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現　　　状

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
があります。
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ります。

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ります。
不登校や引きこもり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ります。

課　　　題

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
ます。
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ます。
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ます。

■　局・区経営の視点・方針

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る」
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る」
３．「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・事業を推進する」
４．「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する」

　　　　　　　　　　　　教育局　運営方針23

『「人が財産
たから

」の理念に基づく、「さがみはら教育」の推進』

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・区の役割・目標

■　局・区の運営の責任者

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。

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。

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。

■　キャッチフレーズ

■　現状と課題

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。

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ります。
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現　　　状 課　　　題

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
必要があります。

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ります。
小学校給食の単独校化や中学校完全給食を進めていく必要が
あります。

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ります。

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ります。
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ります。

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
ていく必要があります。

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充実していく必要があります。
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
必要があります。

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ります。

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ます。
また、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ます。

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
まっています。

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
求められています。
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ます。

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
れています。
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ます。

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
れています。

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ます。
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ます。

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ます。

家庭、地域と一体となった教育活動が求められています。

生涯学習・社会教育の機会や施設の充実が求められています。

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ります。

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ります。

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ります。
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ります。

市民の知的要求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ります。

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
あります。
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
いく必要があります。

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
ています。
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平成２２年度

①　カウンセラーによる学校出張相談：
　　小学校週１回、中学校週1.5回
②　スクールソーシャルワーカー導入に
　向けて他市の状況を調査し、配置準
　備を完了

①　特別支援学級の増設：
　　小中学校各１校
②　支援教育学習指導補助員：
　　70名配置
③　支援教育指導員：
　　３名配置

予定どおり実施

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

指標・目標 実績・評価等

事務事業名

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

青少年・教育相談事業

①　青少年教育カウンセラーの派
　遣：小学校週１回、中学校週1.5回
②　スクールソーシャルワーカー配
　置の研究

実
績

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。

評
価

実
績

①　少人数指導等支援：
　　小学校25校、中学校５校

実
績

①　71.3％に上昇
②　36名の指導者確保

1-3 ◎

1-4

少人数指導体制の充実

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。

◎

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

体験学習推進事業　 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

評
価

予定どおり配置

①　少人数指導等支援：小学校25校、
　中学校５校に非常勤職員を配置

体験学習推進事業

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。

評
価

予定どおり実施

①　全中学校区の小中学校において
　連携協議会を開催し、学習指導、生
　活指導等について協議を行った。

小・中学校連携事業

①　小・中連携推進に係る会議の開
　催

実
績

◎

1-8 ○

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

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。 評

価
目標を達成

支援教育推進事業

①　特別支援学級の増設：
　　小中学校各１校
②　支援教育学習指導補助員
　　70名配置
③　支援教育指導員
　　３名配置

実
績

1-7

誰をも包み込むというインクルージョン
の理念のもと「一人ひとりの教育的
ニーズに応じた支援の充実をめざし
て」障害のあるなしにかかわらず、児
童・生徒が成長の過程で共に学び共
に育つ教育の実現をめざし、推進プラ
ンを改定します。

評
価

予定どおり策定

「支援教育推進プラン」の改定

①　平成23年３月までに改定

実
績

①　平成２３年３月「新・相模原市支援
　教育推進プラン」策定

①　幼・保・小連携推進研究協議会を
　設置し、３回開催 ①　協議会３回の開

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、保育所から小学校
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

予定どおり開催

幼・保・小連携推進事業

①　幼・保・小連携の推進に係る会
　議の開催

実
績

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。

1-6 ◎

1-5 ◎

1-2 ◎

1-1

①　体験学習をして良かったと感じ
　る子どもの割合：70％超
②　ふるさと自然体験教室の指導協
　力者の確保

■　重点目標（Ｈ２２評価とＨ２３目標）　　　　　　　　　　　　　　　　　【○：Ｈ22単年度目標、◎：Ｈ22・23継続目標、新：Ｈ23新規目標】

平成２３年度
指標・目標事務事業の概要

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

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。

評
価

予定どおり実施

①　パイロット校を青野原小学校、青野
　原中学校に委託し、小中合同行事の
　開催、交流授業等を実施し、一貫教
　育のあり方を研究した。

小中一貫校設立に向けた研究

①　小中一貫研究パイロット校の委
　託

実
績

◎
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①　受講者アンケートによる研修効果
　測定のシステムを開発し、結果を次
　年度に反映
②　研修延べ参加者数：1１,７９９人
③　研修内容の満足度（４点満点）
　　「学びがあったか」：3.3点
　　「今後の活用」：3.3点
④　校内LAN活用研修受講者数：
　　1,097人

①　平成２２年１１月から南区全校と中
央
　区の一部の１５校で給食を開始

研修効果測定システムを構築した。目標は
概ね達成したが、講座によっては研修内容
や実施時期等を工夫改善し、研修効果を高
める必要がある。

1-11 ◎

1-13 新

1-14

教職員研修事業

①　研修効果測定と研修内容の見
直
　しシステムの構築
②　研修延べ参加者数：10,000人
③　研修内容の満足度（４点満点）
　　「学びがあったか」：3.7点
　　「今後の活用」：3.3点
④　校内LAN活用研修の実施

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

1-12 ◎

①　本年１０月３１日
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

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

中学校完全給食推進事業

①　平成22年11月から15校で実施

実
績

①　教員の採用者数
小学校：８５人
中学校：５０人
養護教諭：２人

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

自己都合による採用辞退などがあったため、
採用者数に達しなかったが、学校運営に支
障の無い教員数を確保することができた。

①　教員の採用者数
　　小学校：９９人
　　中学校：５７人
　　養護教諭：４人

教員採用選考試験の実施

①　教員の採用者数
　　小学校：１００人
　　中学校：６０人
　　養護教諭：５人

実
績

◎

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

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

総合学習センターや大学を会場とした説明
会、情報誌への広告掲載、報道機関への記
事提供等を行ったが、応募者数は目標数値
に達しなかった。満足度については入塾者
の評価は高く、目標数値を達成できた。

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」：3.7点
　　「今後の活用」：3.3点

実
績

①　入塾応募者数：122人
　　（入塾倍率2.4倍）
②　入塾者の満足度
　　「学びがあったか」：3.8点
　　「今後の活用」：3.7点

①　実施設計、準備
工事の実施

1-10

清新学校給食センターと南部学校給
食センターの統合後、新たに（仮称）
上溝学校給食センターを整備します。

評
価

（仮称）上溝学校給食センター施
設整備事業 実

績

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

市立小・中学校トイレ改修事業

①　１４校改修

実
績

①　１４校（４４箇所）改修

◎

①　１校整備

①　小学校２校整備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

学校給食施設設備整備事業

①　１校整備

実
績

①　６校（６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

予定どおり実施

市立小・中学校校舎改修事業

①　３校改修

実
績

①　３校（３棟）改修

平成２３年度
指標・目標事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等

事務事業名
平成２２年度

1-15 ◎

1-16 ◎

1-9 ◎

4



①　「学校改善支援
システム検証委員
会」を開催し、学校
評価の実施状況の
検証とシステムの改
善向上を図る。

予定どおり実施

①　学校改善支援システムに基づく自
　己評価の全校実施（学校関係者評価
　は９５％実施）

実
績

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　庁内各課と連携し､114講座を開催、
　　受講者は4,958名
　　受講者アンケートで「ニーズに合って
　　いた」が９２％

①中学校３校のＰＣ教室コンピュータ・ソ
フト・什器の更新を実施

評
価

評
価

①　中学校３校のＰＣ教室コンピュー
　タ・ソフト・什器の更新

目標どおり実施し、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　小学校４校・中
学校３校のＰＣ教室
コンピュータ・ソフト・
什器の更新

①　32館で、929（40増）事業を実施。
　　延べ190,231名（13,211増）が事業
　　に参加

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。

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」を設置しま
す。

情報教育推進事業

学校評価事業

①　学校改善支援システムに基づく
　自己評価の全校実施

実
績

①　２校（２棟）改修

①　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

市立小・中学校屋内運動場改修
事業

①　２校改修

実
績

2-6 新 ①　整備に係る調整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

麻溝公民館大規模改修事業 実
績

実
績

評
価

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、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。

①　基本計画策定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

2-3

新

公民館活動

①　各公民館において、地域の特
　性、課題を生かした特色ある事業
　を実施

相原公民館大規模改修事業

2-4 新

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

予定どおり実施し、新たな参加学校が増え、
市民への学びの場を拡げることができた。

市民大学の運営

①　１８コースの実施

実
績

①　市民ニーズに応
じたまちかど講座の
実施

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

予定どおり実施し、市民のニーズに合ったま
ちかど講座が提供できた。

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

実
績

2-2

2-1 ◎

1-17 ◎

1-18 ◎

1-19

2-5

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。

◎

◎

◎

平成２３年度
指標・目標

①　各公民館におい
て、地域の特性、課
題を生かした特色あ
る事業を実施評

価
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　１８コース３３講座実施
　　（受講者数1,480名）

実
績

①　１８コースの実施

実
績

事務事業の概要
指標・目標 実績・評価等

事務事業名
平成２２年度

5



実
績

評
価

実
績

実
績

市民講座支援事業

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。

①　学びのらいぶ塾研修講座の参
　加者数10人以上
②　市民主体の市民講座の実施

評
価

博物館常設展示リニューアル事業

①　天文展示室の改修

①　整備検討に向け
た課題の整理

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

予定どおり実施

①　学びのらいぶ塾
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

評
価

予定どおり実施し、利用者の利便性が向上
するとともに、駐車場を活用した多用な事業
展開を図った。

目標を達成し、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。

①　１２名
②　１６講座の実施

①　基本研修：４回開催、１６２名参加
　　 専門研修：３回開催、１１２名参加
　　 派遣研修：４回開催、１７名参加

①　相原公民館の駐
車場整備
②　清新公民館の駐
車場整備

①　天文展示室の改修。常設展示室6
　テーマのうち1テーマの改修が完了
　(天文展示室を改修)

①　展示手法の検討
②　ネットワークセン
ターに係る情報収集
及び整理予定どおり実施し、来館者が宇宙・天文によ

り親しみやすくなるとともに、展示替えも容易
となった。

2-8

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

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、新磯まちづくりセンター・公民館に
隣接する駐車場拡張用地の整備を行
います。

新

評
価

公民館整備事業（駐車場）

①　新磯公民館駐車場拡張用地
　の整備

2-9

実
績

①　整備に係る調整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

津久井中央公民館大規模改修事
業 実

績

①　新磯公民館駐車場拡張用地の
　整備を行い、２１台分を増設。

平成２３年度
指標・目標

①　検証委員会を開催し、検証評価を
　まとめることができた。 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

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

予定どおり、検証を行った。

市立図書館の中央図書館としての
再整備

①　橋本図書館の窓口業務の一部
　の民間委託の検証

2-7 新

平成２２年度

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。

評
価

相武台公民館大規模改修事業 実
績

第一次計画における取組の成果及び
課題を踏まえ、子どもの読書活動の更
なる推進に向けて、家庭、地域、図書
館、学校、関係機関等が一体となり、
計画的で効果的な施策や事業の展開
を図るため、第一次計画を改定（第二
次計画を策定）します。

評
価

予定どおり改定

子ども読書活動推進計画の改定

①　平成２３年３月までに改定

実
績

①　平成２３年３月に改定

（仮称）上溝方面図書館の整備検
討 実

績

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。

事務事業名

事務事業の概要
実績・評価等

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：４回開催
　　専門研修：３回開催
　　派遣研修：４回開催

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。

指標・目標

◎

新

2-15 ◎

2-10 ◎

2-14 ◎

2-11 ○

2-12 ◎

2-13
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平成２３年度
指標・目標

平成２２年度

指標・目標 実績・評価等

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

①　津久井地域２公民館で振興計画
　を策定

①　津久井地域の1
公民館で振興計画
の策定

①　情報収集、機能
及び大まかなスケ
ジュールの検討

予定どおり策定

2-16 ◎

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 実

績

公民館振興計画の策定

①　津久井地域の公民館振興計
　画の策定：
　・２公民館で策定
　・２公民館で策定準備

実
績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

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

2-23 新

2-21 ◎

2-22 ◎

①　平成25年度開催に向けて調整
②　参加者11,134人(160チーム) 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

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、ウルト
ラマラソンなどの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

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　日本水上スキー連盟が主催・後
　援等の競技会の誘致に向けた調
整
②　全日本実業団卓球選手権大会
　の開催

実
績

2-19 ◎

①　12月に懇談会、
　　2月にＰＲイベント実施 ①　懇談会、ＰＲイベ

ント実施
②　新たな支援体制
の検討

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

実
績

2-20 新

①　５月２５日に庁内検討会を開催
①　庁内検討会の開
催
②　視察による他市
の状況確認

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

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　庁内検討会を開催し庁内認知
　を図る。

実
績

2-17 新

①　コース案選定委
員会の開催
②　実施計画策定等
の準備
③　実行委員会の開
催

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

（仮称）自転車レース「ツール・ド・
相模原」の開催 実

績

①　情報収集、大ま
かなスケジュール等
の作成

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

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 実

績

庁内検討会としてのまとめはできたものの、
庁議での方向性の決定には至らなかった。

横山公園陸上競技場再整備事業

①　庁内検討会開催、方向性の決
定

実
績

①　庁内検討会３回実施したものの方
向性の決定には至らなかった。

評
価

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。

事務事業名

事務事業の概要

2-18 ◎
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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

旧中村家住宅保存整備事業

小原宿本陣整備事業

①　小原宿本陣保存整備委員会の
　開催の準備

実
績

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

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

予定どおり実施

予定どおり実施

次年度の委員会開催に向けた準備の完了

①　入館者数：4,170人
　　（旧中村家住宅のみ）

①　４月より管理棟・トイレの利用開始
②　４月より復元住居２棟と敷石住居の
　レプリカを展示

①　小学校２校、中学校１校に設置

評
価

学校と地域の協働推進事業

①　学校と地域を結びつけるコーデ
　ィネーターを設置し、学校と地域の
　協　働を推進するための環境の整
　備：小学校２校、中学校１校

①　３件を指定

①　文化財の指定・
登録：年４件

市民との協働により、貴重な文化財を指定

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　「希望の村」年４
回実施

①　保護者を対象とした家庭教育に関
　する学習会を16ブロックで開催
　（12事業、1,943人が参加）
②　「希望の村」年２回実施

①　予定どおり開催
②　予定どおり実施

①　モデル事業とし
ての分析・検証

①　委員会の開催に向け、事業実施の
　財源確保への情報収集を実施

①　小原宿保存整備
検討委員会の開催

実
績

予定通り設置ができ、学校に対する地域や
保護者の協力が今までより得やすくなり、授
業内容が充実した。

家庭教育啓発事業

3-1

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。

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。

評
価

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16ブロックで開催
②　「希望の村」年２回実施

実
績

「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。

事務事業名

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

①　旧中村家住宅入館者数と勝坂
遺跡入園者数：5,000人

実
績

評
価

平成２２年度

①　調査、用地移管
や整備の検討

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

予定どおり年次計画を作成

川尻石器時代遺跡保存整備事業

①　保存・活用に向けた調査等の
　年次計画の作成

実
績

①、②とも予定通り実施
①　相模台公園野球
場の維持補修(防球
ネット等)

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　相模原麻溝公園競技場バック
　スタンドの備品整備
②　全日本実業団卓球選手権大会
　開催に伴う備品整備

実
績

平成２３年度
指標・目標事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等

①　3月に改定

勝坂遺跡保存整備事業

①　管理棟・トイレの利用開始
②　復元住居２棟と敷石住居のレプ
　リカの展示

スポーツを取り巻く環境の変化を踏ま
え、さらに多くの市民がスポーツに親し
み、参画できる環境を整えるため、ス
ポーツ振興計画を改定します。

スポーツ振興計画の改定

①　平成23年３月までに改定

実
績

評
価

2-26 ◎

2-25 ○

2-24 ◎

◎

①　国指定に向けた
建物部材や資料調
査の実施

旧中村家住宅の記帳のない入館者や勝坂
遺跡入園者を含め、目標を達成

2-27 ◎

2-28 ◎

①　２３～２５年度の調査・検討の計画を
　作成

2-29 ◎

3-2 ◎

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。

2-30 ◎
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目標を達成
評
価

①　新規３団体
②　継続57団体

新規設立については、目標を達成できな
かった。

評
価

①　ハテナ館・古民家園入館者数：
　　75,506人

①　継続57団体

①　ハテナ館・古民
家園入館者数：
75,000人

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）

①、③目標を達成
②無償の指導協力者を含めると目標を達成

子どもの安全見守り活動への支援
事業 実

績

事務事業名
平成２２年度

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1,584名
③　大学との学校インターンシップ協定
　の締結：８校

①　新規0団体
②　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1,635名
　　　（1回2時間・15回×109校）
③　大学との学校インターンシップ協
　定の締結：８校

実
績豊かな知識、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。

評
価

地域人材活用事業

文化財の公開・活用促進事業

①　ハテナ館・古民家園入館者数：
　　70,000人

実
績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。

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。

平成２３年度
指標・目標事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等

3-4 ◎

3-5 ◎

3-3 ◎
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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

少人数指導等支援事業 60,304

主な取り組み 内　容 事業費（千円）

小・中連携教育推進事業

小中一貫校設立研究事業

体験学習推進事業

部名／課名

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

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実施設計、準備工事を
実施

教育環境の改善のため、６校（６棟）の校舎改修工事
を実施

665,500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、大沼小学校
に給食室を整備するとともに、老朽化している鶴園
小学校の給食室の改築を実施

■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新：Ｈ23新規目標】

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。

幼・保・小連携推進事業

学校教育研究事業

4,387

725,526

1,931,938

理科支援事業

青少年・教育相談事業

市立小・中学校校舎改修事業

115,920
（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

特別支援教育事業

中学校完全給食推進事業 教育環境部　学校保健課

教職員研修事業 総合学習センター

教職員の健康保持・増進等事業

学校教育部　学校教育課

教員採用選考試験事業 学校教育部　教職員課

さがみ風っ子教師塾事業

学校教育部　学校教育課
学校教育部　青少年相談
センター

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

学校教育部　学校教育課

総合学習センター

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

学校教育部　学校教育課

学校教育部　学校教育課

学校教育部　学校教育課

学校教育部　学校教育課

6,402

3,001

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

248,510

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を配置

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

90,217

18,164

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

新規教員を採用するため、県と共同で教員採用選
考試験を実施

8,420

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

370

小学校に理科支援員を配置し、観察・実験活動を支
援

135

15,296

学校教育部　相模川自然
の村野外体験教室

｢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

46,500

学校教育部　学校教育課
小中一貫校の開設について、必要な事項を検討す
る開設検討委員会を開催するとともに、小中一貫教
育研究パイロット校に研究を委託

200

教育環境部　学校施設課

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

平成２３年１０月３１日から緑区と中央区の一部１５校
で弁当併用デリバリー方式による完全給食を実施

新
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1-18

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

（仮称）上溝方面図書館の整備検
討

生涯学習部　図書館
（仮称）上溝方面図書館の整備検討に向けた課題の
整理

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

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

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、窓口業務の一部の民間委託を検
討

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

住民自らの手による公民館運営を目指すため、津久
井地域の公民館１館で、地域の課題、特色を反映し
た公民館活動の振興計画を策定

生涯学習部　生涯学習課

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：基本計画策定
･相原公民館、相武台公民館:課題の整理
・麻溝公民館、津久井中央公民館：整備に係る調整

生涯学習部　スポーツ課

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開場に向け
た庁内検討会の開催及び他市の状況確認

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

教育環境の改善のため、１０校（３０箇所）のトイレ改
修工事を実施

38

257,042市立小・中学校トイレ改修事業 教育環境部　学校施設課

学校教育部　学校教育課

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。

小学校4校・中学校3校のＰＣ教室コンピュータ・ソフ
ト・什器の更新

56,260

学校評価事業

学校情報教育推進事業 31,921

生涯学習部　スポーツ課

2,000

－

生涯学習まちかど講座実施事業

公民館関係職員研修事業

銀河アリーナのアイススケート場
通年化改修事業

公民館大規模改修事業

横山公園陸上競技場再整備事業

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

2,000

13,907

－

－

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

総合学習センター

生涯学習部　生涯学習課

図書館窓口サービスの委託事業 生涯学習部　図書館

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

市民大学等実施事業

総合学習センター

相模原市から全国に向けて発信できるような、ウルト
ラマラソンなどの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

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

生涯学習部　スポーツ課

総合学習センター

横山公園陸上競技場の再活用に向けた方針を策定

－

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

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

公民館活動事業 生涯学習部　生涯学習課

－

36,447

－

公民館整備事業 生涯学習部　生涯学習課
公民館利用者の利便を図るため、相原公民館及び
清新公民館の駐車場整備を実施

30,500

－

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
計画の見直しを実施

－

（仮称）自転車レース「ツール・ド・
相模原」の開催

生涯学習部　スポーツ課新

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

495

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

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
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

－

（仮称）自転車レース「ツール・ド・相模原」を開催に
向けたコース案選定委員会、実行委員会の開催及
び実施計画策定等の準備

公民館振興計画の策定

90

新

新

新

新
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2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

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

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

1,110生涯学習部　生涯学習課

607,141

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

国重要文化財指定に向けた調査研究を実施

613

28,445

｢不登校対応セミナー｣及び｢希望の村・若あゆ食農
体験クラブ｣を実施し、青少年の心の問題に関わる
支援を実施

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

1,890

－

2,553

374

63

99

生涯学習部　文化財保護
課

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

家庭教育啓発事業

スポーツ施設整備事業

500

2,803

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

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

11,774

協働事業提案制度事業
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

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】　745千円
市民主体の講座の仕組みづくりへの支援事業を実
施
【動物ふれあい教育事業】　133千円
子どもと動物とのふれあいを通じて、子どもたちの心
を育み、知識を習得し、心身の発達を図る事業を実
施
【理科実験支援事業】　471千円
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【ブックチャンス事業】　1,339千円
検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

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

学校と地域の協働推進事業 総合学習センター

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

学校教育部　学校教育課

学校安全活動団体への支援事業

地域教育力活用事業

教育環境部　学務課

青少年・教育相談事業
学校教育部　青少年相談
センター

旧中村家住宅保存整備事業

文化財の保存・活用事業

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。

生涯学習部　文化財保護
課

生涯学習部　スポーツ課
相模台公園野球場の防球ネット等の維持補修の実
施

17,700

生涯学習部　文化財保護
課

勝坂遺跡公園整備検討会を開催し、保存整備につ
いて検討を進めるとともに、周辺看板を増設

勝坂遺跡保存整備事業

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

調査や用地移管など保存整備についての検討

生涯学習部　文化財保護
課

小原宿保存整備検討委員会を開催し、復原・修繕の
手法を検討

小原宿本陣整備事業

12


