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第一章 市民が生涯にわたっていきいきくらすための学習体制の充実 

第一節 生涯学習機会の充実 

51101 学びたいときに学べる学習機会の充実 
 視聴覚ライブラリーの管理・運営 生涯学習課 
 保育スタッフ事業 生涯学習課 
 市民カレッジ「我孫子を知るコース」 生涯学習課 
 アビコでなんでも学び隊 生涯学習課 
 カウンターサービス 
（貸出・返却・予約・案内・調べもの・配架等） 図書館 

 ハンディキャップサービス 
（図書館利用に障害がある方へのサービス） 図書館 

 施設・団体への貸出サービス 図書館 
★ 移動図書館業務 図書館 

 読書普及活動（講師派遣・出前講座） 図書館 
 成人・青少年へのサービス 図書館 
 郷土行政資料サービス 図書館 
 児童へのサービス 図書館 

 

51102 人づくり・まちづくりにつながる学習活動の支援 
 平和事業の実施 企画課 
 人権教育 生涯学習課 
 成人式 生涯学習課 
 のびのび親子学級 生涯学習課 
 公民館連絡協議会事務 生涯学習課 
 家庭教育学級 生涯学習課 
 熟年備学 生涯学習課 
 長寿大学 生涯学習課 
 図書館会議室及び展示スペースの提供 図書館 
 図書館のＰＲ 図書館 
 実習生の受入れ・施設見学（一般・児童・生徒） 図書館 

 

51103 学習施設の整備・充実 
 地域交流教室の管理・運営 生涯学習課 
 生涯学習センターの維持管理 生涯学習課 

★ 湖北地区公民館指定管理者制度の運営 生涯学習課 

★ ３館共通券の導入 文化・スポーツ課 
鳥の博物館 

 企画展の実施 鳥の博物館 
 鳥の博物館の維持管理 鳥の博物館 
 友の会・市民スタッフの活動支援 鳥の博物館 

★ 
鳥の博物館の常設展示のリニューアル（手賀沼文化拠点整備計
画） 鳥の博物館 

 図書館の情報化推進 図書館 
 図書館施設・設備維持管理 図書館 
 図書館資料管理 図書館 
 湖北地区図書館の整備 図書館 
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事業概要 

 ● 移動図書館業務【51101】 
図書館に来館しにくい地域の居住者向けに図書の貸出・返却・予約のサービスを行うため、老朽化してい
る移動図書館の車両を買い替える。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
 ・車両の買い替え  

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
効果的に巡回することにより、移動図書館の利用者を増やす。 

◇指標・現況値・目標値 移動図書館の年間貸出冊数：33,802(H25)→33,820 

図書館 

 

 ● 湖北地区公民館指定管理者制度の運営【51103】 
開館して２０年以上が経過し、施設設備等の老朽化により不具合が発生しているため、外壁を修繕すると
ともに、空調設備を更新する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・空調工事設計 
・外壁タイル修繕（北、東面） 

・空調設備更新工事（ホール・ロビ
ー系統、学習室・調理室系統等） 

 

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
空調設備の更新工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

生涯学習課 

 

 ● ３館共通券の導入【51103】 
来館者を増やすため、２６年度に、白樺文学館、杉村楚人冠記念館、鳥の博物館の３館共通券を導入する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・３館共通券の導入 
 

  
 
 

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
３館共通券が多くの方に購入されている。 

◇指標・現況値・目標値 ３館共通券の販売枚数：800 

文化・スポーツ課、鳥の博物館 
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 ● 鳥の博物館の常設展示のリニューアル（手賀沼文化拠点整備計画）【51103】 
手賀沼文化拠点整備計画に基づき、鳥と水の交流ゾーンへの来訪者を増やす要素の一つとして、鳥の博物
館の常設展をリニューアルし、館内の展示の魅力を高める。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
 ・リニューアル基本計画の策定 

・リニューアル検討委員会の開催 
・基本設計 
・実施設計 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
鳥の博物館の常設展示のリニューアルを完了する。 

◇指標・現況値・目標値 リニューアルの進捗率：100％ 

鳥の博物館 
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第二節 生涯学習体制の整備 

51201 市民の学習活動を支える体制の整備 
 社会教育委員会議 生涯学習課 
 社会教育推進計画の推進 生涯学習課 
 社会教育に関する調査・統計 生涯学習課 
 生涯学習推進本部事務局の運営 生涯学習課 
 生涯学習推進計画事業実施状況調査 生涯学習課 
 あびこ楽校協議会の運営 生涯学習課 
 市民の学習活動への支援 生涯学習課 

★ 生涯学習推進計画の見直し 生涯学習課 
 鳥類生息状況調査 鳥の博物館 
 鳥類標本・資料の収集 鳥の博物館 
 図書・映像資料の整理とデータ作成 鳥の博物館 
 市外図書館・大学・関係機関との連携協力 図書館 

 

51202 市民の学習活動を支える人材の確保と活用 
 出前講座の運営 生涯学習課 

 

 

事業概要 

 ● 生涯学習推進計画の見直し【51201】 
２７年度末に計画期間を終える生涯学習推進計画（第二次）について、社会教育推進計画との一本化も視
野に入れた見直しを行い、生涯学習推進計画（第三次）を策定する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
 ・生涯学習推進計画（第三次）の策定  

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
生涯学習推進計画（第三次）の策定を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 計画策定の進捗率：100％ 

生涯学習課 
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第三節 スポーツの振興 

51301 スポーツ施設の管理・整備と民間施設等の活用 
 体育施設の管理運営（含む放射能対策） 文化・スポーツ課 
 学校体育施設の開放 文化・スポーツ課 
 体育施設維持補修 文化・スポーツ課 
 近隣市町との体育施設の相互利用・民間体育施設の一般開放の
推進 

文化・スポーツ課 

★ 武道施設の建設整備の検討 文化・スポーツ課 
 市民体育館管理運営 文化・スポーツ課 
 市民体育館維持補修 文化・スポーツ課 
 市民体育館改修事業 文化・スポーツ課 

 

51302 生涯スポーツの推進 
 健康スポーツ普及事業 文化・スポーツ課 

 

51303 スポーツを楽しむ機会の充実 
 スポーツ振興事業 文化・スポーツ課 

 

 

事業概要 

 ● 武道施設の建設整備の検討【51301】 
武道の活動場所の充実を図るため、体育館施設周辺に武道施設を整備できるよう検討し、基本計画を策定
する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
 ・基本計画の作成準備 ・基本計画の作成 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
基本計画が作成されている。 

◇指標・現況値・目標値 基本計画作成の進捗率：100％ 

文化・スポーツ課 
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第二章 子どもの創造性と自主性をはぐくむ教育の充実 

第一節 学校教育・幼児教育の充実 

52101 心身共に健康な児童・生徒の育成 
 学校給食施設の改修 教委・総務課 
 小中学校配置職員の管理 学校教育課 
 児童・生徒・教職員の健康診断 学校教育課 
 我孫子市学校保健会運営 学校教育課 
 日本スポーツ振興センター災害共済給付・任意保険給付事業 学校教育課 
 学校給食会運営事業 学校教育課 
 学校給食備品管理事業 学校教育課 

★ 学校給食の管理・運営（含む放射能対策） 学校教育課 
 我孫子産米及び我孫子産野菜の学校給食への導入 学校教育課 
 学校給食大型備品整備事業 学校教育課 
 小中学校給食設備の維持管理 学校教育課 
 小中学校体育・文化活動事業 指導課 

★ 小中一貫教育の推進 指導課 
 教職員論文集の発行 教育研究所 

 

52102 確かな学力の育成 
 スクールサポート教員の配置 学校教育課 
 小中学校でのコンピュータ教育の推進 指導課 
 小中学校での理数教育の支援 指導課 
 学級経営の支援 指導課 
 学力向上研修・小中交流授業研修 指導課 
 小中学校への要請訪問指導 指導課 
 小中学校教師用教科書と指導書の配布 指導課 
 我孫子市学校教育施策の策定、編集 指導課 
 教職員資質向上研修 指導課 

 

52103 教育相談・支援体制の充実 
 教育扶助（要保護・準要保護児童生徒就学援助）事業 学校教育課 
 発達障害を持つ児童・生徒の就学指導 指導課 
 スーパーバイザーの派遣 教育研究所 
 学級支援員派遣事業 教育研究所 
 教育研究所巡回事業 教育研究所 
 特別支援教育に関する研修会 教育研究所 
 教育研究所アドバイザー事業 教育研究所 
 就学相談事業 教育研究所 
 長欠対策事業 教育研究所 
 教育相談・発達相談事業 教育研究所 

★ 適応指導教室「ヤング手賀沼」の運営 教育研究所 
 小中学生のためのいじめ・悩み相談ホットライン 教育研究所 
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52104 安心して快適に学べる教育・学習環境の充実 
 小中学校の緑化推進 教委・総務課 
 小中学校施設の維持管理 教委・総務課 

★ 小中学校の教室環境の整備 教委・総務課 
★ 小中学校の環境衛生事業（含む放射能対策） 学校教育課 

 小中学校の管理・運営 学校教育課 
 小学校の安全管理員の配置 学校教育課 
 小中学校の備品管理 学校教育課 
 学級編制と学籍管理 学校教育課 
 小中学校インフルエンザ対策事業 学校教育課 
 幼保小の連携 指導課 
 いじめ防止対策事業 指導課 

 

  



        
生涯

学習 
      

 

54 

 

事業概要 

 ● 学校給食の管理・運営（含む放射能対策）【52101】 
給食食材の放射性物質検査を行い、安全で良質な学校給食を提供する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・放射性物質検査の実施 
・測定機器保守点検 
・分析器ソフト移管作業委託 

・放射性物質検査の実施 
・測定機器保守点検 

 

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
給食用食材の放射性物質検査を実施する。 

◇指標・現況値・目標値 放射性物質検査の実施率：100％ 

学校教育課 

 

 ● 小中一貫教育の推進【52101】 
中１ギャップの解消や学力向上、豊かな人間性の育成などを図るため、布佐中学校区で小中学校を通じた
一体的・継続的な教育を推進する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・小中一貫教育全国連絡協議会負担金 
・小中一貫教育全国サミットへの参加 
・小中一貫教育スクールサポート教員の配置 
・視察、布佐中区生徒学校間移動用バスの借上 
・備品（タブレット端末、WEBカメラ、スピーカー
フォン）の購入 

・布佐中学校区でのモデ
ル事業の実施 

・布佐中学校区での本格
実施 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
布佐中学校区３校で小中一貫教育を本格実施する。 

◇指標・現況値・目標値 小中一貫教育の実施校数：3 

指導課 

 

 ● 適応指導教室「ヤング手賀沼」の運営【52103】 
適応指導教室「ヤング手賀沼」の建物が老朽化していることから、湖北駅北口へ移転する。また、同時に、
連携が必要な教育研究所も、同じ場所に移転する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・教育研究所、適応指導教室移転先
改修工事設計 

・教育研究所、適応指導教室移転先
改修工事 

・教育研究所、適応指導教室移転 

 

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
教育研究所と適応指導教室「ヤング手賀沼」の移転を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 移転の完了：100％ 

教育研究所 
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 ● 小中学校の教室環境の整備【52104】 
市内小中学校の普通教室と特別教室に順次エアコンを設置し、学習環境や学習効率の向上を図る。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・エアコン設置工事設計委託 ・エアコン設置工事 

・工事設計委託 
・エアコン設置工事 
 
 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
市内小中学校全校へのエアコン設置工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 エアコン設置が完了した学校数：19 

教委・総務課 

 

 ● 小中学校の環境衛生事業（含む放射能対策）【52104】 
小中学校の校内の空間放射線量を測定し、子どもたちが安全に学習できる環境を整える。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・空間放射線量の測定 
・空間放射線量の測定器校正 

同左  

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
小中学校の校内の空間放射線量の測定を実施する。 

◇指標・現況値・目標値 空間放射線量測定の実施率：100％ 

学校教育課 
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第二節 地域に根ざした教育の充実 

52201 地域全体で学校教育を支えるしくみづくり 
 学校評議員制度の充実 学校教育課 
 キャリア教育の推進 指導課 
 学校支援ボランティア事業の充実 指導課 

 

52202 地域に密着した学習の場の提供 
 子ども議会 指導課 
 ふるさとカリキュラムの開発 指導課 
 副読本（社会科副読本「わたしたちの我孫子」）の改訂 教育研究所 
 副読本（学習図鑑「ふるさと手賀沼」）の改訂 教育研究所 
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第三節 子どもの成長・自立への支援 

52301 子どもの健やかな成長を促す場や機会の充実 
★ 子どもの居場所づくり 子ども支援課 

 まちづくり探検隊 子ども支援課 
 げんきフェスタ 子ども支援課 
 あびこ子どもまつり 子ども支援課 
 子ども向け情報紙の発行とホームページの運営 子ども支援課 
 手賀の丘ふれあい宿泊通学 子ども支援課 
 青少年相談員事業への支援 子ども支援課 

 

52302 非行防止活動の推進 
 社会を明るくする運動 社会福祉課 
 少年センター業務 指導課 

 

 

事業概要 

 ● 子どもの居場所づくり【52301】 
子どもたちが地域の方々と交流しながら安全に過ごせるよう、「子どもの居場所」を順次整備するととも
に、必要な維持補修を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・布佐南小あびっ子クラブ床・網戸

改修工事 
・並木小（６校目）、布佐南小（７

校目）あびっ子クラブの運営 
・二小（８校目）あびっ子クラブの

整備 

・既存あびっ子クラブ維持補修 
・二小（８校目）あびっ子クラ
ブの運営 

・９校目あびっ子クラブの検討 

・既存あびっ子クラブ維持補修 
・９校目あびっ子クラブの検討結
果を踏まえた対応 

・１０校目あびっ子クラブの検討 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
市内で９校目のあびっ子クラブの整備についての対応を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 あびっ子クラブの整備校数：5(H25)→9 

子ども支援課 
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第三章 文化芸術活動への支援と地域文化の継承 

第一節 文化芸術の振興 

53101 文化芸術活動への支援と環境整備 

★ 新たな文化施設の検討 企画課、 
生涯学習課 

 文化事業市民スタッフの活用 文化・スポーツ課 
 文化芸術団体活動支援 文化・スポーツ課 
 文化芸術振興基本方針の推進 文化・スポーツ課 

★ めるへん文庫 文化・スポーツ課 
 

53102 新たな文化芸術活動の創出 
 市民コンサート 文化・スポーツ課 
 文化祭 文化・スポーツ課 
 子どものための舞台鑑賞事業 文化・スポーツ課 
 寄贈絵画の保存と活用 文化・スポーツ課 
 市民参加型コンサート 文化・スポーツ課 

 

事業概要 

 ● 新たな文化施設の検討【53101】 
新たな文化施設の整備に向けて、施設の概要や建設場所、整備手法などについて、検討を進める。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・文化交流拠点施設建設構想の策定 ・基本計画の策定 ・基本設計 

・用地買収 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
文化交流拠点施設の整備に係る基本設計を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 基本設計の進捗率：100％ 

企画課、生涯学習課 

 

 ● めるへん文庫【53101】 
子どもたちが創作活動に親しみを持ち、豊かな感性を育むため、全国の小中高生から童話作品を募集する。
また、表彰を行った優秀作品は、作品集として刊行する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・応募作品の審査 
・作品集の刊行 
・事業手法の検討 

同左 同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
めるへん文庫への応募数が増えている。 

◇指標・現況値・目標値 応募作品数：105(H25)→125 

文化・スポーツ課 
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第二節 地域文化の保存と継承 

53201 生活文化・郷土芸能の保存と継承 
 郷土芸能活動の保護育成 文化・スポーツ課 

 

第三節 歴史的・文化的遺産の保存・活用 

53301 歴史的・文化的遺産の整備・活用 
★ 散策路の整備（手賀沼文化拠点整備計画） 道路課 

 文化財の指定調査と保存支援 文化・スポーツ課 
★ 杉村楚人冠邸の保存と活用（手賀沼文化拠点整備計画） 文化・スポーツ課 
★ 白樺文学館の運営 文化・スポーツ課 

 手賀沼文化拠点整備計画の推進 文化・スポーツ課 
 旧村川別荘など文化財施設の管理・活用（手賀沼文化拠点整備
計画） 文化・スポーツ課 

 古墳の整備（手賀沼文化拠点整備計画） 文化・スポーツ課 
★ 旧井上家住宅の保存と活用 文化・スポーツ課 

 

53302 埋蔵文化財や歴史資料の調査・研究 
 不特定遺跡発掘調査 文化・スポーツ課 
 民間開発発掘調査 文化・スポーツ課 
 考古遺物の整理 文化・スポーツ課 
 市史調査研究 文化・スポーツ課 
 公共事業発掘調査 文化・スポーツ課 

 

53303 歴史的・文化的遺産に関する情報発信の拡充 
 文化財説明板・誘導板の整備 文化・スポーツ課 
 文化財展示会の実施 文化・スポーツ課 
 電脳考古博物館の運営 文化・スポーツ課 

★ サインの整備（手賀沼文化拠点整備計画） 文化・スポーツ課 
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事業概要 

 ● 散策路の整備（手賀沼文化拠点整備計画）【53301】 
史跡・文化財などの各ポイントをつなぐ「ハケの道」などの散策路を整備し、魅力向上を図る。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・整備時期の調整  同左 ・実施設計 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
公園坂通りと白山・船戸地区の実施設計を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 実施設計の進捗率：100％ 

道路課 

 

 ● 杉村楚人冠邸の保存と活用（手賀沼文化拠点整備計画）【53301】 
杉村楚人冠邸の活用をすすめる。保存されている文献のうち、英文のものについて、学識経験者に要約を
依頼して、日本語の目録を作成する。また、邸内にエアコンを設置する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・英語文献目録の作成 
・エアコンの設置 

・英語文献目録の作成  
 
 

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
英語文献目録の作成を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 英語文献目録作成の進捗率：100％ 

文化・スポーツ課 

 

 ● 白樺文学館の運営【53301】 
柳宗悦や武者小路実篤など、白樺派にゆかりのある品を展示する白樺文学館を運営する。２６年度は、民
間と負担金を出し合って実行委員会を組織し、企画展「手賀沼と民藝の心展」を開催する。また、２８年
度に館内リニューアルの基本設計を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・実行委員会への参画 ・整備時期の調整 ・館内リニューアルの基本設計 

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
企画展「手賀沼と民藝の心展」を開催し、我孫子に関わる白樺派の文人たちの業績を広く市民に理解して
もらう。 

◇指標・現況値・目標値 企画展の観覧者数（6日間実施）：2,200人 

文化・スポーツ課 
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 ● 旧井上家住宅の保存と活用【53301】 
２４年度に市の指定文化財となった旧井上家住宅の計画的な修繕を進めるとともに、活用を図る。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・基準点の設置 
・表門、裏門、外塀の実施設計 
・陶芸小屋、トイレの解体 

・表門、裏門、外塀の工事 
・二番土蔵の実施設計 
・耐震診断（二番土蔵、母屋） 
・工事前現状記録の作成 

・二番土蔵の工事 
・母屋の実施設計 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
建物の修繕工事等を進めながら、一般公開（部分公開）が行われている。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：30％ 

文化・スポーツ課 

 

 ● サインの整備（手賀沼文化拠点整備計画）【53303】 
手賀沼文化拠点整備計画に基づき、来訪者のための案内板・誘導板を設置する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・整備時期の調整 ・サインの設置 同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
案内板や誘導板が設置され、来訪者がより円滑に文化ポイントを回遊できるようになっている。 

◇指標・現況値・目標値 サインの設置数：25基(H25)→43 基 

文化・スポーツ課 

 


