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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管理・運営 生涯学習課 
 出前講座の運営 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（委託） 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ＰＲ 図書館 
 実習生受入れ・施設見学（一般・児童・生徒） 図書館 

 

５１１０３ 学習施設の整備・充実 
★ 常設展の充実 鳥の博物館 

 企画展の実施 鳥の博物館 
★ 博物館施設設備の維持管理 鳥の博物館 

 友の会・市民スタッフの活動支援 鳥の博物館 
★ 常設展示リニューアル（手賀沼文化拠点整備計画） 鳥の博物館 

 地域交流教室の管理・運営 生涯学習課 
 施設管理事務 生涯学習課 

★ 湖北地区公民館の運営 生涯学習課 
 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 

 ● 常設展の充実（51103） 
フクロウの観察を確実に継続するため、古くなったフクロウカメラ画像アーカイブシステムを更新する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・フクロウカメラ画像アーカイブシス
テムの更新 

 
 

 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
フクロウの観察を継続して実施する。 
 
 

◇指標・現況値・目標値 フクロウカメラ画像アーカイブシステム更新の進捗率：100％ 

鳥の博物館 

 

 ● 博物館施設設備の維持管理（51103） 
開館から２５年が経過し、老朽化している施設設備等の補修を行う。２８年度は、１１月７日から翌年１
月３１日まで休館して空調設備を更新するとともに、階段腰壁等の塗装や、誘導灯等照明の交換を行う。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・空調設備更新工事 
・階段腰壁等塗装 
・誘導灯、非常照明交換 

  

   ◇実施計画期間内（平成２８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％ 

鳥の博物館 

 

 ● 鳥の博物館常設展示リニューアル（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、鳥の博物館の常設展をリニューアルし、館内展示の魅力を高めて、来
訪者を増やす。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・資料調査 ・資料調査 ・展示リニューアル基本計画策定 

・展示リニューアル検討委員会の開催 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
鳥の博物館の常設展示リニューアルの基本計画を策定する。 
 
 

◇指標・現況値・目標値 展示リニューアル基本計画策定の進捗率：100％ 

鳥の博物館 
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生涯学習課 

  

 ● 湖北地区公民館の運営（51103） 
開館から２０年以上が経過し、老朽化している施設設備等の更新・修繕を行う。２８年度は、空調設備を
更新する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・空調設備更新工事（学習室、工芸工
作室、調理室等） 

  

   ◇実施計画期間内（平成２８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％ 
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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 
 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 
 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 
 生涯学習普及啓発事業 生涯学習課 
 市民の学習活動の支援 生涯学習課 
 生涯学習審議会の運営 生涯学習課 
 生涯学習情報提供システムの運用 生涯学習課 
 市外図書館・大学・関係機関との連携協力 図書館 

★ 子どもの読書活動推進計画の策定 図書館 

 

 

事業概要 

 ● 子どもの読書活動推進計画の策定（51２０１） 
「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、「子どもの読書活動推進計画」を策定する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
 ・アンケート調査業務委託 

 
・懇話会等の開催 
・計画策定支援業務委託 

   ◇実施計画期間内（平成 30年度）の達成目標 
「子どもの読書活動推進計画」を策定する。 
 
 

◇指標・現況値・目標値 子どもの読書活動推進計画策定の進捗率：100％ 

図書館 
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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 
★ 体育施設管理運営事業 文化・スポーツ課 

 学校体育施設開放事業 文化・スポーツ課 
★ 体育施設維持補修（含む放射能対策） 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 

 武道施設の建設設備の検討 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 

 ● 体育施設管理運営事業（51３０１） 
浅間前多目的広場の一部借地となっている土地を購入する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
 ・不動産鑑定手数料 

 
・土地購入 

   ◇実施計画期間内（平成 30年度）の達成目標 
土地の購入を完了する。 
 
 

◇指標・現況値・目標値 土地購入の進捗率：100％ 

文化・スポーツ課 
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 ● 体育施設維持補修（含む放射能対策）（51３０１） 
市民が安全で快適に活動できるよう、市内の各体育施設の維持補修を適切に行う。また、体育施設の放射
線量が基準値を超えた場合は、除染工事等の対策を行う。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・放射線量測定 ・湖北台中央公園野球場遮光ネッ

ト設置 
・ふれあいキャンプ場照明取替 

・五本松運動広場改修工事 

   ◇実施計画期間内（平成 30年度）の達成目標 
体育施設の維持補修を行い、安全な施設を提供する。 
 
 

◇指標・現況値・目標値 ３施設の維持補修の進捗率：100％ 

文化・スポーツ課 

 

 ● 市民体育館管理運営（51３０１） 
トレーニングルームの利用者が増加していることから、２８年度に、新たなトレーニングマシーンをリー
スにより導入する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・トレーニングマシーンのリース ・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成 30年度）の達成目標 
トレーニングルームの利用者を増やす。 
 
 

◇指標・現況値・目標値 トレーニングルームの利用登録者数：1,100人（H27）→1,500人（H30） 

文化・スポーツ課 

 

 ● 市民体育館維持補修（51３０１） 
トレーニングルームの利用者が増加していることから、２８年度にトレーニングルームを増設する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・トレーニングルーム増設工事   

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
トレーニングルームの増設工事を完了する。 
 
 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

文化・スポーツ課 
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 ● 市民体育館改修事業（51３０１） 
老朽化している市民体育館施設を計画的に改修し、安全で快適に利用できる環境を整備する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・野球場スコアボード設置工事設計 
・野球場本部席設置工事 
・トレーニングルーム照明取替 

・野球場スコアボード設置工事 
・野球場防球ネット設置工事設計 
・武道場倉庫増築工事 
・体育館１階、２階廊下照明取替 
・テニスコート照明取替 
・野球場、テニスコート受変電設
備更新工事 
・体育館構内高圧ケーブル更新工
事 
・体育館構内道路改修工事設計 
・体育館会議室空調設備更新工事
設計 

・野球場防球ネット設置工事 
・野球場ネットフェンス改修
工事設計 
・野球場路面整備工事設計 
・体育館メインアリーナ照明
取替 
・体育館構内道路改修工事 
・体育館会議室空調設備更新 
・体育館屋上防水改修工事 

   ◇実施計画期間内（平成 30年度）の達成目標 
改修工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

文化・スポーツ課 

 

 ● 健康スポーツ普及事業（51３０２） 
子どもたちにボールを使ったスポーツの楽しさを体験してもらうため、日本トップリーグ連携機構が行う
「２０１６年ボールゲームフェスタ」を開催する。また、スポーツ指導者に対して正しい知識を持っても
らうため指導者講習会を開催する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・ボールゲームフェスタの開催 
 

・スポーツ指導者講演会の開催  

   ◇実施計画期間内（平成 30年度）の達成目標 
多くの子どもたちがスポーツの楽しさを体験するため、イベントを実施する。 

◇指標・現況値・目標値 イベント参加者数：200人 

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  
 総合教育会議運営事務 秘書広報課 
 小中学校配置職員管理事務 学校教育課 
 児童・生徒・教職員健康診断事業 学校教育課 

★ 我孫子市学校保健会運営（フッ素洗口事業） 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 
 学校給食の備品管理 学校教育課 

★ 学校給食の管理・運営 学校教育課 
 我孫子産米及び我孫子産野菜の学校給食の導入事業 学校教育課 
 学校給食施設設備の整備 学校教育課 
 小中学校体育・文化活動事業 指導課 
 幼保小連携 指導課 

 

５２１０２ 確かな学力の育成 
★ スクールサポート教員の配置事業 学校教育課 

 学力向上研修 指導課 
 小中学校への要請訪問指導 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 

★ 小中学校コンピュータ教育の推進 指導課 
★ 学級経営の支援 指導課 
★ 小中学校教師用教科書及び指導書の配付 教育研究所 

 教職員研究論文集の発行 教育研究所 

 

５２１０３ 小中一貫教育の推進  
★ 小中一貫教育の推進 指導課 

 

５２１０４ 安心して快適に学べる教育・学習環境の充実  
★ 小中学校施設の維持管理 教委・総務課 
★ 学校給食施設の改修 教委・総務課 
★ 小中学校施設の放射能対策 教委・総務課 

 小中学校の教室環境の整備 教委・総務課 
 学校の環境衛生事業 学校教育課 
 小中学校管理運営事業 学校教育課 
 小学校の安全管理員の配置 学校教育課 
 小中学校備品管理事業 学校教育課 
 学級編制及び学籍管理（法律に基づく適切な事務）事業 学校教育課 
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事業概要 

 ● 我孫子市学校保健会運営（フッ素洗口事業）（5２10１） 
学校歯科保健のさらなる充実のため、小学校でフッ素洗口事業を行う。２８年度から、歯科衛生士（臨時
職員）を配置し、モデル校として湖北台東小で実施する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・歯科衛生士の配置 
・消耗品、医薬材料、備品の購入 

・歯科衛生士の配置 
・消耗品、医薬材料の購入 

・同左 

   ◇実施計画期間内（平成 30年度）の達成目標 
湖北台東小学校の対象学年を増やす。 
 

◇指標・現況値・目標値 フッ素洗口の実施率：100％ 

学校教育課 

 

 ● 学校給食の管理・運営（5２10１） 
給食用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２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・放射性物質検査の実施 
・測定機器保守点検委託 

  

   ◇実施計画期間内（平成２８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。 
 ・簡易検査の検体数：各校の希望食材 月２～３品、共同購入品 月１０品、飲用牛乳 月２品 
 ・Ge半導体検出機器による検査の検体数：飲用牛乳 年３品（学期ごと）、新米 年１０～１５品 
 
◇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 

 

 ● スクールサポート教員の配置（5２10２） 
特別支援学級が増えていることから、教育の充実を図るため、現在の配置に加え、平成２８年度から、特
別支援学級へスクールサポート教員を、小中学校で１名ずつ配置する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・小学校へのスクールサポート教員の
配置 
・中学校へのスクールサポート教員の
配置 

  

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
小中学校に配置するスクールサポート教員を増員する。 
 

◇指標・現況値・目標値 スクールサポート教員の配置数：7人（H28）→14人（H30） 

学校教育課 
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 ● 小中学校コンピュータ教育の推進（5２10２） 
２７年度から２か年で進めている小学校の校務用パソコンの更新を完了する。また、２８年１０月から小
学校に校務用支援システムを導入する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・小学校校務用パソコンの更新 
・小学校校務用支援システムの導入 

  

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
小学校校務用パソコンの更新を完了する。 
 

◇指標・現況値・目標値 パソコン更新率：100％ 

指導課 

 

 ● 学級経営の支援（5２10２） 
学校生活の満足度を測るため、すべての小中学校でＱ－Ｕ検査を実施する。２８年度からは、小学４年生
も検査対象とし、小学３・４・５・６年、中学１・２年生を対象に各校の実情に応じて実施する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・Ｑ－Ｕ検査委託 ・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
学校現場でＱ－Ｕ検査を活用し、児童・生徒の学級に対する満足を高める。 
 

◇指標・現況値・目標値 Q-U検査の結果等を活用している学級担任の割合：94.4％（H27）→95％（H30） 

指導課 

 

 ● 中学校教師用教科書・指導書の配布（5２10２） 
２８年度に実施される中学校教科書の改訂に対応するため、教師用に教科書と指導書の改訂版を購入して
配布する。また、デジタル教科書を購入する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・中学校教師用教科書、指導書の改訂
版の購入 
・デジタル教科書の購入 

  

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
配布対象の教員に、改訂版の教科書と指導書を配布する。 

◇指標・現況値・目標値 配付対象の教員への配布率：100％ 

教育研究所 
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 ● 小中一貫教育の推進（5２10３） 
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、２８年度から布佐中学校区で小中
一貫教育を本格実施し、公開研究会を開催するとともに、３１年度の全市展開に向けて、それぞれの中学
校区で準備を進める。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・スクールサポート教員の配置（１名） 
・教職員などを対象とした公開研究会
の開催（布佐中学校区）   ほか 

・スクールサポート教員の配置 
・新たな中学校区への導入 

・新たな中学校区への導入 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
小中一貫教育実施校区を増やす。 

◇指標・現況値・目標値 小中一貫教育の実施校区数：1校区（H28）→4校区（H30） 

指導課 

 

 ● 小中学校施設の維持管理（5２10４） 
校舎等施設について改修工事や修繕を行い、維持管理する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・湖北小木造校舎解体工事設計 
・湖北台中プール濾過装置交換工事 
・根戸小プール濾過装置交換工事設計 
・キュービクル更新工事（布佐小・湖
北台西小・湖北台東小・根戸小・湖北
中） 
・新木小あびっ子クラブ新設に伴う砂
場移設工事 

・湖北小木造校舎解体工事、不要
物品処理、駐輪場設置工事 
・根戸小プール濾過装置交換工事 
・新木小プール濾過装置交換工事
設計 
・キュービクル更新工事（５校） 
・長寿命化計画の策定 
・H30 大規模改修校の工事設計 

・新木小プール濾過装置交換
工事 
・H31 プール濾過装置交換校
の工事設計 
・キュービクル更新工事（６
校） 
・大規模改修、トイレ改修工
事 
・H31 大規模改修校の工事設
計 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
学校施設の適切な維持管理を行う。 

◇指標・現況値・目標値 改善工事・修繕実施校数：19 校 

教委・総務課 
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 ● 学校給食施設の改修（5２10４） 
学校給食の安全性を確保するため、給食設備を計画的に改修する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・白山中給食室給排気ダクト改修工事 
・白山中給食室厨房床改修工事 
・給排気設備の調査（布佐中、我孫子
中、湖北中） 

・H30 給食施設整備設計（１校） 
・給排気設備の調査結果に基づく
対応 

・給食施設整備工事（１校） 
・H31 給食施設設備設計 
・給排気設備の調査結果に基
づく対応 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
計画に基づく給食施設の改修を実施する。 

◇指標・現況値・目標値 計画に基づく改修工事実施校数：1校（H30） 

教委・総務課 

 

 ● 小中学校施設の放射能対策（52104） 
放射能対策総合計画に基づき、小中学校の校庭や校舎などで空間放射線量を測定し、局所的に基準値を超
えた箇所の除染を行い、子どもたちが安心して学べる環境を整える。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・局所的に線量が高い箇所への放射線量低減対策
の実施 

  

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
基準値以下の放射線量を維持する。 

◇指標・現況値・目標値 放射線量低減策の進捗率：100％ 

教委・総務課 
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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 

 

 

事業概要 

 ● 学校支援事業の充実（5220１） 
学習支援をはじめとして学校行事等で地域の人材を活用し、児童生徒にきめ細やかな指導を行う。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
 ・理数教育支援員の配置 

・ICT 支援員の配置（小中一貫の
実施と合わせて） 

 

   ◇実施計画期間内（平成２９年度）の達成目標 
学習支援員を増員する。 
 

◇指標・現況値・目標値 理数教育、ICT支援員の配置数：6人（H28）→15人（H29） 

指導課 
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第三節 子どもの成長・自立への支援 

５２３０１ 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 
 発達障害のある児童・生徒の就学指導 教育研究所 
 スーパーバイザー派遣事業 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 
 

５２３０２ いじめ・非行防止対策の推進 
 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 

★ いじめ防止対策事業 指導課 
 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 
 いじめ問題対策連絡協議会等の運営 子ども相談課 

 

 

事業概要 

 ● 適応指導教室「ヤング手賀沼」の運営（5２３0１） 
３１年度から新しい建物で適応指導教室を開設できるよう、移転準備を進める。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
 ・実施設計 

 
・移転先建物の工事 
・移転業務 
・備品購入 

   ◇実施計画期間内（平成 30年度）の達成目標 
新しい建物への移転を完了する。 
 

◇指標・現況値・目標値 移転の完了：100％ 

教育研究所 
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 ● いじめ防止対策事業（5２３0１） 
いじめの防止や適切な対応ができるよう、２８年度に嘱託職員を１名配置し、学校訪問を積極的に行い、
学校との連携を強化する。また、アンケートや研修などを実施する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・嘱託職員の配置   

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
積極的かつ効果的ないじめの防止等のためのアンケートや研修などを実施する。 
 
 

◇指標・現況値・目標値 研修・アンケートなどの実施回数：8回（H30） 

指導課 
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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  
★ 新たな文化交流拠点施設整備の検討 企画課 

 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 
 新たな文化施設の検討 生涯学習課 

 

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 

 ● 新たな文化交流拠点施設整備の検討（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、整備手法について検討を進める。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・建設構想案の策定 ・建設候補地、施設規模、機能の

検討 
・市民等との意見交換会 

・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
文化交流拠点施設の整備に係る建設構想案を策定し、市民との意見交換会を実施する。 
 
 

◇指標・現況値・目標値 市民との意見交換会の実施進捗率：100％ 

企画課 
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第二節 地域文化の保存と継承 

５３２０１ 地域文化・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 
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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） 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） 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 
 文化財施設の管理・活用（手賀沼文化拠点含む） 文化・スポーツ課 
 古墳の整備（手賀沼文化拠点） 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 

★ サイン整備（手賀沼文化拠点） 文化・スポーツ課 

 

 

事業概要 

 ● 散策路の整備（手賀沼文化拠点）（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２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
 ・散策路の実施設計 ・散策路の整備工事 

   ◇実施計画期間内（平成 30年度）の達成目標 
白山・船戸地区の道路修景工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

道路課 
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 ● 杉村楚人冠邸の保存と活用（手賀沼文化拠点）（5３３0１） 
手賀沼文化拠点整備計画に基づき、周辺の文化ポイントと連携し、杉村楚人冠邸の魅力を高める。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
 ・エアコン設置（書斎） 

・外壁塗装工事 
・エアコン設置（和室） 

   ◇実施計画期間内（平成 30年度）の達成目標 
施設の魅力が向上し、来場者を増やす。 

◇指標・現況値・目標値 年間入場者数：2,228人（H27）→3,500 人（H30） 

文化・スポーツ課 

 

 ● 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２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・二番土蔵の保存修復工事（1年目） 
・母屋耐震診断 
・機械警備撤去工事 
・消防設備の更新 

・二番土蔵の保存修復工事（2年
目） 
・母屋耐震診断工事記録報告書の
作成 

・二番土蔵の保存修復工事（3
年目） 
・母屋実施設計 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
建物保存のため、修理工事等を進める。 
 
 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：30％ 

文化・スポーツ課 

 

 ● 不特定遺跡発掘調査（5３３0２） 
現在使用している遺跡地図情報照会システムが Windows98向けに開発されたものであるため、ソフトの維
持管理とセキュリティ対応のため、システムを更新する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・遺跡地図情報照会システムの更新   

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
遺跡地図情報照会システムを更新し、データ整理を滞りなく行う。 
 
 

◇指標・現況値・目標値 システム更新の進捗率：100％ 

文化・スポーツ課 
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 ● 市史調査研究（5３３0２） 
手賀沼干拓や布佐地区の歴史について豊富な資料を含む井上家資料を２か年で整理するため、嘱託職員１
名を配置するとともに、目録を作成し、市への移管を行う。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・嘱託職員の配置（1名） ・井上家資料目録作成  

   ◇実施計画期間内（平成２９年度）の達成目標 
井上家資料の整理を完了し、資料集を刊行する。 
 
 

◇指標・現況値・目標値 井上家からの寄贈事務の進捗率：100％ 

文化・スポーツ課 

 

 ● サイン整備（手賀沼文化拠点）（5３３0３） 
手賀沼文化拠点整備計画に基づき、手賀沼公園内に「文化人の広場」を整備し、観光案内板を設置する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
 ・サイン設計 ・サイン設置 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
「文化人の広場」へのサイン設置を完了する。 
 
 

◇指標・現況値・目標値 設置工事の進捗率：100％ 

文化・スポーツ課

 


