＣ岐阜サポートプログラムちびっこサッカー教室（１講座、体育館） 

（11）チャレンジド卓球大会（１回、体育館） 

（12）岐阜市体育館スポーツ教室講師研修会（１回、体育館） 

（13）武道体験教室（１講座、体育館） 

（14）健康運動教室（１４講座、体育館） 

（15）６人制ソフティーバレーボール大会（２回、体育館） 

（16）岐阜のつたえばなし三社ものがたり冊子頒布事業（生涯学習センター） 


