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平成３０年度                     教育局 運営方針 

 
■ キャッチフレーズ 

「生きる力」を育む、学びと環境の充実 

 
■ 局・区の運営の責任者 

教育局長  小林 輝明 

教育環境部長  渡辺 志寿代   学校教育部長  奥村 仁   生涯学習部長  長谷川 伸 

 
■ 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。 

 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むとともに、教育環

境の充実に努めます。また、いじめや不登校、子どもの貧困問題などを含め、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を推進する

など、夢や希望を持って未来を切り拓く力を育むよう、温かさと先進性を持った施策を展開します。 

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。 

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。また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とし

た本市のスポーツ振興に取り組みます。 

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。 

 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・

医療機関等の連携、また、総合教育会議等の活用による市長と教育委員会との連携強化を図り、子どもを守り育てる環境づくりを進めます。 

 
■ 局・区経営の視点・方針 

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．学校の安全・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 

７．こども・若者未来局をはじめ、関係部局と一層の連携を図る 

 
■ 現状と課題 

No. 現    状 課    題 

1 

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、基礎的・基

本的な学力の定着、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などの課題が指摘されている。 

また、新学習指導要領により小学校において授業時数が増加することか

ら、現状の授業日数では、授業時数が確保できなくなる。 

 

○子どもたち一人ひとりと向き合い、きめ細かな教育を行う必要がある。 

〇確かな学力向上に向けた取組を行うとともに、引き続き、教育委員会と

学校が連携し、学習習慣や生活習慣改善のための取組を進めていく必要

がある。 

〇子どもたちの生きる力を育むため、系統的なキャリア教育の充実を図る

必要がある。 

〇本市の教育的課題の解決に向け、義務教育9年間を見通した更なる連携

の強化として、小中一貫教育の検討を進める必要がある。 

〇適切な授業時数の確保に向けた取組を進める必要がある。 

2 

 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。 

 その他、障害者への理解や人権尊重を深める教育が求められている。 

○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。 

〇改定した相模原市いじめ防止基本方針を受け、各小中学校が学校いじめ

防止基本方針の改定を進めていく必要がある。 

〇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。 

〇義務教育段階から、子どもたちが、障害のあるなしに関わらず、互いを

理解し、助け合う必要があることから、福祉施設との交流等を推進する

とともに、管理職をはじめ、全ての教職員を対象とした障害者への理解

と支援教育に関する研修をより充実する必要がある。 

〇LGBTなど今日的人権課題に対応するため、学校での教育活動全体を通じ

て、人権教育を充実する教職員の人権感覚を磨く必要があることから、

担当者会や教職員向けの研修等の充実を図る必要がある。 



2 

No. 現    状 課    題 

3 

 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等をはじめ、高い英語力を持つ者や小学校教諭

と中学校教諭の両方の免許状を有する者等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。 

○ベテラン教員から若手教員へ、豊富な経験や知識を円滑に継承するため

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。 

○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

教職員の配置ができるようになったことから、学力保障等の今日的な教

育課題の解決が図られるような教職員配置を検討していく必要がある。 

4 

 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がある。 

 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。 

 デリバリー方式の中学校給食における喫食率が横ばい状況にあり、成長

期にある児童・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。 

 また、食物アレルギーを有する児童・生徒が増加していることから、給

食における除去食の対応が求められている。 

さらに、児童・生徒の健全な発育状況を経年的に把握することが求められ

ている。 

この他、情報化の進展に対応するため、子どもが主体的にICTを用いて

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。 

○「相模原市立小・中学校の望ましい学校規模のあり方に関する基本方針」

に基づき、児童・生徒にとっての望ましい学習環境の整備に取り組む必

要がある。 

○児童・生徒が安全・安心に、快適な学校生活を過ごせるよう、校舎及び

屋内運動場の改修や空調設備設置など学校教育環境の整備を計画的に

進めていく必要がある。 

○保護者等の試食会や生徒の提案献立募集事業などを通じ、中学校給食の

魅力を広く伝えていく必要がある。 

○家庭の事情などにより、昼食を用意できない生徒に対し、昼食を支援し、

健全な成長のための学習環境を整えていく必要がある。 

○除去食対応などの食物アレルギー対策の充実や栄養教諭と連携した食

育の推進などにより、学校給食の円滑な運営を図っていく必要がある。 

○児童・生徒の身長や体重のデータによる成長曲線を活用し、成長異常等

の早期発見や早期治療に繋げていく必要がある。 

○分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。 

5 

子どもの貧困問題が全国的な課題となっており、本市においてもスクー

ルソーシャルワーカーに対する相談事案に占める割合は増加傾向にある

ことから、貧困の連鎖を断ち切るための取組が求められている。 

〇学校、地域、教育委員会、こども・若者未来局等の関係機関が連携し、

支援を必要とする子どもたちへの取組について、必要とされる支援を迅

速かつ適時に実施するなど効果的に推進する必要がある。 

○子どもの貧困対策における、プラットホームとしての学校の役割につい

て、一層充実させる必要がある。 

〇貧困の連鎖を断ち切るため、確かな学力を育む取組を推進する必要があ

る。 

6 

学校が抱える課題はより複雑化・多様化しており、教員に求められる期

待や役割は拡大している。その結果、教員の長時間勤務という形となって

表れるなど、全国の教育委員会は「学校現場の働き方改革」の実現に向け

て早急な取組が求められている。 

○長時間勤務の是正に向けては教員自身においても自らの働き方を見直

していくことが必要である。 

○教員の取組だけでなく、学校と地域の取組、校長による組織マネジメン

トの強化、教育委員会による各学校の状況把握と支援など、学校現場の

課題解決に向けた取組を進めていく必要がある。 

○学校給食費、教材費、遠足や修学旅行に関する費用の徴収などにおいて、

負担軽減の方法を検討する。 

○部活動指導において、技術指導者の派遣や休養日の設定など教員の負担

軽減を図る必要がある。 

7 

 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

会教育の機会を提供するとともに、老朽化した社会教育施設（公民館や

スポーツ施設など）について、市民の利用ニーズを踏まえ、計画的な改

修による充実を図っていく必要がある。 

○市民の知的要求に的確に応えるため、市民や地域に役立つ図書館の実現

に向けた検討を進めていく必要がある。 

8 

地域コミュニティの活性化を図るために、地域内の連携・協働が推進さ

れ、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するなどの仕組みづ

くりを進めていく必要がある。 

○多くの文化財について、効果的な情報発信を図りながら保存・継承に努

めていく必要がある。 

9 

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。 

また、小学生については、体力そのものに加えて運動を好む割合が全国

と比較して低く、子どもたちがスポーツに親しむきっかけ作りが求められ

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。 



3 

No. 現    状 課    題 

10 

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を、地域の身近な大人たちによっ

て支援することが求められている。 

また、市民が家族や郷土を愛し、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、郷土に対する愛着と誇りを育むた

めの取組が求められている。 

○地域の教育力や家庭教育力の向上にむけ、学習機会の充実及び提供を推

進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。 

○郷土に対する愛着と誇りを育むため、市民が文化財を通して地域の歴史

と文化を学び親しむ機会を充実させる必要がある。 

11 

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。 

○学校と家庭と地域をつなぐ取組を推進し、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進

める必要がある。 

○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。 

〇新学習指導要領において、学校と地域が一体となった教育を進めていく

視点が示されており、今後社会に開かれた教育課程の実現を図る必要が

求められていることから、コミュニティスクールの設置に向け、モデル

校の導入を進める必要がある。 
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■ 前年度重点目標の評価 

No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

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 

教育力向上推進事業 

①「全国学力・学習状況調査結果分析検討委

員会」における学力向上のための取組の検

討及びその推進 

②授業改善等研究委託校への支援 

実 

績 

①長期休業中に公民館を会場とした学習支援を実

施した。 

①基本的な生活習慣の確立をめざすため、指導主事

が小・中学校を訪問し、出前講座を実施した。 

①小学校5年生を対象に基礎的・基本的な学力の定

着度を測る調査を実施した。 

①中学校3校で、放課後に学校でICTを活用した学

習教材による補習を実施した。 

①全国学力・学習状況調査結果分析検討委員会を設

置し、検討を行った。 

②市内小学校 10校に対して、各教科の研究委託を

行うとともに、指導主事による指導助言や国や他

の自治体等の情報を提供するなどの支援を行っ

た。 

全市的な課題として、全国学力・学習状況

調査の結果分析から自校の実態や課題を把

握し、教育実践に活かしていく研究を行うと

ともに、各学校の実態に即した研究課題の解

決に向けた教育研究活動の充実発展を図り

ます。 

評 

価 

①上溝公民館と橋本公民館で実施している夏のこ

ども学習室事業と連携し、退職校長を派遣する学

習支援事業を試行実施し、延べ 64名の児童・生

徒の参加があった。 

①小学校59校、中学校37校で、生活習慣改善のた

めの出前講座を行い、児童・生徒、保護者の意識

改善や各小中学校での取組の実施につながった。 

①小学校5年生全児童を対象に国語、算数の学力調

査を実施し、課題認識及び改善取組につながっ

た。 

①中学校3校において、月2回程度実施し、各中学

校30名前後の参加があった。 

①全国学力・学習状況調査結果分析検討委員会に

て、課題と今後の方針を議論することができた。 

②授業改善研究推進校では、授業や研究協議の様子

を公開することで、教育活動全体の活性化につな

がった。 



5 

No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

2 

支援を必要とする子どもたちへの取組 

①子どもの貧困対策における、プラットフォ

ームとしての学校の役割について検討を

進めるとともに、その取組を推進する。 

②青少年教育カウンセラーを4名増員し、大

規模な小学校に複数配置する。 

③学校の要請等に迅速に対応できるようス

クールソーシャルワーカーを各区の相談

室に配置する。 

④児童支援専任教諭の対応力向上に向けた

取組を行う。 

⑤いじめ防止基本方針を改定する。 

⑥いじめ防止フォーラム等、未然防止に向け

た取組を行う。 

実 

績 

①子どもの貧困対策や学力保障のため、こども・若

者未来局と連携し、検討するほか、福祉部との連

携による学習支援を行った。 

②大沢小、橋本小、向陽小の3校へ青少年教育カウ

ンセラーの複数配置を行った。 

③スクールソーシャルワーカーが参加したケース

会議：339回 

コンサルテーションの回数：117回（計456回） 

④児童支援専任教諭連絡会を開催し、各学校からの

事例報告をもとに協議を行うとともに、専門的な

研修等を実施した。 

⑤平成 29年 3月に国の基本方針が改定されたこと

を踏まえ、「相模原市いじめ防止基本方針」の見

直しを行った。 

⑥5月に、いじめ防止啓発ポスターを全小中学校、

公共機関、コンビニエンスストアに配布したほ

か、新入生にいじめ防止啓発のクリアファイルを

配付した。また、いじめ防止フォーラムを11月3

日に教育会館において開催した。 

いじめ、暴力行為、不登校、虐待、非行、

子どもの貧困問題等の子どもたちを取り巻

く諸課題が多様化・複雑化していることか

ら、学校の組織的な対応力向上を図るととも

に、学校・地域・教育委員会・新設されたこ

ども・若者未来局など、関係機関が連携し、

支援を必要とする子どもたちへの取組を進

めます。 

評 

価 

①こども若者未来局との連携により、市内の支援団

体等と情報交換会を行うことができた。 

② カウンセラーを増員したことにより、授業観察や教員 

とのコンサルテーションの充実を図ることができ、児

童や生徒の相談に対し一人ひとりに応じた支援を行

うことができた。 

③ スクールソーシャルワーカーが各室勤務になった 

ことで、学校と緊密に連携を図ることができ、児童や

生徒を取り巻く環境に対して早期に対応することで

問題の深刻化を未然に防止することができた。 

④連絡会での担当者同士の意見交換や研修会を行

うことにより、見通しを持った対応が行えるよう

になり、学校の組織的な対応力の向上に繋がっ

た。 

⑤予定どおり実施 

⑥予定どおり実施 

3 

特別支援教育推進事業 

①支援教育支援員を6名増員する。 

②南区の小学校へのサポートルーム設置に

向けた検討を行う。 

実 

績 

①支援教育支援員を6名増員し、大規模校に対し、

小学校4校、中学校2校に支援教育支援員を複数

配置した。 

②「新・相模原市支援教育推進プラン」に基づき、

支援教育ネットワーク協議会において、南区の小

学校へのサポートルーム設置に向け、検討し、設

置した。 

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、個別の支援を行うなど、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 

①大規模校小学校4校、中学校2校に2名の配置を

行った結果、校内支援体制の充実を図ることがで

きた。 

②予定どおり実施 

4 

望ましい学校規模の実現に向けた取組 

望ましい学校規模の実現に向け、課題解決

の緊急性が高い学校について、関係機関との

協議等を実施する。 

実 

績 

青根小・中学校の望ましい学習環境に向けて、学

校関係者や地域関係者との協議を行った。（4回開

催） 

過小規模校が発生、または発生見込みの光が丘地

区及び相武台地区において、望ましい学校規模に

向けた地域との協議を平成 30年度から始める調

整を行なった。 

「相模原市立小・中学校の望ましい学校規

模のあり方に関する基本方針」に基づき、児

童・生徒にとっての望ましい学習環境の整備

に取り組みます。 

評 

価 
予定どおり実施した。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

5 

市立小・中学校教育環境整備事業 

空調設備16校設置、校舎4校（4棟）改修、 

屋内運動場4校（4棟）改修、トイレ10校（31

箇所）改修 

実 

績 

空調設備16校設置、校舎4校（4棟）改修、 

屋内運動場 4校（4棟）改修、トイレ 10校（31箇

所）改修 
教育環境の改善のため、教室への空調設備

の設置や、校舎、屋内運動場、トイレの改修

工事等を行います。 評 

価 
 予定どおり実施した。 

6 

学校施設長寿命化計画策定事業 

計画策定に向けて、学校施設の現状把握・

分析等を実施する。 

実 

績 

保有の学校施設の現状を把握し、現状分析から平

成30年度に検討する事項を把握できた。 学校施設の老朽化が進む中、効果的・効率

的な中長期的な維持管理を図るため、学校施

設の長寿命化計画を平成 31年度までに策定

します。 

評 

価 
 予定どおり実施した。 

7 

外国人英語指導助手活用事業 

①各小・中学校に配置されているALTの活用 

②英語教育検討委員会における、新学習指導

要領への対応を含めた、配置時数や人数な

どALTの在り方についての検討 

実 

績 

①小学校外国語活動、中学校外国語科授業の援助及

び教材作成、学校活動への参加、教員への研修、

英語弁論大会参加生徒への指導等を行った。 

②学識経験者や教職員、関係各課で構成した英語教

育検討委員会を4回実施し、本市の英語教育改善

のための提言を報告書として作成した。 

「聞く・話す」を中心とした英語教育の充

実と、児童・生徒に対して国際社会の一員と

して積極的に諸課題の解決に参画しようと

する能力等の育成を図るため、引き続き、

小・中学校に外国人英語指導助手（ALT）を

配置します。 評 

価 

①授業や部活動等で、児童・生徒がALTをコミュニ

ケーションの相手とすることで外国の言語や文

化に直接触れることができ、学習意欲の向上につ

ながった。 

②予定どおり実施 

8 

学校情報教育推進事業 

①小学校 10校･中学校 11校のコンピュータ

教室機器更新 

②小学校への校務支援システム導入に向け

た検討 

実 

績 

①小学校10校･中学校11校のコンピュータ教室に、

ノートPCとタブレットPC（各校11台）を導入し

た。 

②モニター校を3校から9校に増やし、成績処理か

ら通知表作成まで、安全で安心な校務を実現し

た。 
児童・生徒の情報活用能力の育成、教員に

よるICTを活用した授業改善、安全で効率的

な校務の情報化のための環境整備を推進し

ます。 
 評 

価 

①本年度更新したモデル校においては、教員用タブ

レット PCを授業で活用する教員の割合が 95％、

生徒用タブレット PCを授業で活用する教員の割

合が45％であった。 

②成績処理時間が短縮されたことから、モニター校

では、導入前よりも概ね1時間退勤時間が早くな

った。さらに、休日出勤した教職員も大幅に減っ

た。 

9 

教職員研修事業 

授業力向上、支援教育、情報教育、人権・

児童生徒理解を重点に講座を充実させ、参加

者の満足度を上げ、研修の充実を図る。 

実 

績 

 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 

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 

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「新たな学びや気付き 

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。 

10 

中学校完全給食推進事業 

生徒が提案した献立を給食の献立として

取り入れ、民間事業者の協力を得て商品化す

るとともに、6年生の保護者等への試食会の

開催などにより、喫食率の向上を図る。 

実 

績 

生徒の提案献立の採用（10食）や市役所6階食堂

での給食提供（2回）、6年生保護者等への試食会の

開催（60回）、生徒全員が給食を喫食するデリバリ

ー給食の日（3回）などの事業実施により、喫食率

の向上に努めた。 

デリバリー方式の中学校給食について、温

かいご飯や汁物の提供を定着させるととも

に、試食会や生徒の提案献立募集事業などを

通じ、喫食率の向上を目指します。 
評 

価 

各取組の結果、前年度同様の喫食率（42％）を維

持するとともに、給食の実施により、生徒の健康の

保持増進等に寄与できた。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

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 

公民館運営に係る取組 

①大学や企業等と連携した取組やICTを活用

した事業の展開。 

②学習成果を地域に還元する自主企画提案

事業の推進。 

③平成30年度に公民館使用料を導入する。 

実 

績 

①北里大学と麻溝公民館、相模女子大学と大野南公

民館が連携して事業等を実施した。また、県立相

原高等学校と橋本公民館が包括連携協定を締結

し、連携事業を実施した。その他 IT企業にノウ

ハウを提供してもらい、ICT関連の事業を実施し

た。 

②公民館自主企画提案事業を 12公民館（大沢・橋

本・相原・新磯・田名・大野北・大野中・星が丘・

大沼・上鶴間・城山・藤野中央）で 21事業を実

施した。 

③公民館使用料の導入に向けた条例改正等を行っ

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するとともに、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。 

また、持続可能な施設運営を図るため、平

成 30年度からの使用料の導入に向け取組を

進めます。 
評 

価 

①大学や企業等と連携することで、高等教育機関と

しての機能や企業のノウハウを生かし、地域の子

どもから大人までの幅広い年代層に、学習の意欲

を高めるような事業を展開した。 

②公民館自主企画提案事業について、前年の7公民

館 10事業から実施公民館数、実施事業数ともに

増加したことから、当事業の定着が見られ、学

習・サークル活動の成果を地域に還元したいと考

える人が増えた。 

③公民館使用料の導入については、本年6月から導

入することとなり、予定通りに進めることができ

た。 

2 

公民館等大規模改修事業 

①麻溝まちづくりセンター・公民館：建設工

事 (平成29年度、平成30年度の継続工事) 

②清新公民館：大規模改修に係る実施設計 

③青根公民館：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の整  

備 

④津久井中央公民館：老人福祉センター機能

の再整理に伴う施設見直し 

⑤老朽化対策の取組：星が丘公民館、大野北

公民館、城山公民館等の検討 

実 

績 

①建設工事等に着手するとともに、施設開所に向 

けて、関係各課との調整を行った。 

②公民館関係者との協議や調整等を踏まえながら、 

清新公民館大規模改修計画(H29.3策定)に基づい

た実施設計を完了することができた。 

③建設工事の進行管理を消防局と協力して行い、快

適な生涯学習活動の環境整備をすることができ

た。 

④多目的室の設置など、諸室配置の見直しにより、

施設の利便性向上を図ることができた。 

⑤星が丘公民館：老朽化した外壁修繕を行うととも

に、公共施設マネジメント推進プラン等を踏ま

え、研究を行った。 

大野北公民館：当該施設も対象となっている「淵

野辺駅南口周辺公共施設再整備・地域活性化基本

計画」の策定に向けて、関係各課との検討、アン

ケートの実施、ワークショップの開催、運営協議

会への説明等を行った。 

城山公民館：当該施設も対象となっている「城山

総合事務所周辺公共施設再編方針（公共施設の効

率化・老朽化対策等）」の策定に向けて、関係各

課との調整、再編後の諸室のあり方等に関する検

討会の開催、公民館利用団体への説明を行った。 

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 
予定どおり実施した。 

3 

市民大学等実施事業 

受講者アンケートの内容を各高等教育機

関に周知し、市民ニーズを踏まえたカリキュ

ラムの作成を依頼し、内容の充実を図る 

実 

績 

14コース 26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。 
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89.7％であ

ったことから、市民のニーズにあった講座が開催で

きた。 



8 

No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

4 

市立図書館の中央図書館としての再整

備 

中央図書館としての再整備にかかる諸課

題の整理と施設再整備の具体的な手法につ

いて検討。 

実 

績 

市立図書館の中央図書館としての再整備に向け、

淵野辺駅南口周辺公共施設再整備・地域活性化基本

計画の策定を進め、パブリックコメントを実施し

た。 

中央図書館の機能を含めた複合施設のあり方につ

いて、市民意見聴取のためのワークショップを開催

した。 

市民の知的要求に的確に応えるため、淵野

辺駅周辺の公共施設の集約化による複合施

設の設置に合わせた、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 
概ね予定通り実施した。 

5 

淵野辺公園における新たな体育施設の

整備 

PFI等を含めた具体的な整備手法等の検討 

実 

績 

民設民営方式や PFI方式（BTO）の可能性等につ

いて検討し、平成 30年度に市場性等調査を実施す

ることを決定した。 平成 27年度に策定した「淵野辺公園にお

ける新たな体育施設の整備基本構想」に基づ

き、銀河アリーナの再整備等の検討を行いま

す。 

評 

価 
予定どおり実施した。 

6 

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 

①環境調査（土壌の詳細調査）の実施及びそ

れにかかる対応 

②中央広場部分及び多目的フィールド部分

（人工芝）の実施設計 

実 

績 

土壌の詳細調査を実施し、平成 30年度に行う造

成工事とともに汚染土壌の除去を行うことを決定

した。 
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 
予定どおり実施した。 

7 

ホームタウンチームとの連携・支援事

業 

①より効果的な PR策を検討・実施すること

による、ホームタウンチームの市民認知率

とホームゲーム観戦者数の増加の取組 

②球技専用スタジアムのあり方についての

検討 

実 

績 

①人権啓発運動や自治会加入促進キャンペーンな 

ど、昨年度を 7件上回る 71件の連携事業を実施

するとともに、相模原駅と相模大野駅のペデスト

リアンデッキに巨大柱巻広告を設置するなど、多

くの市民が目にする効果的なPR事業を展開した。 

②大学教授にアドバイザーを依頼し、本市の実情を

踏まえた球技専用スタジアムのあり方について

助言をいただいた。 

ホームタウンチームなど関係団体との協議や庁

内検討を行った。 

スポーツの振興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あり方の検

討を行います。 評 

価 

①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ことができた。 

②専門家のアドバイスや最近の国の動向を踏まえ

検討を進めることができた。 

8 

宇宙教育普及事業 

①JAXAと連携した事業の実施 

②プラネタリウム機器の更新手法の検討 

実 

績 

①JAXAの協力を得た企画展示、講演会、オリジナル

プラネタリウム番組の作成などの連携事業を実

施した。また、地域等と連携した事業を実施した。 

②他のプラネタリウム施設への視察、プラネタリウ

ム設置業者との打ち合わせなどにより最新の情

報を入手したほか、プラネタリウム関連機器の一

部改修を実施した。また、既存施設を活用した事

業を実施した。 

「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、教育普及効果

の増大やシティセールスの推進を図ること

ができるよう、プラネタリウムの機器更新等

の検討を進めます。 評 

価 

①「プラネタリウムはやぶさウィーク」や「はやぶ

さ2 トークライブ」等「はやぶさ」の故郷さがみ

はらを周知する事業を実施することができた。ま

た、新たに建設されたJAXA展示交流棟の建設に当

っても、情報交換を行い、交流棟内に博物館の展

示コーナーを開設するなど、一層の連携を図るこ

とができた。地域との共催事業や、JAXAのほか新

聞社や地域の大学とも連携した事業を実施する

ことにより、新たな来館者や、市内外からの参加

者を得ることができた。 

②プラネタリウム改修についての検討を進めると

ともに、現状の設備を延命しながら、魅力を増大

させる各種事業を実施することができた。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

9 

勝坂遺跡保存整備事業 

総括調査報告書の作成 

実 

績 

「勝坂遺跡総括調査報告書」（A4判 200ページ）

を平成30年3月30日付けで刊行。 史跡勝坂遺跡公園上段部の史跡整備手法

の検討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 

予定どおり実施した。 

勝坂遺跡の立地、調査史、台地部と低地部の様相、

出土遺物の特徴などをまとめた報告書を作成する

ことができた。 

10 

川尻石器時代遺跡保存整備事業 

①旧城山町策定の基本構想・基本計画の見直

し作業 

②保護柵の設置 

実 

績 

①改定版策定に向け、改定構想及び改定計画の骨子

を検討し素案づくりに着手した。 

②延長130ｍに渡る保護柵を設置した。 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 

①予定どおり実施 

②崖頂上部や市道歩道橋脇の危険箇所及び敷石住

居跡の屋外展示施設を保護するための保護柵を

設置することができた。 

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情報発信の充実により、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 

実 

績 

①相模原市立小中学校PTA連絡協議会（以下「市 P

連」という。）が広報紙を年2回（10月と3月）

発行するための支援や、市P連のホームページの

運営に関する支援を行い、市P連の事業や研修の

内容などを掲載したり、家庭教育に関して役立つ

情報を発信した。 

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・生徒を持つ保護者等の参加者合計

75名。また「ふれあい体験活動」を年3回開催。

児童・保護者の参加者合計103名。 

③市 P連に委託し、市内 11のブロック協議会ごと

に家庭教育啓発事業に関する講演会等を実施し

た。  

参加者数は延べ 1,596人。内容は、「インクルー

シブ教育って何だろう？ －映画「みんなの学

校」を観て考える－」や「「もっと自分を好きに

なる」～自信が育つコミュニケーション～」など。 

また公民館では、「公民館家庭教育事業委託要綱」

に基づき、地域住民から公募委員を募り、実行委

員会を組織して、子育て講座などの家庭教育事業

を実施した。 

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。 

評 

価 

①各家庭や地域全体に対して、PTA活動の普及 

啓発を図ることができた。 

②「不登校を考えるつどい」を通じて、不登校問題

に関わる話題提供や保護者同士の話し合いを通

して、不登校の対応についての認識を深め、課題

の解決を図る一助となった。 

また、「ふれあい体験活動」を通じて、不登校や

登校をためらいがちな児童・生徒及び集団不適応

など共通な悩みを持つ児童・生徒が、達成感や存

在感を味わい、集団への適応力を育むことができ

た。 

③講演会等の参加者のアンケート結果では、子ど 

もと向き合うことについて改めて認識したこと

や、地域での子どもの育成活動への関心が高まる

という回答が見られた。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

2 

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コミュニティスクール導入の検討 

実 

績 

①学校支援ボランティア養成研修講座を実施した。 

②授業日及び休業日における活動への指導協力者

派遣：小学校71校、中学校37校実施 

③コミュニティスクールモデル校設置に向け、関係

各課や団体等と調整を進めるとともに、学校運営

協議会規則を制定し、本市の教育的課題を解決す

るためのテーマを区ごとに検討した。 学校と家庭・地域が連携し、豊かな知識・

経験等を有した地域の方の教育力を学校教

育活動及び土曜日や長期休業期間を活用し

た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。 
評 

価 

①学校支援ボランティア養成研修講座を計3回実施

し、学校支援ボランティアに興味を持つ多くの市

民の参加があった。 

②指定校のみの実施であった「休業日活用」につい

て、全校が自由に休業日でも実施できるよう、活

用方法を変更した結果、柔軟な活用が図られ、延

べ3,640回実施した。 

③中学校区を1つの単位として、各区に1つの学校

運営協議会を設置するため、準備を進めるととも

に、本市の教育的課題の解決に向け、区ごとにテ

ーマを設定することができた。 

3 

子どもの安全見守り活動への支援事業 

既存の55団体へ助成・支援を行う。 

実 

績 
既存49団体、新規1団体へ助成・支援を行った。 

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 
概ね予定どおりに実施できた。 

4 

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への参加者や、

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：88,716人（前年度比1.8％減） 

普及事業参加者：10,358人（前年度比0.02％増） 

②事業実施アンケート結果では、各事業の企画内

容・講師等における事業満足度が約80％（前年度

比20％増）と高い評価が得られた。 

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 

概ね予定どおりの成果が得られた。 

 引き続き、事業への参加者や施設の利用者の増加

を図るため、市民が文化財に関心を寄せ、気軽に親

しめる機会の提供に努めたい。 
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■ 本年度重点目標                                                  【新：本年度新規目標】 

No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 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 新 

給付型奨学金 
奨学金を必要とし、要件に該当するすべての生徒に奨学金を給付す

る。 
子どもの貧困対策の更なる充実を図るため、学習意欲があるにもか

かわらず、経済的な理由により高等学校などへの修学が困難な生徒を

対象に返還不要の奨学金を給付します。 
奨学金を受けた高校生等が夢や希望をもって成長していくことに寄

与する。 

2 新 

学力保障推進事業 
①小学校算数、国語で児童への学習支援等を行う学習支援員を配置 
②小学校において、民間事業者を活用した平日の補習の実施 
③中学校において、放課後の時間にPCルーム等でICTを活用した学習

教材による補習の実施 
④基本的な生活習慣の確立や家庭学習の定着させるため、出前授業等

の実施 
⑤効果を検証し、取組を検討するための学力調査の実施 

次世代の担い手である子供たちが自分の人生を切り拓くことができ

るよう、本市で課題が見られる基礎的・基本的な学力の定着に向けた

取組の推進を図ります。 

児童・生徒の基礎的・基本的な学習の習得と学習意欲の向上が図ら

れる。 

3  

望ましい学校規模のあり方に向けた取組 望ましい学校規模の実現に向け、課題解決の緊急性が高い学校につ

いて、学校関係者や地域関係者との協議等を実施する。 「相模原市立小・中学校の望ましい学校規模のあり方に関する基本

方針」に基づき、児童・生徒にとっての望ましい学習環境の整備に取

り組みます。 児童・生徒の望ましい学習環境の整備に向けた検討が進む。 

4  

支援を必要とする子どもたちへの取組 
①子どもの貧困など生育環境に課題を抱える子どもたちへの支援につ

いて、学校をプラットフォームと位置づけ、各関係機関が連携を進

めるとともに、その取組を推進する。 

②青少年相談カウンセラー69名により、教育相談体制を整備 

③スクールソーシャルワーカーを 2名増員し、合計 7名を学校の要請

等に迅速に対応できるよう各区の相談室に配置。また、給付型奨学金

を受給した高校生等に対し相談支援を実施 

④児童支援専任教諭の対応力向上に向けた取組の実施 

⑤いじめ防止フォーラム等、未然防止に向けた取組の実施 

⑥小・中学校における医療的ケア実施に向けた体制整備 

⑦就学奨励金による保護者の支援 

いじめ、暴力行為、不登校、虐待、非行、子どもの貧困問題等の子

どもたちを取り巻く諸課題が多様化・複雑化していることから、学校

の組織的な対応力向上を図るとともに、学校・地域・教育委員会・こ

ども・若者未来局など、関係機関が連携し、支援を必要とする子ども

たちへの取組を進めます。 

児童・生徒一人ひとりの様々な状況に応じたきめ細かな支援を行う

ことができ、青少年の健全な育成が図られる。 

5  

英語教育力強化事業 ①小学校へのALT配置の拡充 

②小学校教員への支援として、英語教育アドバイザーの配置 
③教職員採用における小学校全科（英語コース）枠の設置 

「聞く・話す」を中心とした英語教育の充実と、児童・生徒に対し

て国際社会の一員として積極的に諸課題の解決に参画しようとする能

力等の育成を図るため、引き続き、小・中学校に外国人英語指導助手

（ALT）を配置するとともに、平成 32年度から本格実施される小学校

での外国語の教科化に向け、体制を整備します。 

ALTの生きた英語により、英語学習の意欲が高まるなど、英語力を向

上させていくことができる。また、小学校英語教育における学校体制

の構築や学級担任の指導力向上を図ることができる。 

6 新 

義務教育9年間の学びと育ちをつなぐ取組 ①小中一貫教育基本方針の策定と具体化に向けた推進 
②コミュニティスクールモデル校への支援の実施 
③キャリア教育の方針策定に向けた諸準備の推進 学校・家庭・地域が連携を図り、義務教育 9 年間で育てる「目指す

子ども像」を設定し、9年間の見通しを持った教育課程や教育活動を行

うことにより、子どもたちがこれからの将来を生き抜くための「未来

を切り拓く力」を身につけることを目的に取り組みます。 

本市における教育的課題解決に向け、小中一貫教育の体制づくりが

進む。 

7 

 市立小・中学校教育環境整備事業 
空調設備19校設置、校舎6校（6棟）改修、 

屋内運動場5校（5棟）改修、トイレ10校（33箇所）改修 
教育環境の改善のため、教室への空調設備の設置や、校舎、屋内運

動場、トイレの改修工事等を行います。 
市立小・中学校の教育環境の改善が図られる。 
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No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

8 新 

学校現場の業務改善、教職員の人材確保・人材育成 ①学校現場における勤務時間の上限設定や、スクール・サポート・ス

タッフによる事務作業の軽減など、「学校現場における業務改善に向

けた取組方針」に掲げる各取組を着実に実行していく。 

②教育に対する理想と情熱を持つ教員を確保する。 

③授業力向上、支援教育、情報教育、人権・児童生徒理解を重点に講

座を充実させ、参加者の満足度を上げ、研修の充実を図る。 

④指導教諭により、公開授業・模範授業の実施や、授業づくりに関す

る指導助言等を行う。 

学校現場の業務改善を進める、教員が児童生徒と向き合う時間の確

保と、ワーク・ライフ・バランスの推進を図ります。 

また、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

用候補者選考試験の実施方法の見直しを行うとともに、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新たに配置さ

れた「指導教諭」を活用した教育に関する指導助言を行います。 
①教職員が本来業務に専念でき、これまで以上に児童生徒と向き合う

時間の確保が出来る職場環境が実現していく。 

②教育に対する理想と情熱を持つ教員の確保と教職員に必要な専門的

資質・能力の充実、授業力・指導力の向上が図られる。 

9  

学校給食の充実 
生徒の提案献立の採用・試食会の実施、津久井学校給食センターに

おけるアレルギー除去対応の開始、親子方式のモデル校の検討 
中学校給食においては、デリバリー給食の充実による喫食率の向上

を図るとともに、昼食支援により健全な成長のための学習環境を整え

ます。 

小学校給食においては、アレルギーの除去食対応や給食室親子方式

の検討を行います。 

児童・生徒の心身の健全な保持増進等に寄与する。 

10  

学校施設長寿命化計画策定事業  平成31年度の策定に向けて、学校施設の改修、改築等の整備基準、

基本方針等を作成する。 
 学校施設の老朽化が進む中、効果的・効率的な中長期的な維持管理

を図るため、学校施設の長寿命化計画を平成31年度までに策定します。  計画策定に向けて、具体的な整備方針等の検討が図られる。 

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  

社会教育施設の整備・充実 【公民館】 

①麻溝まちづくりセンター・公民館：建設工事（平成29年度・平成30

年度の継続工事）、供用開始。 

②清新公民館：大規模改修(平成30年度・平成31年度の継続工事) 

③大野北公民館：基本計画策定に向けた調整。 

④城山公民館：再編方針策定に向けた調整。再編方針策定後には、諸

室の具体的な整備について検討、調整。 

【スポーツ施設】 

相模原麻溝公園競技場等スポーツ施設の改修等を実施。 

開館から長期間が経過した公民館について、市民の利用ニーズや関

連計画等を踏まえ、計画的に改修を行います。 

また、市民のスポーツ環境向上や利用促進のため、スポーツ施設の

充実と適切な維持管理に向けた施設修繕や改修に取り組みます。 

快適な学習・スポーツ環境の提供による学習・スポーツ活動の充実

が図られる。 

2  

公民館運営に係る取組 ①地域の特性を生かしながら、大学や企業との連携による事業を展開

する。 

②学習成果を地域に還元する公民館自主企画提案事業の拡充を図る。 

③本年6月から公民館使用料を導入する。 

④公民館のより良い管理運営体制のあり方について検討する。 
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

の事業を実施するとともに、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。 

また、持続可能な施設運営を図るため、今年度から公民館使用料を

導入します。 

①地域住民に対して、学習機会の充実が図られる。 

②自主企画提案事業を通じた、学習・サークル活動の成果を地域に還

元するような学びの循環によって、地域課題や生活課題の解決に繋

がるような展開が図られる。 

③公民館使用料を導入することにより、持続可能な施設運営を図るこ

とができる。 

④市民の多様化する学習ニーズに対応するための充実した公民館運 

営の実現を図ることができる。 

3  

市立図書館の中央図書館としての再整備の検討 次期図書館基本計画の策定等を見据え、中央図書館としての再整備

にかかる諸課題を整理するとともに、必要とする具体的機能について

検討を行う。 

市民の知的要求に的確に対応するため、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。 図書館の機能充実による市民の学習機会の拡大が図られる。 

4 新 

淵野辺駅南口周辺地域における複合施設の整備の検討 ①淵野辺駅南口周辺公共施設再整備・地域活性化基本計画の策定に向

けた検討 
②庁内検討組織及び（仮称）施設利用団体連絡調整会議の設置 

③市民参画（意見聴取、情報共有）による検討 

④施設整備手法の検討 

公民館や図書館などの淵野辺駅南口周辺地域の老朽化した公共施設

について、集約・複合化して再整備することにより、利用者の利便性

の向上を図るための検討を進めます。 

生涯学習・社会教育施設の充実に向けた取組が推進される。 
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No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

5 新 

外国選手団の事前キャンプ受入れ・交流事業 ①事前キャンプの実施に向けた準備 

②ブラジル選手団のテストキャンプの受入れ 

③市内選手のブラジル競技大会への派遣 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、テス

トキャンプの受入れやキャンプで利用する施設等の修繕、青少年の交

流派遣を行います。 

①地域の活性化、経済及びシティセールスへの波及 

②国際交流や青少年健全育成 

③スポーツ施設等の利用環境の改善 

6  

淵野辺公園における新たな体育施設の整備 新たなアイススケート場について、民設民営方式を基本とした最適

な整備手法等を検討する。 平成27年度に策定した「淵野辺公園における新たな体育施設の整備

基本構想」に基づき、アイススケート場の整備等の検討を行います。 通年施設の新設により利用機会が充実･確保される。 

7  

ホームタウンチームとの連携・支援事業 ①より効果的なPR 策を検討・実施することによる、ホームタウンチ 

ームの市民認知率とホームゲーム観戦者数の増加の取組 

②球技専用スタジアムのあり方についての検討 
スポーツの振興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

ジアムのあり方の検討を行います。 

①スポーツの振興やシティセールスの推進及び市民の一体感の醸成 

②「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 

8 新 

特色のあるスポーツイベントやトップレベルの競技会の 

誘致・開催 

クロスカントリー大会を国内有数の競技会として定着を図るととも

に、関東学生陸上競技対校選手権大会やアイススケートショー、国際

レベルの競技大会の開催に向けた取組を実施する。 スポーツの振興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。 
スポーツの振興やシティセールスの推進。 

9  

勝坂遺跡・川尻石器時代遺跡保存整備事業 
①「勝坂遺跡総括調査報告書」を踏まえ公園下段部の史跡追加指定に

向けて文化庁と調整する。 

②川尻石器時代遺跡 改定基本構想・基本計画を策定する。 

史跡勝坂遺跡公園上段部の史跡整備手法の検討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。 

併せて、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） 

また、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・検討等に取り組みます。 

①史跡勝坂遺跡公園の全体整備に向けた基礎条件が整理される。 

②遺跡情報の蓄積により、補正改定することで、川尻石器時代遺跡の

現況に即した計画を提示できる。 

10 

 宇宙教育普及事業 
①JAXAと連携した事業の実施 

②プラネタリウム機器の更新手法の検討 「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、教育普及効果の増大やシティセールスの推進を図ることがで

きるよう、プラネタリウムの機器更新等の検討を進めます。 

参加者が「はやぶさ」の故郷さがみはらを実感することによる、 

ふるさと意識の醸成・学習意欲の向上。 

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公民館などで子どもを対象とした事業や親子で参加できるような事

業を実施する。 

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2回 

③公民館と小・中学校、PTAとの連携による家庭教育事業を積極的に推

進する。 

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。 

家庭や地域の教育力の向上に寄与する。 

2  

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コミュニティスクールモデル校の設置 

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及び

休業日の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、地域とともにある学校づくりとして、コミュニティスク

ールのモデル校を設置します。 

学校と家庭・地域の連携により、創意工夫ある教育活動の実践及び

学習指導・実技指導等の充実が図られる。 

3  

子どもの安全見守り活動への支援事業 
52団体へ助成・支援を行う。 

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。 
児童の登下校の安全確保に資する。 

4  

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の充実や効果的な情報発信による文化財

施設の利用者の増加を図る。 

②事業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。 
郷土意識の醸成と文化財保護・市民文化の向上に繋がる。 
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■ 本年度の実施事業（取組）                                             【新：本年度新規事業】 

No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

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 新 給付型奨学金 
教育環境部 

学務課 

子どもの貧困対策の更なる充実を図るため、学習意欲

があるにもかかわらず、経済的な理由により高等学校な

どへの修学が困難な生徒を対象に返還不要の奨学金を給

付する。 

46,620  

2  小中連携推進事業 
学校教育部 

学校教育課 

 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

実を図る。 

791  

3  学校情報教育推進事業 
学校教育部 

教育センター 

小・中学校コンピュータ教室の更新を行う。 

タブレットPCモデル校事業を実施する。 
864,128  

4 新 学力保障推進事業 
学校教育部 

学校教育課 

本市で課題が見られる児童・生徒の基礎的・基本的な

学力定着のため、小学校への学習支援員の配置や民間事

業者による平日補習の実施、中学校において教員OBなど

の支援による放課後補習を行う。 

48,532  

5  
望ましい学校規模のあり方に向けた 

取組 

教育環境部 

学務課 

「相模原市立小・中学校の望ましい学校規模のあり方

に関する基本方針」に基づき、児童・生徒にとっての望

ましい学習環境の整備に取り組む。 

―  

6  青少年・教育相談事業 

学校教育部 

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69

名を派遣する。 

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を 2名増員し合計で 7

名を配置する。 

295,134  

7  児童・生徒健全育成事業 
学校教育部 

学校教育課 

児童・生徒一人ひとりがその個性や能力に応じ自己実

現が図られるよう支援するとともに、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。 

6,794 少子化 

8  就学奨励金 
教育環境部 

学務課 

経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対

し、学用品・通学用品等の就学援助を行う。 

特に、昨年度中学校において導入した入学準備金の入

学前支給を小学校においても導入する。 

629,454  

9  外国人英語指導助手活用事業 
学校教育部 

学校教育課 

「聞く・話す」を中心とした英語教育の充実のため、

派遣委託により、全小・中学校にALTを50名配置するほ

か、小学校英語教育における学校体制の構築や学級担任

の指導力向上を図るため、英語教育アドバイザーを 4名

配置する。 

234,100  

10  地域教育力活用事業 
学校教育部 

学校教育課 

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する。 

また、本市の教育的課題に取り組むため、コミュニテ

ィスクールのモデル校を各区に1中学校区設置する。 

2,592  

11  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

実施する 
2,493,491  

12  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、5校（5棟）の屋内運動場改修

工事を実施する。 
955,400  

13  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、10校（33箇所）のトイレ改修

工事を実施する。 
365,300  

14  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、

空調設備を設置する。（工事19校） 
2,188,500  

15  市立麻溝小学校旧Ａ棟校舎解体事業 
教育環境部 

学校施設課 
 県道52号線の拡幅に伴い、旧Ａ棟校舎等を解体する。 145,509  
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No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

16  教職員の健康保持・増進事業 

学校教育部 

教職員給与厚

生課 

教職員の健康保持・増進を図るため、医師等によるメ 

ンタルヘルス相談やストレスチェックを実施し、メンタ 

ル不調を未然に防止する予防的支援を推進する。 

25,829  

17  中学校完全給食推進事業 
教育環境部 

学校保健課 

デリバリー給食において、温かいご飯や汁物の提供を

定着させるとともに、6年生児童や保護者への試食会な

どを実施する。 

494,960  

18 新 中学校給食支援事業 
教育環境部 

学校保健課 

家庭の事情などにより、昼食を用意できない生徒に対

し、健全な成長のための学習環境を整えることを目的と

して、デリバリー給食の提供による支援を行う。 

284  

19 新 
津久井学校給食センターにおける食

物アレルギー対応の実施 

教育環境部 

学校保健課 

津久井学校給食センターの調理室の一部を改修し、食

物アレルギーを持つ児童・生徒に対し、新たに除去食対

応を実施する。 

4,092  

20 新 給食室親子方式の検討 
教育環境部 

学校保健課 

単独校給食室54校について、優れた調理環境にあるド

ライシステムの給食室の学校を「親」とし、ウエットシ

ステムの給食室の学校を「子」とする「親子方式」を実

施する「（仮）単独校親子方式整備計画」の策定を推進す

る。 

―  

21 新 成長曲線の活用に関する取組 
教育環境部 

学校保健課 

児童・生徒の発育を評価する上で、成長曲線の積極的

な活用を推進するため、一部の小・中学校でモデル事業

を実施する。 

3,992  

22  学校施設長寿命化計画策定事業 
教育環境部 

学校施設課 

学校施設の老朽化が進む中、中長期的な維持管理.保全 

に係る財政支出の縮減、平準化を図りつつ、今後の学校 

施設に求められる機能・性能を確保した学校施設全体の 

長寿命化計画を平成31 年度までに策定する。 

15,542  

23  教職員研修事業 
学校教育部 

教育センター 

教職員に必要な専門的資質・能力の充実と指導力の向

上を図る研修を実施する。 
9,277  

24  さがみ風っ子教師塾の運営 
学校教育部 

教育センター 

教師塾（合計12 回）を開催する。 

学校実習を実施する。 
1,416  

25  教員採用候補者選考試験 
学校教育部 

教職員人事課 

相模原市立学校の教員採用候補者を選考するための試 

験を実施する。 
5,216  

26  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を推進する。 
50,347  

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  公民館改修事業 
生涯学習部 

生涯学習課 

①麻溝まちづくりセンター・公民館：建設工事（平成29

年度・平成30年度の継続工事）、供用開始。 

②清新公民館：大規模改修(平成30年度・平成31年度の

継続工事) 

③大野北公民館：基本計画策定に向けた調整。基本計画

策定後には、諸室の整備についての検討、調整。 

④城山公民館：再編方針策定に向けた調整。再編方針策

定後には、諸室の具体的な整備について検討、調整。 

1,101,499 

 

2 新 スポーツ施設環境の整備・充実 
生涯学習部 

スポーツ課 

①相模原麻溝公園競技場の改修工事（芝の張替等） 

②スポーツ施設の維持補修、施設修繕 

①297,825 

②31,308 

 

3  公民館活動事業 
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する 
40,173 

 

4  
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 

中央図書館としての再整備にかかる諸課題を整理する

とともに、必要とする具体的機能について検討を行う。 
― 

 

5 新 
外国選手団の事前キャンプ受入れ・交

流事業 

生涯学習部 

スポーツ課 

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に

向けて、テストキャンプの受入れやキャンプで利用する

施設等の修繕、青少年の交流派遣を行う。 

73,780 
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No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

6  
淵野辺公園における新たな体育施設

の整備 

生涯学習部 

スポーツ課 

外部委託により、アイススケート場に係る市場性等調

査を実施する。 
10,000 

 

7  
ホームタウンチームとの連携・支援の

強化 

生涯学習部 

スポーツ課 

①ホームタウンチームとの連携・支援を強化し、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する。 

②球技専用スタジアムのあり方を検討する。 

885 

 

8 新 
特色のあるスポーツイベントやトッ

プレベルの競技会の誘致・開催 

生涯学習部 

スポーツ課 

クロスカントリー大会を国内有数の競技会として定着

を図るとともに、関東学生陸上競技対校選手権大会やア

イススケートショー、国際レベルの競技大会など、本市

のスポーツ振興やシティセールスの推進に繋がるイベン

トや競技会の開催に向けた取組を実施する。 

5,417 

 

9  勝坂遺跡シンポジウムの実施 
生涯学習部 

文化財保護課 

遺跡公園下段部の史跡追加指定および史跡全体の整備

に向け、市民への普及及び気運の醸成を目指す。 
546 

 

10  
川尻石器時代遺跡 

改定基本構想・基本計画の策定 

生涯学習部 

生涯学習課 

平成12年度旧城山町策定の構想・計画について、発掘

調査成果等を元に文化庁監修の「史跡等整備のてびき」

に照らし、相模原市版として改定する。 

722 

 

11  宇宙教育普及事業 
生涯学習部 

博物館 

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

っかけとなる事業を実施する。 

8,158 

 

12  市民大学等実施事業 
生涯学習部 

生涯学習課 

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、公益社団法人相模原・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す

る。 

10,446 

 

13  

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 

スポーツ・レクリエーションゾーン（約10ha）の土壌

対策工事、造成工事等を行う。 

― 

（事業費は環 

境経済局にお 

いて計上） 

 

14 新 
次期図書館基本計画及び次期子ども

読書活動推進計画の策定 

生涯学習部 

図書館 

現計画が平成31年度末で終了することから、現計画に

おける取組の検証を行うとともに、市図書館協議会等に

諮りながら、次期計画の策定作業を進める。 

308 

 

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 

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

する。 

②公民館主催事業として、家庭教育に関する事業を実施

する。 

1,105 少子化 

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 

｢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する。 
203  

3  地域教育力活用事業（再掲） 
学校教育部 

学校教育課 

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する。 

また、本市の教育的課題に取り組むため、コミュニテ

ィスクールのモデル校を各区に1中学校区設置する。 

2,592  

4  学校安全活動団体への支援事業 
教育環境部 

学務課 

地域住民による児童・生徒の安全見守り活動団体に対

して助成する。 
1,040  

5  各種文化財普及事業の実施 
生涯学習部 

文化財保護課 

所管文化財施設を中心に講座・教室等を実施し、文化

財を通した地域学習や郷土理解を深める。 
1,061  

 

 


