
令和２年度　市民等と市との協働事例

備考

区分 団体等の名称 市の役割 パートナーの役割

1 総務部 総務課 総務係 補助・助成 区等活動費交付金事業
住民自治活動の推進や市との連携による住民福祉の向上のため、区
等の諸活動に対する費用の一部を助成する。

④自治会等の
地縁型団体

区　（２４０団体） 区の育成及び支援 区活動の企画・運営

2 総務部 総務課 総務係 補助・助成
佐久市防犯協会交付金
事業

犯罪の防止と住民の自治防犯意識の高揚を図り、もって犯罪のない明
るい社会を作ることを目的として活動する佐久市防犯協会に対し、予算
の範囲内で交付金を交付する

⑨その他 佐久市防犯協会
佐久市防犯協会の育
成及び支援

防犯に関する活動

3 総務部 望月支所 総務税務係 補助・助成
駒の里過疎対策プロジェ
クト支援金事業

地域が抱える多様な課題について、市民が自主・主体的に取り組む発
想豊かで発展性のある公益的事業に要する経費に対し、活動支援金を
交付する。

②ボランティア
団体・市民団体

市民活動団体
２団体・２事業

事務局、事業の運営
及びＰＲ

事業の企画・運営

4 企画部 広報広聴課 市民活動係 事業委託
市民活動サポートセン
ター事業

あらゆる分野の公益的な市民活動を支え、地域課題の解決を推進する
ため、センターを設置。情報収集・提供、相談・コーディネート、活動場所
の提供を行うとともに、市民交流の「機会を提供し、市民活動の活性化
を図る。

①ＮＰＯ法人
特定非営利活動法人
長野県ＮＰＯセンター

センター運営後方支
援（運営相談、管理業
務）

センターの運営・管理
受託

5 企画部 広報広聴課 市民活動係 補助・助成 佐久っと支援金事業
地域が抱える多様な課題について、市民が自主・主体的に取り組む発
想豊かで発展性のある公益的事業に要する経費に対し、活動支援金を
交付する。

②ボランティア
団体・市民団体

市民活動団体
７団体・７事業

事業実施団体に補助
金を交付、事業に対
する相談業務

事業の企画・実施

6 企画部 広報広聴課 市民活動係 補助・助成
佐久っとコロナ支援金事
業

新型コロナウイルス感染症により生ずる地域の多様な課題について、
市民が自主的かつ主体的に取り組む、地域経済や市民生活の支援に
資する事業に要する経費に対し、活動支援金を交付する。

②ボランティア
団体・市民団体

市民活動団体
５団体・６事業

事業実施団体に補助
金を交付、事業に対
する相談業務

事業の企画・実施

7 企画部
移住交流推
進課

交流推進係 事業協力 国際交流ボランティア
文化が異なる人々との交流を通じ相互理解を深め、地域の国際化を促
進するためのボランティア活動を行う。

②ボランティア
団体・市民団体

国際交流ボランティア 事務局、事業のＰＲ
通訳・翻訳、ホームス
テイ受け入れ、事業運
営を補助

8 企画部
移住交流推
進課

交流推進係 情報交換・意見交換
国際交流ネットワーク佐
久

文化が異なる人々との交流を通じ相互理解を深め、地域の国際化を促
進するための活動の母体となり各種事業を企画・運営する。

②ボランティア
団体・市民団体

国際交流団体 事務局、事業のＰＲ 事業を企画・運営

9 企画部
移住交流推
進課

交流推進係 事業協力
佐久市姉妹都市・友好都
市親善協会

姉妹都市・友好都市との親善を助長し、市民文化の向上と民間交流を
推進する。

②ボランティア
団体・市民団体

佐久市姉妹都市・友好都市
親善協会

事務局 事業を企画・運営

10 市民健康部
健康づくり
推進課

保健医療政
策係

事業協力 森林セラピー 森林環境を利用して心身の健康維持・増進、疾病の予防を目指す。
②ボランティア
団体・市民団体

佐久市森林セラピー森の案
内人の会（檪会）

事務局・事業の運営・
企画・ＰＲ

事業の企画・運営

11 市民健康部 人権同和課
人権教育男
女共生係

事業委託
男女共同参画社会
学習会等開催事業

男女共同参画社会の実現を目指して、地域課題把握の自主的学習と、
課題解決に向けた取り組みを行う。

②ボランティア
団体・市民団体

パートナーシップ佐久 情報提供

イベントの企画・運
営、講師選定と調整、
参加者の取りまとめ、
司会進行など

12 環境部 環境政策課 環境政策係 事業協力 緑の環境調査
豊かな自然を保全し、次の世代へと残していくため、調査を通じて身近
な自然環境に関心を持ち、理解を深める。

⑦市民
調査結果の取りまと
め、環境学習機会の
創出

情報提供

13 環境部 生活環境課 環境衛生係 事業協力 市内一斉清掃 地域住民のボランティアにより、道路・水路等の清掃を実施する。
④自治会等の
地縁型団体

自治会（147団体）
事業の企画・運営、ご
みの受入・処分

各自治会内の住民へ
の周知、清掃後のご
みの運搬

事業内容
協働のパートナー 具体的な役割分担

番号 担当部 担当課 担当係 協働形態 事業名
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令和２年度　市民等と市との協働事例

備考

区分 団体等の名称 市の役割 パートナーの役割
事業内容

協働のパートナー 具体的な役割分担
番号 担当部 担当課 担当係 協働形態 事業名

14 環境部 生活環境課
生活公共交
通係

補助・助成 交通安全対策事業
季別交通安全運動期間等において、交通安全街頭指導等の啓発活動
を行い、交通事故防止に資する各種活動を推進する。

③公益的法人
佐久交通安全協会
南佐久交通安全協会
川西交通安全協会

活動資金の負担、交通
安全に関する情報提
供、交通街頭指導所開
設の企画

街頭指導等交通安全
活動への参加、自主
啓発活動の実施

15 環境部 生活環境課
生活公共交
通係

企画段階からの参
画・政策提案

みんなで考える公共交通
の要望書

地域の実情・ニーズに沿った公共交通体系の構築のため、停留所を設
置したバス・デマンドタクシーの運行について、地域の意見要望のほか
企画・提案まで幅広く受け付ける。

④自治会等の
地縁型団体

自治会
公共交通に関する意
見要望等の実施検討

地域意見の集約・企
画提案

16 環境部 生活環境課
生活公共交
通係

補助・助成
佐久市地域公共交通確
保維持改善協議会

地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画に関する協
議の他、地域公共交通の利用促進に関する事業（イベントでのＰＲ、啓
発品作成、アンケート調査等）を市と連携して実施する。

③公益的法人
佐久市地域公共交通確保維
持改善協議会

事務局
地域公共交通に関す
る施策の協議、検討、
実施

17 福祉部 福祉課 地域福祉係 事業協力
災害時住民支え合いマッ
プ

災害発生時の避難等に際して援助を必要とする人が地域のどこに居住
しているかを明記したマップを作成し、有事の際に備える。

④自治会等の
地縁型団体

各自治会 情報提供、指導・助言 マップの作成

18 福祉部 福祉課 地域福祉係 実行委員会 佐久市結婚支援事業
若者の恋愛や結婚、子育てに関する意識の向上や出会いの場の創出
などの各種結婚支援事業を展開する。

⑥生協・農協等
の公益団体

佐久市結婚支援事業実行委
員会

事務局、事業の運営
及びPR

事業の企画・運営

19 福祉部 福祉課 療育支援係 事業委託
障がい者生活支援及び
社会参加促進事業

障がい者の生活支援及び社会参加促進を目的とした各種講座の開催
及び相談事業

①ＮＰＯ法人 ＮＰＯ法人 ウイズハートさく 事業広報 事業を企画・実施

20 福祉部
子育て支援
課

子育て支援
係

補助・助成
放課後児童ｸﾗﾌﾞ補助金
事業

児童の健全な育成を図るため、市内において放課後児童ｸﾗﾌﾞ事業を実
施する者に対し、その事業に要する経費の一部について予算の範囲内
で補助金を交付する。

②ボランティア
団体・市民団体

ちびっこ元気クラブ
ありんこクラブ

経済的支援 事業を企画・運営

21 福祉部
子育て支援
課

子育て支援
係

共催
ﾁｬｲﾙﾄﾞﾗｲﾝ受け手養成講
座

子ども達の声に耳を傾け、発することがの奥にある気持ちを聴く、子ども
に寄り添う電話「ﾁｬｲﾙﾄﾞﾗｲﾝ」の設立を推進するため、市民団体が行う
「受け手養成講座」を共同開催する。

①ＮＰＯ法人
ＮＰＯ法人チャイルドライン佐
久

財政支援 事業を運営

22 福祉部
子育て支援
課

子育て支援
係

事業協力 ｵｰﾙﾏｲﾃｨ1年生事業

全国の小学1年生を対象に、市内のﾌｧﾐﾘ-型の体験学習施設や文化施
設、観光交流施設等を、年間を通して無料で利用できる「ｵｰﾙﾏｲﾃｨﾊﾟｽ」
を交付し、知的好奇心や探求心が芽生えた小学1年生の「学び」や「やる
気」、「気づき」を育み、物心両面から子育て家庭を応援する事業。

⑧企業

協賛店舗
ｽﾊﾟﾘｿﾞｰﾄのぞみｻﾝﾋﾟｱ・信州
佐久春日温泉自然体感ﾘｿﾞｰ
ﾄかすがの森・ｺｺｽ佐久平東
店・道の駅ほっとぱーく浅科ﾚ
ｽﾄﾗﾝあさしな亭・ﾚｽﾄﾗﾝﾌﾞﾗﾝｶ
ﾝ・佐久一萬里温泉・くつろぎ
ｲﾀﾘｱﾝほのBuono・あっぷるｸﾞ
ﾘﾑ佐久店・中華照龍・中国料
理桃花・お食事処ととろ亭・麺
や天鳳・佐久平ﾌﾟﾗｻﾞ21・ﾊﾟﾃｨ
ｽﾘｰ　ﾊﾆｰｺｺ・お好み焼き大
和・ちゃたまや・藤蔵屋・佐久
平ﾛｯｸｸﾗｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・焼肉ﾊｳ
ｽ田園・佐久心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
ﾙｰﾑ・ﾊﾟﾝと喫茶tinoﾃｨﾉ・玄米
菜食ごはんやﾊﾚﾉﾋ。・ふじた
食堂・喜月堂・洋菓子店ﾌﾞﾚｰ
ﾒﾝ・ﾏｽﾀｶｽﾎﾟｰﾂ佐久平店

事業を企画・運営 運営を補助
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令和２年度　市民等と市との協働事例

備考

区分 団体等の名称 市の役割 パートナーの役割
事業内容

協働のパートナー 具体的な役割分担
番号 担当部 担当課 担当係 協働形態 事業名

23 福祉部
子育て支援
課

子育て支援
係

事業委託
教えて！ドクター作成業
務

日常的に子どもが発症する病気の対処法や予防接種の時期などをまと
めた佐久市版子どもの疾病対応テキスト「教えてドクター」の改訂版の
作成、及び無料アプリケーションの更新を行う。
近年流行がみられる疾病や子供の疾病に関して最新の情報を掲載し、
より多くの保護者に小児疾病の特徴や基礎的知識を習得してもらい子
育てに対する不安の軽減と子育て力の向上、併せて、不用意な医療機
関受診の抑制と保護者の経済的負担軽減を目的とする。

③公益的法人 一般社団法人佐久医師会 業務委託
事業の企画・制作、運
営、情報の拡散

24 福祉部 高齢者福祉課 高齢者支援係 情報交換・意見交換 地域包括ケア協議会
第１層は市が設置する地域包括支援センター運営協議会において、第
２層は６つの日常生活圏域ごと地域包括支援センターに協議会を設置
し、高齢者を地域で支えるための課題について検討する

⑨その他
地域にある高齢者支援にか
かる関係機関の代表

情報提供、地域課題
を政策形成に反映

地域資源の開発、高
齢者支援に対する意
見、提言等

25 福祉部 高齢者福祉課 高齢者支援係 事業協力
介護予防指導者養成事業
（お達者応援団育成塾）

介護予防活動を率先して行うことのできる人材を育成し、地域における
ネットワークづくりや自発的な活動が実施される基盤づくりのため、介護
予防の実践に関係した運動や栄養などの講座を開催する

④自治会等の
地縁型団体

区長会、地域包括支援セン
ター、市民

人材育成
地域での介護予防
居場所づくり

新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、
レベルアップ講座のみ
の実施

26 福祉部 高齢者福祉課 高齢者支援係 事業協力
認知症サポーター養成事
業

地域や職域において、認知症サポーターを養成し、認知症の人や家族
を支援する地域づくりを推進する

⑦市民
区長会、民生児童委員会、小
学校、中学校、市民

人材育成
地域での見守り
啓発活動

27 経済部 農政課
農業生産振
興係

補助・助成 故郷ふれあい交流事業
佐久市の豊かな自然環境などの地域資源をいかし、都市部住民と農
業、林業などの体験を通じて交流する事業を実施するグループ、法人、
組合、個人等に対し、補助金を交付する事業。

⑦市民 市内農業者等３件 事業の補助 事業を企画・実行

28 経済部 農政課
農業生産振
興係

補助・助成
「暮らしとしての農業」農
家創出事業

「暮らしとしての農業」に携わる農家を創出するため、市民が農業に触
れる機会を提供する事業を実施するグループ、法人、組合、個人等に
対し、補助金を交付する事業。

⑦市民 市内農業者等２件 事業の補助 事業を企画・実行

29 経済部 耕地林務課 林務係 共催 わな猟講習会 わな猟に関する講義、実技講習
②ボランティア
団体・市民団体

佐久市猟友会
事業の企画、運営、
PR

事業の企画、運営、
PR

30 経済部 耕地林務課 林務係 共催 みどりの教室 森林教室、クラフトづくり ⑨その他
佐久森林組合、南佐久北部
森林組合

事業の企画、運営、
PR

協賛

31 経済部 耕地林務課 林務係 共催 きのこの栽培教室 シイタケ・クリタケの駒打、栽培方法の講習 ⑨その他 佐久森林組合
事業の企画、運営、
PR

協賛

32 建設部 土木課 管理係 アダプト制度
道路アダプトシステム事
業

身近な道路について、地元の自治体や企業が里親になり、清掃や植栽
の管理等を担ってもらい、市民と市が協働してまちづくりや環境美化に
取り組む。市は、必要な道具、材料等を貸与または支給する。

⑧企業 企業、自治会など１２団体
原材料（現物）の支
給、清掃用具の貸出、
ＰＲ活動

草刈り、花苗の移植
維持管理

33 建設部 土木課 管理係 アダプト制度
駅前広場アダプトシステ
ム事業

佐久平駅前広場において、地元の自治体や企業などが里親になり、清
掃や植栽の管理等を担ってもらい、市民と市が協働してまちづくりや環
境美化に取り組む。市は必要な道具、材料等を貸与または支給する。

⑧企業 企業、市民団体など４団体
原材料（現物）の支
給、清掃用具の貸出、
ＰＲ活動

草刈り、花苗の移植
維持管理

34 建設部 土木課 管理係 事業協力
道路・水路・河川等の清
掃

地域の道路・水路・河川等の清掃を各地区で行っている。
④自治会等の
地縁型団体

自治会等 廃棄物の処理
草刈り、泥上げ、ゴミ
拾い

3/6
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35 建設部 土木課 管理係 事業協力 市道・歩道の除融雪
除雪、融雪剤散布指定路線以外の生活道路や歩道の除雪、融雪剤散
布作業

⑦市民 市民
除雪マニュアル作成、
融雪剤配布、除雪指
定路線内の除雪

除雪指定路線以外の
生活道路、歩道の除
雪

36 建設部 道路建設課 高速交通係
企画段階からの参
画・政策提案

中部横断自動車道の建
設促進

中部横断自動車道の早期建設促進及び全国女性みちづくりネットワー
ク等その他団体との連絡提携

②ボランティア
団体・市民団体

佐久女性みちの会 事務局 事業の企画・運営

37 建設部 都市計画課
まちづくり推
進係

企画段階からの参
画・政策提案

県民佐久運動広場再整
備に係るワークショップ

まちづくりのノウハウを有するファシリテータを迎えワークショップを開催
し、広場の再整備によって参加者が当事者として「欲しい」「やりたい」
「できる」ことについて意見交換をした。

⑦市民 当事者となりえる市民 事務局
事業に対する意見、
提案等

38 建設部 公園緑地課 公園管理係 アダプト制度
佐久市アダプトシステム
事業

公共施設である道路や公園・緑地の一定区域を、市民や企業の皆さん
が里親になり、清掃や植栽の管理等を愛情をもって面倒を見てもらい、
市民と市が協働してまちづくりや環境美化に取り組む。市は、必要な道
具、材料等を貸与または支給する。

④自治会等の
地縁型団体

自治会、企業、市民団体など
30団体

原材料（現物）の支
給、清掃用具の貸出、
ＰＲ活動

公園の維持管理と緑
化活動

39 建設部 公園緑地課 公園管理係 補助・助成 地域緑化事業
地域団体等が、公共施設や公益施設を緑化する活動に対し、地域団体
等からの申請を受け、花苗や資材等を購入し、申請団体へ支給する。

④自治会等の
地縁型団体

区、老人クラブ、育成会、PTA
地区支部等　22団体

花苗や資材等の支
給、PR活動

地域ぐるみの身近な
緑化活動の推進

40 学校教育部 学校教育課 総務係 後援

児童生徒及び保護者を
主な対象とした学習・ス
ポーツの振興に関する講
演会・イベント・大会

児童生徒及び保護者を主な対象とした学習・スポーツの振興に関する
講演会・イベント・大会の開催

⑨その他
自治体、NPO法人、市民団体
等【R２実績１６件】

後援名義使用許可 イベントの企画・運営

41 社会教育部 生涯学習課 生涯学習係 後援
生涯学習の振興に期する
イベント

生涯学習の振興に期するイベントの開催
⑤婦人会・育成
会等の公益的
団体

生涯学習の振興に期する団
体【Ｒ２実績７件】

後援名義使用許可 イベントの企画・運営

42 社会教育部 生涯学習課 生涯学習係 共催 武論尊100時間漫画塾
ふるさとの未来を担う人材を発掘・育成し、更なる地域の振興を図るた
め、佐久平交流センターにて漫画塾を開催

⑦市民
武論尊100時間漫画塾運営
委員会

事務局 事業の企画・運営

43 社会教育部 文化振興課 文化施設係
企画段階からの参
画・政策提案

比田井天来・小琴顕彰
佐久全国臨書展

第9回 比田井天来・小琴顕彰 佐久全国臨書展　を開催する。 ①ＮＰＯ法人
NPO法人　未来工房もちづき
NPO法人　望月まちづくり研
究会　　　　　ほか2団体

事務局
事業に対する意見、
提言等

44 社会教育部 文化振興課 文化振興係 後援
芸術・文化に関する行事
等の後援

芸術・文化に関する行事・公演の開催
②ボランティア
団体・市民団体

芸術・文化活動団体
【13件】

後援名義使用許可
行事・公演の企画・開
催

45 社会教育部 文化振興課 文化振興係 補助・助成
臼田文化協会補助金事
業

臼田文化協会に補助金を交付し、文化事業実施のための財政的な助
成を行う。

②ボランティア
団体・市民団体

臼田文化協会 経済的支援 事業の企画・運営

46 社会教育部 文化振興課 文化振興係 補助・助成
佐久市芸術文化活動事
業補助金事業

芸術文化活動の普及と充実を図り、市民が様々な芸術文化に触れる機
会を拡充するため、市内の団体が実施する芸術文化に関する公演等の
開催に要する経費に対し補助金を交付する。

②ボランティア
団体・市民団体

芸術・文化活動団体
【1件】

経済的支援 事業の企画・運営

47 社会教育部 文化振興課
文化財保護
係

補助・助成 文化財保護事業

指定文化財の保存活動及び無形民俗文化財の後継者育成に対して補
助金を交付する。
また、一部の文化財について、草刈り等清掃維持管理を保存会等に委
託する。

②ボランティア
団体・市民団体

取出町百番出世観世音保存
会・跡部踊り念仏保存会ほか

事業支援 事業の企画・実施

48 社会教育部 文化振興課 文化振興係 補助・助成
佐久市文化ホール使用
料助成事業

新型コロナウイルス感染拡大により、発表機会を喪失した芸術文化活
動の支援を目的として、芸術文化活動（イベント等）に係る文化ホール等
の使用料の一部を助成（割引）する。

②ボランティア
団体・市民団体

芸術・文化活動団体
【3１件】

経済的支援 事業の企画・運営
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49 社会教育部 スポーツ課
スポーツ推
進係

共催
スポーツ、社会体育に関
する大会・イベント

スポーツ、社会体育の振興に関する大会・イベントを開催する。
⑤婦人会・育成
会等の公益的
団体

体育協会【年間2件】 イベントの共同運営 イベントの企画・運営
うち1件は新型コロナウ
イルスの影響で中止

50 社会教育部 スポーツ課
スポーツ推
進係

後援
スポーツ、社会体育に関
する大会・イベント

スポーツ、社会体育の振興に寄与する大会・イベントを支援する。
⑤婦人会・育成
会等の公益的
団体

大会開催団体【年間32件】 後援名義使用許可 イベントの企画・運営

51 社会教育部 スポーツ課
スポーツ推
進係

補助・助成
体育団体等支援育成事
業

体育協会活動に対して補助金を交付する。
⑤婦人会・育成
会等の公益的
団体

特定非営利活動法人佐久市
体育協会【1件】

スポーツ団体育成等
助成

事業の企画・実施

52 社会教育部 スポーツ課
スポーツ推
進係

補助・助成
スポーツ大会出場激励金
交付事業

全国大会出場において激励金を交付する。 ⑦市民
大会出場選手・団体【年間11
件】

士気向上のため
市民のスポーツ活動
と地域のスポーツ活
動の推進

53 社会教育部 スポーツ課
スポーツ推
進係

事業委託 スポーツ教室開催業務 佐久市スポーツ教室を開催する。 ⑨その他
佐久市スポーツ推進委員会,
もちづき総合型クラブ、雨宮
病院【年間36件】

企画提案・広報活動 教室の運営
うち6件は新型コロナウ
イルスの影響で中止

54 社会教育部 中央公民館 公民館係 実行委員会
第18回わがまち佐久市民
講座

第18回を12/19（土）に開催し、市民が自信をもって「佐久」を紹介でき、
全国に誇れる特色あるまちづくりを考える契機とする。（午前の部来場
者：143名、午後の部来場者：133人）

⑥生協・農協等
の公益団体

わがまち佐久市民講座運営
実行委員会

事務局 事業の企画・運営

55 社会教育部 中央公民館 公民館係 事業委託
第16回佐久市短詩型文
学祭

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため文学祭は中止したが、作品
の投稿は受け付けた。（開催予定日：1月30日（土）、作品投稿者：一般
151人・児童生徒807人、作品数：一般486点・児童生徒809点）

⑦市民 短詩型文学祭運営委員会 事務局 事業の企画・運営

56 社会教育部 中央公民館 公民館係 事業委託 第16回市民総合文化祭

前半を11月7日（土）と８日（日）、後半を11月22日（日）と23日（月）とし
て、それぞれ野沢会館と市民創錬センターを会場として実施。佐久市民
の制作活動によって生まれる作品を一堂に展示し、広く公開することに
より、市民の芸術意欲の振興と明るく人間性豊かな人づくりに貢献する
ことを目的とする。（前半来場者：野沢会館343人・市民創錬センター292
人、後半来場者：野沢会館257人・市民創錬センター273人）

⑦市民
佐久市民総合文化祭運営委
員会

事務局 事業の企画・運営

57 社会教育部 中央公民館 浅間公民館 実行委員会 浅間地区公民館のつどい
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため舞台発表は中止し、作品展
示のみで2月20日（土）、21日（日）に開催。
（来場者数：168人）

②ボランティア
団体・市民団体

佐久市地公連浅間地区協議
会・佐久市公民館浅間地区
学習グループ連絡協議会

事務局 事業の企画・運営

58 社会教育部 中央公民館 中込公民館 実行委員会 中込地区公民館のつどい

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため舞台発表は中止し、日ごろ
の練習風景の公開または体験会として実施。また、作品展は開催時期
を３つに分け、前期1月31日（日）～2月10日（水）、中期2月13日（土）～2
月23日（火）、後期2月27日（土）～3月9日（火）として開催。（公開練習・
体験会参加者数：113人、前期作品展来場者数：321人、中期作品展参
加者数：484人、後期作品展参加者数：861人）

②ボランティア
団体・市民団体

佐久市地公連中込地区協議
会・佐久市公民館中込地区
学習グループ連絡協議会

事務局 事業の企画・運営
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59 社会教育部 中央公民館 臼田公民館 実行委員会 臼田地区公民館のつどい
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため舞台発表は中止し、作品展
示のみで3月6日（土）、7日（日）に開催。
（来場者数：327人）

②ボランティア
団体・市民団体

佐久市地公連臼田地区協議
会・佐久市公民館臼田地区
学習グループ活動推進協議
会

事務局 事業の企画・運営

60 社会教育部 中央公民館 公民館係 事業協力 生涯学習リーダーバンク
市民の多様な生涯学習を支援するため、地域に在住する指導者及び専
門分野の知識を有する方を登録し、市のＨＰへ分野別に登載するなどに
より情報を提供し、生涯学習の推進を図る。

⑦市民
個人またはグループやサーク
ル【42分野133人】

登録、情報提供

市民からの要請によ
り、自己の知識・技
術・技能や経験を活か
した指導をする

61 社会教育部 中央公民館 公民館係 後援
文化・公民館活動に関
する大会・イベント

公民館活動の発表、文化芸術の振興に関する大会・イベントの開
催

⑦市民
文化芸術活動団体　【年間
３件】

後援名義使用許可
イベントの企画・運
営

62 社会教育部 中央図書館 図書館係 事業協力 語りのおもてなし
昔話や民話などの語りを月１回行う。（通常月１回だが、新型コロナウイ
ルス感染症感染拡大の影響から、年間計５回のみの実施）

②ボランティア
団体・市民団体

あかりの会 事務局 事業を実施

63 社会教育部 浅科図書館 図書館係 事業協力 おはなし会
全年齢を対象に絵本・紙芝居などの読み聞かせを年６回行う。（通常年
６回だが、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響から、年間計３回
のみの実施）

②ボランティア
団体・市民団体

子どもの本の会 事務局 事業を実施

64 社会教育部 望月図書館 図書館係 事業協力 ものがたりふれあいトーク
全年齢を対象に絵本・紙芝居などの読み聞かせを年５回行う。（通常年
５回だが、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響から、年間計２回
のみの実施）

②ボランティア
団体・市民団体

おはなしの泉 事務局 事業を実施

65 社会教育部 望月図書館 図書館係 事業協力 ものがたりふれあいトーク
全年齢を対象に語りを年４回行う。（通常年４回だが、新型コロナウイル
ス感染症感染拡大の影響から、年間で１回のみの実施）

②ボランティア
団体・市民団体

おはなし玉手箱 事務局 事業を実施

66 社会教育部 近代美術館 美術館係 実行委員会 第34回佐久平の美術展
地域の美術愛好家から広く作品を公募して美術展を開催する。（コロナ
の影響で期間を変更して開催）

⑦市民 佐久平の美術展実行委員会 事務局 事業の企画運営
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