
第 36期(第６回)社会教育委員会議 次第 

 

                   

日時：令和４年８月２日 (火) ９ :30～ 

                   場所：神戸市総合教育センター701会議室 

 

１．開 会 

 

 

２．議事・報告事項 

 

(1) 第 36期第５回会議議事録（要旨）の確認について 

 

(2) 令和４年度社会教育関係団体への補助金交付について 

 

(3) 令和４年度各社会教育事業に関する計画・事業報告 

 

(4) 学校づくりの指針について 

 

(5) その他 

 

３．閉 会 

 

生涯学習のマスコット 

「マナビィ」 

学ぶ・活かす・つながる 

～そして、明日の神戸～ 

















令和４年度 社会教育関係団体補助金交付について 

(社会教育法第13条関連） 

 神戸市ＰＴＡ協議会 神戸市婦人団体協議会 

会 員 数 約４０，０００人 約３０，０００人 

補 助 金 予 算 額 ３００，０００円 ５５５，０００円 

神戸市社会教育関係団体補助金交

付要綱第２条関係 
実施事業 

(１)図書、記録、視聴覚教育の資料

等収集、作成または提供 

・近畿ブロック PTA研究大会神戸

大会報告書 

・神戸市婦人団体協議会活動報告書「１

年のあゆみ」 

(２)社会教育の普及、向上または

奨励のための援助、助言 

・会長・副会長研修 

・毎月の定例正副会長会 

・年間４回以上 理事会 

・全校種合同研修会 

・会長研修会、区中堅幹部研修会 

・毎月の定例会、単位婦人会連絡会研修 

・婦人市政懇談会（市共催） 

・神戸県政ミーティング（県共催） 

・ふれまち事業 

・エコタウン活動（資源回収･広報）、美緑花

ボランティア活動（公園内清掃･除草･灌水） 

の実施 

・トライやるウィークの受け入れ 

・災害時要援護者への支援活動 

（見守り、声掛け、避難誘導、生活支援） 

・婦人防災安全委員（消防局連携） 

(３)社会教育関係団体間の連絡調

整 

・日本ＰＴＡ全国研究大会 

・近畿ブロックＰＴＡ研究大会 

・指定都市ＰＴＡ情報交換会 

・女性教育施設職員のための研修、全国

大会等への参加 

（全国赤十字大会､（公財）明るい選挙推進協会全国フォーラム他）  

  

(４)機関紙の発行、資料の作成配

布による社会教育に関する宣

伝啓発 

・広報紙「ＰＴＡ神戸」の発行 

（年３回） 

・ホームページの開設運営 

・「ＰＴＡ活動にあたっての参考 

資料」改訂版の作成 

・機関紙「婦人神戸」の発行（月１回） 

・ホームページ、フェイスブックの運営 

(５)体育、運動競技若しくはレク

リエーションに関する催しの

開催、参加 

・文化事業「KOBE★ファミリーコ

ンサート 

・神戸まつり等への参加 

・民踊のつどい、民踊の夕べの開催 

・春の音楽祭の開催 

・ママさんバレーボール大会の開催 

（春･秋･こうべ長寿祭） 

(６)社会教育に関する研究調査 ・専門委員会による討議・研究 

 

・消費者問題、スポーツ、女性問題、地域

防災、環境問題、手芸、美緑花、地域福

祉、救急救命、情報の 10テーマの調査

研究及び技能取得、講座の実施（白バ

ラ、消費者学級） 

(７)その他社会教育の振興に寄与

する公共的意義のある適切な

事業 

・「家庭教育の大切さを啓発する

事業」 

①「ミニレター＆フォト応募作品

募集と展示」 

②「神戸市ＰＴＡフェスティバ

ル」 

・ハミング広場（フラワーベース管理） 

・市民花壇や清掃美化活動、資源回収 

・デイサービス(神戸市地域拠点型一般介護予防事業)  

・ファミリーサービスクラブ（家事援助、外出・通院介助） 

・ふれあい喫茶 

・給食・配食サービス 

・子育て支援（保育園、幼稚園、児童館との交流）  

・子ども支援活動（子ども食堂、居場所作り、学習支援（大学連携）） 

・あいさつ運動 

・小･中学校への協力（昔遊び、登下校時の見守り等） 

※上記の他に、神戸市教育委員会等から事業を受託し実施している。 

 婦人団体協議会：親子の学び教室､市立婦人会館指定管理業務、地域協働型文化育成事業、 

        神戸婦人大学の運営 等 

資料２ 





































令和４年８月２日 

社会教育委員会議資料 

文化スポーツ局 スポーツ企画課 

 

 

公民館事業報告 

 

１．神戸市公民館条例の改正について 

（１）利用時間帯枠の変更 

利便性を高めてより多くの方々に施設を利用いただけるよう、利用時間帯枠を４枠から５

枠に増やす改正をおこなった 

現行） 9時～12時、13時～15時、15時～17時、18時～21時 

改正後）9時～12時、12時～14時、14時～16時、16時～18時、18時～21時 

 

（２）その他 

①住之江公民館 第 4会議室 A・Bの個別利用を廃止 

改正理由：形状上、A・B個別利用が困難なため 

②長田公民館 第 7会議室を廃止 

改正理由：防災用倉庫に転用済みのため 

③長田公民館 第 2和室を廃止し、第 3和室を第 2和室へ変更 

  改正理由：形状上、単独での利用が困難なため 

④玉津南公民館 調理室を追加 

改正理由：館事業や地域行事にて利用してきたが、地元の要望を受け貸館対象とするた

め 

 

（３）施行 

令和４年８月１日 

 

２．令和３年度講座事業報告 

講座事業については、新型コロナの影響から講座内容や定員等に一部制限があり、令和元

年度と比較して企画講座数はやや減少したものの、指導主事を中心として概ね移管前と変

わらず企画・運営できている。新しい取り組みとしては、新型コロナ対策の一環として、初

めてオンラインでの館外教室も実施した。 

  

資料５ 



短期講座 

 春季講座 秋季講座 合計 

住之江 6（18） 12（19） 18（37） 

葺合 9（7） 14（9） 23（16） 

清風 13（15） 22（18） 35（33） 

長田 17（22） 22（24） 39（46） 

南須磨 10（11） 14（12） 24（23） 

東垂水 4（9） 6（7） 10（16） 

玉津南 12（24） 19（28） 31（52） 

合計 71（106） 109（117） 180（223） 

 

サマースクール 

 サマースクール講座数 

住之江 7（18） 

葺合 11（6） 

清風 7（10） 

長田 16（21） 

南須磨 11（12） 

東垂水 10（9） 

玉津南 13（23） 

合計 75（99） 

※（ ）は令和元年度の講座数 R3、R１共に実績ベース。新型コロナの影響等で実

施できなかった講座あり。 

 



 

記者資料提供（令和４年６月８日） 

神戸市文化スポーツ局中央図書館 

総務課 村井・西山 

ＴＥＬ：078‐371‐3351 FAX：078-371-5046 

 

KIITO三宮図書館（現三宮図書館）が 7月 26日に仮移転オープンします 
 

 

三宮図書館は令和４年６月 30日に閉館し、雲井通５丁目地区再開発ビル（令和９年度工事

完成予定）に移転するまでの間、デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）へ仮移転しま

す。 

中央図書館において、仮移転先の整備を進めてきましたが、このたびオープンすることとな

りましたのでお知らせします。 

※ 仮移転先の図書館は、現三宮図書館及び雲井通５丁目地区再開発ビルに入居する新三宮図書館と

区別するため、「KIITO三宮図書館」の通称を使用しています。 

 

記 

 

１．KIITO三宮図書館の概要 

（１）開館日時   令和４年７月 26日（火曜） 午前 10時 

            ※ 同日午前９時から 10時まで、関係者による内覧会を行います。 

            ※ 午前９時 30分より、主催者代表（市長）及び来賓代表からご挨拶

を予定しています。 

（２）位置・面積   神戸市中央区小野浜町１－４ 

            デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）２階 

図書館の専有面積は 1,000㎡（現三宮図書館は 606㎡） 

（３）指定管理者  神戸新聞・TRC グループ 

    （代表者）株式会社 図書館流通センター 

    東京都文京区大塚３丁目１番１号 

    代表取締役社長 谷一 文子 

    （三宮図書館長  西田博至） 

    ※ 指定管理期間  令和３年４月１日～令和８年３月 31日 

（４）休館日及び開館時間（現在の三宮図書館と同じです） 

ア）休館日 

・ 毎週月曜。月曜が祝休日の場合は開館し、直後の祝休日でない日を休館します。 

・ 年末年始（12月 29日～1月 3日） 

・ 蔵書点検期間（年 1回。7日以内） 

・ その他、市長が定める日 



イ）開館時間 

・ 平日（土曜含む）  午前 10時～午後９時 

・ 日曜、祝休日    午前 10時～午後６時 

 

（５）館内の設備等内容 ※現三宮図書館の数字は令和３年度実績 

 

名称 内容 

一般書エリア 蔵書数 約５万冊（現三宮図書館 56,936冊） 

児童書エリア 蔵書数 約２万冊（現三宮図書館 20,083冊） 

キッズコーナー ・子どもを見守りながら読書できるようカーペットコーナーの周囲に

椅子やベンチを丸く配置 

さまざまなタイプの

読書スペース 

・ネストブース：少人数で読書に集中できる小さな閲覧スペース 

・ブックマルシェ：司書おすすめの本も展示できるスペース 

・ブックリビング：くつろいで読書ができるスペース 

・ニッチ：壁を彫り込んだ座席。自分だけの空間で静かに読書がで

きるスペース 

・Co Reading：事典類やビジネス関連書など、本を参照しながらの

調べものや読書ができるスペース 

グループ学習室 

 

個人でもグループでも読書や学習に利用できるスペース 

（定員 24名） 

座席数 

 

合計 110席 ※車いす専用席１含む （現三宮図書館 66席） 

個人 24席、共用デスク 71席、スツール・ソファ 12席、ベンチ 3席 

サービス機器 

 

蔵書検索機 ３台、自動貸出機 ３台 

データベース端末 ２台、書籍消毒器 １台（開館後に導入） 

Wi‐Fi利用エリア（すべてのコーナーで利用可能となる予定） 

新型コロナウイル

ス感染対策 

・ソファなど一部の座席を除き、座席間に透明のアクリル板を設置 

・アルコール消毒の徹底 など 

 



２．平面レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イメージパースのため実際とは多少異なる場合があります。 

 

 

 

②キッズコーナーからブックリビング 

 

③ニッチ（壁を彫り込んだ座席） 

 

① カウンター周辺 

② 

③
③ 

① 

 

 

  



 

記者資料提供（令和４年７月 20日） 

神戸市文化スポーツ局 文化交流課 坂井・池田 

ＴＥＬ：078‐322-6495  FAX：078‐322-6137 

同          中央図書館総務課 村井・福永 

ＴＥＬ：078‐371‐3301 FAX：078‐371‐5046 

 

「なでしこ芸術文化センター」の概要をお知らせします 

～西神中央ホールと新西図書館が 10月 1 日に開館します～ 
 

 

神戸市は、令和元年９月に、都市ブランドの向上と人口誘因につなげるプロジェクトとして 

「リノベーション・神戸」をスタートさせ、同年 12月にその第２弾～見違えるような神戸へ～を 

発表しました。 

第２弾のうち、「西神中央活性化プラン～進化する上質なまち～」の一つである西神中央 

ホール及び新西図書館の整備については、両施設の複合施設「なでしこ芸術文化センター」 

として令和３年２月より建築工事を進めてまいりましたが、このたび同工事が竣工し、本年 10

月に開館の運びとなりましたので、その概要をお知らせします。 

 さらに詳細な内容に関しては、後日改めてお知らせします。 

 

記 

 

１ 「なでしこ芸術文化センター」の概要 

（１）開 館 日   令和４年 10月 1日（土）  

※西神中央ホール・新西図書館の一般供用開始時刻、開館式典等は

後日公表します。 

（２）位 置   神戸市西区美賀多台１丁目１番１（位置図参照） 

（３）敷地面積   4,000㎡ 

（４）延床面積   6,172㎡ 

（５）建物高さ   地上３階 

（６）駐輪場・駐車場   機械式駐輪場 71台（有料）、車椅子利用者用駐車場 ２台のほか 

おもいやり駐車場（※）２台を設けます。 

※ 高齢者・障害者・難病の方・妊産婦・負傷された方等の歩行が困難な方向けの駐車場   

 

 

２ 「西神中央ホール」の概要 

（１）専用面積  2,448㎡（共用部を含めると 3,604㎡）  

（２）施設規模  客席 500席           

（３）諸 室  リハーサル室・練習室 ４室、楽屋兼会議室 ４室 

資料６ 

 



（４）そ の 他  カフェ等、アートウォール（区画ごとに芸術作品等を展示可能な棚）をホー

ルと図書館を接続する部分に設置 

 

なお、2022年７月 20日現在、ホールは 2023年７月分、スタジオ１・アートスペース・交

流広場は 2023年１月分、スタジオ２～４は 2022 年 10月分までのご予約を受け付けて

おります。 

施設の予約方法や空き状況は、西神中央ホール HP（https://seishin-hall.jp/）より 

ご確認いただけます。 

            

 

３ 「新西図書館」の概要  

（１）専用面積  2,275㎡（共用部を含めると 2,861㎡） 【現西図書館 703㎡】 

（２）蔵 書 数  約 30万冊（うち閉架書庫約 10万冊）  

※開館時約 20万冊 【現西図書館 約 10万冊】 

（３） 座 席 数  約 300席 【現西図書館 71席】 

（４） 諸 室  対面朗読室、セミナー室、学習室、おはなしの部屋、ボランティア控室等 

 

新西図書館は 「新しい出会い、新しい発見がある、本の広場」を基本方針とし、本市西部地

域の核となる地域図書館です。 

ゆったりと読書や調べものができる居心地のよい「滞在型図書館」で、現西図書館にはない 

「対面朗読室」や「セミナー室」等、様々な部屋を設けます。 

 

※ 現西図書館の休館について 

 

 

 

 

 

（１） 現西図書館の休館期間   

令和４年８月 31日（水）午後 8時に閉館し、９月 1日（木）～30日（金）まで休館します。 

現西図書館の窓口での貸出についても、８月３１日（水）午後８時までとなります。 

 

（２） 臨時窓口（現西図書館）で予約された図書の受取  

９月１日（木）～８日（木）の期間（９月５日（月）は除く）は、次の時間帯において、現西図

書館内に設ける「臨時窓口」で予約図書の受取ができます。 

火曜～土曜   午前 10時～午後６時 

日曜       午前９時～午後５時 

 

新西図書館が令和４年 10月 1日（土）に開館するのに先立ち、現在の西図書館は、 

移転準備のため、以下のとおり休館いたします。 

利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願いいたします。 

資料６ 

 



（３） ご用意できた予約図書の連絡   

８月 30日（火）までとなります。 

なお、８月 31日（水）以降にご用意できた予約図書の受取場所は、移転先の「新西図書

館」となり、10月 1日（土）以降に順次ご連絡します。 

 

  （４）図書の返却 

臨時窓口又は現西図書館備え付け返却ポストでの返却は、９月８日（木）午後６時まで 

※現西図書館以外の市立図書館や予約図書受取コーナー等での返却も可能です。 

 

（５） 貸出期間の延長（現西図書館のみ） 

８月 18日（木）～９月８日（木）まで、通常「14日間」のところ「約 40日間」に延長します。 

 

 

４ なでしこ芸術文化センターの全景  

（ 7月上旬 夕刻に撮影 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館２階 一般書フロア 

（書架設置工事中） 

ホール内観 舞台から客席 

資料６ 

 



 

（参考）西神中央活性化プラン 

 

 

資料６ 
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