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担当課：学校教育課

教育委員会関係
教育委員会事務費                   　　　　　　　　　　　　　　　　  　

事 務 局 関 係
１　事務局費                   　　　　　　　　　　　　　　　　  　

  議会に提出するとともにホームページで市民に公表した。
２　外国青年招致事業                   　　　　　　　　　　　　　　　　  　

３　サタデースクール事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

４　スクール・カウンセラー設置事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

５　心の教室相談員活用事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

６　子どもサポート事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

７　補助教員配置事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　た。

　　　 配置校：須賀小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

1

    教育委員会が実施する教育に関する事務の管理及び執行状況について、学識

　　　 小学校低学年の学級でティームティーチングを必要とする学校に非常勤講
　　 師を配置した。
　  　 個に応じたきめ細かな指導ができた。

　　　　　　  八日市場第一中学校・八日市場第二中学校

　　各中学校に非常勤講師を配置し、いわゆる保健室登校や会議室登校の生徒の
　指導に当たり、心の健康保持に効果があった。

　　欠席初期の児童生徒への対応及び不登校児童生徒へ支援を行う適応教室を運

  (1)　多人数学級補助教員

　営することで、欠席児童生徒数の減少に効果があった。

　導と小学校外国語活動等を通して国際理解、国際交流への態度が育成された。

　を延べ５人配置し、様々な悩みの解消や適応上の問題解決に効果があった。
　　配置校等：八日市場小学校・野田小学校

　   　定期的に教育委員会を開催することにより、教育委員会の事務事業や教育

　 　　訪問校  ５校

    点検及び評価 

　   　議案２６件について審議し、教育行政の推進充実を図り、様々な教育課題
　   解決に向けて対応できた。

　(1)　教育委員会

　  進展する国際化に対応するため、外国青年を招致し、中学校における英語指

　　 　各校の現状を把握するとともに各校の課題解決等のため校長等との情報交

　　 　定例会　１２回　臨時会　１回
　(2)　学校訪問

 　　情勢を把握した。

　　教育課程時間外の土曜日に学習を希望する児童を対象に、国語、算数等の指
　導を行い、土曜日の有効利用と基礎学力の定着や学習意欲の向上に効果があっ

　 　換を行い、教育活動を支援した。

　　児童･生徒･保護者･教員に対し助言や援助を行うため、スクールカウンセラー

  経験者からの客観的、専門的意見を伺い、その結果に関する報告書を作成し、

　　　　　　  教育委員会



担当課：学校教育課

　(2)　学習支援補助教員

８　外国語活動推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

９  放課後児童クラブ育成事業

小 学 校 管 理 関 係
１　小学校施設維持管理     　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　 
  (1)　施設設備保守管理委託業務を実施した。 　
  (2)　学校警備委託業務を実施した。
２　小学校施設整備事業              　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　 

　 　た。

３　スクールバス運行事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

野田児童クラブ Η１９
共興児童クラブ Η２０ 栄第一児童クラブ

　(1)　豊栄・須賀・吉田・栄小学校の屋上防水工事を実施し、建物の耐久性を向　

〃匝瑳子ども教室

Η２２

10 　放課後子ども教室推進事業
　　　小学校施設を使用し、児童に安全かつ安心な活動場所を提供することで、様
　　々な学びや体験活動を通して生きる力の向上が図られた。

教　室　名
豊和子ども教室

設置年度
Η２３

須賀児童クラブ Η２１

豊栄第一児童クラブ Η１４ 椿海第一児童クラブ Η１４

Η１７
栄第二児童クラブ Η２４

豊栄第二児童クラブ Η２２ 椿海第二児童クラブ

八日市場児童クラブ Η１３ 平和児童クラブ Η１６

　護を受けられない児童を対象として児童クラブを開設し、児童の生活の場を確保
　し、健全育成に効果があった。

区　　分 設置年度 区　　分 設置年度

　り、児童の英語に関する慣れ親しみ、コミュニケーションへの意欲が高まった。
　  派遣校：市内全小学校

　　保護者の就労等により、放課後・土曜日・長期休業中に家庭において適切な保

　　　　　　　 須賀小学校・共興小学校・栄小学校・野田小学校
　　　　　　　 八日市場第一中学校・八日市場第二中学校
　　　　　　　 八日市場幼稚園・のさか幼稚園

　　小学校５・６年生の英語活動の指導補助として非常勤講師を派遣することによ

　　　 特別支援を要する児童・生徒のいる学校へ非常勤講師を配置することによ
　 　り、対象とする児童・生徒への学習支援が充実した。
　　　 配置校：平和小学校・椿海小学校・八日市場小学校・豊栄小学校

〃吉田子ども教室

　(2)　消防設備改修工事、浄化槽改修工事を実施し、学校施設の安全保持ができ
　 　上させた。
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　　小学校の統合に伴い、スクールバスを運行することにより米倉・飯高地区の

　(3)　野田小学校階段手摺設置工事を初め校舎等補修工事を実施し、学校施設整
　 　備が図られた。

　通学児童の交通手段が確保され、登下校時の安全性の確保に効果があった。



担当課：学校教育課

小 学 校 教 育 振 興 関 係

１　就学援助

　　経済的に就学困難な児童に対し、就学援助費の給付により義務教育への就学援

　助に努めた。

　　保護者の経済的負担の軽減と児童の円滑な就学に効果があった。

　(1)　学用品費等　　　　 ５６人

　(2)　医療費　　　 １７人

　(3)　給食費　　　 ５４人

２　就学奨励

　　心身に障害のある児童の義務教育への就学奨励に努めた。　

　　充実した教育を受けるための条件づくりに効果があった。

３　教育用パソコン活用事業

　　児童のパソコン学習のため、ＩＴ機器をリースした。児童のパソコン操作習熟

　に効果があった。

４　特色ある学校づくり推進事業補助金

　　補助金の交付により、地域の人材や資源の活用など特色ある学校教育活動が推

　進できた。

小 学 校 建 設 関 係

　　（平成２６年度工事実施予定　延床面積１，２５５．７７㎡）

    対象児童数　  ６３人

４　野田小学校屋内運動場改築事業

　　（平成２７年度工事実施予定）

１　椿海小学校屋内運動場改築事業

２　共興小学校屋内運動場改築事業

　　耐震性が不足し老朽化した既存の屋内運動場の改築工事に向けて、地質調査・

　実施設計を行い、事業を推進した。

　　耐震性が不足し老朽化した既存の屋内運動場の改築工事に向けて、耐力度調査

　　（平成２５年度工事実施　延床面積９５９．２５㎡）

　　耐震性が不足し老朽化した既存の屋内運動場の改築工事に向けて、耐力度調査

　を行い事業を推進した。

３　栄小学校屋内運動場改築事業

　　（平成２７年度工事実施予定）
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　を行い事業を推進した。

　　耐震性が不足し老朽化した屋内運動場の改築工事を行った。



担当課：学校教育課

中 学 校 管 理 関 係

１　中学校施設維持管理     　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　 
  (1)　施設設備保守管理委託業務を実施した。 　
  (2)　学校警備委託業務を実施した。

２  中学校施設整備事業                                             　　  

　(1)  浄化槽改修工事、校舎等補修工事を実施し、学校施設の安全保持ができた。

３  遠距離通学費補助金                                               　　  

　保護者に対して生徒１人１０，０００円の補助金を交付し、遠距離通学者の経済 

中 学 校 教 育 振 興 関 係

１　就学援助

　助に努めた。

　　保護者の経済的負担の軽減と生徒の円滑な就学に効果があった。

  (1)　学用品費等　　　 ５０ 人

  (2)　医療費　　　 ４ 人

  (3)　給食費　　　 ５０ 人

２　就学奨励

３　教育用パソコン活用事業

　効果があった。

４　特色ある学校づくり推進事業補助金

　進できた。

中 学 校 建 設 関 係

１　野栄中学校校舎改築事業

　　２５・２６年度継続事業。

　(2)  八日市場第一中学校音楽室床改修工事を初め校舎等補修工事を実施し、学

　　補助金の交付により、地域の人材や資源の活用など特色ある学校教育活動が推
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　的負担を軽減できた。

　(1)　該当生徒数　９７人 　　

　(2)　交付方法　保護者指定の口座へ振込

　　（平成２４・２５年度工事実施　延床面積５，２６１．６㎡）

２　八日市場第二中学校屋内運動場改築事業

　　経済的に就学困難な生徒に対し、就学援助費の給付により義務教育への就学援

　　生徒のパソコン学習のためＩＴ機器をリースした。生徒のパソコン操作習熟に

　　校施設整備が図られた。

　　老朽化した校舎の改築工事を行った。

　　（八日市場第一中学校２６人・八日市場第二中学校５４人・野栄中学校１７人）

　　（平成２５・２６年度工事実施中　延床面積２，２８５．９２㎡）

　　耐震性が不足し老朽化した屋内運動場の改築工事に着手した。工事は平成

　　充実した教育を受けるための条件づくりに効果があった。

　　心身に障害のある生徒の義務教育への就学奨励に努めた。

 　 対象生徒数　　　　２５人

　　中学校まで片道４km以上の生徒を対象に、自転車を購入して通学する１年生の



担当課：学校教育課

幼 稚 園 関 係

１　就園奨励費補助

できた。

６ 人 ３ 人

２９ 人 ４１ 人

２ 人 １ 人

１ 人 １ 人

２　第３子以降就園補助

ことで、多子世帯の経済的負担を軽減することができた。

５ 人 １０ 人

４ 人 ５ 人

  (2)　私立幼稚園　　　９人

・あさひこひつじ幼稚園・あかしあ幼稚園

・八日市場幼稚園 ・のさか幼稚園

・あかしあ幼稚園 ・あさひこひつじ幼稚園

・光町中央幼稚園 ・横芝まさご幼稚園

・八日市場幼稚園 ・のさか幼稚園
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・成田くすのき幼稚園

  (2)　私立幼稚園　　７５人

  (1)　公立幼稚園　　　９人

・千原台まきぞの幼稚園

　１８歳未満の子どもが３人以上いる家庭の第３子以降の保育料等を無料化する

  (1)　公立幼稚園　　１５人

　保育料等の経済的負担を軽減することで、幼稚園教育の普及充実を図ることが



担当課：給食室

給 食 関 係

た安全で豊かな学校給食の供給に努めた。

　安全・安心で充実した内容の献立が提供できた。

１　八日市場給食センター管理費

　(1)　学校給食賄費                        　                  　　        　

　(2)　委託業務  　                                                     　　　　 

　(3)　給食の実施状況

　　   学校給食実施人員

　　   給食実施日数

２，４７３

その他（人）中学校（人）

３２７９

幼稚園（人）

８３１１，５３１

パン食実施日数（日）米飯実施日数（日） めん食実施日数（日）

小学校（人）
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合計（日）

ガラスほかクリーニング業務清掃業務

１９１３３

合計（人）

１１８ ４０

区　　分 内　　容

一般的賄費 一般給食物資(主食・副食・牛乳等)

区　　分

炊飯業務 炊飯業務

給食配送業務

　卵・肉等を食材として優先的に使用した。

衛生保守管理業務 食中毒予防対策

施設設備保守管理業務

手数料的賄費 パン加工手数料(パン加工料)

　　地産地消・食育への取り組みが充実した。

内　　容

ボイラー設備保守点検業務ほか４件

給食配送業務

　地元産米のおいしいコシヒカリを初め、市内で生産加工されている野菜・豆腐・

　学校給食法に基づき、児童生徒の心身の健全な発達に寄与するため、真心をこめ

　　児童生徒が地域農業に対する理解を深め、ふるさとに愛着と誇りが持てるよう



担当課：給食室

２　野栄給食センター管理費

　　地元の食材を利用し、特色ある給食作りとして発芽玄米給食を週２回実施する

　等手作りで栄養のバランスの取れた給食を実施した。地元食材を活用することで

　旬の感じられる献立が実施でき、学校、家庭へもＰＲすることができた。

　(1)　学校給食賄費                        　                  　　        　

　(2)　委託業務  　                                                     　　　　 

　(3)　給食の実施状況

　　 　学校給食実施人員

　 　　給食実施日数

３　学校給食センター建設事業

　　新学校給食センター建設のため、工事に着手し、給食業務の充実に向けての事

　業を推進した。

合計（日）

１２０ ３９
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　　平成２６年９月供用開始予定

１３

米飯実施日数（日） パン食実施日数（日）

受水槽管理業務

ボイラー維持管理業務

一般給食物資(主食・副食・牛乳等)

パン加工手数料(パン加工料)手数料的賄費

３４

幼稚園（人）

７４

その他（人）

２４８

内　　容

電気保守業務

カマクラルーフファン清掃業務等

施設設備保守管理業務

中学校（人） 合計（人）小学校（人）

消防設備点検業務

浄化槽管理業務

ゴミ処理業務

　　(平成２５・２６年度建築工事実施中　延床面積２，４１８．１２㎡)

区　　分

　　安全・安心でおいしい給食を提供するため、老朽化した市内２か所の給食セン

　ターを統合し、新学校給食センターを建設する。

施設内外除草業務

害虫駆除業務

１９３

７８０

めん食実施日数（日）

４４５

一般的賄費

衛生保守管理業務

区　　分 内　　容



担当課：生涯学習課

社 会 教 育 総 務 関 係

１　社会教育団体育成事業

 ４０団体　会員数２,０７１人

２　ふるさと自然散策道管理事業

　　 り賑わいをみせた。

  (3)　八匝少年少女発明クラブ運営補助金

  (2)　子ども会育成事業補助金

  (5)  ガールスカウト千葉県第９８団運営補助金

　　 ークルの育成に努めた。

 　　　バレーボール大会等の実施により、会員相互の交流を深め、親睦を図るこ

　  　 匝瑳市文化団体協議会への助成を通じ、文化・芸術活動の振興及び市民サ

 　　成環境の整備を目的として、補助金を交付した。

　(1)　文化会補助金
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　   等に対し助成し、子どもたちの健全な成長が図れた。

 　 　 子ども会活動の充実を図るため、安全対策講習会、レクリエーション事業

     　文化祭では、八日市場・野栄の両会場で延べ約２，６００人の来場者があ

  (4)  匝瑳市ＰＴＡ連絡協議会補助金

　     ボランティア活動など地域社会に根ざした諸活動を通して、少女たちの社

    　 児童の創造性を育み、豊かな人間形成を図るため助成した。

　　　 児童と指導者の活動記録の充実が図れた。

　 　奉仕活動を展開し、自発活動を促すことによって、子どもたちの心身の健や

  会員数　１５人

　     地域総合連携による青少年の健全育成と、安全で健やかな心身を育てる育

　     自発的活動を通して、青少年が健康で社会に奉仕し得る能力と人生に役立

    ふるさと自然散策道の施設・駐車場等の維持管理を行うことにより、文化財訪

　 　会性を育てることを目的として補助金を交付した。

     とができた。

　問者の受け入れ及び地域自然の保護を図ることができた。

　 　つ技能を体得し実践できることを目的として補助金を交付した。

　 　　各年齢に応じた部門ごとに、年間を通して自然体験・生活体験・社会体験

　 　かな成長が図れた。

 　　　活動を通じて責任ある思いやりを持った行動を起こせる女性への成長を図

  (6)  ボーイスカウト匝瑳第１団運営補助金

     れた。



担当課：生涯学習課

３　フロンティア学寮事業

　庭を離れ共同生活を行う通学合宿を行った。

４　成人式の開催

　 　成人式実行委員会が中心となり、１月１２日に祝賀式典を開催した。

　 　２０歳の良い思い出になったという声が多数聞かれた。

５　文化財保護活用事業

  (1)　重要文化財飯高寺管理事業補助金　　　　　　　　　　　

　　　 国指定重要文化財４棟を含む千葉県指定史跡飯高檀林跡を保全するため、

　　 火報・消火・避雷設備の保守点検に対する補助を行った。良好な状態での保

     存がなされた。 事業主体　　宗教法人　飯高寺

　(2)  飯高檀林コンサート補助金　

　　   第１８回飯高檀林コンサートを１０月１３日に開催した。

　　　 高品質の演奏会を千葉県指定史跡飯高檀林跡で開催することにより、芸術

　   文化の振興及び文化財保護の啓発が図られた。　

　　　 入場者数は、８００人を超え、本事業の趣旨を多くの方に広く理解してい

　(3)　匝瑳市内出土遺物保存処理委託業務　　　　　　　　　　　

　　   市内遺跡から出土した金属製品(刀)を展示するために保存処理等を行った。

　   それにより、貴重な埋蔵文化財の保存措置がとられた。

  (4)  文化財保存団体補助金　　　　　　　　　　　

　　 済的負担を軽減し、文化財保存・伝承活動を支援した。貴重な文化遺産の保

　　 護につながった。

県指定八日市場盆踊保存会　　　　

市指定松山神社神楽保存会

県指定仁組獅子舞保存会

市指定東郷神楽保存会

市指定八雲神社祭礼囃子保存会

市指定九十九里浜地曳大漁歌保存会

市指定野手囃子保存会

市指定六社大神神楽保存会

　の小学５・６年生を対象に生涯学習センター・ふれあいセンターを寮として、家

出席者（人）
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　　参加人数：野田・栄地区３７人　共興・平和地区３０人

対象者（人）

　　　 指定文化財の保存・継承・普及活動を担う保存団体に対して、各団体の経

　　 ただけた。

　コメントが多く寄せられた。

　　青少年相談員連絡協議会主催により、野田・栄・共興・平和・豊和・椿海地区

４１４ ３３６ ８１．２

　　　　　　　豊和・椿海地区２１人

　  事業終了後の作文とアンケートにより、参加児童の精神面の成長が感じられる

出席率（％）
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  (5)  文化財調査　　　　　　　

　　 今後につなげる文化財の保護計画を出すことができた。

市指定飯高神社拝殿・瑞垣調査事業

６　青少年体験活動推進事業

  (1)  子ども映画会、人形劇　　　２回開催

　　子ども映画会（８月）

　　人形劇（１２月）

　　　 映画会では子どもたちに人気の映画や、小さな子どもにもわかりやすいス

　　 トーリーのものを選び上映した。入場料は無料であったため、多くの子ども

　　 たちが映画にふれる良い機会となった。人形劇では、臨場感あふれる演目を

　　 子どもたちが食い入るようにみつめる姿が見られた。映画会や人形劇は子ど

　　 もたちが芸術にふれ、楽しみながら感性を磨く良い機会となった。

  (2)　自然観察会　　　　　２回開催 参加者数

　　第１回自然観察会（４月）　　 観察地　市内里山　　　　　９人

　　第２回自然観察会（５月）　　 観察地　鴨川市仁右衛門島　４１人

 　　　親子での参加数が増え、リピーターも少なからずおり、おおむね募集定員

 　　を満たす盛況ぶりとなった。

　(3)  親子そば打ち教室　　　１回開催 参加者数　１２組　３１人　　

７　青少年健康推進事業

　(1)  少年の日地域のつどい大会

　　　 次代を担う青少年が、スポーツ活動を通じて健全な身体と精神を養うとと

　　 もに、青少年相互の友情を深め青少年の自覚と誇りを高めることを目的に市

　　 と青少年相談員連絡協議会共催で実施した。子どもたちがスポーツの良さを

　　 理解できた。

　　　 少年少女ミニバスケットボール大会

　　　 匝瑳市ドッジボール大会                              

　　　 海匝地区ドッジボール大会

　(2)　わんぱくドッジボール大会

  (3)  市民オリエンテーリング大会

　　   家族、仲間とともに参加し、相互協力のもと家族の絆や友情を育み、人間

　　 関係の形成に効果が得られた。

２０チーム参加

　７チーム参加

10

中止

　１２３人参加

   ５０人

  ５チーム参加

史跡飯高檀林跡を守る会

市指定亀崎如意輪まいり

飯高寺鼓楼保存修理事業

参加者数　２８０人

国指定木積箕づくり保存事業

　　　 専門業者により現況調査を行い、修理方針を出し、記録を行うことにより

計３４０人

参加者数　　６０人
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８　家庭教育力活性化支援事業

  (1)　家庭教育学級の開設

     　幼稚園、小学校低学年及び中学校の保護者を対象に開設した。 

  (2)　子育て講座の開催

　　 を行った。

　・幼児期子育て講座　　　実施回数　　　１０回

　・児童期子育て講座　　　実施回数　　　５２回

　・思春期子育て講座　　　実施回数　　　１３回

計　７５回　　　参加者数　３，１９２人

９　埋蔵文化財調査費

　として、調査を要する水田の５％の面積を確認調査した。

10  生涯学習室講座開催事業

　(1)　教室・講座開設事業

 各種教室・講座を次のとおり開催した。

回数 回数

８ ８

８ ８

８ ８

４ ８

７ ４

１

講座の参加率は７６．９％で、昨年度より７ポイント余り向上している。

複数年継続している講座及び受講生が多く、各個人の技能向上が図られている。

　　　人とかかわりあう中で学びが高まることの理解が得られた。　

　　経営体育成基盤整備事業（多古田低地遺跡・豊和地区）に伴う埋蔵文化財調査

　　 　多くの保護者が集まる参観日、学校開放日を活用し、各学級の計画に則り

　 　開催した。また、就学時健診、入学説明会でも子育てについてアドバイス等

ちぎり絵

５５

　(2)　野栄寿大学

 　　　会員数　１６６人　　　回数　９回　　　延べ参加者数　１，００１人

 開催通知や寿通信を発行して講座内容を知らせるとともに、受講生の作品を

やさしいゆかた着付け

７６

５１ お菓子づくり

３２

マナー
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８３

１２６

７９

講座名

１７学級

　　　家庭の教育力を高めるには、学校や地域の行事、学びの場に参加すること。

延受講者数（人） 教室名 延受講者数（人）

そば打ち

大人の琴 ６５ ヒーリングピアダンス

７

 外部講師についての情報収集に努め、新たな講師を招いて内容の工夫をした。

１２５ 健康太極拳 １３５楽しい絵手紙

太巻き寿司（初級） アロマストレッチと健康体操

　　 載せるなどして参加を呼びかけている。
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生涯学習センター管理関係

   生涯学習センター管理事業

    生涯学習講座・行事の開催等、多種多様な面で貸館を行った。

       各室利用状況　　　

福祉センター管理関係

   福祉センター管理事業

 　 健診・行事の開催等、多種多様な面で貸館を行った。

     　各室利用状況

利用人数(人） 1,624 1,832 1,254

56

12

15

講座室１・２

22

15,092

1,048

31利用件数(件） 4

0 0

169
229

研修室 資料室1Fロビー

21 5,842

娯楽室

区　分

143

開館日数（日） 講座室Ａ・Ｂ・Ｃ 会議室 調理実習室

利用件数(件）

54

利用人数（人）

研修室

利用人数(人） 717294

合計

284

区　分 全館多目的ホール

3,454

ボランティア室 1 9

施設名 利用件数（件）

396

338 8

和室 5 540

１階ロビー他 18 1,925

68

12会議室

4,750

1,055

診察室 10 825

合    計
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保 健 体 育 総 務 関 係

１　スポーツ健康推進事業

　ーツ関係団体と連携して、市民の健康・体力づくりに努めた。各種スポーツ教室

  (1)　各種教室関係

 ジュニアバレーボ－ル教室（３７回）、HIP HOPダンススクール(２回)

  (2)  チャレンジフィッシング（１回） ３９人参加

  (3)  春季少年野球大会　                 　       　 　　４チ－ム参加

  (4)  市長杯匝陵ミニバスケットボール大会 　  　　　      　３８チーム参加

  (5)  近隣中学校招待ソフトボール大会 　   　　     ８チーム参加

１４チーム参加

８０人参加

中止

  (9)  ユニカール大会 １３チーム参加

５８チーム参加

３０チーム参加

 (12)  オーバーフォーティ婦人バレーボール大会 ２５チーム参加

 (13)  教育長杯タグラグビー大会    ８チーム参加

 (14)  市長杯匝陵バレーボール大会 　  　　　      　 ６７チーム参加

２　 体育関係団体運営補助事業

ア　市民体育大会の開催 ２３競技　２，９７４人参加

イ　千葉県民体育大会への選手派遣  　　１４競技 　 　２４７人参加

ウ　東総毎日駅伝大会の開催 ８９チーム参加

エ　匝瑳市健康マラソン大会の開催 ６７２人参加

オ　東部五市体育大会の開催 ２７競技　１，９１８人参加

 (10)  少年少女剣道大会

　　　 中学生バスケットボール教室（１回）

　　　 卓球教室（２０回）、ラグビースクール（３５回）

　した試合が展開され、大会を盛り上げるとともに交流を深めることができた。

  (7)  ふれあい健康ウォーク（春・秋）

(春：４０人、秋：４０人)

　　また、各種大会には市内外から多数のチーム選手が参加し、気迫のこもる白熱

　た。

　　　 ジュニアサッカー教室（１５回）、健康太極拳教室（１０回）

  (6)  婦人バレーボール大会

　     体育協会等が行う各種大会へ大勢の選手を派遣したことにより、各種スポー

　　 ツの競技力が向上した。

  (8)  ニュースポーツ大会

 (11)  少年少女サッカー交流大会

  (1)　匝瑳市体育協会運営費補助金

　　　 テニス教室（１６回）、昼の卓球教室（２４回）、ヨガ教室（２２回）
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　ポーツを楽しみ、健全で明るく豊かな市民生活を送ることに貢献することができ

　については、子どもから中高年まで幅広い年齢層の方々が自分の好みに応じたス

　 　  エアロビクス教室（２０回）、初めてのテニス教室(８回)

    各種スポーツ教室・大会を開催し、スポーツの普及促進を図るとともに、スポ



担当課：生涯学習課

　 　　のさかスポーツクラブが開催した各種スポーツ教室等には、延べ２，０６１人

   　の会員が参加し、地域に根ざしたスポーツの振興に寄与している。

イ　教室　

ウ　大会　

エ　健康ハイキング　

保 健 体 育 施 設 関 係

　  利用者は、概ね増加傾向にあり、市民の中に着実にスポーツ活動が浸透している。

　(1)　市営グラウンド（野球場１面、テニスコ－ト５面）の維持管理業務に努めた。

　　 　八日市場第一中学校のクラブ活動及びグラウンドゴルフ（野球場／外野）での

     貸出しが主である。

　   　年間の貸出し日数が３３５日と雨の日以外はほぼ利用されており、中学生等が

     気軽に野球やテニスなどを楽しむ場として定着している。

     利用状況

　　   土・日曜日を中心に利用者が増加しており、サッカー・ラグビー人口の増につ

利用状況

 　 １１月２６日代々木公園　　　　　３月９日三溪園

１　市営体育施設維持管理と貸出業務

利用件数（件） 利用人数（人）

112 143

463335市営野球場

利用件数（件）

　(2)　野手浜総合グラウンドの貸出業務と維持管理に努めた。

利用日数（日）

10,629

9,125

利用人数（人）

    ソフトバレー・卓球・バドミントン・ピアダンス・ヨガ・ウォーキング

　　（月４回）

　　ユニカール

　　６月１６日･１０月６日ユニカール・ソフトバレー　

　　５月２６日ひたち海浜公園　　　　１０月２０日水元公園　

    １２月２２日バドミントン　　

    ２月２３日卓球　　

240 269テニスコート 10,938

利用日数（日）

  (2)　匝瑳市総合型地域スポーツクラブ補助金

　　 ながっている。

ア　会員　２０５人　

　　（月２回）
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　　中学生以下２４人・高校生以上６５歳未満１１２人・６５歳以上６９人
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２　都市公園球場貸出業務

    利用状況

３　八日市場ドームの維持管理と貸出業務

　  八日市場ドームの貸出業務と維持管理に努めた。

利用状況

　  各種行事の開催・スポーツ・文化等、多種多様な面で貸出業務を行った。

利用状況

区分
件数（件）

人数(人）

その他

　ており、市民が気軽に各種スポーツを楽しむ場として定着している。

４  ふれあいスポーツランドの維持管理と貸出業務

　  年間の利用者人数は６０，７５４人、１日当たりにすると１９９人が利用し

15,420

開館日数（日） さざんか広場

利用日数（日） 利用件数（件）

  やグラウンドゴルフを楽しむ場として定着している。  

246

利用人数（人）

みどり平球場 197

（うち夜間）

292

709

241

66－ 2,696

　ってのグラウンドゴルフで週２回（土・日曜日以外）ほど利用され、市民が野球

　  年間の開館日数２９２日、１日当たりの利用人数は１９４人となっており、市

　を図りながら、八日市場ドームの効果的活用に努めた。

開館日数（日）

207 6,367

利用人数（人）

  民が気軽に各種スポーツを楽しむ場として定着している。 
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利用件数（件）

1,785 56,638

山桑公園球場

　　都市公園野球場２面（山桑公園球場、みどり平球場）の貸出業務に努めた。

　　どちらの球場も主に土・日曜日の利用となっている。また、外野の芝生を使っ

10,126

1,085

1,085

422

35,142 7,662 1,445
305

331 1,445

アリーナ 文化ホール トレーニングルーム

    屋内スポーツ活動の拠点として、各種スポーツの普及・拡大と市民の体力向上



担当課：図書館

　　読書普及促進事業

  (1)　資料の整備等　　　

  (4)　図書館利用状況

  (5)　貸出登録者数　　

図書館関係

　書普及事業を幅広く進めることができた。

　　　　　　　　　　児童書　　　２，６６９冊 蔵書総数 ２７１，４９７ 冊

　  図書館資料の充実と整備を行い、利用者サービスの向上に努め、公共図書館の

３３，１７２ 冊

２３８，３２５ 冊

　　 ア 購入図書等　一般図書　　７，６２９冊 平成２６年３月３１日現在　蔵書数

　　　　　　　　　　新聞　　　　　　　１９紙 のさか図書館

　ビス拡大のため、他の図書館との連携により相互貸出・借入を実施した。

  (3)　予約・リクエストサービス ５，５２０冊   

２７，００２人
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  (2)　複写サービス　　　 　　　３，２７５枚     

　　 イ 寄贈図書等　一般図書　　　　２７７冊

　　　　　　　　　　児童書　　　　　　２１冊

　ボランティアの協力により開催し、読書の普及に努めるとともに、利用者のサー

　　このほか、学校等との連携活動として、児童・生徒への調べ学習等の支援を行

　い、読書会・読書グループのテーマ本の選定等、読書会活動の支援を実施し、読

　　想像力を深め豊かな人間性を養うために、おはなし会や人形劇を楽しむ会等を

  役割を果たすことができた。

　　　　　　　　　　雑誌　　　　　　２１４誌 八日市場図書館

　　　　　　　　　　雑誌　　　　　　　１１誌

4 23 558 0

5 25 396 9

6 25 429 0

7 24 509 1

8 26 687 12

9 22 575 1

10 25 412 2

11 24 435 3

12 21 329 14

1 20 333 0

2 18 276 7

3 23 394 0

計 276 5,333 49

2,085

1,540

56,188

25,176 23,636

50,855 324,492 300,270

28,20630,211

28,889

27,456 25,232

4,706

4,102 3,769

28,296

4,426 51721,5553,868

左の内訳

5,135

26,514

23,640 517

月

左の内訳 左の内訳

八日市場図
書館（人）

のさか図

書館(人)

八日市場図
書館(冊)

のさか図書
館(冊)

八日市場図
書館（人）

のさか図

書館(人)

開館日

数(日)

8744,870 4,474

3,060

20,882

1,782

22,226

3,955 3,626

865

842

994

1,607

780

831

858

2,224 781

2,048 833

24,893

30,301

25,841 23,828

3,544 3,268

4,676 4,282

10,25324,222

589596

4,7305,239

516

2,375 995

792

1,027

22,485 1,69824,183

4,830

4,622 4,187

4,418

4,900 4,325

516

10,204

2,013

　
貸出人数
（人）

貸出点数
（冊）

学習室等利
用人数(人)

5,889 5,202 33,361

1,013

1,344

792

26,514

28,272 26,224

26,941

2,005 842

2,048 861

1,619
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  (6)  主催事業等　　

区分

３２

１０２

３４１

 赤ちゃんと楽しむわらべうたの会（１回） １１月

内　　　　　　容

１月

６月･７月･１０月

　県立東部図書館・県内外公共図書館相互協力(毎週水曜日）
延べ貸出 １，７１９ 冊・借入 ５３５ 冊　合計 ２，２５４ 冊

 来館おはなし会（５回） １３９

２０

１４５

 図書館たんけん（２回）

３

４月～１２月

 おはなしを楽しむ会（４回） ４月･１１月･１２月

 人形劇を楽しむ会（１回）

 中学生社会体験学習（４回） ８

参加者（人）開催月

 書庫見学会（２回） １１月

４月～３月

 歴史ウォーク（１回） １０月

 社会科見学・校外学習（１０回）

 おはなし会（毎週土曜日４６回）

子
ど
も
向
け

大人
向け

 読書会・読書グループへの支援（１２回）

８月

４月～３月
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６０２

６

１２０

８月
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１　公民館講座開催事業        　　　　　　　　　　      　　　          　　  　　　　  

４７

４６

１２７

６６

７４

８

１３１

１４０

９３

７５

１１８

１３８

１８１

９８

３３

９０

６３

１４６

１０

１７

１１５

８８

１０７

１０１

18

３

合　　　計 ２１４ ２，７２４

門松づくり教室 １  １２月　

おやこでつくるリース教室 １ １１月

歌謡教室 ８ ６月 ～ １月

しめ縄づくり教室 １  １２月　

癒しのヨーガ教室 ８ ６月 ～ ９月

ヨガ健康ストレッチ教室 ８ ６月 ～ １月

ピアダンス教室 ８ １０月～１月

ハワイアンフラ入門教室 ８ ６月 ～ １月

オトコの料理道場教室 ６ ６月 ～ １２月

おいしいお菓子教室 ８ ６月 ～ １月

トールペイント教室 ８ ６月 ～ １月

家庭料理教室 ７ ７月 ～ １２月

楽しい絵手紙教室 ８ ６月 ～ ２月

アメリカンフラワー教室 ８ ６月 ～ １月

５０

押し花の基本教室 ８ ６月 ～ １月

ｱﾒﾘｶﾝﾊﾟｯﾁﾜｰｸ教室 ８ ６月 ～ １月

８ ６月 ～ １月

初歩からの七宝焼教室 ８ ６月 ～ １月

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄの基本教室 ８ ７月 ～ ２月

華道入門教室 ８ ６月 ～ １月

１７０

１９２

３７

延受講者数（人）開　催　期　間

６月 ～ １月

２３ゆかたの着付け教室 ３ ６月 ～ ７月

６月 ～ ９月

１０月～１月

４ ４７

４４

５４６月 ～ １月日本舞踊教室

茶道入門教室

やさしい絵画教室 ８

７ ５月 ～ ９月

６月 ～ １月

基礎から学ぶ庭いじり教室

初歩からの陶芸教室

バラ入門教室

琴入門(初級)教室 ８

８

書道教室

太巻き寿司教室（中級） ４

楽しむ民謡教室 ８

６月 ～ １月

４

６月 ～ １月童謡・わらべ歌をうたう教室 ８

６月 ～ １月

６月～１１月

８

６月 ～ １月

太巻き寿司教室（初級）

公民館関係

　　アンケートなどの要望を基に３２教室開催し、多くの市民が楽しく参加できる

　　今後も多くの市民が参加しやすい環境づくりが必要となっている。

教　　室　　名 回 数

　よう講座の充実に努めた。公民館の利用が少ない男性向けに２教室を開催し、男

　性の受講者数の増加を図った。
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２　高齢者教室 （寿大学）開催事業          　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

回数

２

７

８

８

８

８

８

８

８

８

８

８

８９

　できた。　　　　　開催日　　２月１日（土）・２月２日（日）

４　公民館利用状況

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

合計

　　高齢者の交流と教養を高める場として、寿大学開講式の際に講演を行った。

132

68

25 3,925

27

73

147

77

305

260

231

延受講者数（人）

240

219

223

219

296

19

26 81

6,738

2,801

4,384 0

54,649 310 1,616 875

159

21 131 67

23 3,421 45 113 65

24

94

23 4,019 36 126 57

5,456 35 16726

27 4,863 36 134 90

3,229 33 104

32 126

26 6,056 35 134 67

26 5,456 36

63

27 3,797 1 143 73

25

 講　座　名 コース名 開催期間

　　１月には芸能部門の発表会を開催し、生きがい講座を１１講座実施した。

１７１

２０３

　　市民の高齢化が進む現在、更なる充実が求められている。

教養講座

民謡

６月 ～ １月  〃 舞踊

７１

１４２

２７０

６７

４１

１６８

  〃

１，３７７

開館日数（日） 利用人数（人）
利用件数（件）

５６

７９

計主催事業 社教団体

６月 ～ １月俳句

  〃

  〃

短歌 ６月 ～ １月

合　　　計

　ビスの向上に努めた。

　　主催事業の充実を図るとともに、環境の整備や使い勝手などにも配慮し、サー

月
その他

205

3,305

236

245

217

210

６月 ～ １月  〃 川柳

0

　　講座受講生とサークル会員が１年間の学習及び活動の成果を発表する「公民館

４３

　まつり」を２日間にわたり開催し、多くの市民に活動等の内容を周知することが

６６

３　公民館まつり開催事業

カラオケ

６月 ～ １月  〃 茶の湯

書道 ６月 ～ １月

６月 ～ １月

  〃

  〃 社交ダンス

６月 ～ １月

６ 月 ～ １ 月

  〃 手芸

６月 ～ １月

６月 ～ １月  〃 詩吟

５月 ・ １月開講式・新春発表会  

生きがい講座
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５　市民ギャラリーの活用促進                                                     　　　 

利用

団体数

1

12

3

1

7

24

　利用により幅広いジャンルの作品を鑑賞する機会を設けることができた。

  　作品等の展示の場となる「市民ギャラリー」の利用促進に努め、多くの団体の

3,100

13,732

2,473

20

合計

611

610

6,938

51

142

7

社会教育団体 書道・美術・写真等作品展示 71

教育団体

写真・華道・各種作品等展示

中学生・高校生の書道・美術等展示 11

一般団体

官公署

書道・美術・写真等作品展示

主催事業 『公民館まつり』における各種作品展示 2

（人）
団体区分

利用日数
主　な　内　容

（日）

来館者数




