
■　キャッチフレーズ

■　局・区の運営の責任者

■　局・区の役割・目標

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。
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■　局・区経営の視点・方針

■　現状と課題
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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。

子どもの健やかな成長を支える家庭教育力の向上を促進します。
地域全体で子どもを見守り、育てる活動を支援します。
郷土を学び、郷土に親しむ活動を促進します。

課　　　題

新学習指導要領の趣旨に則り、確かな学力、豊かな心、健やかな
体をバランスよく育て、「生きる力」をはぐくむためには、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っていく必要があ
る。
また、心の成長の糧となる体験学習や自然体験のさらなる充実を
図っていく必要がある。

障害の有無にかかわらず、児童・生徒が楽しく充実した学校生活
を送ることができるように、支援を必要とす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。
不登校などの状況にある子どもたちのために教育相談体制の充
実や取り巻く環境への働きかけによって、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。

１．「学びあい人と地域をはぐくむ教育・文化都市の形成に向けた取り組みを進めます」
２．「職員一人ひとりが、学校、公民館など教育現場の支援を最優先する認識を持つとともに、スキルの向上や意識改
　　革を図り、効率的で活力ある組織運営を進めます」
３．「東日本大震災の教訓を生かし、教育現場において安全・安心の確保を図る取り組みを進めます」
４．「厳しい財政環境の中、行財政改革の視点に立ち、教育の目的や必要性を見極めた施策・事業を推進します」
５．「「さがみはら教育」に対する市民の信頼に応えるため、全職員が一体となり、法令を遵守するとともに、全体の
　　奉仕者として公平かつ公正な職務を遂行します」

現　　　状

変化の激しいこれからの社会を生きるために、子どもたちの「生き
る力」（知・徳・体のバランスのとれた力）をはぐくむことが求められ
ている。
こうした中で、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。

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、障害のある子どもや発達障害のある子どもを含め、支援を
必要とする児童・生徒の数は増加傾向にある。

団塊世代の大量退職時代を迎え、「さがみはら教育」を継承し、教
育に対する理想と情熱を持つ実践力のある教員の養成と確保が
求められている。

24平成 年度                              教育局　運営方針　

教育局長　　白井　誠一

教育環境部長　　大貫　守　　　　学校教育部長　　小泉　和義　　　　生涯学習部長　　小野澤　敦夫

『「人が財産
たから

」の理念に基づく、「さがみはら教育」の推進』

社会の変化を踏まえ、生きる力を育む学校教育を推進します。
支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた取組みを充実します。
学校教育の充実に向けた人材の確保と育成を進めます。
子どもの学びを支える学校教育環境を整備・充実します。
地域に根ざした特色ある学校運営をめざします。

多様化する学習ニーズに対応した生涯学習・社会教育の機会や施設を充実します。
市民主体の生涯学習・社会教育活動を支援します。
スポーツ・レクリエーション活動を支援し、施設を充実します。
市民との協働による文化財の保存と活用を進めます。

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。

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して
いく仕組みや指導力のある退職教員の活用策など幅広い人材を
確保する必要がある。
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。
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昭和５０年代の人口急増期に建設した学校の校舎等が老朽化し
ており、改修の時期を迎えている。
また、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。

災害発生時の児童・生徒への対応として、保護者へ引き渡すまで
の間、学校内で保護する際の備えが求められている。

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。

人間性豊かな子どもたちを育むためには、地域社会が担う役割は
大変大きく、学校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。
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。

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、
市民の知的要求はますます高まる傾向にある。

地域の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。
また、地域内の連携・協働の推進を図るとともに、市民が互いに学
び教えあうような循環型学習社会の仕組みづくりが求められてい
る。

市民ニーズに的確に応えるためには、図書館基本計画に基づき、
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。

市民の生涯学習・社会教育活動を支援する豊富な経験や知識を
持った職員の資質向上のための研修環境を充実していく必要が
ある。
地域にある歴史、文化、産業、人材等の地域資源の活用や、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、社会教育施設等で学んだ市民や自ら学んだ市民が学習成果
を地域に還元したり、互いに学びあうなどの仕組みづくりを進めて
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とともに、スポーツの普及に重要な役
割を果たすトップアスリート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。

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。

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機会の充実に対するニー
ズが高まっている。

市民との協働で、自然や文化財を守り育て、地域の魅力づくりへ
積極的に活用していく必要がある。

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さら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。

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みが求
められている。

家庭、地域と一体となった教育活動が求められている。

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。

地域の持つ歴史、文化、人的資源、都市構造、立地環境を踏まえ
つつ、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。

わかりやすい授業を展開するために、整備した機器の有効活用を
目指し、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。

災害発生時に、児童・生徒を学校内で保護する際の必要な物品
等を整備する必要がある。

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。
小学校給食の単独校化を進めるなど、学校給食の円滑な推進を
図っていく必要がある。

学校運営の透明性を高め、保護者や地域住民に対し説明責任を
果たし、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。

学校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。
子どもたちの安全確保のためには、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。
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■　重点目標（Ｈ２３評価とＨ２４目標）　　　　    　　　　　　　【○：Ｈ23単年度目標、◎：Ｈ23・24継続目標、新：Ｈ24新規目標】

平成２４年度
指標・目標

評
価

①　全中学校区で協議会の開催
②　交流行事や交流授業等の
　開催

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
りを目指し、小・中学校連携教育の充
実を図ります。

指標・目標

予定どおり実施

実績・評価等

◎

小・中学校連携事業

◎

事務事業名

事務事業の概要

平成２３年度

予定どおり実施

小中一貫校設立に向けた研究

①　特別支援学級の増設：中学校２校
②　支援教育学習指導補助員：
　　 ７４名配置
③　支援教育指導員：３名配置

評
価

評
価

①　青野原小・中学校のパイロッ
　ト校を継続委託
②　小中一貫校開設検討委員会
　を開催

①　パイロット校を青野原小・中学校に
　委託し、小中連携や一貫教育のあり方
　を研究
②　開設検討委員会で、本市における
　一貫校のあり方について検討

実
績

実
績

①　予定どおり実施
②　不登校が改善したり、学校と保護
   者との関係が構築できた等、改善が
   図られたケースが多く見られた。

実
績

①　全中学校区において連携協議会を
　開催
②　各中学校区の特色をいかした教員
　間や児童・生徒間の交流等を実施

①　全中学校区で
　協議会の開催
②　交流行事や交
　流授業等の開催

予定どおり実施

①　カウンセラーによる学校出張相談：
　　小学校は原則週１回、
　　中学校は学校規模や不登校者数に
　　応じて週１～２回
②　スクールソーシャルワーカー２名を
　配置し、家庭環境に起因した不登校
　や問題行動等の状況にある児童・生
　徒及び保護者に対して、学校や関係
　機関と連携し、５３ケースについて支
　援を実施

評
価

①　予定どおり開催し、具体的な連携の
   あり方について協議を推進した。
②　地域の特色をいかした取組を行うと
   ともに、協議会への情報提供を行っ
   た。

実
績

青野原小学校と青野原中学校を小
中一貫教育研究パイロット校として、
９年間で計画的かつ継続的に行う教
育課程や児童・生徒指導のあり方に
ついて検討し、小中一貫校設立を目
指した取組みを行います。

①　幼・保・小連携推進研究協議会
　　 ３回開催
②　実践協力校
　　 ３校委託

①　職員間の情報
  連携・交流事業
  による行動連携
  など、本市の幼
  ・保・小連携に
  ついてのあり方
  を協議検討する
　ため､研究協議
  会を３回開催し、
  これまでの検討
  や実践を踏まえ
  て今後の方向性
  を決定
②　実践協力校３
  校を委託（継続）

◎

少人数指導体制の充実

①　少人数指導等支援：
　小学校２０校、中学校７校に
　非常勤講師を配置

通常の学級に在籍し発達障害等に
より不適応を起こしている児童及び
生徒に対して、きめ細かな指導をす
るため、支援教育学習指導補助員の
配置など、支援教育の充実を図りま
す。

◎

青少年・教育相談事業

①　青少年教育カウンセラーの
　派遣を原則小学校週１回、中学
　校は週１～２回とし、要請相談
　にも対応
②　スクールソーシャルワーカー
　の配置及びその活用

実
績

①　青少年教育カウ
　ンセラーの派遣を
　原則小学校週１
　回、中学校は週１
　～２回とし、要請
　相談にも対応
②　スクールソーシ
　ャルワーカーの１
　名増員及び支援
　の充実

◎

◎

幼・保・小連携推進事業

①　職員間の情報連携・交流事
　業による行動連携など、本市の
　幼・保・小連携についてのあり
　方を協議検討するため、研究
　協議会を３回開催
②　実践協力校３校を委託

「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。

支援教育推進事業

①　特別支援学級の増設：
　　中学校１校
②　支援教育学習指導補助員：
　　７４名配置
③　支援教育指導員：３名配置

青少年の心の成長を促すとともに、
心の問題の解決を図るため、電話相
談や市立小中学校への学校出張相
談、「相談指導教室」へのカウンセ
ラーの派遣、スクールソーシャルワー
カーの配置など、相談事業の充実を
図ります。

児童・生徒の基礎学力定着のため、
授業におけるきめ細かな指導を行う
少人数指導体制の充実を図ります。 評

価
予定どおり配置

①　少人数指導等支援：
　小学校２０校、中学校７校に
　非常勤職員を配置

①　少人数指導等
　 支援：小学校22
   校､ 中学校7校
   に非常勤講師
   を配置

実
績

体験学習事業及び集団宿泊生活を
通して、児童・生徒の創造性、主体
性の育成を図ります。 評

価

入念な事前打合せ及び地域で指導者募
集と研修会を実施したことにより目標を達
成

①　73.5％（平成22年度から2.2％増加）
②　３８名の指導者確保

◎

体験学習推進事業

①　体験学習をして良かったと感
　じる子どもの割合：72％超
②　ふるさと自然体験教室の指
　導協力者数：３６人超

実
績

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

①　体験学習をして
 　良かったと感じる
   子どもの割合：
　 75％超
②　ふるさと自然体
　 験教室の指導協
　 力者数：４２人超

①　小中一貫校設
　立に向け、小中一
　貫教育のあり方を
　研究するため、青
　野原小・中学校に
　対して「小中一体
　型連携教育研究
　事業」を委託

①　特別支援学級
  の増設：中学校
  １校
　（全校設置となる）
②　支援教育学習
　指導補助員：７４名
　配置
③　支援教育指導
　員：３名配置

評
価

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。
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①　２校整備（大沼小、鶴園小）

①　基本・実施設計、準備工事（既存
　樹木の伐採、既存施設の解体工事、
　造成工事）を実施

①　平成２３年１０月から緑区と中央区の
　一部の１５校で給食を開始

①　受講者アンケート（４点満点）による
　研修内容の満足度
　　「学びがあったか」：3.5点
　　「今後の活用」：3.5点
②　１人当たり研修参加回数：４回

評
価

予定どおり実施

予定どおり実施

①　入塾応募者数：102人
　　（入塾倍率2.04倍）
②　入塾者の満足度（４点満点）
　「満足した」：3.6点（昨年度は3.4点）
　※全４ステージのうち、第１～３ステー
      ジにおける満足度

①　塾生の幅広い
  募集のための大
  学説明会回数
  ：１５回以上
② 入塾者の満足度
　（４点満点）
　「学びがあったか」
　：3.8点

広く広報活動を行ったが、応募者数は目
標数値に達しなかった。指標とした満足
度については、カリキュラムが終了する６
月に把握するが、第１～３ステージで実施
したアンケートでの満足度は高かった。

①　６校（６棟）改修

①　６校（６棟）改修

学校給食施設設備整備事業

①　小学校２校整備

実
績

◎

さがみ風っ子教師塾の運営

①　入塾応募者数：150人
　　（入塾倍率３倍以上）
②　入塾者の満足度（４点満点）
　　「学びがあったか」：4.0点
　　「今後の活用」：3.8点

実
績

さがみ風っ子教師塾を通して、さが
みはら教育の魅力を理解しその発展
と充実に寄与しようとする強い意志を
もった人材の養成を行います。

評
価

センター校の単独校化及び施設の
改築を計画的に行います。 評

価
予定どおり実施

◎

市立小・中学校校舎改修事業

①　６校（６棟）改修

実
績

教育環境の改善のため、校舎の改修
工事を行います。

◎

清新学校給食センターの老朽化に
伴い、新たに（仮称）上溝学校給食セ
ンターを整備します。 評

価
予定どおり実施

◎

（仮称）上溝学校給食センター施
設整備事業

①　実施設計、準備工事の実施

実
績

適切な栄養の摂取による健康の保持
増進を図り、心身の健全な発達に資
するため、すべての中学校において
完全給食を実施します。 評

価

予定どおり実施
平成２２年度開始の１５校を含め、目標と
した３０校全校で開始することができた。

○

中学校完全給食推進事業

①　平成２３年１０月から、残りの
　１５校で給食を開始することに
　より、全校で完全給食を実施

実
績

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

目標数値を達成できた。

◎

教職員研修事業

①　受講者アンケート（４点満点）
　による研修内容の満足度
　　「学びがあったか」：3.5点
　　「今後の活用」：3.5点
②　１人当たり研修参加回数：
　４回

実
績

教育に対する理想と情熱を持つ教員
を確保するため採用選考試験を実施
します。 評

価
学校運営に支障の無い教員数を確保す
ることができた。

◎

教員採用選考試験の実施

①　教員の採用者数
　　小学校：８５人
　　中学校：５０人
　　養護教諭：２人

実
績

◎

市立小・中学校トイレ改修事業

①　１０校（３０箇所）改修

実
績

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

◎

市立小・中学校屋内運動場改修
事業

①　１校（１棟）改修

実
績

ＩＣＴの効果的な活用によってわかり
やすい授業を展開するための機器整
備を行います。 評

価

情報教育推進事業

①　ＰＣ教室コンピュータ・ソフト・
　什器の更新
　・小学校４校
  ・中学校３校

実
績

◎

1-9

1-10

1-11

1-12

1-8

1-17

1-13

1-14

1-15

1-16

①　新築工事を実施
　　（２４、２５年度の
　　　継続事業）

①　小学校１校整備

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

①　教員の採用者数
　　小学校：９６人
　　中学校：４８人
　　養護教諭：４人

①　本市の教員を希
　望する優秀な人材
　を採用するため、
　教員採用選考試
　験を市単独で実施

①　研修内容の満
  足度（４点満点）
　「学びがあったか」
　：3.5点
　「今後の活用」：
　3.5点
②　１人当たり研修
　参加回数４回

―

①　１０校（３０箇所）改修
①　１１校（３１箇所）
　改修

予定どおり実施
ノート型コンピュータの導入や新たな什器
レイアウト等により、多様な授業形態が可
能になった。

①　１校（１棟）改修（双葉小）

①　１校（１棟）改修

①　ＰＣ教室コンピュータ・ソフト・什器を
　更新
　・小学校４校
　・中学校３校

①　ＰＣ教室コンピ
　ュータ・ソフト・什
　器の更新
　・小学校６校
　・中学校２９校
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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。

評
価

予定どおり実施

実
績

―

各地域における地域の特性に応じた事業
展開により目標を達成できた。

①　相原公民館：８台増設
②　清新公民館：５台増設

予定どおり実施
利用者の利便性の向上を図った。

①　旧磯野台小学校跡地への移転を
　決定

①　県道の拡幅に関するスケジュール
　が明らかになり、必要な調整を実施

①　利用者のニーズを把握するため、
　地元に設置された検討委員会と必
　要な調整を実施

実
績

①　１９コースの実施

①　市民ニーズに応
　じたまちかど講座
　の実施

予定どおり実施
講座内容を充実し、申込者数・受講者数
ともに増加した。

①　32館で、938（10増）事業を実施。
　　延べ204,351人 （14,125増）が事
　　業に参加

①　各公民館にお
   いて、地域の課
  題解決に向けた
  取り組みや地域
  の特性を生かし
  た特色ある事業
  を実施

①　「学校改善支援システム検証
　委員会」を２回開催し、保護者
　や地域住民と連携した学校評
　価を通して学校運営の自己改
　善につなげる学校改善支援シ
　ステムの改善向上を図る。

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。

◎

学校改善支援システムと学校評価の
実施状況を定期的に検証するため、
「学校改善支援システム検証委員
会」を設置し、システムの改善・向上
に努めます。

◎

学校評価事業

実
績

市民大学の運営

①　学校改善支援システム検証委員会
　　 ２回開催
　　 重点目標の焦点化、学校関係者評
　価、第三者 評価、教育委員会の支援
　等について検証

①　「学校改善支援
　システム検証委員
　会」を２回開催し、
　保護者や地域住
　民と連携した学校
　評価を通して学校
　運営の自己改善
  につなげる学校改
  善支援システムの
  改善向上を図る。

①　１８コース３３講座実施
　　（受講者数1,660名、180名増）

①　１８コースの実施

―

評
価

大規模改修に向けて様々な課題を整理
し、改修計画の具体化を図った。

①　小山公民館改修検討委員会から改
　修に向けた要望書等を受け、大規模
　改修計画案を作成

①　整備に係る調整

①　基本計画策定

地元の要望や課題が整理できた。

①　整備に係る調整

①　整備に係る調整検討委員会が設置され、地域とともに拠
点施設のあり方の検討を進めることができ
た。

①　実施設計

評
価

市としての基本的な方針を決定した。

実
績

評
価

実
績

①　各公民館において、地域の
　課題解決に向けた取り組みや
　地域の特性を生かした特色
　ある事業を実施

実
績

①　庁内各課と連携し､101講座を開催
　　 受講者4,486名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

受講者アンケートで職員の説明が「分かり
やすい」が１００％、再度、同じ講師での依
頼が多く寄せられている。

◎

公民館活動

◎

生涯学習まちかど講座事業

①　市民ニーズに応じたまちかど
　講座の実施

新

市立小・中学校災害用備蓄整備
事業

―

実
績

地震等災害時における児童・生徒へ
の備蓄用物品等を整備します。 評

価

○

公民館整備事業（駐車場）

①　相原公民館の駐車場整備
②　清新公民館の駐車場整備

公民館機能の充実を図り、市民がい
きいきと学べる学習環境を整備する
ため、相原公民館・清新公民館の駐
車場整備を行います。

◎

◎

相武台公民館大規模改修事業

①　課題の整理
開館から長期間が経過した公民館に
ついて、既存の公共施設の有効活用
を含め検討し、計画的な大規模改修
を行います。

開館から長期間が経過した公民館等
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

利用者の利便性の向上に向けた検討を
行った。

津久井中央公民館大規模改修事
業

①　整備に係る調整

実
績

①　庁内であり方検討会を開催し、検
　討課題の調整を実施

評
価

◎

麻溝公民館大規模改修事業

①　整備に係る調整

実
績

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、移転し整備します。

評
価

◎

相原公民館大規模改修事業

①　課題の整理

実
績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

◎

小山公民館大規模改修事業

①　基本計画策定

実
績

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

1-18

1-19

2-1

2-6

2-7

2-8

2-9

2-2

2-3

2-4

2-5

― ①　１０９校に備蓄用
　物品等を整備
　（２４、２５年度の
　２か年で整備）

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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①　展示手法の検
  討を協働で行な
  うボランティア
  の募集
②　関連施設・機
  関の情報の集約、
  博物館内への「
  ネットワークセ
  ンター」の設置
  に向けた取り組
  みを実施

①　選考委員会未設置

①　市立図書館の
　窓口業務委託の
　実施

①　市民協働による展示手法の検討
②　古文書検索システムの構築に向け
　て、博物館収蔵古文書のマイクロフィ
　ルムをデータ化

◎

博物館常設展示リニューアル事
業

①　全市域の自然や文化を網羅
　できる展示手法の検討
②　関連施設・機関の情報を集
　約する「ネットワークセンター」
　の設置に向けた情報収集及び
　整理

実
績

①　市立図書館の窓口業務委託
　に向けた選考委員会の設置

実
績

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

①　市民学芸員と調整した結果、新たに
　市民ボランティアを募集することとした｡
②　ネットワークセンターから発信する情
　報の一つについて整備できた。

市民の多様なニーズに応えるため、
図書館施策を総合的に企画推進す
る中央図書館機能を備えることを目
的に、市立図書館を再整備します。

評
価

東日本大震災による被害のため、目標を
達成できなかったが、窓口業務委託に向
けた準備を進めた。

◎

市立図書館の中央図書館として
の再整備

◎

市民講座支援事業

①　市民主体の市民講座の運営
　や講師をするための研修講座
　の参加者数10人以上
②　市民主体の市民講座の実施

実
績

①　１９名
②　３３講座の実施 ①　市民講座の支

  援のあり方を検
  討
②　市民主体の市
  民講座の実施

市民の多様化する生涯学習ニーズ
に応えるため、市民団体と協働し、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
支援を行います。

評
価

目標を達成
市民の市民による講座のしくみ作りの基
礎となる部分が動き始めた。

公民館に関わる職員として、必要な
知識や能力の習得・向上を図るため
の研修を実施します。 評

価

研修体制の見直し作業と並行しながらの
開催となったが、見直しにより効果的な研
修が実施できた。

◎

公民館関係職員研修の実施

①　公民館に関わる職員に対し、
　知識・技術に応じた研修の実施
　　基本研修：９ 回開催
　　専門研修：３ 回開催
　　派遣研修：３ 回開催

実
績

◎

（仮称）上溝方面図書館の整備検
討

①　整備検討に向けた課題の整
　理

実
績

①　基本研修：４ 回開催、１４１名参加
　　 専門研修：５ 回開催、８８名参加
　　 派遣研修：２ 回開催、２７名参加

①　公民館に関わる
　職員に対し、知識
  ・技術に応じた研
  修を実施
 基本研修：６回開催
 専門研修：４回開催
 派遣研修：２回開催

①　検討委員会　２回実施
　　 作業部会　 　２回実施

①　整備手法や施
　設機能等の検討整備が求められている（仮称）上溝方

面図書館について、整備手法等も含
めて設置を検討します。

評
価

予定どおり課題の整理を行った。

予定どおり実施

◎

銀河アリーナのアイススケート場
通年化改修事業

①　庁内検討会の開催
②　視察による他市の状況確認

実
績

陸上競技の拠点として市民に親しま
れてきた横山公園陸上競技場につ
いて、相模原麻溝公園競技場との機
能のすみ分けを図り、市民ニーズに
あった、より多目的な活用ができるよ
うに再活用を行います。

評
価

予定どおり実施

◎

横山公園陸上競技場再活用推進
事業

○

公民館振興計画の策定

①　津久井地域の1公民館で振
  興計画の策定

実
績

銀河アリーナをアイススケート場とし
て通年開場するため、必要となる施
設や設備等の整備を行うとともに、よ
り安全で快適な利用環境を確保する
ため、施設の老朽箇所の改修を行い
ます。

評
価

①　外部検討委員会４回、
     パブリックコメント１回実施
②　再活用方針の決定

実
績

①　津久井地域の１公民館で振興計画
　を策定

―

公民館が目標をもって活動を展開
し、より効果的な事業の推進を図り、
住民自らの手による運営を目指すた
め、地域の課題、特色を反映した公
民館活動の計画を策定します。

評
価

予定どおり策定
津久井地域の全振興計画の策定を完了

2-14

2-15

2-16

2-17

2-10

2-11

2-12

2-13

2-18

①　外部検討委員会４回開催
　　パブリックコメント １回実施
②　再活用方針の決定

①　事業計画地の
  測量・地盤調査
  の実施

◎

体育館と武道館機能を有する総
合体育施設の整備の検討

①　情報収集、大まかなスケジ
　ュール等の作成

実
績

①　庁内会議への出席及び留保地整
　備計画策定に向けた資料調整に伴う
　情報収集・スケジュール把握

①　関係課との調整

①　庁内検討会を２回開催
②　他市の通年アイススケート場２箇所
　を視察(千葉市他) ①　通年化手法に

  ついて庁内検討
  会の開催

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、
スポーツ振興によるまちづくりを進め
るため、体育館と武道館の機能を有
する施設の整備の検討を行います。

評
価

予定どおり実施

6



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、遺跡公園下段部における発掘
調査と評価を行い、勝坂遺跡の保存
整備について検討を進めます。

評
価

予定どおり実施

◎

勝坂遺跡保存整備事業

①　勝坂遺跡公園整備検討会の
　開催
②　公園周辺への案内板の増設

実
績

◎

川尻石器時代遺跡保存整備事業

①　調査、用地移管や整備の検
　討

実
績

①　12月に検討会を開催（低湿地面の
　ボーリング調査成果及び発掘調査計
　画について）
②　公園周辺に案内板増設(３ケ所) ①　整備の検討

②　発掘調査

①　史跡用地（６３７．８３㎡）を購入

①　整備に向け調
　査・検討

国指定史跡川尻石器時代遺跡の保
存と活用を図るため、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

市所有の史跡面積が20，713.58㎡となり、
史跡全体の88.7％となった。

スポーツ・レクリエーションの活動の
促進・支援のため、施設に必要な備
品等を整備し、スポーツ活動の一助
として活用する。

評
価

予定どおり実施

◎

スポーツ施設整備事業

①　相模台公園野球場の維持
　補修（防球ネット等）

実
績

新

ホームタウンチームとの連携・支
援事業

―

実
績

①　防球ネット設置
　　バックネット改修
　　日除け設置

①　古淵鵜野森公
　園プール循環浄
　化装置交換修繕
②　総合体育館・北
　総合体育館のバス
　ケットコートライン
　修繕

― ①　支援に向けた要
　綱等の制定
②　ホームタウンチ
　ームの認定及び
　連携事業の開始

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効果的に進め
るため、ホームタウンチームの支援体
制を整備し、連携事業を幅広く展開
できるよう、取組を進めます。

評
価

―

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

◎

総合型地域スポーツクラブ推進
事業

①　懇談会、ＰＲイベント実施
②　新たな支援体制の検討

実
績

◎

相模総合補給廠の共同使用区域
へのスポーツレクリエーション施
設の検討

①　情報収集、機能及び大まか
　なスケジュールの検討

実
績

①　懇談会：１２月実施
　　 ＰＲイベント：２月実施（５４１名参加）
②　課内検討及び懇談会（各クラブの
　意見交換）実施

①　懇談会、ＰＲイベ
　ント実施
②　各クラブに対す
　る支援

①　今後の方向性を含めた庁内調整を
　実施

①　情報収集、必要
　な機能の検討

身近なスポーツ・レクリエーション活
動を支援するため、相模総合補給廠
の共同使用区域へのスポーツ・レクリ
エーション施設の将来的な整備のあ
り方など、「相模原駅周辺地区まちづ
くり計画」の具体化に向けた検討を進
めます。

評
価

必要な情報収集を行った。

生涯スポーツとしての自転車競技を
普及させスポーツ人口の拡大を図る
とともに、本市の地域特性を活かした
大会を全国に発信するなど、シティ
セールスの推進に向けた自転車レー
スを開催する。

評
価

コース案検討選定委員会でコース案の選
定・実施計画案を作成したが、シティセー
ルスの観点から、魅力あるコースの再検討
となったため、実行委員会の設置・開催に
至らなかった。

◎

（仮称）自転車レース「ツール・ド・
相模原」の開催

①　魅力あるコース案を選定する
　ため、スポーツ団体等によるコ
　ース案選定委員会を開催
②　コースを含めた実施計画に
　ついて検討・決定する実行委
　員会を設置し開催

実
績

◎

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　誘致の調整、競技概要(案)
　の検討、スケジュールの検討
②　水泳競技等の全国レベルの
　大会の開催

実
績

①　３回開催（試走含む）
②　未設置（未開催） ①　魅力あるコース

　の検討
②　近隣自治体、関
　係団体・機関との
　調整
③　開催概要の策
  定

①　圏央道開通時のスポーツイベントの
　平成24年度開催に向けた調整(関係
　団体等と会議・視察等開催)
　　全日本学生水上スキー連盟等が主
　催する競技会の平成25年度開催に向
　けた調整(関係団体等と10回の議等
　開催)
②　国際大会代表選考会(飛び込み)を
　相模原市立総合水泳場で開催

①　圏央道開通時
  のスポーツイベ
  ント、全日本社
  会人体操競技選
  手権大会、日本
  選手権水泳競技
  大会などの開催
②　全日本学生水
　上スキー連盟等
  が主催する競技
  会などの誘致の
  調整、競技概要
  (案)の検討､ス
  ケジュールの検
  討

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に、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や、水上ス
キー大会などの国内トップレベルの
競技会の開催に向けた取り組みなど
を行います。 評

価

①　予定どおり実施
②　予定どおり開催。また、全日本社会
  人体操競技選手権大会、日本選手権
  水泳競技大会、全国高等学校弓道選
  抜大会について、平成24年度開催に
  向けた調整を行った。

2-22

2-23

2-24

2-25

2-19

2-20

2-21

2-26
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①　モデル事業とし
　ての実績の分析・
　検証
②　平成25年度以
　降の事業の方向
　性を決定

①　継続５７団体

実
績

子どもの安全見守り活動への支
援事業

実
績

①　予定どおり実施
②　無償の協力者を含めると目標を達成

①　コーディネーターとの情報交換会や
　学校訪問により、活動実績やその効果
　を分析・検証

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
　習会を11ブロック
　で開催
②　不登校などの悩
　みを持つ子どもや
　保護者が体験活
  動をとおして自然
  や人とのふれあい
  を深める「ふれあ
  い体験学習」を年
  ４回実施

指定により、貴重な文化財の保護を図るこ
とができた。また、市民（文化財ボランティ
ア）との協働によるパトロールを実施し、文
化財の保護を図ることができた。

①　４件を指定

①　文化財の指定・
　登録：年４件

①　相模原市立小中学校PTA連
　絡協議会に委託し、家庭教育
　に関する学習会を11ブロックで
　開催
②　不登校などの悩みを持つ子
　どもや保護者が体験活動を通
　して自然や人とのふれあいを深
　める「希望の村」を年４回実施

◎

実
績

①　予定どおり開催
②　予定どおり実施

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
深めるよう保護・活用事業を推進しま
す。

評
価

文化財の保存・活用推進事業

①　文化財の指定・登録：年４件

実
績

評
価

①　保護者を対象とした家庭教育に関
　する学習会を 11ブロックで開催
　　（１２事業、1,901人が参加）
②　「希望の村」を年４回実施

◎

実
績①　学校支援ボランティア活動等

　の支援
②　小中学校に導入する指導協
　力者：延4,905名
　　（1回45分・45回×109校）

地域人材活用事業

評
価

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を行います。

◎

◎

家庭教育啓発事業

家庭教育の自主性を尊重しつつ、保
護者を対象に家庭教育に関する学
習会を開催するなど、家庭教育力の
向上を促進するとともに、公民館事業
を通して、子どもたちの基本的な生
活習慣や規範意識の向上を図りま
す。

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、市立小中学校
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。

◎

文化財の公開・活用促進事業

◎

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。

実
績

①　ハテナ館・古民家園入館者数
  ：71,379人

①　ハテナ館・古民家園入館者
　数：75,000人

評
価

東日本大震災の影響で事業中止があっ
たため、目標を達成できなかった。

①　学校支援情報システムによる情報
  提供、キャリアアップ認定証の発行
  など、学校支援ボランティア活動等
  を支援
②　小中学校に導入する指導協力者
  ：延4,697名

評
価

①　継続５７団体

①　学校支援ボラン
　ティア活動等の支
　援
②　小中学校に導
  入する指導協力
  者：延4,360名
　（１回45分・40
  回×109校）

予定どおり実施

①　継続５７団体

①　ハテナ館・古民
　家園入館者数
  ：75,000人

学校に対する地域や保護者の協力が従
前より得やすくなり、教科や体験活動等の
内容が充実した。地域の協力者や保護者
も、子どもたちとの関わりを通じて、地域で
の子どもたちを育てる意識が高まった。

学校と地域の協働推進事業

①　モデル事業としての実績の
　分析・検証

「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
生かしながら協働していくための環境
を整備します。

評
価

◎

旧中村家住宅保存整備事業

①　国指定に向けた建物部材や
　資料調査の実施

実
績

小原宿本陣整備事業

①　小原宿保存整備検討委員会
　の開催

実
績

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

国指定に向けた約９００点以上の基礎目
録を作成し、歴史的価値の重要性に関す
る調査ができた。

①　建物部材調査の報告及び資料調
　査を実施

①　国指定に向けた
　資料調査の実施

①　１１月に検討委員会を開催

①　小原宿保存整
　備に向けた検討
②　発掘調査

神奈川県指定重要文化財である小
原宿本陣の復原・修繕に向けて取り
組みます。

評
価

予定どおり委員会を開催し、今後の検討
内容及び次年度の実施事業の確認を行
い、敷地全体の整備計画を検討した。

◎

2-29

3-5

3-1

3-2

3-3

3-4

2-27

2-28

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。
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■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新：Ｈ24新規目標】

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

学校教育部　学校教育課 865

8,304

小学校に理科支援員を配置し、観察・実験活動を支
援

総合学習センター

内　容

学校教育部　学校教育課

部名／課名

学校教育部　学校教育課

学校教育部　相模川自然
の村野外体験教室

学校教育課　青少年相談
センター

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６
３名を派遣
子ども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３名を配置

教職員研修事業 総合学習センター

4,253

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３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

60,519

200

15,420

教育環境の改善のため、若草小学校の屋内運動場
改修工事を実施

1,887,101

554,790

教職員に必要な専門的資質・能力の充実と指導力の
向上を図る研修やデジタル教材を効果的に活用する
ための研修の実施

17,383

本市の教員を希望する優秀な人材を採用するため、
平成２４年度から市単独で教員採用選考試験を実施

小中一貫校設立に向け、青野原小・中学校に対する
小中一体型連携教育研究事業の委託により、校舎一
体型の特色をいかした連携教育と一貫教育のあり方
について研究推進すると共に、小・中連携教育の充
実に向けた職員室の改修、職員組織の構成等につ
いて検討

小・中連携教育推進事業

小中一貫校設立研究事業

さがみ風っ子教師塾事業

少人数指導等支援事業

幼・保・小連携推進事業

体験学習推進事業

7,641

事業費（千円）

生活及び学習の両面におけるきめ細かな指導を展開
し、落ち着きのある学校生活を送ることができるよう指
導の充実を図るため、小中学校に非常勤講師を配置

｢相模川自然の村野外体験教室｣と｢ふるさと自然体
験教室｣を活用し、個性を大切にし、豊かな人間関係
や社会性などを育成するための自然体験や農業体
験、ものづくりなどの体験活動を実施

249,320

教育に対する理想と情熱を持つ実践力のある教員志
望の人材養成

教員採用選考試験事業

市立小・中学校屋内運動場改修
事業

54,700

学校教育部　教職員課

学校教育研究事業 学校教育部　学校教育課
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

8,210

理科支援事業 学校教育部　学校教育課

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、７４名の支援教育学習
指導補助員を配置
就学指導等の充実を図るため、支援教育ネットワーク
協議会等を開催
一人ひとりの適性等に応じたきめ細かな教育を進める
ため、就学指導委員会開催

90,784

青少年・教育相談事業

44,439

126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・小連携推進研究協議会」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

（仮称）上溝学校給食センター施
設整備事業

教育環境部　学校保健課
清新学校給食センターの老朽化に伴い、新たに（仮
称）上溝学校給食センターの新築工事を実施

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、産業医による健康相談と助言を実施

学校給食室整備事業 教育環境部　学校保健課
学校給食の単独校化を推進するため、相武台小学校
に給食室を整備

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、６校（６棟）の校舎改修工事
を実施

375,589

241,800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、１１校（３１箇所）のトイレ改修
工事を実施

教育環境部　学校施設課

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。

主な取り組み
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1-19

1-20

1-21

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

2-19 －

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

キャンプ淵野辺留保地整備計画の動向を見据え、体
育館と武道館の機能を有する施設の整備を検討

生涯学習部　スポーツ課

生涯学習部　スポーツ課
横山公園陸上競技場の再活用に向け、事業計画地
の測量と地盤調査を実施

教育環境部　学務課

学校評価事業 学校教育部　学校教育課

生涯学習部　スポーツ課

生涯学習部　スポーツ課

川尻石器時代遺跡保存整備事業

新
市立小・中学校災害用備蓄整備
事業

市民大学等実施事業

38

31,399

勝坂遺跡公園整備検討会を開催し、低湿地面の試
掘調査を実施

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

地震等災害時における児童・生徒への飲料水や寝袋
などの備蓄用物品等を整備

学校改善支援システムと学校評価の実施状況を定期
的に検証し、システムの改善・向上に努めるため「学
校改善支援システム検証委員会」を開催

新

総合型地域スポーツクラブ推進
事業

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

12,598

－総合学習センター
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

総合学習センター

37,342

生涯学習部　生涯学習課 15,926

開館から長期間が経過した公民館の計画的な大規
模改修に向けた準備
･小山公民館：実施設計
･相原公民館：基本計画策定
・麻溝公民館：整備に係る調整
・相武台公民館:整備に係る調整
・津久井中央公民館：整備に係る調整

生涯学習部　生涯学習課
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

体育館と武道館機能を有する総
合体育施設の整備の検討

横山公園陸上競技場再活用推進
事業

－

－

（仮称）自転車レース「ツール・ド・相模原」の開催に
向け、魅力あるコース案の選定、関係団体・機関との
調整、開催概要の策定

（仮称）自転車レース「ツール・ド・
相模原」の開催

生涯学習部　スポーツ課

50,000

－

60

3,000

－

360

図書館サービスの更なる向上と、効率的・効果的な運
営を図るため、窓口業務の民間委託を実施

保存整備に向け調査・検討

306

1,500

生涯学習部　文化財保護
課

銀河アリーナのアイススケート場
通年化改修事業

生涯学習部　スポーツ課
銀河アリーナのアイススケート場の通年化手法につい
て庁内検討会を開催

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や、水上スキー大会などの国内
トップレベルの競技会の開催に向けた誘致活動を実
施

166,755学校情報教育推進事業 総合学習センター
小学校６校・中学校２９校のＰＣ教室コンピュータ・ソフ
ト・什器の更新

市立図書館窓口業務委託事業

勝坂遺跡保存整備事業
生涯学習部　文化財保護
課

（仮称）上溝方面図書館の整備手法や施設機能等の
検討

公民館関係職員研修事業 生涯学習部　生涯学習課
公民館に関わる職員に対し、知識・技術に応じた研
修を実施するとともに、研修効果を高めるため研修計
画の実施

公民館活動事業

生涯学習まちかど講座実施事業

（仮称）上溝方面図書館の整備検
討

生涯学習部　図書館

生涯学習部　図書館

公民館大規模改修事業

博物館展示教育普及事業 生涯学習部　博物館
常設展示リニューアル計画及び博物館ネットワーク計
画の推進

16,292

相模総合補給廠の共同使用区域
へのスポーツ・レクリエーション施
設の検討

生涯学習部　スポーツ課
相模総合補給廠の共同使用区域へのスポーツ・レク
リエーション施設の将来的な整備のあり方などを検討

－

－

ホームタウンチームとの連携・支
援事業

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

－

スポーツ施設整備事業 生涯学習部　スポーツ課
古淵鵜野森公園プール循環浄化装置交換修繕及び
総合体育館・北総合体育館のバスケットコートライン
修繕の実施

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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2-20

2-21

2-22

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

10,747

2,321

25,724

1,110

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

638,186

100

家庭教育啓発事業 生涯学習部　生涯学習課

旧中村家住宅保存整備事業
生涯学習部　文化財保護
課

文化財の保存・活用事業
生涯学習部　文化財保護
課

協働事業提案制度事業

要保護及び準要保護児童生徒へ
の就学支援事業

総合学習センター
学校教育部　学校教育課
生涯学習部　図書館

教育環境部　学務課

学校教育部　学校教育課

2,900

協働事業提案制度により、市民（提案団体）と市が協
働し、
【市民講座支援事業】　865千円
市民主体の講座の仕組みづくりへの支援事業を実施
【理科実験支援事業】　376千円
身近な素材を活用した実験カリキュラム等の提供を受
け、子どもたちの探究心や創造力の育成を図る事業
を実施
【絵本コンサート事業】　115千円
地域住民によるオリジナルの絵コンテや読み聞かせ
コンサートを鑑賞し、子どもたちの感受性や創造性を
高める事業を実施
○新【環境学習推進事業】　530千円
小学生４年生を対象とした相模原の環境学習プログ
ラムを作成
【ブックチャンス事業】　1,014千円
健診会場でのボランティアによる図書の読み聞かせ
による子育て支援事業を実施

－

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

｢不登校対応セミナー｣及び｢ふれあい体験学習」を実
施し、青少年の心の問題に関わる支援を実施

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

1,760

706

国重要文化財指定に向けた資料調査を実施

文化財の指定・登録、埋蔵文化財の開発調整を行う
とともに、史跡勝坂遺跡など指定・登録文化財を適切
に管理し文化財の保存・活用を推進

発掘調査を実施した上で、小原宿保存整備検討委員
会を開催し、基本構想・計画を検討・作成

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

小原宿本陣整備事業
生涯学習部　文化財保護
課

青少年・教育相談事業
学校教育部　青少年相談
センター

学校安全活動団体への支援事業 教育環境部　学務課

学校と地域の協働推進事業 総合学習センター

地域教育力活用事業

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

郷土に親しむ文化財の活用促進
事業

生涯学習課　文化財保護
課

旧石器ハテナ館や史跡勝坂遺跡の復元住居、古民
家園や旧中村家住宅などの公開と普及事業による学
習機会の提供

586

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。

11


