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講座名 
（担当課） 事 業 目 的 事 業 内 容 参加対象 

受 講 者 実 施 方 法 
H19 
決算額 
(千円) 

H20 
予算額 
(千円) 

参加しやすい 
環境整備 

防災ボランティアコーディ

ネーター養成講座 
（防災対策課） 

災害時にボランティア支援本部にお

いてボランティアによる救援･救助活

動を円滑かつ効果的に行うために、ボ

ランティアと被災地との需要調整を

図る防災ボランティアコーディネー

ターを養成する。また、養成講座の修

了者に対し、専門的な知識及び技術を

維持・向上させるために防災ボランテ

ィアコーディネーターフォローアッ

プ研修を開催。 

①防災ボランティアコーディネーター養成講座 
防災訓練参加による事前講座、入門講座、野外研修、総合講座の計４講

座 
②防災ボランティアコーディネーターフォローアップ研修 

①２２名 
②３３名 
計５５名 

豊川防災ボランティアコー

ディネーターの会に委託 
300 100 日曜日に実施 

健康づくり推進員養成講座 
（保健センター） 

参加者が、自分の住む町の健康問題に

興味を持ち「自分の健康は自分で守

る」という意識の高揚と､具体的な方

法を学び地域で健康づくりの実践や

推進を図る健康づくり推進員を育成

することを目的に実施。 

健康づくりから市民活動への参加を促進するため､保健センターで実施し

た栄養・運動などの教室受講修了者を対象に実施。 
４回連続講座 
・生涯現役を目指して 
・姿勢保って転倒予防！めざせ元気な８５歳 
・「主食・主菜・副菜」をそろえて食べよう！バランス食 
・わたしとあなたでつくる健康と幸せ 

前年度までに「すっき

りはつらつ栄養教室」

等を受講、さらに本講

座の受講を希望した

方 
３６名 
（推進員登録３３名） 

保健センター職員と健康づ

くり推進員が協力して企画

運営。 

128 121 実施回数を9回か
ら4回に減らし、
年間2クール実施
に変更。 
また参加できる対

象者も「栄養教室」

のみから「運動教

室」修了者も対象

とした。 

男女共同参画社会の推進に

関する講座 
（生活活性課） 

家庭や職場、地域などで社会的・文化

的な男女の習慣に囚われることなく、

「自分らしく」生きることのできる男

女共同参画社会の実現を図る。 

①男女共同参画週間記念講演会「夫のかわりはおりまへん～男の介護体験

談～」 
②エンパワーメント講座「女性のための再就職支援セミナー」 
③男女共同参画協働型事業Ⅰ「女性のためのエンパワーメント講座～自分

を大切に思い、信じる力を育てるために～」 
④男女共同参画協働型事業Ⅱ「こども時代にタイムスリップ～自分らしく

生きるために～」 
⑤男女共同参画講演会「おとうさんといっしょ～親子ふれあい体操を楽し

もう～」 
⑥デートＤＶ防止研修会 
⑦パートナーシップ推進出前講座「職場におけるメンタルへルス」、「魅力

的なリーダーになろう（ファシリテーター養成講座）」、「上手な自己主

張の仕方」 

一般 
①  ２００名 
②延べ １６名 
③延べ１１９名 
④延べ ５８名 
⑤  ６５２名 
⑥１，１４０名 
⑦計  ７６名 
 

市内の市民活動団体へ委託

し、各団体の企画・運営によ

り実施。 
市外の先進NPOの代表者や
学識経験者等を講師として

招いて実施。 

1,050 1,152 ⑤以外は託児付き 
①⑤は日曜日、祝

日に実施 
⑦は団体の希望す

る日時、場所で実

施 

市民活動（ボランティア）

体験講座 
（生活活性課） 

市民活動の活性化及び市民活動への

参加を促進するため､気軽に参加でき

る市民活動（ボランティア）体験型の

講座を開催。 

①ヒップホップダンスを通して、障がいのある方と交流しませんか？ 
  企画運営:（特非）どんぐりの会 
②心のサポーター（精神保健福祉）ボランティア体験講座（４回連続講座） 
  企画運営:（特非）メンタルネットとよかわ 
③市民活動体験講座 聞き役ボランティアってどんなことをするの？ 
（傾聴ボランティア体験講座） ３回連続講座 
講師:新城大谷大学准教授 目黒達哉氏 
 協力:（特非）ゆう、（特非）えがお、（特非）パルク、（特非）メンタル

ネットとよかわ、（特非）どんぐりの会 
 

①  ２０人 
②延べ４７人 
③延べ６３人 

①②積極的に活動している

市内の市民活動団体が企

画・運営を実施。 
③専門知識を有する者及び

市内で活躍するＮＰＯ法人

の協力を得て実施 

252 350 託児付き 
土曜日、日曜日に

実施 
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講座名 
（担当課） 事 業 目 的 事 業 内 容 参加対象 

受 講 者 実 施 方 法 
H19 
決算額 
(千円) 

H20 
予算額 
(千円) 

参加しやすい 
環境整備 

防犯ボランティア養成講座 
（生活活性課） 

防犯ボランティアの育成、防犯活動の

充実及び防犯意識の向上を図ること

を目的に実施。 

①防犯ボラティア実践講座 
 ・最近の犯罪情勢について 
 ・よくわかる！防犯対策講座 
 ・ワークショップ 

防犯ボランティア団

体７５人 
①豊川警察署員や、ＮＰＯ法

人の講演及びグループワー

クを実施。 

0 50 日曜日に実施 

子ども環境学習体験講座 
（環境対策課） 

子どもたちが体験型環境学習を通じ

て自分たちのまちの自然・環境問題に

ついて「気づいたこと、発見したこと」

を自分たちで「解決・行動する力」を

養い、地域社会活動への参加意識を高

め、参加促進を図る。 

身近な自然と触れ合いながら、自分たちのまちのゴミ問題について考え

る。フィールドワークなど４回連続講座。 
各２６名延べ９４名 市内の環境カウンセラーや

専門の市民活動者を講師に

招いて実施 

90 105 夏休みに実施 

消費生活専門講座 
（商工観光課） 

現代社会の中で起きる様々な出来事

やトラブルに対して、知っていれば役

立つ身近な情報や知識を身につけて

自立する消費者を育成する。 

日常生活の中でかかわりの深い食品の関係や、誰もが陥る可能性がある多

重債務の話しなどを行い、様々な情報や知識を消費者に提供し、消費者ト

ラブルに巻き込まれないよう自己防衛できる消費者育成の講座を３回実

施。 
①「生命保険を上手に利用しよう」 
②「食事できれいになろう」 
③「あなたのお金はねらわれている」 

①４８名 
②４９名 
③３８名 

愛知県東三河県民生活プラ

ザと協賛し、専門的知識を持

つ講師を招いて実施 

21 30  

子どもセンター事業 
（生涯学習課） 

多彩なものづくり体験により、好奇心

旺盛で自ら創造する力や豊な心を持

った子どもを育てるため､また、親子

のふれ愛を深めるために実施。 
また、地域ぐるみの教室の充実と､子

どもたちが主体的に活動できる場の

提供を目的して実施。 
 

①「子どもものづくり教室」 
  ボランティア講師（高校生含む）に教えられながら、創造力を育てる

ため､日常生活でいつも何気なく使っているもの・目にしているもの

を材料としてアイデア作品を作成。月１回、計１２回 
②「親子ふれあい工房」 
  市内で活動するボランティア団体等に講師を依頼し、子どもたちが興

味を持てるような講座、親子で楽しめる物づくり講座を年６回開催。 
※講座のほかに、情報誌「ポップコーン」を発行（月１回） 
③「土曜教室」 
  地域のボランティア指導者が、体育施設や学校施設等を会場に、月１、

２回程度、小中学生（一宮中学校区のみ）を対象にスポーツや文化活

動を教えている。スポーツ教室、文化教室各６講座 
④子ども体験教室 
夏休みなどの長期休暇時に、地域のボランティア指導者が市内の小学

生と保護者を対象に、仕事や趣味で得た特技を生かして指導する。 

①小学校４～６年 
 延べ３１７名 
②小学校１～３年 
 延べ48組９４名 
③小中学生 
２５０人 
④小学生と保護者 
１６３名 

①②ボランティア（少年少女

発明クラブ）に講師依頼 
③④地域のボランティア指

導者 

2,647 3,287 親子参加 
土・日曜日に実施 

ジュニアリーダー養成事業 
（生涯学習課） 

他小学校区及び異年齢の仲間とのグ

ループ活動や自然体験などを通して、

ジュニアリーダーとしての心構えや

意欲的な学習態度を身につけ、活力の

ある地域社会及び子ども会活動の活

性化を図る。 

年間を通して活動できる小学校４～６年生を募集し、レクリエーションや

キャンプの指導など、７回講座を実施し、地域社会や子ども会活動で活躍

できるジュニアリーダーを育成する。 

６７名 豊川市子連ジュニアリーダ

ーズクラブに委託し、豊川市

子連の協力を得ながら企画

運営。 

73 84 土・日曜日に実施 
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講座名 
（担当課） 事 業 目 的 事 業 内 容 参加対象 

受 講 者 実 施 方 法 
H19 
決算額 
(千円) 

H20 
予算額 
(千円) 

参加しやすい 
環境整備 

図書館で活躍中の市民活動

団体等による各種講座 
（中央図書館） 

図書館で活躍している市民活動団体

の活性化やボランティア参加者及び

親子の拡大を図る。 

①親子紙工作教室（講師 カミキリムシの会） 
②絵本で子育て講座（講師 子育てネットワーカー） 
③かみしばい講座（講師 かみしばい会代表） 
④クリスマス会手作り絵本講座（講師 すみれ絵本の会） 
 
 

①親子、４３名 
②親子、５７組114名 
③一般、３８名 
④小学生１７名 

市民活動者等を講師に招い

て実施。 
95 95 ②託児付き 

③親子参加 
④土曜日に実施 

 


