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平成２９年度生涯学習部の予定事業及び予算要求の概要
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課・館 担当 事業名
経常
政策

事業の概要 目標又は期待される成果 予算要求額

視聴覚教材及び教材の貸出・
維持管理を行う

16ﾐﾘﾌｨﾙﾑ保守点検　 視聴覚機材修理
機材貸出300件、教材貸出400点

視聴覚機材・教材目録作成 目録をHPへ掲載したり、市内の公共施設
等に配布することにより、機材・教材を広
く周知できる

企画調整担
当

成人式
経常

・大人になったことを自覚し自ら
生き抜こうとする青年を祝い励
ます目的で開催する
・成人式を新成人自らが企画
し、当日の司会、進行を行う

午前の部及び午後の部合計約1,200人

2,902

生涯学習課 地域交流教室の管理・運営 経常

学校開放事業として第一小、高
野山小、湖北台西小、布佐小の
各１教室、湖北台東小の２教室
をサークル・団体へ貸し出す

利用率70％
年間利用可能コマ数約6,400コマ（１コマ４
時間）

105

生涯学習推進事業 経常

・市民の主体的な生涯学習を推
進するために効果的な講座等を
企画し、実施する
・主に子どもを対象に、夏休みア
ニメ上映＆朗読会を行う
・生涯学習情報紙「あびこ楽校
ニュース」を発行する

・夏休みアニメ上映＆朗読会
　児童及び保護者　150人
・あびこ楽校ニュースの発行（年４回）

628

公民館担当 長寿大学 経常

65歳以上の方を対象とした4年
間の継続学級で定員は54人。
「一般教養、福祉、健康、地域
交流」などを柱として年間24回
の学習プログラムをもとに学習
する。

高齢者がより充実した生活を送るため
に、人間関係を深めつつ、地域の課題や
地域の変化に順応した知識を楽しく学
び、地域活動、まちづくり等に参加できる
ようにする。

850

視聴覚ライブラリー管理・運営
経常 235

1



課・館 担当 事業名
経常
政策

事業の概要 目標又は期待される成果 予算要求額

市民カレッジ「我孫子を知る」 経常

18歳以上の市民を対象とした5
月から12月まで全12回の通年
の1学級コースで定員は36人。
我孫子の歴史、文化やゆかり
のある文人たちを講義や史跡
めぐりなどを通じ学習し、我孫
子に愛着と誇りを持ってもらう
きっかけとする。また、我孫子
市政、市民活動の現状なども
テーマに取り入れ市民活動の
動機付けとする。提案型公共
サービス民営化制度により採
用した事業。

郷土愛と市民意識の向上を図り、家族や
地域へ伝承する機会とする。また、仲間
づくりと生涯学習へのきっかけづくりと、我
孫子市政や市民活動の現状などをテーマ
に取り入れ市民活動の動機付けとする。

410

生涯学習課 公民館担当

家庭教育学級 経常

小学1年生の保護者を対象とし
た5月から翌年1月まで全14回
の通年の学級1コースで定員は
50人。公開講演会の実施や親
子参加型事業など実施する中
で、家庭教育に関する知識や
理解を深め保護者同士の交流
を図る。また、学級終了者が主
体的に学習できるような自主学
習活動を支援する。

子育てについての学習の機会や親同士
の情報交換を通して、家庭・親子のあり方
を考える機会を提供し、家庭教育を進行
する。

290

のびのび親子学級 経常

2・3歳の子を持つ保護者が集
団の中で我が子の姿を見なが
ら、①親子のふれあい②学級
生同士の交流③互いに学び合
う姿勢の3点を軸に子育ての楽
しさを学ぶ場の提供をする。4
コースで各コースとも年間12回
実施する。定員は湖北コース
のみ20組で、他の3コースは25
組。

子育てを見つめ直し、親としての力をつけ
るために、学習の機会を提供する。互い
に支え合える仲間づくりの場を提供する。

659
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課・館 担当 事業名
経常
政策

事業の概要 目標又は期待される成果 予算要求額

熟年備学 経常

40歳以上の方を対象とした5月
から翌年1月まで全14回の通年
の1学級コースで定員は45人。
「高齢化社会の様相」「心豊か
な生き方と生きがいづくり」「心
と体の健康管理」「高齢者世帯
の生活と備え」「高齢者社会の
支援制度」等をテーマに主に講
義形式による学習を進める。

熟年世代が、これからの高齢者社会をよ
り良く生きるために、高齢者社会の諸問
題や対処の方法を学び、人生の後半を自
立し豊かな暮らしができ、元気な高齢者と
して地域の高齢者を支えながら、自らもは
つらつとした人生を送るにはどうしたらよ
いかを考えるきっかけとする。

163

アビコでなんでも学び隊 経常

小中学生を対象とした6月から
翌年1月まで全15回の単独講
座。地元の学校・企業・専門家
の協力を得て体験型の学習講
座を実施する。

人との交流によって、豊かな人間関係を
味わい、同時に「あびこ」の良さを認識し
たり、大人への憧れや我孫子へのふるさ
と意識も育つ。やがてまちづくりに貢献で
きるようになるきっかけとする。

115

生涯学習課 公民館担当

アビスタ一時保育事業 経常

生涯学習センターアビスタにお
ける公民館事業や図書館利用
者のため、2歳児以上就学前の
お子さんをお連れの方の一時
保育サービスを市民スタッフの
協力を得て実施する。

生涯学習施設を利用する子育て中の利
用者のために、一時保育の環境を充実さ
せる。

154

生涯学習センター総合管理運
営

経常
生涯学習センターアビスタの施
設管理・運営・清掃・警備・除草
業務を一括委託する。

生涯学習センターアビスタ（公民館・図書
館）の施設管理運営に必要な業務を一括
して委託することにより、コスト削減や公
共サービスの向上及び事務の効率化を
図っている。

未定

湖北地区公民館指定管理者
制度の運営

経常
湖北地区公民館の施設の管理
や公民館事業の運営を指定管
理者制度を活用して行う。

地区公民館として設置。
指定管理者による創意工夫を発揮し、施
設の利用者に対する質の高いサービスの
提供及び管理経費の軽減を進める。

未定

湖北地区公民館空調更新工事 政策 空調機の更新工事
施設の維持管理をすることにより、使用
者が快適に施設利用することが出来る。

未定
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課・館 担当 事業名
経常
政策

事業の概要 目標又は期待される成果 予算要求額

不特定遺跡発掘調査 経常

個人専用住宅建設及び民間開
発に伴い、失われる埋蔵文化
財の規模や範囲を知るための
試掘・確認調査等を実施する。

月平均２～３件程度の試掘及び確認調査
を実施する。

3,454

文化財指定調査と保存支援 経常

指定文化財制度・登録文化財
制度の活用を行うことにより、
文化財の保護を行う（市指定文
化財の指定、文化財保存基金
の運営、指定文化財の維持管
理、保存のための補助金な
ど）。

目標指定件数：１７件
指定文化財を増やすことにより、保存、活
用が進むようにする。

1,107

民間開発発掘調査 経常
民間開発に伴い、失われる埋
蔵文化財を記録保存するため
の本調査を実施する。

年間２～３件の本調査を実施する。 1,780

公共事業発掘調査 経常
公共事業に伴い、失われる埋
蔵文化財を記録保存するため
の本調査を実施する。

案件があれば速やかに実施する。 182

考古遺物整理 経常

発掘調査を実施して収蔵して
いた埋蔵文化財出土遺物及び
写真記録類を整理編集し、発
掘調査報告書を刊行して、文
化財の持つ意義を広く市民に
伝える。

下ヶ戸貝塚及び日秀地区周辺の遺跡に
ついて報告書を刊行する。

2,161

文化財説明板・誘導板の整備 経常

市内各所の史跡等において、
その由来、内容のわかる説明
板を設置する。また、そこまで
の誘導板を道路脇等に設置す
る。

目標設置件数：累計７２基
説明板や誘導板を増やすことにより、散
策する人が情報を得やすくする。

663

文化・スポーツ課 歴史文化財
担当
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課・館 担当 事業名
経常
政策

事業の概要 目標又は期待される成果 予算要求額

文化財展示会の実施 経常

寄贈絵画展、市民コンサートと
コラボ開催し、ふだんは文化財
になじみのない市民に文化財
の魅力をアピールする

目標来場者数：８００人
知る機会を増やすことにより、我孫子の
歴史や文化財などについて、より多くの人
に知ってもらえるようにする。

0

電脳考古博物館の運営 経常

２７年度に市のホームページに
移管し、利用者が見やすく、活
用できるよう最新情報をアップ
する。

市内外を問わず、わかりやすく、関心をひ
くＨＰにより、多くの人に知ってもらえるよ
うにする。

0

市史調査研究 経常

我孫子市内に残る古文書の解
読及び資料類を収集し、目録・
報告書やデータベースを作成し
て学校教育、社会教育に活か
す。井上家資料目録の刊行を
目指す。

目標刊行数：累計７０冊
我孫子市史の研究成果を多くの分野で活
用することにより、現在に活かし未来へ継
承されるようにする。

1,258

杉村楚人冠邸の保存と活用 経常

我孫子市指定文化財である杉
村楚人冠邸の建物を保全し、
楚人冠資料を活かした展示・講
演会を実施して、歴史的な意義
を広く知らせる。また、杉村家
が所有する英文資料の調査を
行う。

目標来館者数：３，０００人
年２回程度の企画展と講演会などを通し
て、多くの人にその意義を知ってもらえる
ようにする。

4,434

白樺文学館の運営
経常
政策

大正期に我孫子に居を構えた
白樺派を中心に所蔵資料や作
品等を活用し、企画展やイベン
トを実施する。また、寄贈され
た柳兼子のピアノを活用して市
民スタッフの演奏会、朗読ス
タッフによるイベントを実施す
る。

目標来館者数：３，７５０人
年２回程度の企画展と講演会などを通し
て、多くの人にその意義を知ってもらえる
ようにする。

7,026

手賀沼文化拠点整備計画の
推進

経常

３０年度までの後期は、ハード
事業を公園坂通りの整備と合
わせて行うことから、その時期
を見極める。ソフト事業につい
ては関係各課と連携し継続して
行う。

関係各課と連携し、ソフト事業を継続して
行うとともに、前期で整備した文化ポイン
トを活用し、多くの人が我孫子を訪れるよ
うにする。

0

文化・スポーツ
課

歴史文化財
担当

歴史文化財
担当

文化・スポーツ課 歴史文化財
担当
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課・館 担当 事業名
経常
政策

事業の概要 目標又は期待される成果 予算要求額

旧村川別荘など文化財施設の
管理・活用

経常

旧村川別荘・志賀直哉邸跡・郷
土資料室等文化財施設の維
持・管理と、企画展示やイベン
ト等を行う。

目標来荘者数：７，０００人
施設での企画を通して、多くの人にその
意義を知ってもらえるようにする。

4,633

井上邸の保存と活用 経常

 旧井上家住宅の建物を保存
し、敷地内を活用した催しを行
うとともに建物の外観や中庭な
どを一般公開する。また、二番
土蔵の保存修理工事と母屋の
耐震診断を実施する。

多くの人に訪れてもらい、旧井上家住宅
や手賀沼干拓の歴史を知ってもらえるよ
うにする。

9,486

文化事業市民スタッフの活用 経常
教育委員会主催及び共催事業
の企画に応じて一般の市民が
業務サポートを行う。

目標市民参加人員：１２０人 60

文化芸術団体活動支援 経常
市民の自主的な文化芸術活動
を共催・後援事業により支援す
る。

目標支援団体数：１００団体 130

市民コンサート 経常

我孫子市民フィルハーモニー
管弦楽団を中心に実行委員会
を組織し、市民交流会を実施す
る。

目標参加者数：８００人 200

文化祭 経常
市民参加型を取り入れた市民
による文化芸術活動の発表会
を開催する。

目標参加数：４，５００人 4,546

めるへん文庫 経常

子どもたちが創作活動に親し
み、豊かな感性を育む機会とし
て小学生から高校生を対象に
童話作品を募集、表彰しめる
へん文庫として刊行する。

目標応募点数：１７５作品 721

子どものための舞台鑑賞事業 経常
小中学生を対象に文化芸術を
楽しむ機会を提供する。

目標参加者数：４００人 736

文化・スポーツ
課

歴史文化財
担当

歴史文化財
担当

文化・スポーツ課
文化振興担

当

文化振興担
当
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課・館 担当 事業名
経常
政策

事業の概要 目標又は期待される成果 予算要求額

寄贈絵画の保存と活用 経常
市民の鑑賞意欲に応え、寄贈
絵画による展示会を実施する。

目標参加者数：８００人 592

市民参加型コンサート 経常
我孫子市と関わりのある様々
な音楽家の演奏を市民に紹介
する。

目標支援者数：２演奏者 484

郷土芸能活動の保護育成 経常
郷土芸能に発表の場を提供
し、地域文化の伝承と後継者
育成を支援する。

目標参加者数：１００人 962

健康スポーツ普及事業 経常

スポーツ推進委員との連携、ス
ポーツイベントやスポーツ教室
の開催、また、総合型地域ス
ポーツクラブの育成等を通して
生涯スポーツの振興を進める。

総合型地域スポーツクラブの育成、ス
ポーツ教室、スポーツイベント等の開催を
通して健康の保持・増進や地域のコミュニ
ケーションづくりを図る。 11,881

スポーツ振興事業 経常
スポーツ団体や選手への支援
を通しスポーツの振興を図る。

全国大会などへ出場する選手への支援
や表彰、手賀沼エコマラソンへの支援を
通しスポーツ振興を図る。

8,081

体育施設維持補修事業 経常
市民が安全に気持よく、各体育
施設を利用できるように整備・
維持管理を行う。

計画的に維持補修を行い、利用者が安全
かつ快適に施設を利用できるようにする。

10,618

学校体育施設開放事業 経常

市内小中学校の体育施設及び
小学校のプールを夏季休業中
に市民プールの代替として開
放する。

市内の小中学校体育施設を開放すること
により、身近な場所でのスポーツ活動の
場の提供をするこによりスポーツ振興が
図れる

28,936

市民体育館管理運営 経常 市民体育館施設の管理運営
市民体育館施設の管理運営を指定管理
者に委託することにより、利用者に対して
サービスの向上が図れるようにする。

88,331

市民体育館改修事業
経常
政策

市民が安全に気持よく、市民体
育館を利用できるように維持補
修及び改修事業を行う。

老朽化が進む施設を維持補修・改修する
ことにより利用者が快適に施設を利用で
きるようにする。

5,385

文化・スポーツ課
文化振興担

当

文化振興担
当

文化・スポーツ課 スポーツ振興
担当
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課・館 担当 事業名
経常
政策

事業の概要 目標又は期待される成果 予算要求額

資料の収集 経常 図書・雑誌の購入 貸出冊数、予約件数等の増加等 26,732

資料・情報の提供 経常
貸出、リクエストサービス、調査
研究支援、図書館間相互協力

貸出冊数、予約件数等の増加等 0

子どもの読書環境向上への取
り組み

経常
政策

学校との連携、子どもたちへの
読書普及、「子どもの読書活動
推進計画」の策定に向けたアン
ケート調査の実施

児童書の貸出冊数の増加、おはなし会へ
の参加者数の増加等

未定

ハンディキャップサービス 経常
対面朗読、宅配、郵送貸出、デ
イジー録音図書の作成、ファク
シミリでのリクエスト受付

対面朗読実施回数、郵送貸出冊数の増
加等

63

高齢者へのサービス 経常
大活字図書の購入、高齢者へ
の出張おはなし会の実施

大活字図書の充実等 298

郷土行政資料サービス
経常

我孫子資料・千葉県資料の選
定・収集・保存、郷土ゆかり
コーナーの運営、市内各施設と
の連携・協力

郷土行政資料（我孫子資料・千
葉県資料）の年間貸出冊数

255

常設展の充実 経常
フクロウ観察カメラの更新、情
報のアップデート

常設展示の維持管理、内容の充実 1,181

企画展の実施 経常
企画展開催、小ジオラマ等作
成、展示パネル更新

魅力ある展示、ポスター等による広報周
知

1,767

標本・資料の収集 経常 標本製作、冷凍庫購入
標本の適切な管理、製作現場の環境整
備

2,101

鳥類生息状況調査 経常 手賀沼周辺・市内公園の調査 地域の鳥に関する情報の提供 90

鳥の博物館 博物館担当
てがたん 経常

博物館周辺の自然観察会（月
１回）

手賀沼周辺の自然に親しみ学ぶ機会提
供

147

あびこ自然観察隊 経常
我孫子市内の自然観察会（年
５回）

市内の自然に親しみ学ぶ機会の提供 68

室内啓発イベント 経常 JBF,夏休み等の工作イベント 楽しみながら鳥や自然に関心を深める 226

図書館 奉仕
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課・館 担当 事業名
経常
政策

事業の概要 目標又は期待される成果 予算要求額

友の会・市民スタッフの活動支
援

経常 友の会活動等の支援
生涯学習機会の充実、市民と協働の博物
館活動

0

ミュージアムショップの充実 経常
スポーツタイプポロシャツ、オオ
バンストラップ製作ほか

魅力ある商品、ショップづくり 2,706

図書資料整理、データ化 経常 図書購入、資料データ化 鳥や自然に関する資料の提供 213

ジャパンバードフェスティバル 経常 講演、探鳥会等 鳥や自然について関心を持ってもらう 10

鳥の博物館 博物館担当
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