
        
生涯

学習 
      

 

54 

 

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 
 視聴覚機材等の貸出 生涯学習課 
 出前講座の運営 生涯学習課 
 保育スタッフによる一時保育事業 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（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 
 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 

 ● 移動図書館業務（委託）（51101） 
移動図書館の市内１４ステーションを定期的に巡回し、図書の貸出・返却・予約サービスを円滑に行うた
め、移動図書館車を更新する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・車両購入 
・リサイクル料金 
・自賠責保険料（２５か月） 
・自動車重量税 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
利用者の利便性を図るとともに、利用者の増加を目指す。 

◇指標・現況値・目標値 年間貸出冊数：22,603 冊（Ｈ29）→22,700 冊（Ｈ30） 

図書館 
 

 ● 博物館施設設備の維持管理（51103） 
鳥の博物館の適正な施設管理を行う。駐車場及び館入口の柱に企画展をＰＲするための自立看板を設置す
る。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・駐車場及び館入口柱自立看板設

置委託 
 

   ◇実施計画期間内（平成３１年度）の達成目標 
博物館駐車場及び博物館入口柱に自立看板を設置する。 

◇指標・現況値・目標値 看板設置の進捗率：100% 

鳥の博物館 
 

 ● 湖北地区公民館の運営（51103） 
湖北地区公民館の管理運営を指定管理者により適正に行う。開館してから２０年が経過し、施設設備等に
老朽化が原因となる不具合が多数発生しているため、計画的に設備の更新や修繕を実施する。３０年度は、
調光設備の入れ替え工事を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇調光設備整備 
・調光設備リース料（Ｈ30～2028
年） 
 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
・調光設備の入れ替え工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進渉率：100％ 

生涯学習課 
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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 
 生涯学習普及啓発事業 生涯学習課 
 生涯学習に関する情報提供と相談対応 生涯学習課 
 生涯学習推進計画の進行管理 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 
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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 

 ● 体育施設維持補修（含む放射能対策）（51301） 
五本松運動広場の整備に向けた検討を行う。また、体育施設の放射線量が基準値を超えた場合は、随時、
除染を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇五本松運動広場の整備に向け
た検討 
・施設整備に向けた検討 
◇定期的な放射線量の測定結果
により対応 

・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
五本松運動広場の整備方針について検討を行う。 

◇指標・現況値・目標値 整備方針検討の進捗率：100% 

文化・スポーツ課 
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 ● 武道施設の建設設備の検討（51301） 
既存の布佐下多目的広場の弓道場、既存の市民体育館内の武道場を廃止し、新たに用地買収をして体育館
施設の周辺に武道ゾーンとして整備するための検討を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・整備に向けた検討 ・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
武道ゾーン整備に向けた具体的な検討を行う。 

◇指標・現況値・目標値 整備検討の進捗率：100％ 

文化・スポーツ課 
 

 ● 市民体育館管理運営（51301） 
市民体育館の管理運営を指定管理者と連携して行う。３１年度は、近隣への影響低減を図るため、野球場
の照明をＬＥＤに交換する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・野球場ＬＥＤ照明リース料（Ｈ

31～2029 年） 
 

   ◇実施計画期間内（平成３１年度）の達成目標 
野球場照明のＬＥＤ化を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 整備の進捗率：100％（H31） 

文化・スポーツ課 
 

 ● 市民体育館維持補修（51301） 
市民体育館の施設を安全・安心に利用できるよう、老朽化した設備等を順次、修繕等を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・テニスコート修繕 ・バスケットゴール修繕  

   ◇実施計画期間内（平成３１年度）の達成目標 
テニスコート及びメインアリーナＡ面バスケットゴールの修繕を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 整備の進捗率：100％ 

文化・スポーツ課 
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 ● 市民体育館改修事業（51301） 
市民体育館施設の計画的な改修を行う。３０年度は、サブアリーナ屋根改修工事、庭球場連絡通路を整備
する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇庭球場連絡通路整備 
・設計委託 
・改修工事 
 
◇サブアリーナ雨漏り改修 

◇屋上防水改修 
・設計委託 
◇メインアリーナ整備 
・設計委託 

◇屋上防水改修 
・改修工事 
◇メインアリーナ整備 
・壁塗装工事 
・屋根改修工事 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
老朽化等により不具合の出ている設備等を順次整備していく。 

◇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） 
全世代への健康スポーツ普及のため、様々なイベントを展開する。３０年度は、スポーツ指導者養成講座
とランニングイベント「チームラン」を実施する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇スポーツ指導者養成講座の開
催 
・講師報償費 
・消耗品費 
・食糧費 
◇ランニングイベントの実施 
・運営負担金 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
指導者養成講座を開催する。 
実行委員会形式により、チームランを開催する。 

◇指標・現況値・目標値 養成講座・チームランへの参加人数：402 人（H29）→500 人（H30） 

文化・スポーツ課 
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 ● スポーツ振興事業（51303） 
全国大会等への出場奨励金の交付、スポーツ振興功労者表彰、エコマラソンなど、スポーツを振興する。
３０年度は、スポーツボランティア養成講座を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇スポーツボランティア養成講
座の開催 
・講師報償費 
・参加者保険料 
・消耗品費 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
スポーツボランティア養成講座を開催する。 

◇指標・現況値・目標値 講習会参加人数：32 人（H29）→40 人（H30） 

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業 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 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 

★ 学校給食備品管理事業 学校教育課 
★ 学校給食管理運営事業 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 
★ 学校給食施設設備整備事業 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 

★ 学校図書館活用の推進 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 

 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（法令に基づく適切な事務）事業 学校教育課 
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事業概要 

 ● 学校給食備品管理事業（52101） 
給食調理に使用する備品の修繕や購入など維持管理を行う。３０年度は、真空冷却機を購入する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・備品購入（真空冷却機） ・備品購入（大型食器消毒保管庫） ・備品購入（食品消毒保管庫（オ

ートリフト式）） 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
給食備品の計画的な整備、維持管理を行い学校給食の円滑な実施を図る。 

◇指標・現況値・目標値 計画表に基づく備品の整備率：32％（H29）→87％（H32（2020 年）） 

学校教育課 
 

 ● 学校給食管理運営事業（52101） 
小中学校（１９校）に安全安心な給食を提供するため、給食食材の放射性物質の検査を行う。また、３０
年度から、第３子以降の学校給食費を全額補助する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇食材購入（放射性物質測定分） 
・測定機器保守点検委託 
・外部委託検査手数料 
◇第３子以降学校給食費補助事
業 
・補助金 

・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
安心・安全な学校給食を提供する。 

◇指標・現況値・目標値 安心安全でおいしい学校給食の提供率：100％ 

学校教育課 
 

 ● 学校給食施設設備整備事業（52101） 
老朽化が進んでいる学校給食施設設備を計画的に修繕し、衛生状態の向上を目指していく。３０年度は、
第四小学校のグレーチング修繕を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・グレーチング修繕（我四小） ・グレーチング修繕 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
計画的に、修繕を行う。 

◇指標・現況値・目標値 修繕の進捗率：100％ 

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） 
小中学校の教育用ＰＣ、校務用ＰＣ、ネットワーク等の整備、保守、ヘルプデスクを一元化する。 
また、小中一貫教育の実施にあわせ、ＩＣＴ教育の充実を図るため、３０年度は、白山・久寺家中学校区
の６校にタブレット型端末を配置する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・教育ＩＣＴ業務委託（Ｈ30～
2025 年） 
・タブレット型端末リース料 
 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
コンピュータ・ネットワーク等の環境を７年間で整備する。 

◇指標・現況値・目標値 コンピュータ・ネットワーク機器の充足率：70%（H29）→70.3%（H30） 

指導課 
 

 ● 学校図書館活用の推進（52102） 
「我孫子市子どもの読書活動推進計画」と連携し、学校図書館支援センターが中心となって、学校図書館
を「読書センター」・「学習センター」・「情報センター」として機能の充実を図り、児童生徒及び教職
員の学校図書館活用を推進する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・雇用保険料 

・学校司書（学校図書館支援員）
賃金（事業重点校３校、小学校 11
校、中学校５校） 
・賃金 
・旅費（研修会） 
・消耗品費 

・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
全ての学年において、教師が学校司書と協力して、学校図書館や市民図書館の図書を用いて、授業を実施
する。 

◇指標・現況値・目標値 事業中重点校の数：0校（H29）→3校（H32（2020 年）） 

指導課 
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 ● 小中学校教師用教科書及び指導書の配付（52102） 
２０２０年度の小学校教科書改訂に伴い、教科書及び指導書を配付、活用し、基礎・基本の確実な定着と
個性を生かす教育の充実を推進する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
  ・デジタル教科書購入 

・小学校教師用教科書及び指導書
（改訂版）購入 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
市内小中学校すべての教員が学習指導要領に基づいた、基礎・基本の定着及び個性を生かす教育を展開す
る。 

◇指標・現況値・目標値 配付対象に対する教師用教科書、指導書配付率：100％ 

教育研究所 
 

 ● 小中一貫教育の推進（52103） 
市内全中学校にスクールサポート教員を配置し、小中一貫教育の目的である学力の向上を目指すとともに、
個に応じた支援の充実を図る。また、児童生徒が小中交流時に使用する借り上げバスを確保する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・委員報酬 
・スクールサポート教員賃金 
・共済費 
・講師等報償費 
・消耗品 
・バス使用料 

・前年度の状況を踏まえ、事業内
容を決定 

 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
Abi☆小中一貫カリキュラムを年間計画に組み込み実施する。 
また、中学校区ごとに検証授業行うとともに、協議会を開催する。 

◇指標・現況値・目標値 Abi☆小中一貫カリキュラム検証授業の実施：0 件（H29）→6件（H30） 

指導課 
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 ● 小中学校施設の維持管理（52104） 
老朽化した施設が増加する中で、学校施設の個別施設計画を策定し、中長期的なトータルコストの縮減及
び予算の平準化を図るとともに、計画的に施設整備を進める。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・新木小学校プール濾過装置交換
工事 
・Ｈ31濾過装置交換校設計委託 
・キュービクル更新工事（６校） 
・ＰＣＢ処理業務委託（５校） 
・給水設備更新工事設計委託（２
校） 
・給水設備更新工事（２校） 
・給水設備更新工事監理委託（２
校） 
・Ｈ31給水設備更新工事設計委託
（３校） 
・仮設トイレリース料 
・消防用設備修繕 

・プール濾過装置交換工事 
・プール濾過装置交換工事監理委
託 
・Ｈ32（2020 年）濾過装置交換校
設計委託 
・給水設備更新工事（３校） 
・給水設備更新工事監理委託（３
校） 
・Ｈ32（2020 年）給水設備更新工
事設計委託（３校） 
・仮設トイレリース料 
・消防用設備備品購入 
・小中学校施設整備修繕 
・個別施設計画策定業務委託（学
校施設分） 
・委員報償費 

・プール濾過装置交換工事 
・プール濾過装置交換工事監理委
託 
・2021 年濾過装置交換校設計委託 
・給水設備更新工事（３校） 
・給水設備更新工事監理委託（３
校） 
・仮設トイレリース料 
・2021 年給水設備更新工事設計委
託（４校） 
・2021 年大規模改修校設計委託 

   ◇実施計画期間内（平成 32（２０２０）年度）の達成目標 
個別施設計画を策定し、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・修繕の実施校数：19校 

教委・総務課 
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 ● 学校給食施設の改修（52104） 
現行の衛生管理基準に適合した安全で衛生的な給食を提供できるよう環境整備を図るため、老朽化が著し
い給食施設を計画的に整備する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・個別施設計画策定委託（学校給

食分） 
・給食施設整備設計委託（１校分） 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
個別施設計画を策定し、給食施設の適切な維持管理を行う。 

◇指標・現況値・目標値 計画に基づく改修工事設計実施校数：1 校 

教委・総務課 
 

 ● 小中学校管理運営事業（52104） 
３０年９月に開設する布佐小あびっ子クラブを運営する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・布佐小あびっ子クラブの運営
（光熱水費分） 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
布佐小あびっ子クラブの運営を適正に行う。 

◇指標・現況値・目標値 布佐小あびっ子クラブの開設の進捗率：100% 

学校教育課 
 

  小中学校備品管理事業（52104） 
市内の全小中学校を運営・維持していくため、学校備品の購入及び管理を行う。３０年度は、学級増に対
応するための備品を購入する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇学級増対応 
・小学校備品購入（３学級分） 
・中学校備品購入（２学級分） 

◇学級増対応 
・小中学校備品購入 
◇老朽化対応 
・小中学校備品購入 
・小中学校理科室実験台購入 

◇学級増対応 
・小中学校備品購入 
◇老朽化対応 
・小中学校備品購入 
・小中学校理科室実験台購入 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
学校備品を過不足なく整備する。 

◇指標・現況値・目標値 学校備品の充足率：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実施 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） 
中学校区ごとに配置するタブレット型端末を有効活用するため、ＩＣＴを活用した授業の補助や環境の整
備を担当するＩＣＴ教育支援員を配置する。３０年度は、白山・久寺家中学校区に配置する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇ＩＣＴ教育支援員（新規２名
分） 
・臨時職員賃金 
・共済費 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
全中学校区にＩＣＴ教育支援員を配置する。 

◇指標・現況値・目標値 ＩＣＴ教育教育支援員の配置率：100％ 

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） 
旧耐震基準による施設であるため、耐震診断を実施後、改修工事を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・耐震診断業務委託 ・改修工事設計委託 ・改修工事 

・改修工事監理委託 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）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% 

教育研究所 
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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 

 新たな文化交流拠点施設整備の検討 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 
 第６０回我孫子市民文化祭記念事業 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） 
新たな文化交流拠点施設の整備に向けて、「我孫子市文化交流拠点施設建設構想」（案）を策定し、議会
や市民から建設の是非を含めた意見を聴取する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・庁内検討委員会の開催 
・議会や住民への検討内容の説明 

・前年度の状況を踏まえ検討 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
・文化交流拠点施設建設構想（案）を策定し、議会や市民に内容を提示し、広く意見を聴取する機会をつ
くる。 

◇指標・現況値・目標値 文化交流拠点施設建設構想案策定の進捗率：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 

★ 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 

 

事業概要 

 ● 杉村楚人冠邸の保存と活用（手賀沼文化拠点）（53301） 
杉村楚人冠記念館を維持管理するほか、企画展示や講演会等を実施し、多くの人々に杉村楚人冠の歴史的
意義を認知してもらえるようＰＲしていく。３０年度は、資料保存のため、書斎に床置き型のエアコンを
設置する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・床置き型エアコン設置工事   

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
母屋サロンにエアコンを設置する。 

◇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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 ● 旧井上家住宅の保存と活用（53301） 
旧井上家住宅の土地及び建物の活用方法の検討を行うとともに、順次、修繕工事や整備工事等を行い、一
般に公開をしていく。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・二番土蔵工事、工事監理委託【継
続費Ｈ28～Ｈ30】 
・自動火災報知設備設置工事（旧
漉場、二番土蔵） 
 

・母屋実施設計 ・母屋工事、工事監理委託（１年
目） 
・旧漉場耐震診断 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
母屋の保存修復工事に着手する。また、旧漉場の耐震診断を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：30％（Ｈ29）→56%（H32（2020 年）） 

文化・スポーツ課 
 

 ● 公共事業発掘調査（53302） 
公共事業に伴い、消滅してしまう埋蔵文化財を正確に記録し、後世に歴史的資産として伝えていくため、
発掘調査を行う。３０年度は、中里地区における公共事業に伴う発掘調査を実施する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・発掘調査作業員賃金 
・消耗品費、印刷製本費 
・重機リース料 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
中里地区における公共事業に伴う発掘調査を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 発掘調査の進捗率：100% 

文化・スポーツ課 

  


