
　学校では、児童・生徒の多様な教育的ニーズが認識されるようになり、不登
校や障害のある子どもなど、支援を必要とする児童・生徒の数が増加傾向に
ある。
　また、いじめが社会問題化し、暴力行為等を含む非行問題が低年齢化する
など、子どもを取り巻く問題が多様化、複雑化しており組織的な支援体制の強
化が一層重要になっている。

　子どもたちの「生きる力」（知・徳・体のバランスのとれた力）を育むことが求め
られている中で、近年、子どもの学習意欲の低下、学習習慣や基本的な生活
習慣、社会のルールを守る意識が十分に身に付いていない子どもの増加が指
摘されている。
　また、人間関係づくりが苦手な子どもが多くなってきている。

現　　　状 課　　　題

○子どもたち一人ひとりと向き合い、きめ細やかな教育を行う必要がある。
○心の成長の糧となる体験学習や自然体験の更なる充実を図る必要がある。
○35人以下学級実施上の成果と課題を明確にし、学校の実情に応じた35人
以下学級及び少人数指導のあり方について検討を進める必要がある。

5
　大規模災害発生時に児童・生徒が、自身の生命や身体を自ら守ることが出
来るよう、安全に避難するための知識や能力を身に付け、日常生活で実践す
ることが求められている。

○児童・生徒が防災上必要な知識や技能を身に付け、的確な危機回避能力
の向上が図られるよう効果的な防災教育を行っていく必要がある。

　本市の学校規模は、全体では少子化の影響等で減少傾向にある一方で、開
発等により児童・生徒数が増加している学校もあり、地域間・学校間で差異が
生じている。
　また、学校の校舎等が老朽化し改修の時期を迎えている中、近年、地球温
暖化等の影響により、夏季における気温が上昇傾向にあり、教育環境が悪化
している。
　さらに、成長期にある生徒の心身の健康の保持増進と望ましい食習慣の形
成を図ることが求められているとともに、情報化の進展に対応するため、子ど
もが主体的にICTを用い学習活動ができる人的・物的な環境づくりの整備が求
められている。

　教職員における新規採用者の増加傾向が続く中、教育に対する理想と情熱
を持ち実践力のある教員の確保と養成が求められている。
　また、今日的な教育課題に対応するため、教職員の配置や施策の充実など
市が権限と責任を持った教育を実現することが求められている。

○優れた資質を持った学生をはじめ、社会人経験者などを採用する仕組み
や、指導力のある退職教員の活用策を充実するなど、幅広い人材を確保して
いく必要がある。
○豊富な経験や知識を持った教員から若手教員へ、教育財産の継承を円滑
に行えるための支援や若手教員の指導力向上のための研修環境を充実して
いく必要がある。
○県費負担教職員の事務・権限の移譲により、本市において教職員定数や学
級編制基準の決定、各学校の実情に応じた必要な教職員の配置ができるよう
になることから、教育課題の解決が図られるよう教職員を配置していく必要が
ある。

○児童・生徒の望ましい教育環境を整備する観点から、学校規模のあり方や
通学区域について検討する必要がある。
○児童・生徒が安全・安心に、快適な学校生活が過ごせるよう、学校教育環境
の整備を計画的に進めていく必要がある。
○食物アレルギー対策の充実など学校給食の円滑な運営を図っていく必要が
ある。
○わかりやすい授業を展開するために、デジタル教材の充実や活用推進のた
めの研修を行っていく必要がある。
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２．市民が生涯にわたり学び続け、いきいきと暮らす生涯学習社会を創造します。

１．「子どもの生きる力を育成する」
２．「生涯学習・社会教育の機会や施設の充実を図る」
３．「家庭・地域の教育力の向上と連携の強化を図る」
４．「教育現場の安全・安心の確保を図る」
５．「事務事業の適正化を図るとともに、効率的な組織運営を推進する」
６．「教職員を含め全職員が法令・規律を遵守するとともに、教育委員会の信頼を構築するために、様々な教育課題に対して迅速かつ組織的な対応に
      努める」

Ｎｏ．

1

2

○子どもたちの豊かな人間関係づくりを進めていく必要がある。
○子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を充実していく必要がある。
○学校・家庭・地域ぐるみで、それぞれの役割を担いながら共通認識をもち、
子どもを見守る取組を支援していく必要がある。
○相模原市いじめの防止等に関する条例及び基本方針の基本理念に基づ
き、いじめの防止等に関する施策を総合的に策定し、これを実施していく必要
がある。
○相模原市子どものいじめに関する調査委員会から提出された答申を受け、
重大事案の再発防止に向けた対策を図る必要がある。

3

4

　■　局・区の役割・目標

「人が財産（たから）」の理念に基づく、「さがみはら教育」の推進

　■　キャッチフレーズ

　■　局・区の運営の責任者

３．家族や郷土を愛し、ともに心豊かに暮らす地域社会の形成に向けて、家庭や地域の教育力を高めます。

　■　局・区経営の視点・方針

　■　現状と課題

教育局長　　笹野　章央
教育環境部長　　新津　昭博　　　学校教育部長　　土肥　正高　　　生涯学習部長　　佐藤　暁

　子ども一人ひとりの確かな学力と豊かな心や感性を育むため、優れた人材の確保と育成を図り、教育内容の充実や質の向上に取り組み、「さがみはら教
育」の一層の充実に努めます。また、近年全国各地で発生している大規模災害の教訓等を生かし、子どもの安全・安心を確保するとともに、有事の際に必要
となる知識等を身に付け、子ども自身が危機を回避出来るよう防災教育の推進に努めます。

　地域の豊かな人材や施設等の教育資源を有効に活用し、市民の学習活動やスポーツ活動を支援するとともに、時代の変化に伴って多様化する学習ニーズ
に対応するため、学習機会の拡大などに努め、施設の整備、機能の充実に努めます。

　いじめや不登校など教育現場が直面する課題に対し、子どもの気持ちを理解し、家庭や地域等の教育力を高めるとともに、家庭・地域・学校・行政・医療機
関等との連携強化を図り、学校等への支援を積極的に行うことにより、子どもを守り育てる環境づくりを進めます。また、総合教育会議を活用し、市長と教育委
員会の連携を強化することで、市民と子どもを取り巻く環境や抱える課題に対し、迅速かつ的確に対応します。

１．広く世界に目を向け、自ら学び、ともに心豊かにたくましく生きる子どもを育成します。

1



現　　　状 課　　　題Ｎｏ．

9

　核家族化や地域における人間関係の希薄化、社会環境の変化や価値観の
多様化などから、子どもたちの心の成長の支援をすることが求められている。
　また、大人自らが社会のマナーやルールを理解した上で子どもに手本を示す
必要性が求められている。

8
　市民意識の多様化や生活を取り巻く社会環境の変化などにより、市民の知
的要求は高まる傾向にあるため、生涯学習・社会教育の機会や施設の充実が
求められている。

○地域の特性や課題、実情や市民の学習ニーズなどに応じた生涯学習・社会
教育の機会や利用者の利便性に配慮した施設を充実していく必要がある。
○老朽化した社会教育施設について、市民の利用ニーズを踏まえ、計画的に
改修していく必要がある。
○市民の知的要求に的確に応えるためには、市民や地域に役立つ図書館の
実現に向けた体制づくりを進めていく必要がある。

6

　地域コミュニティの活性化を図るために、市民の生涯学習・社会教育活動を
支援することが求められているとともに、地域内の連携・協働の推進を図るとと
もに、学ぶ、活動する、教えるなど、様々な場面で学びが循環される学習社会
の実現が求められている。
　また、市内には、多くの貴重な建造物や史跡・天然記念物などの文化財があ
り、博物館や資料館における学習のニーズが高まっている。

○地域にある歴史、文化、産業、人材等の地域資源を活用した魅力づくりや、
学校、NPO法人、関係団体等とより一層の連携・協働を図るとともに、自ら学ん
だ市民が学習成果を地域に還元したり、互いに学び合うなどの仕組みづくりを
進めていく必要がある。

7
　本市における成人の「スポーツ実施率」は全国平均を上回っているものの、
「生涯スポーツ社会の実現」に向けた更なる取組が求められている。

○トップアスリートやホームタウンチームと地域との交流事業の促進や連携体
制の整備など、様々なかたちで「する」「観る」「支える」スポーツの振興を進め
ていく必要がある。
○市民がいつでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しめる機会の充実や施
設の整備を進める必要がある。

○学校と家庭と地域をつなぐ仕組みを推進し、地域住民による学校教育への
支援を一層充実する必要がある。
○地域と学校や行政等が一体となり子どもを守り育てる体制づくりをしていく必
要がある。
○学校運営の透明性を高めるため、保護者や地域住民に対し学校運営方針
等を説明し、保護者や地域住民の意見を反映した学校運営を行う必要があ
る。

○子どもたちの心の成長の糧となる多様な体験の機会や、不登校等に関する
相談体制を更に充実していく必要がある。
○保護者の家庭教育力を向上させるための環境づくりを進めていく必要があ
る。

10

　■　広域連携を視野に入れた取組

　人間性豊かな子どもたちを育むためには、家庭と地域社会が担う役割は大
きく、学校と家庭と地域が一体となって子どもたちを育てることが求められてい
る。
　また、学校の内外で発生する事件や事故から、将来を担う子どもたちを守る
ことが求められている。

1．いじめから子どもを守り、次代を担う子ども一人ひとりが、笑顔で安心して暮らすことができる社会の実現に向けて、九都県市首脳会議において決議された「子
どもの笑顔を守る共同宣言」をもとに、家庭、地域、学校、行政、医療機関等が連携し、いじめの根絶に向けた取組を強力に進めます。

2．「町田市・相模原市首長懇談会」において、両市の教育力の向上を目指し、学校教育の充実を図るため「町田・相模原教育ネット会議」を通じて、互いの特色あ
る教育実践等の情報交換や今日的な教育課題についての協議を進めます。

3．神奈川県、横浜市、川崎市及び本市で「指定都市への県費負担教職員事務の移管に関する協議会」を設置し、県費負担教職員の事務・権限の移譲を円滑に
進めて行くとともに、「指定都市市長会」などを通じて、給与費負担をはじめとした権限移譲に伴い必要となる財源について、適切な財政措置がなされるよう国に
対して要望していきます。

2



　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：Ｈ27単年度目標、◎：Ｈ27・28継続目標、新：Ｈ28新規目標】

①②とも目標を達成 ―

　義務教育期間における学校生活や
学びの連続性を大切にした学校づく
りをめざすとともに、学校が家庭や地
域と連携・協力することにより、小・中
学校連携教育の充実を図ります。

評
価

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

１．広く世界に目を向け、自ら学び、ともに心豊かにたくましく生きる子どもを育成します。

1 ◎

小・中学校連携事業

①授業改善や教科研究など学びの
連続性を意識した取組の促進
②推進中学校区での新たな取組の
周知・共有

実
績

①協議会や小中相互の授業参観、児童
生徒の交流等の取組が計画的に実施さ
れた。
②各中学校区の特色をいかし、合同研
究会、幼稚園を交えた協議会等を実施
した。

①授業改善や教科
研究など学びの連続
性を意識した取組を
促進する。
②推進中学校区での
新たな取組の周知・
共有を行う。

　幼・小・中の連携の拡大をはじめ、2中
学校区合同の取組、校内研究内容の共
有等、連携のための取組内容も充実し、
広がりが出てきている。

―

　少人数指導担当者
のための研修会実
施、非常勤講師の効
果的な配置の検討

　児童・生徒の実態に応じたきめ細か
な指導を展開し、基礎的・基本的な
学習内容の習得や学習意欲の向上
を図ります。

評
価

①研修会は125人が受講し、少人数指
導の在り方について学んだ。
②配置校訪問の結果や報告書をもと
に、本市の少人数指導の現状について
課題を整理した。

―

3 ◎

少人数指導体制の充実

　少人数指導担当者のための研修会
実施、非常勤講師の効果的な配置の
検討

実
績

①総合学習センターとの共催により、
少人数指導担当者のための研修会を実
施。
②少人数指導のための非常勤講師を配
置している学校（小学校17校、中学校9
校）訪問を実施するとともに、各学校から
の報告書によって、活用状況を把握し
た。

2 ◎

体験学習推進事業

①体験学習をしてよかったと感じる子
どもの割合：80％超
②44名の指導者確保

実
績
①84.7％（昨年度79.7％）
②47名（昨年度43名）

・割合80％超えの維
持
・指導者の1名以上
の追加　体験活動事業及び集団生活を通し

て、児童・生徒の創造性、主体性の
育成を図ります。 評

価

　モデル校での成果
と課題の検証

　学習や進路等においてきめ細かな
指導を行うことにより、生徒一人ひとり
が生き生きと充実した学校生活を送
ることができるよう、中学3年生におけ
る35人以下学級について、モデル校
を設置し、調査・検討を進めていきま
す。

評
価

　モデル校に対し、授業参観・聞き取り・
アンケート調査等を実施し、成果の検証
を進めた。

―

4 ◎

少人数学級推進事業

　モデル校での成果の検証と課題の
改善

実
績

　串川中学校、緑が丘中学校、相陽中
学校をモデル校に決定し、各校2人の非
常勤講師を配置した。

①幼・保・小・中連携
表を基にした連携の
取組について、現状
や課題等を把握・より
よい連携推進
②スタートカリキュラ
ムのスタンダード作
成に向けた取組

　「さがみはら未来をひらく学びプラ
ン」に基づき、幼稚園、保育園から小
学校への円滑なつながりを図るた
め、就学前教育と小学校教育の効果
的な情報連携と行動連携を目指しま
す。

評
価

①実践協力校の取組から、様々な連携
の在り方について各学校に周知を図っ
た。
②連携表の作成と各学校・園における
具体の取組について示し、28年度から
の活用に向け関係機関の理解を得るこ
とができた。

―

5 ◎

幼・保・小連携推進事業

①幼・保・小の職員間連携を意識し
た取組の実施
②幼・保・小の連携校連携園を示し
た枠組みづくりの作成

実
績

①実践協力校の職員間連携を意識した
取組を市のホームページに掲載するとと
もに、交流活動の取組を市内に公開し
た。
②連携の枠組みとして幼・保・小・中連
携表を作成し、その活用について協議
すると共に、関係機関への周知を行っ
た。

3



　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：Ｈ27単年度目標、◎：Ｈ27・28継続目標、新：Ｈ28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

10 ◎

教員採用候補者選考試験の実施

　優秀な人材を採用するため、面接
員技法研修を実施、さがみはら教育
の良さを伝える教員募集案内を充実

実
績

　受験倍率（受験者数/合格者数）
　全体4.7倍（小学校：3.2倍、中学校：
7.3倍、養護教諭：6.1倍）

　優秀な人材を採用
するため、採用試験
実施方法の見直しを
図るとともに、面接員
技法研修及び教員
募集案内の充実を図
る

　教育に対する理想と情熱を持つ教
員を確保するため教員採用候補者
選考試験を実施します。

評
価
　多くの受験者の中から、優秀な人材を
採用することができた。

―

9 ◎

さがみ風っ子教師塾の運営

①応募者確保のための広報活動の
拡充：応募者100名以上
②入塾者の満足度（4点満点）「学び
があったか」：3.85点以上
③スキルアップコースの周知と内容の
更なる充実及び獲得した学びの活用

実
績

①大学説明会17回、応募者76名
②チャレンジコース入塾者の満足度（4
点満点）「学びがあったか」3.93点
③スキルアップコース入塾者数11名、前
期は講義・体験型、後期は企画立案型
で実施し、教師としての力を高めることが
できた。

①応募者確保のため
の広報活動の充実：
応募者80名以上
②入塾者の満足度
（４点満点）「学びが
あったか」：3.85点以
上
③スキルアップコース
の周知と内容の充実
及び獲得した学びの
活用

　さがみ風っ子教師塾を通して、さが
みはら教育の魅力を学び、その発展
と充実に寄与しようとする強い意志
と、教育への情熱、使命感、幅広い
教養を持った心豊かな人材を育てま
す。

評
価

①予定どおり実施できたが応募者100名
には至らなかった。
②入塾者の高い満足度を得ることができ
た。
③予定どおり実施できた。

―

8 ◎

特別支援教育推進事業

①就学相談に沿った適切な特別支
援学級の開設
②支援教育指導員と課内関係者との
連絡会議を設定し、更に効率的で効
果的な活用

実
績

①就学相談を行った結果、特別支援学
級の新たな開設は必要なかったが、通
級指導教室を中央区の中学校に開設し
た。
②巡回相談の日程パターンを提示し、
優先性をもとに相談人数を絞ることで、
効率的で効果的な活用を図った。

①就学相談に沿った
適切な特別支援学
級の開設を行う。
②支援教育指導員と
課内関係者との連絡
会議を設定し、さらに
効率的で効果的な活
用を図る。

　教育的支援が必要な児童・生徒に
対して、きめ細かな支援を行う体制を
充実させるとともに、個別の支援も行
うなど、児童・生徒一人ひとりの教育
的ニーズに適切に対応していく支援
教育を推進します。

評
価 ①②予定どおり実施 ―

7 ◎

児童・生徒健全育成事業

①いじめ防止フォーラムへの子ども
の参加方法の検討
②児童支援専任教諭配置校の増加
及び配置校による成果の検証

実
績

①11月15日に相模原教育会館において
いじめ防止フォーラムを開催した。児童・
生徒の取組について子どもたちが発表
する場を持つとともに、シンポジストとして
の中学生がシンポジウムに参加した。
②年間3回の子どものいじめに関する審
議会を開催した。
③児童支援専任教諭を小学校23校に
配置した。

①子どもが主体と
なったいじめ防止
フォーラムの実施
②児童支援専任教
諭配置校の増加（23
校→36校）及び配置
校による成果の検証
③市子どものいじめ
に関する調査委員会
から答申を受けた再
発防止事業の検討
及び実施

1
　学校・家庭・地域ぐるみで、それぞ
れの役割を担いながら共通認識を持
ち、子どもたちを見守る取組を支援し
ていきます。

評
価 　予定どおり実施

　児童・生徒自らのい
じめ防止に対する意
識の醸成

6 ◎

青少年・教育相談事業

①青少年教育カウンセラーのよる事
件・事故等の緊急対応に関する新た
な研修の実施
②スクールソーシャルワーカー
（SSW）を2名増員し、支援の充実を推
進：学校からの要請による校内ケース
会議の開催数500回

実
績

①-(1) 小学校出張相談：31,041件
　       中学校出張相談：21,162件
　     　来所・電話相談：13,933件
　　     要請相談：192件
①-(2) 校内研修会
　青少年教育カウンセラー　   23回開催
　スクールソーシャルワーカー17回開催
②-(1) スクールソーシャルワーカーが
　　　　参加したケース会議：493回
②-(2) ケース早期対応のために行った
　　　　コンサルテーションの回数：215回
　　　　（計708回）

①青少年教育カウン
セラー2名増員し、事
件・事故等の緊急対
応に関する新たな研
修の実施
②スクールソーシャ
ルワーカーによる支
援の充実を推進：学
校からの要請による
校内ケース会議（コン
サルテーションを含
む）の開催数750回

　青少年に寄り添い、心の成長を支
援するため、青少年教育カウンセ
ラーを配置し、来所・電話相談、学校
出張相談、相談指導教室における教
育相談体制を整備します。また、ス
クールソーシャルワーカーを配置し、
児童・生徒の置かれた様々な環境へ
の働きかけや支援を行います。

評
価

①-（1）学校出張相談担当者会を学校
教育課と合同で開催することで、相談件
数が増加傾向にある発達に関する問題
について、教職員と情報共有をすること
ができた。
①-（2）スクールソーシャルワーカーによ
る校内研修会により、学校がソーシャル
ワークの視点をもち、主体的に支援に当
たることができるようになった。
②-（1）スクールソーシャルワーカーが
ケース会議に参加することにより、ケース
の整理が図られ、学校での対応の仕
方、関係機関との役割分担等がスムース
に行えるようになった。
②-（2）コンサルテーションを行うことで、
ケースが重篤化する前に早期対応をす
ることができるようになった。

―
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20 ◎

市立小・中学校受水槽耐震改修及び
緊急遮断弁設置事業

　5校整備

実
績 　5校整備 ―

　災害時の飲料水確保のため、老朽
化した受水槽を耐震型受水槽に交
換するとともに、地震発生時に受水
槽内の水の流出を遮断する緊急遮
断弁を整備します。

評
価 　予定どおり実施 ―

19 ◎

市立小・中学校屋内運動場等天井
等落下防止対策事業

　10校（11箇所）改修

実
績 　2校（2箇所）改修 8校（10箇所）改修

　災害時に避難所となる小・中学校の
屋内運動場等について、安全対策と
して、天井の撤去及び関連工事を実
施します。

評
価 　予定どおり実施できなかった ―

18 ◎

市立小・中学校空調設備設置事業

　11校工事
　10校設計

実
績
　11校工事
　10校設計

9校工事

　教室に空調設備を設置し、教育環
境の改善を図ります。 評

価 　予定どおり実施 ―

17 ◎

市立麻溝小学校校舎改築事業

　設計を実施

実
績 　設計を実施 改築工事

　県道52号（相模原町田）の道路拡
幅事業に伴い、A棟及び給食室の改
築を行います。

評
価 　予定どおり実施 ―

16 ◎

市立小・中学校屋内運動場改修事
業

　13校（13棟）改修

実
績 　12校（12棟）改修 1校（1棟）改修

　教育環境の改善のため、屋内運動
場の改修工事を行います。 評

価 　予定どおり実施できなかった ―

15 ◎

市立小・中学校トイレ改修事業

　11校（31箇所）改修

実
績 　9校26箇所改修 5校15箇所改修

　教育環境の改善のため、トイレの改
修工事を行います。 評

価 　予定どおり実施できなかった ―

14 新

市立小・中学校校舎改修事業

―

実
績 ― 2校（2棟）改修

　教育環境の改善のため、校舎の改
修工事を行います。 評

価 ― ―

12 ◎

給食室整備事業

　改築工事を実施（1校）

実
績
　宮上小学校給食室改築工事に着手し
た

　宮上小学校給食室
改築工事の継続実
施

　老朽化した給食施設の改築を計画
的に行います。 評

価

　工事着手後、地盤改良等の必要性が
生じたため、工期を6月30日まで延長し
た

―

11 ◎

教職員研修事業

①授業力向上、児童生徒理解、支援
教育の推進等を重点に講座を充実さ
せ、研修内容の満足度を上げる。
②研修実施方法のさらなる工夫によ
り、教職員1人当たりの研修参加回数
4回以上を確保する。

実
績

①研修内容の満足度（4点満点）
　「学びがあったか」：3.8点
　「今後の活用」：3.8点
②1人当たり研修参加回数3.9回

①授業力向上、支援
教育、人権・児童生
徒理解の推進等を重
点に講座を充実さ
せ、研修内容の満足
度を上げる。
②研修実施方法をさ
らに工夫し、教職員1
人当たりの研修参加
回数4回以上を目指
す。 2　教職員に必要な専門的資質・能力

の充実と指導力の向上を図る研修を
実施します。

評
価

①研修内容の充実を図ったため、受講
者アンケートによる研修効果測定では、
「新たな学びや気づきがあった」「学校で
活用できる内容だった」等の満足度の高
い回答を得た。
②1人当たりの研修参加人数について
は、目標値をほぼ達成した。今後は、研
修実施方法をさらに工夫する必要があ
る。

―

13 新

中学校完全給食推進事業

―

実
績 ―

　平成29年1月から新
たに汁物提供を実施

　デリバリー方式における中学校給
食の充実を図るため、汁物の導入を
進めます。

評
価 ― ―
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24 ◎

望ましい学校規模のあり方について
の検討

　望ましい学校規模のあり方に係る検
討委員会を設置し、検討を行う。

実
績

　相模原市立小中学校の望ましい学校
規模のあり方検討委員会を設置し、7回
開催

　検討委員会で継続
して検討を行う。

　児童・生徒の教育環境及び学校教
育の充実を目的に、地域ごとの特性
等を踏まえ、小中学校の望ましい学
校規模のあり方の検討を行います。

評
価 　予定どおり実施 ―

23 ◎

県費負担教職員の事務・権限の移
譲

　庁内調整、職員団体との合意、条
例・規則等の整備、システム開発等を
実施

実
績

①給与等主な勤務条件について、職員
団体と合意を図り、必要な条例の整備を
行った。
②給与システムの開発については、既
存のシステムを改修し、教職員に係る給
与支給にも対応させることとし、開発等を
進めた。

　移譲にあたり必要
な例規整備、給与シ
ステムの開発及び本
格稼動に向けた運用
テストの実施、市民
等への周知 1

　県から移譲される県費負担教職員
の事務・権限について、県市との相
違点の把握、現行事務手続等の確
認を行い、県との協議、庁内における
調整、職員団体との合意、条例・規
則等の整備、給与システムの構築等
を行っていきます。

評
価 　予定どおり実施 ―

22 ◎

防災教育推進事業

①中学校35校への設置の完了
②中学校35校へ訓練用CDを配付及
び校内での防災訓練を実施

実
績

①緊急地震速報システムの全校への設
置を完了した。
②今年度設置した中学校に対して訓練
用CDの配布を行った。

①防災教育担当者
研修会を実施し、防
災教育実践研究校
の取組等の紹介
②緊急地震速報シス
テムを活用した防災
訓練を推進
③学校安全の手引
（風水害・大雪災害
編）の作成

　児童・生徒が災害時において危険
を認識し自らの安全を確保することが
できるよう防災システム（緊急地震速
報の受信）の導入を進めます。

評
価

①大規模地震情報の事前予知が可能
になった。
②訓練用CDを用いた実践的な防災訓
練が可能になった。

―

21 ◎

学校情報教育推進事業

①PC教室コンピュータ・ソフトの更
新・小学校13校、中学校2校
②モデル校事業中間報告
③校務支援システム導入（中学校）

実
績

①PC教室のノートパソコンとともに、各校
7台タブレットPCを導入した。
②児童生徒及び教員にアンケート調査
を実施、中間報告を作成した。
③中学校14校で9月試行開始、全校で
指導要録作成した。

①中学校3校でＰＣ教
室のコンピュータ・ソ
フトの更新
②モデル校事業最
終報告
③校務支援システム
中学校運用開始
小学校検討開始

　ICTの効果的な活用によって分かり
やすい授業を展開するための機器整
備を行います。
　また、小・中学校においてタブレット
型パソコンを活用した授業を行うこと
により、本市独自の新たな授業スタイ
ルを確立し、より質の高い学びの創
造を推進します。 評

価

①8割以上の教師がタブレットＰＣを「よく
活用している」「活用している」と回答
②8割以上の児童生徒が、タブレットＰＣ
を使用した授業は分かりやすいと回答
③約7割の教師が、評価・評定の自動処
理について「役に立つ」と回答
以上のアンケート結果から、予定どおり、
学校の情報化を推進することが出来た。

―

２．市民が生涯にわたり学び続け、いきいきと暮らす生涯学習社会を創造します。

1 ◎

市民大学の運営

①市民のニーズを受講者アンケート
から把握し、各高等教育機関へ内容
を周知し、カリキュラムの作成を依頼
する。
②50周年記念事業を実施する。

実
績

①17コース、30講座を実施した。各高等
教育機関に受講者アンケートの内容を
周知した上で、カリキュラム作成を依頼
し、講座を実施した。
②50周年記念事業として、記念式典・記
念講演会、記念誌の作成、記念特別講
座3講座を実施した。

①市民のニーズを受
講者アンケートから
把握し、各高等教育
機関へ内容を周知
し、カリキュラムの作
成を依頼する。 2

　市民の学びの選択肢を拡げ、身近
な学びの場を提供するため、市民大
学の内容を充実するとともに、幅広い
市民の参加を促進します。

評
価

　受講者アンケートの結果、満足度が約
73％であったことから、市民ニーズに
あった講座が開催できた。

―

2 ◎

生涯学習まちかど講座実施事業

　市民のニーズに対応したメニュー外
講座について、検討・調整を行い実
施

実
績

　市民からの要望に応え、庁内各課と調
整の上、メニュー外の講座を4講座実施
し、延べ263人の参加があった。
　全体では、121講座、延べ4515人の参
加があった。

　メニュー講座、メ
ニュー外講座にかか
わらず、市民ニーズ
にあった柔軟な講座
を展開していく。

　市民の学習機会の充実及び生涯
学習によるまちづくりの推進に寄与す
るため、市民の学習会等に市の職員
が出向き、市政の説明や専門的知識
を伝える講義、講習等を行います。 評

価
　市民からの要望に柔軟に対応すること
で、ニーズに応える内容となった。

―
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5 新

青根公民館再整備事業

―

実
績 ― 　解体工事

　開館から長期間が経過したため、
津久井消防署青根分署、緑区役所
青根出張所との複合施設として整備
します。

評
価 ― ―

8 ◎

市立図書館の中央図書館としての再
整備

　本市図書館における諸課題の整理
を行い、検討している中央図書館機
能の検証を行う。

実
績

　検討委員会及び作業部会を実施し、
「本市における中央図書館機能につい
て」について諸課題の整理を行った。

　中央図書館として
の再整備にかかる諸
課題の整理を行い、
施設再整備の手法
について検討を行
う。

　市民の知的要求に的確に応えるた
め、本市図書館網の中心として、図
書館施策を総合的に企画・推進する
機能を備える中央図書館の整備につ
いて検討します。 評

価 　予定どおり実施 ―

7 ◎

宇宙教育普及事業

 ①JAXA等と連携した企画展を開催
し、講座・講演会等を月１回実施す
る。
②28年度に予定しているプラネタリウ
ムの機器更新に向けて検討を進め
る。

実
績

①JAXAの協力を得た連携事業、「宇宙」
や「はやぶさ」をキーワードとした事業、
また、地域等と連携した事業を月1回以
上実施した。
②PFI手法による機器更新を期待して民
間活力モデル事業の導入を図った。

　引き続き、JAXAと
連携した事業を実施
するとともに、プラネ
タリウム機器の更新
に取り組む。

　「さがみはら教育」に掲げる「科学的
思考や創造性を養い、将来を担う人
の育成をめざす」活動の拠点として、
JAXAとの連携を重視した事業を展開
します。また、プラネタリウムの機器更
新等を行い、教育普及効果の増大
と、シティセールスの推進を図りま
す。

評
価
①予定どおり実施
②予定どおり実施できなかった

―

3 ◎

公民館活動事業

　青年層や現役勤労層等の公民館
活動への関わりを高めるような事業を
実施

実
績

　普段公民館を利用していない市民が、
公民館を利用するきっかけとなる、公民
館まつりを全館において実施したほか、
青年層や勤労層等の出会いと交流の場
として地区運動会やソフトボール大会等
のスポーツ事業を119事業実施し、延べ
39,350人が参加した。

①大学や企業等と連
携した取組を行う。
②学習内容の質の
向上に向けた研修の
実施や、学習成果を
地域に還元する自主
企画提案事業を推進
する。

4 ◎

公民館等大規模改修事業

①相武台まちづくりセンター・公民
館：整備工事（28年度まで）
②麻溝まちづくりセンター・公民館：
用地購入、基本設計
③清新公民館：計画の策定
④津久井中央公民館・老人福祉セン
ター：課題の整理

実
績

①旧磯野台小学校の校舎B棟を活用し
「相武台まちづくりセンター・公民館整備
計画」に基づき、地域の拠点施設として
の整備を実施している。
②地域住民の意見を踏まえ、複数の候
補地から駅にも近く、利便性の高い場所
の用地購入を進めるとともに、機能的な
建物配置、諸室配置など建物の概要を
決める基本設計を実施した。
③地域（改修検討委員会）と改修内容に
ついて検討し、地域から検討結果報告
書が提出された。
④課題の整理及び関係課と打合せを実
施し、対応への検討を行った。

　市民が主体的に公民館運営に取り
組み、地域課題や生活課題等の解
決をめざした学習活動を行うため、公
民館における各種学級や講座等の
事業を実施します。また、学習の成果
を地域に還元する仕組みとして、市
民（団体、サークル）自らが企画・運
営する講座等の実施を推進します。

評
価 　予定どおり実施

①大学や企業等と連
携することによる学習
機会の広がり
②学習内容の質の
向上と市民相互の学
習機会の拡大

◎

博物館常設展示リニューアル事業

　ボランティアグループと協働し、展
示替えを実施する。

実
績

　ボランティアグループと協働して、展示
内容の見直しを検討し、展示替えや説
明文の見直しを図った。

①相武台まちづくり
センター・公民館：整
備工事（27年度から
継続）
②麻溝まちづくりセン
ター・公民館：実施設
計・用地購入
③清新公民館：計画
の策定
④津久井中央公民
館・老人福祉セン
ター：課題の整理
⑤星が丘公民館：課
題の整理

　開館から長期間が経過した公民館
について、市民の利用ニーズを踏ま
え、計画的な大規模改修を行いま
す。

評
価

①②④予定どおり実施
③改修内容の検討に期間を要したた
め、計画の策定まではできなかったが、
改修に係る課題や地域の意見を把握す
ることができた。

―

　継続してボランティ
アグループと協働し、
展示替えを実施す
る。

　常設展示を改修することにより全市
域の自然や文化の特質を理解できる
内容とするとともに、情報コーナーの
改修により、展示に触発された来館
者自らが、新たな視点や課題を持っ
て、主体的な調査や、情報収集を行
える環境を整えます。

評
価 　予定どおり実施 ―

6

7
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連携の
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15 ◎

相模総合補給廠の共同使用区域（ス
ポーツ・レクリエーションゾーン）整備
事業

　芝生広場、駐車場等の実施設計及
び環境調査

実
績

　芝生広場部分等の実施設計及び環境
調査を実施している（28年度も継続して
行う）。

①芝生広場部分等
の実施設計及び環
境調査の完了
②多目的フィールド
部分（人工芝）の実
施設計の完了

　相模総合補給廠の共同使用区域
において、スポーツ・レクリエーション
ゾーンの施設整備を行います。

評
価

　事業を開始するにあたり必要な現地実
施協定（国、米軍、市）の締結に時間を
要したこと等から、進捗が遅れている。

―

14 ◎

総合型地域スポーツクラブ推進事業

　既存クラブの活動支援の充実と新
設クラブの設立支援

実
績

　11月に各クラブの現状把握や意見交
換を行うため、懇談会を実施し、2月に14
日間の期間を設け、PRイベントを実施し
た（886名参加）。
　また、創設準備中クラブの活動状況を
確認するなど、支援を行った。

　既存クラブの活動
支
援の充実と新設クラ
ブの設立支援

　地域主導型のスポーツ振興事業を
促進するため、地域に根ざした総合
型地域スポーツクラブの創設の支援
やその後の育成、PRイベントなどを
通じた啓発活動などを行います。

評
価 　予定どおり実施 ―

13 ◎

新たなスポーツイベントや国内トップ
レベルの競技会の誘致

①国内トップレベルの競技会の誘致
として、「第34回全日本クラブ卓球選
手権大会」を平成２７年７月に総合体
育館にて開催
②新たなスポーツイベントとして、「相
模原クロスカントリー大会2016」を平
成28年3月にギオンスタジアム等で開
催

実
績

①7月17日から7月20日にかけて、「第34
回全日本クラブ卓球選手権大会」を総
合体育館で開催し、415チーム、約2,700
名が参加した。
②3月12日に「相模原クロスカントリー大
会2016」をギオンスタジアムで開催し、
672人が参加した。

　27年度に完成した
ギオンスタジアムジョ
ギングコースを使用
する新たなイベントと
して、第1回相模原ク
ロスカントリー大会を
開催

　スポーツ振興によるまちづくりやシ
ティセールスの推進を目的として、地
域の特性を生かしたクロスカントリー
競走や自転車レースなどのスポーツ
イベント及び国内トップレベルの競技
会の開催に向けた取組などを行いま
す。

評
価
①予定どおり実施
②予定どおり実施

―

12 ◎

（仮称）横山公園多目的フィールド整
備事業

①造成工事
②グラウンド路盤工事

実
績
　造成工事
　グラウンド路盤工事

　人工芝の敷設
　防球ネット等の設置

　横山公園陸上競技場を、サッカー
等の球技のほか、ニュースポーツや
レクリエーション、イベントに利用でき
る多目的フィールドとして再整備を行
います。

評
価 　予定どおり実施 ―

11 ◎

武道館機能を有する総合体育施設
等の整備の検討

　総合体育施設に係る基本構想の検
討

実
績
　総合体育施設等に係る基本構想の策
定

―

　キャンプ淵野辺留保地整備計画の
動向を見据え、市民が身近にスポー
ツを楽しむ機会を提供するとともに、
武道館の機能を有する施設やスポー
ツ拠点となる施設の整備の検討を行
います。

評
価 　予定どおり実施 ―

10 ◎

市民講座支援事業

①市民講座を気軽に体験できる「ら
いぶ塾フェスタ」を実施する。
②市民講座運営組織の独立に向
け、あり方の検討を促すとともに、指
導・助言を行う。

実
績

　市民講座運営組織への活動支援を行
い、市民講座を42講座実施した。
　「らいぶ塾フェスタ」は、13講座を実施
し、延38人の参加があった。
　研修講座では、4人の市民講師・講座
運営者を養成した。

　市民講座運営組織
の独立に向け、前向
きな検討を進める。

　「循環型の学習活動の仕組みづく
り」実現のため、市民講座運営組織を
支援し、市民自らが主体となって講
座の企画・運営や、講師として活動で
きるような環境づくりを推進します。 評

価

　「らいぶ塾フェスタ」の運営のあり方を
検討する必要がある。
　市民講座運営組織の独立に向けての
あり方については、相手の意向を確認
し、継続協議としている。

―

9 ◎

上溝方面図書館機能の検討

　整備手法の検討及び公立高校図
書室の地域開放を試行する。

実
績

　図書館サービスの1機能としての公立
高校との連携について、学校との協議を
行い、試験実施を行った。

　公立高校と連携し
試験実施を行なった
学校開放の検証や
他の公共施設との連
携及び民間施設の
活用についての調
査・研究を進める。

　市民の学習活動を支え、市民が公
平に図書館サービスを受けることがで
きるよう、上溝方面図書館の機能に
ついて検討します。

評
価 　予定どおり実施 ―

8
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23 新

史跡田名向原遺跡旧石器時代学習
館の管理・運営

―

実
績 ―

　情報発信の改良・
開発

　史跡田名向原遺跡のガイダンス及
び体験学習等の実施を促進すること
により、郷土意識の醸成と市民文化
の向上に取り組みます。

評
価 ―

　来館者、普及事業
参加者の増加

24 ◎

現地対策班公民館への非常用発電
設備及び緊急遮断弁付受水槽設置
事業

　非常用発電設備の整備を3館で実
施

実
績
　非常用発電設備の整備を中央・光が
丘・横山公民館で実施

　公民館等大規模改
修事業に併せて緊急
遮断弁付受水槽の
設置を検討　現地対策班の位置づけがある本庁

地区の公民館に非常用発電設備及
び緊急遮断弁付受水槽を整備しま
す。

評
価 　予定どおり実施 ―

22 ◎

文化財の保存・活用推進事業

　文化財指定・登録：年4件程度

実
績
　候補5件の文化財調査を行い、同意が
得られた4件を指定告示できた。

　文化財指定・登録：
3件程度

　地域の歴史と文化を伝える文化財
を守り、次世代に伝えるため、市民と
の協働により文化財を保護管理する
とともに、市民が地域に対する理解を
深めるよう保存・活用事業を推進しま
す。

評
価 　予定どおり実施 ―

21 ◎

文化財建造物の保存・活用事業

①旧中村家住宅の生活資料調査と
基礎目録の作成
②笹野家住宅の耐震診断、保存活
用策の検討
③旧中村家住宅、笹野家住宅の国
の指定・登録に向けた取組

実
績

①追加資料の確認のみ実施
②12月～3月まで耐震予備診断実施/保
存活用ワークショップの構成員選定
③文化庁・県との調整実施/H27.11.17
旧笹野家住宅の国登録告示

①旧中村家住宅の
建築年代特定調査
②旧笹野家住宅の
保存活用策の具体
化

　文化財建造物について、地域の観
光振興やまちづくりに資する歴史資
源として活用を図ります。また、国登
録有形文化財である「中村家住宅主
屋」について、歴史的価値の重要性
に関する調査研究を進め、国の重要
文化財指定に向けて取り組みます。

評
価 　予定どおり実施 ―

20 ◎

小原宿本陣整備事業

①本陣の整備・活用の検討
②復原のための部材調査

実
績

①横浜国立大学の協力も得て、保存整
備協議会建物構造を検討した。
②構造変遷把握の中で部材の組み方
等を調べた。

　基本設計の補正及
び合意形成　歴史資源、観光資源である小原宿

本陣を小原の郷と一体的に観光振興
を図り、景観資源として街づくりを進
めるため、本陣の整備に向けて取り
組みます。

評
価 　予定どおり実施 ―

19 ◎

川尻石器時代遺跡保存整備事業

①発掘調査
②用地購入
③先行整備の検討

実
績

①70㎡を発掘調査し、新発見の遺構確
認
②487㎡を公有地化し、史跡公有地
90.8％を果たした。
③整備検討委員会にて新発見遺構を検
証

　文化庁指導による
総括調査報告書の
刊行

　国指定史跡川尻石器時代遺跡の
保存と活用を図るため、史跡の公有
地化を進め、発掘調査で発見された
敷石住居や配石遺構を中心とする特
徴的な遺跡の保存整備に向け、調
査・検討などに取り組みます。

評
価 　予定どおり実施 ―

18 ◎

勝坂遺跡保存整備事業

　勝坂遺跡A区の環境整備の検討

実
績
　遺跡公園下段部調査に注力のため、A
区事務事業は進展しなかった。

　公園課連携による
整備手法の検討　史跡勝坂遺跡公園上段部の史跡

部分の適切な管理と公開活用を行う
とともに、遺跡公園下段部の分析評
価を基に、遺跡に関わる整備の検討
を行います。また、勝坂遺跡A区の史
跡としての活用促進を図るため、環
境整備を行います。（史跡勝坂遺跡
公園整備事業と連携）

評
価 　予定どおり実施できなかった ―

17 ◎

城山湖野球場拡張部分整備工事事
業

グラウンド整備工事

実
績 　整備工事完了 ―

城山湖野球場を拡張し、新たにグラ
ウンド1面の整備を行います。 評

価 　予定どおり実施 ―

16 ◎

ホームタウンチームとの連携・支援
事業

①ホームタウンチームとの連携・支援
事業の継続
②Ｊリーグ施設基準等を満たしたスタ
ジアムの整備のあり方について検討

実
績

①相談指導教室の通学生に対するサッ
カー教室の実施など、前年度を上回り、
過去最高となる55件の連携事業を実施
した。また、JR相模線ホームタウンチーム
トレインの運行など新たなPR事業を展開
した。
②前年度に実施したスタジアム整備検
討調査結果に基づき、球技専用スタジ
アムの整備について検討を行った。

①ホームタウンチー
ムとの連携・支援の
強化
②球技専用スタジア
ムの整備のあり方に
ついて検討

　スポーツ振興の促進やシティセー
ルスの推進及び市民の一体感の醸
成を図るため、ホームタウンチームと
の連携・支援事業の充実を図る取組
を行います。また、トップレベルのス
ポーツ競技を通じた「観る」、「支える」
スポーツ環境の充実やシティセール
スの推進を図るため、球技専用スタジ
アムの整備の検討を行います。

評
価

①4チームいずれもホームゲームにおけ
る入場者数が前年度を上回るなど、ホー
ムタウンチームの市民への周知が図られ
た。
②予定どおり実施

―

9



　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：Ｈ27単年度目標、◎：Ｈ27・28継続目標、新：Ｈ28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

３．家族や郷土を愛し、ともに心豊かに暮らす地域社会の形成に向けて、家庭や地域の教育力を高めます。

1 ◎

家庭教育啓発事業

①学習会に参加しない、またはでき
ない市民へのアプローチの検討
②各区における「不登校を考えるつ
どい」の開催：年4回開催、「ふれあい
体験活動」の開催：年3回
③委託要綱に基づいた事業を実施
する公民館数の増加を目指す。

実
績

①PTAの広報紙やホームページに事業
内容を掲載するなど、広く周知するため
の取組を実施した。
②「不登校を考えるつどい」を各区で計4
回開催。不登校の児童・生徒をもつ保護
者の参加者合計70名。
「ふれあい体験活動」を3回開催。児童・
生徒、保護者の参加者合計136名。
③公民館では地域住民から公募委員を
募るなど、学校・家庭・地域が連携を図り
ながら、「子育て」や「思春期」等の家庭
教育事業を実施した。

①少しでも多くの保
護者等に情報発信を
行うことで、家庭の教
育力向上を図る。
②各区における「不
登校を考えるつどい」
の開催：年4回開催、
「ふれあい体験活動」
の開催：年3回
③公民館と小中学
校、PTAとの連携に
よる講座等の事業の
更なる推進。

　家庭の教育力向上を図るため、保
護者を対象とした家庭教育に関する
学習会を開催します。また、公民館
事業において家庭教育や子育てに
関する学習機会の充実を図ります。

3 ◎

地域教育力活用事業

①学校支援ボランティア活動等への
支援
②小・中学校への指導協力者派遣
③小・中学校への土曜日等教育課程
外の活動への指導者派遣：延べ160
回（小・中学校8校）

実
績

評
価

①③予定どおり実施
②「不登校を考えるつどい」や「ふれあい
体験活動」を開催することで、保護者に
は、不登校の児童・生徒への対応につ
いて学ぶ機会を、また、不登校の児童・
生徒には自然の中での集団活動を通し
て自己有用感・達成感を感じる機会を提
供することができた。

―

2 ◎

学校と地域の協働推進事業

　事業の成果・課題の整理とコーディ
ネーター設置校拡大に向けた検討の
実施。

実
績

　コーディネーターを6校に配置し、学校
と地域の連携強化や幅広い活動を実施
した。
　また、28年度の配置校が6校から9校に
拡大することとなった。

　9校に配置したコー
ディネーター相互の
情報交換や研修会を
行い、各校の活動の
充実を図る。

①ホームページを活用した情報提供、
キャリアアップ認定証の発行など、学校
校支援ボランティア活動等の支援
②全小中学校への指導協力者派遣：延
4,414回
③土曜日教育課程外の活動への指導
者派遣：延１32回（小中学校7校）

①学校支援ボラン
ティア活動等への支
援
②小中学校への指
導協力者派遣
③小・中学校への土
曜日等教育課程外
の活動への指導者
派遣：延160回（小中
学校8校）

　豊かな知識・経験等を有した地域
の方の教育力を学校教育活動にお
いて活用することにより、小・中学校
における創意工夫ある教育活動の実
践及び学習指導、実技指導等の充
実を図ります。また、学校と家庭・地
域が連携し、土曜日や長期休業期間
を活用した魅力ある教育活動の推進
を図ります。 評

価

①②予定どおり実施
③目標の8校には至らなかったが、その
分を②の活動に充当

―

　「人間性豊かな子どもの育成」と「い
きいきとした市民の活動」の実現のた
め、学校・地域・家庭が連携し、学校
教育と社会教育がそれぞれの機能を
いかしながら協働していくための環境
を整備します。

評
価

　コーディネーターが地域の人材と学校
のパイプ役として活動することにより、学
校で実施する学習活動への地域の人材
活用ができた。

―

　継続56団体

　児童・生徒の安全確保に係る地域
の取組を支援するため、小学校を中
心として地域住民が主体となった「子
ども安全見守り活動団体」の設立及
び活動の継続に対し助成・支援を行
います。

評
価

　PTAや自治会などが単独で見守り活
動を実施する形態に変更した団体が
あったが、概ね予定どおりに実施

―

4 ◎

子どもの安全見守り活動への支援事
業

　継続59団体

実
績 　継続56団体

①文化財をテーマに
した事業や文化財施
設の利用者の増加を
図る。
②事業参加者の満
足度の向上

　市民が文化財を通して地域の歴史
と文化を学び、郷土に対する愛着と
誇りを育むため、文化財の公開や体
験学習等の普及事業により、市民が
文化財を学び親しむ機会を提供しま
す。

評
価 　予定どおり実施 ―

5 ◎

郷土に親しむ文化財の活用促進事
業

①文化財をテーマにした事業や文化
財施設の利用者の増加を図る。
②事業参加者の満足度の向上

実
績

①文化財施設利用者73,766人（前年比
1.8％増）、普及事業参加者4,635人（前
年比18.6％増）
②アンケート結果から期待に応える内容
判明

10



■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【新：Ｈ28新規目標】

24 市立小・中学校屋外便所整備事業 教育環境部　学校施設課 　災害時に利用可能な屋外便所の設置 156,000

22 市立小・中学校空調設備設置事業 教育環境部　学校施設課
　児童・生徒が快適な学校生活を送ることができるよう、
空調設備を設置　工事9校

629,200

23
市立小・中学校屋内運動場等天井
等落下防止対策事業

教育環境部　学校施設課
　災害時に避難所となる中学校の屋内運動場等につい
て、安全対策として、天井の撤去及び関連工事を実施

68,000

20
市立小・中学校屋内運動場改修事
業

教育環境部　学校施設課
　教育環境の改善のため、1校（1棟）の屋内運動場改修
工事を実施

190,000

21 市立麻溝小学校校舎改築事業 教育環境部　学校施設課 　県道52号線の拡幅に伴い、A棟校舎等を改築 165,937

15 教職員の健康保持・増進等事業 学校教育部　教職員課
　児童・生徒と関わる教職員の健康保持・増進を図るた
め、医師による相談やストレスチェックを実施

25,297

16 給食室整備事業 教育環境部　学校保健課 　宮上小学校給食室改築工事の継続実施
繰越額
235,866

13 教員採用選考試験事業 学校教育部　教職員課
　本市の教員を希望する優秀な人材を採用するため、
教員採用候補者選考試験を実施

4,937

14 教職員研修事業 総合学習センター
　教職員に必要な専門的資質・能力の充実と指導力の
向上を図る研修の実施

8,277 2

12 さがみ風っ子教師塾事業 総合学習センター
　教育に対する理想と情熱をもつ実践力のある教員志
望の人材養成と現職教員の人材育成

2,818

１．広く世界に目を向け、自ら学び、ともに心豊かにたくましく生きる子どもを育成します。

1 小・中学校連携事業 学校教育部　学校教育課

　中学校区内の教員間、児童・生徒間の交流を活性化
し、教育のあり方について小・中学校の相互理解を深め
るため、中学校区を単位として事業委託を実施
　特に推進の拠点校となる6中学校区に対しては、小・
中連携教育推進中学校区として事業を委託

Ｎｏ． 主な取組 部名／課名 内　容
広域連携の
有効性事業費（千円）

総合戦略
設定事業

848

3 少人数指導等支援事業 学校教育部　学校教育課

2 体験学習推進事業
学校教育部　相模川自然
の村野外体験教室

　体験活動や集団宿泊生活を通して児童生徒の創造
性及び主体性を培い豊かな心をはぐくむ教育の推進

53,898

　学習において少人数指導やティームティーチング指
導によるきめ細かな指導を行えるよう、小中学校に非常
勤講師を配置

40,712少子化

5 幼・保・小連携推進事業 学校教育部　学校教育課

4 少人数学級推進事業 学校教育部　学校教育課

　幼稚園、保育所から小学校への円滑なつながりを図る
ため、「幼・保・小連携推進協議会」を開催するとともに、
幼・保・小連携教育実践協力校に研究を委託

120

　学習や進路等においてきめ細かな指導を行うことによ
り、生徒一人ひとりが生き生きと充実した学校生活を送
ることができるよう、中学3年生における35人以下学級に
ついて、モデル校を設置

9,395 少子化

7 学校教育研究事業 学校教育部　学校教育課

6 理科支援事業 学校教育部　学校教育課
　全小学校に観察実験アシスタントを配置し、観察・実
験活動を支援

24,820

　創意ある教育活動を推進するため、各学校の実態に
応じた研究課題や新教育課程実施に係わる研究課題
を設定し、その解決に向けた教育研究活動を実施

8,260

1

　児童・生徒の心の成長を促すとともに、心の問題の解
決を図るため、小中学校へ青少年教育カウンセラー65
名を派遣
児童・生徒を取り巻く環境面に働きかけ、問題解決を担
うスクールソーシャルワーカー5名を配置

272,438

9 協働事業提案制度事業
学校教育部
　 青少年相談センター

　協働事業提案制度事業により、市民団体と青少年相
談センターが協働して、相談指導教室通室生のコミュニ
ケーション能力等の育成のために、音楽をツールとした
ワークショップを開催

270

8 青少年・教育相談事業
学校教育部
　 青少年相談センター

57,186少子化10

　いじめ・暴力等の未然防止、早期発見、早期対応のた
め、学校や家庭、地域、関係機関等が一体となった取
組を推進するとともに、小学校におけるチームとしての
対応力向上のため児童支援専任教諭を配置
　市子どものいじめに関する調査委員会から答申を受
けた再発防止事業の検討及び実施

児童・生徒健全育成事業 学校教育部　学校教育課

11

17 新 中学校完全給食推進事業 教育環境部　学校保健課
　デリバリー給食の充実を図るため、平成29年1月から
新たに汁物提供を実施

459,612

特別支援教育事業 学校教育部　学校教育課

　支援教育の充実を図るため、支援教育ネットワーク協
議会等を開催
　一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな教育を
進めるため、就学指導委員会を開催

135,329

18 新市立小・中学校校舎改修事業 教育環境部　学校施設課
　教育環境の改善のため、2校（2棟）の校舎改修工事を
実施

497,271

19 市立小・中学校トイレ改修事業 教育環境部　学校施設課
　教育環境の改善のため、5校（15箇所）のトイレ改修工
事を実施

145,199

11



■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【新：Ｈ28新規目標】

Ｎｏ． 主な取組 部名／課名 内　容
広域連携の
有効性事業費（千円）

総合戦略
設定事業

28
望ましい学校規模のあり方について
の検討

教育環境部　学務課
　本市の学校教育目標を達成するための基本的な条件
を整備する観点から、望ましい学校規模のあり方につい
て、検討委員会を開催し検討

766

26 防災教育推進事業 学校教育部　学校教育課

・全校に配備した緊急地震速報受信システム利用によ
る防災訓練など実践的な取組みを実施
・防災教育実践校において、学校の実情に応じた防災
計画及び防災教育について研究を進めるほか、学校安
全の手引（風水害・大雪災害編）の作成

96

27 県費負担教職員事務・権限の移譲 学校教育部　教職員課
　移譲にあたり必要な例規整備、給与システムの開発及
び本格稼動に向けた運用テストの実施、市民等への周
知

59,206 1

25
・市内中学校のコンピュータ教室更新
・タブレットPC導入に向けたモデル事業の継続実施
・校務支援システム中学校運用開始、小学校検討開始

831,910学校情報教育推進事業 総合学習センター

12



■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【新：Ｈ28新規目標】

Ｎｏ． 主な取組 部名／課名 内　容
広域連携の
有効性事業費（千円）

総合戦略
設定事業

3 公民館活動事業 生涯学習部　生涯学習課

　市民のニーズに応じた学習を支援するため、生涯学
習まちかど講座を実施

21 新
史跡田名向原遺跡旧石器時代学習
館の管理・運営

生涯学習部
　 文化財保護課

　施設の安全に配慮した適正な管理を進めるとともに、
来館者増につながる情報発信の開発・実施の検討

14,243

19 文化財建造物の保存・活用事業
生涯学習部
　 文化財保護課

　文化財建造物の良好な保存に基づく、利活用策の展
開を検討

10,219

20 文化財の保存・活用推進事業

5 新 青根公民館再整備事業 生涯学習部　生涯学習課

　開館から長期間が経過した現青根公民館について、
津久井消防署青根分署、緑区役所青根出張所及び公
民館の複合施設として整備するため、公民館の解体工
事を実施

53,300

生涯学習部
　 文化財保護課

　文化財の適正な保存管理や普及活用を進めるととも
に、文化財指定・登録件数の3件程度の増加

70,941

8
市立図書館の中央図書館としての再
整備

生涯学習部　図書館

7 宇宙教育普及事業 生涯学習部　博物館

1 市民大学等実施事業 総合学習センター 2
　市内や近隣の大学・専門学校等と連携を深め、豊か
な学びの場を提供するため、相模原・町田大学地域コ
ンソーシアムへの委託による市民大学を実施

12,690

6 博物館展示教育普及事業 生涯学習部　博物館

4 公民館等大規模改修事業 生涯学習部　生涯学習課

　常設展示リニューアル計画を推進するとともに、各種
企画展及び学習資料展を開催
分野ごとに年間を通じて講座・教室等の教育普及事業
を実施

6,023

　中央図書館機能の整備に向けた課題の整理 ―

　JAXAの協力を得た連携事業や、「宇宙」や「はやぶ
さ」をキーワードとした事業を展開し、宇宙に興味を持つ
きっかけとし、更には天文や宇宙科学に携わる人材の
育成に寄与する事業を実施

9,777

（仮称）横山公園多目的フィールド整
備事業

生涯学習部　スポーツ課11
　（仮称）横山公園多目的フィールドの整備工事を完了
し、年度内に供用開始

―

10 市民講座支援事業 総合学習センター

9 上溝方面図書館機能の検討 生涯学習部　図書館
　他公共施設との連携や民間施設の活用についての調
査・研究

―

　｢知の循環型社会」の実現のため、市民による市民の
ための学習機会を提供する組織の運営や活動の支援

776

13 総合型地域スポーツクラブ推進事業 生涯学習部　スポーツ課

12
新たなスポーツイベントや国内トップ
レベルの競技会の誘致

生涯学習部　スポーツ課

　地域に根ざした総合型地域スポーツクラブの創設支
援、育成及びPRイベントなどを通じた啓発活動を実施

383

　相模原市から全国に向けて発信できるような、特色の
あるスポーツイベント（第1回相模原クロスカントリー大
会）を実施

4,000

14
相模総合補給廠の共同使用区域（ス
ポーツ・レクリエーションゾーン）整備
事業

生涯学習部　スポーツ課

・ホームタウンチームとの連携・支援により、本市のシ
ティセールス及びスポーツ振興によるまちづくりを推進
する事業を実施
・球技専用スタジアムの整備のあり方を検討

500

・芝生広場部分等の実施設計及び環境調査の完了
・多目的フィールド部分（人工芝）の実施設計の完了

―

　公園課と連携して遺跡公園下段部及び史跡A区の整
備手法の検討

0

15
ホームタウンチーム等との連携・支
援事業

生涯学習部　スポーツ課

　保存整備基本設計の補正作業を行うとともに、実施設
計に向けた課題の解決

63

17 川尻石器時代遺跡保存整備事業
生涯学習部
　 文化財保護課

16 勝坂遺跡保存整備事業
生涯学習部
　 文化財保護課

　清新公民館大規模改修工事に併せて設置することの
検討

現地対策班公民館への非常用発電
設備及び緊急遮断弁付受水槽設置
事業

生涯学習部
　 文化財保護課

―

　総括発掘調査報告書の刊行により、保存整備事業を
進める文化庁指導条件の整理

6,000

　各公民館において、地域の特性を生かした地域住民
による特色ある事業を実施

39,500

　開館から長期間が経過した公民館等の計画的な大規
模改修事業の推進
・相武台まちづくりセンター・公民館:整備工事（27年度
から継続）
・麻溝まちづくりセンター・公民館：実施設計・用地購入
・清新公民館：計画の策定
・津久井中央公民館・老人福祉センター：課題の整理
・星が丘公民館：課題の整理

384,896

22

18 小原宿本陣整備事業
生涯学習部
　 文化財保護課

―2 生涯学習まちかど講座実施事業 総合学習センター

２．市民が生涯にわたり学び続け、いきいきと暮らす生涯学習社会を創造します。
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■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【新：Ｈ28新規目標】

Ｎｏ． 主な取組 部名／課名 内　容
広域連携の
有効性事業費（千円）

総合戦略
設定事業

2 青少年・教育相談事業（再掲）
学校教育部
　青少年相談センター

３．家族や郷土を愛し、ともに心豊かに暮らす地域社会の形成に向けて、家庭や地域の教育力を高めます。

1 家庭教育啓発事業 生涯学習部　生涯学習課

4 地域教育力活用事業 学校教育部　学校教育課

　地域住民による児童生徒の安全見守り活動団体に対
して助成

1,660

2,401
　知識・経験の豊かな地域住民に学校教育活動（学習
指導、実技指導）への指導協力を依頼

6
要保護及び準要保護児童生徒への
就学支援事業

教育環境部　学務課
　経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に
対して就学経費を援助

601,381

　史跡や文化財建造物などの公開と各種普及活用事業
の実施による学習機会の提供

11,613

8 協働事業提案制度事業 生涯学習部　博物館

①相模原市立小中学校PTA連絡協議会に委託し、家
庭教育に関する学習の機会を提供するための学習会を
実施
②公民館主催事業として、家庭教育に関する事業を実
施

1,330 少子化

　｢不登校を考えるつどい｣及び｢ふれあい体験活動」を
実施し、青少年の心の問題に関わる支援を実施

203,000

　学校と地域をつなぐコーディネーターを配置するなど
学校と地域の協働のための環境整備の推進

1,294

　尾崎咢堂記念館の活性化のため、地域の団体と協働
し、企画展示や尾崎咢堂ゆかりの地訪問事業等を実施

600

7
郷土に親しむ文化財の活用促進事
業

生涯学習部
 　文化財保護課

5 学校安全活動団体への支援事業 教育環境部　学務課

3 学校と地域の協働推進事業 総合学習センター
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