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資料編 

 事業の所管課 

事業の所管課 （H23 年度末現在） 

＜乳幼児期＞   

方向 № 事業 所管課 
1 1 離乳食講習会の実施 健康課 
    歯の健康指導の実施 健康課 
    保育園等における食育の推進 保育課 
    食品や健康に関心を持たせる事業の実施 生活環境課 
  2 ベビーマッサージ、ママビクス、リトミック教室等の実施支援 スポーツ振興課 
    児童館における遊びを通じた運動能力の向上 児童青少年課 
    親子体操の実施≪新規≫ スポーツ振興課・健康課 
  3 絵本原画展の実施 生涯学習センターゆとろぎ・図書館 
    芸術鑑賞事業の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    動物公園における動物ふれあい事業の実施 土木課 
  4 公共施設等における読み聞かせや絵本の紹介 図書館・健康課・子育て支援課・保育課 
    ブックスタート事業における読み聞かせ会の実施 図書館・健康課 
  5 児童館親子参加事業の実施 児童青少年課・子育て支援課 
    児童館まつりの実施 児童青少年課 
    青少年健全育成の日事業の実施 児童青少年課・生涯学習センターゆとろぎ 
    はむら保育展の開催 保育課 
    保育園・幼稚園における地域交流事業の充実 保育課 
  6 私立幼稚園職員研修の支援 保育課 
    保育等に携わる職員研修の充実 保育課 
    幼稚園・保育園・小学校連携推進懇談会の実施 保育課 [学校教育課] 
2 1 子育て支援講座の実施 子育て支援課・生涯学習センターゆとろぎ 
    家庭教育セミナーへの参加促進 生涯学習課 [学校教育課・子育て支援課・健康課]
    保育園・幼稚園における学習機会の提供 保育課 
    仕事と生活の調和に関する意識啓発 企画課・産業活性化推進室 [子育て支援課] 
    母親学級・両親学級の実施 健康課 
    離乳食講習会を通じた仲間づくりの支援 健康課 
    子育て支援図書コーナーの充実 図書館 
  2 新生児訪問指導の実施 健康課 
    乳児家庭全戸訪問事業の実施 子育て支援課 
    育児に関する相談の実施 健康課・子育て支援課・保育課 
    子ども家庭支援センター機能の充実 子育て支援課 
    児童館における地域子育て支援機能の充実 児童青少年課・子育て支援課 
    地域子育て支援センター事業の充実 子育て支援課 
    保育園・幼稚園を拠点とした子育て支援の充実 保育課 
    子育て応援ガイドブックの充実 子育て支援課 
  3 生涯学習センターゆとろぎ利用者の保育室の活用 生涯学習センターゆとろぎ 
    保育園等における一時預かり事業の実施 保育課 
    乳幼児ショートステイ事業の実施 子育て支援課 
    ファミリー・サポート・センター事業の実施 子育て支援課 
    シルバー人材センターにおける育児支援サービス事業への支援 高齢福祉介護課(シルバー人材センター) 
    あかちゃん休憩室事業の実施 子育て支援課 
3 1 子育て支援者の育成 子育て支援課 
    社会教育関係団体等との協働による子育て支援事業の推進≪新規≫ 生涯学習課 [スポーツ振興課・子育て支援課] 
    小地域ネットワーク活動への支援 社会福祉課(社会福祉協議会) 
    民生・児童委員の活動の充実 社会福祉課 [子育て支援課] 
  2 各種イベントへの参加促進 産業活性化推進室 
    保育園・幼稚園における地域交流事業の充実 保育課 
  3 要保護児童対策地域協議会の開催 子育て支援課 [保育課・健康課・学校教育課・教

育相談室] 
    民生・児童委員の活動の充実 社会福祉課・子育て支援課 
  4 ３歳児健診・３歳児経過観察健診（心理相談）・発達健診の実施 健康課 
    育児に関する相談の実施 健康課・子育て支援課・保育課 
    障害児の療育事業「青い鳥」の実施 障害福祉課 
    障害児に関する相談事業の実施 子育て支援課・健康課 
    トイライブラリーの実施 障害福祉課 
    保育園・幼稚園を拠点とした子育て支援の充実 保育課 
    就学相談の実施 教育相談室 
    教育相談の実施 教育相談室 
    特別支援教育推進委員会、特別支援教育連絡協議会の開催 学校教育課・教育相談室 [障害福祉課・健康課・

児童青少年課・保育課] 

＜少年期＞   
方向 № 事業 所管課 
1 1 小中一貫教育実施計画に基づく教育活動の充実 学校教育課 
    小中一貫教育推進のためのコーディネーターの配置 学校教育課 
    羽村市独自の特色ある教育内容〔英語教育、羽村学（郷土学習）、人間

学（キャリア教育）、親学（家庭教育講座）〕の実施 
学校教育課 

    幼稚園・保育園・小学校連携推進懇談会の実施 保育課 [学校教育課] 
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方向 № 事業 所管課 
  2 ２学期制を生かした教育課程の実施 学校教育課 
    東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の実施 学校教育課 
    授業改善推進プランの作成 学校教育課 
    全小学校への学習サポーターの配置 学校教育課 
    理科教育支援拠点校（羽村西小学校）の設置と理科研修会の実施 学校教育課 
  3 特色ある学校づくり交付金の交付と事業の推進 学校教育課 
  4 本を読む機会の充実 学校教育課 
    読書活動担当者研修会の開催 学校教育課 
    学校図書館の蔵書の充実 教育総務課 [学校教育課] 
    学校図書館巡回司書の活用による学校図書館の充実 学校教育課 [図書館] 
    学校図書館総合管理システムの拡大 教育総務課 
  5 小中学生音楽フェスティバルの実施 学校教育課 
    オーケストラ鑑賞教室の実施 学校教育課 
    楽器の整備 教育総務課 
    東京都公立学校美術展覧会への出品 学校教育課 
    小中学校の図工・美術等作品展覧会開催の検討≪新規≫ 学校教育課 [生涯学習センターゆとろぎ] 
  6 セーフティ教室の実施 学校教育課 
    交通安全教室（自転車安全教室等）の実施 学校教育課 [生活安全課] 
    薬物乱用防止教室の実施 学校教育課 
    情報モラルに関する授業の推進 学校教育課 
    避難訓練（地震・火事・不審者等）の実施 学校教育課 
    普通救命講習の実施 学校教育課 
    地域安全マップづくりの実施 学校教育課 
    羽村学（郷土学習）における防災教育の実施 学校教育課 
    総合防災訓練への小中学生の参加促進 学校教育課 [生活安全課] 
  7 小学校１年生からの英語教育の実施 学校教育課 
    日本の伝統・文化理解教育の推進 学校教育課 
  8 CO2削減アクション月間の取り組み 学校教育課 
    校庭芝生化の取り組み 教育総務課 
    環境教育優良校の東京都への推薦 学校教育課 
    稲作体験の実施 学校教育課 
  9 ICTを活用した授業の取り組み 学校教育課 
    教育用コンピュータの運用 教育総務課 
2 1 人権教育推進委員会の開催 学校教育課 
    人権教育の具体化の推進（人権課題等の計画的な学習の推進） 学校教育課 
    人権教育担当者による校内体制の充実 学校教育課 
  2 道徳授業地区公開講座の実施 学校教育課 
    道徳教育推進教師研修会の実施 学校教育課 
  3 羽村学（郷土学習）における防災教育の実施 学校教育課 
    総合防災訓練への小中学生の参加促進 学校教育課 [生活安全課] 
  4 毎月のいじめ状況調査の実施 学校教育課 
    いじめ防止ふれあい月間の取り組みの実施（６月・11月・２月） 学校教育課 
    いじめ防止に関する研修会の実施 学校教育課 
    教育相談員、スクールカウンセラーによる教育相談の実施 教育相談室 
3 1 スポーツ推進月間の実施（10月） 学校教育課 
    「一校一取組、一学級一実践」の実施 学校教育課 
    中学生「東京駅伝」大会への参加 学校教育課 
    校庭の一部芝生化による運動に親しむ子どもの育成 教育総務課 [学校教育課] 
    スポーツ教育推進校の指定 学校教育課 
    東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査の実施 学校教育課 
    羽村市学校保健会、学校保健委員会の開催 教育総務課 
    食物アレルギー、感染症対策 教育総務課 
  2 小中一貫教育における親学（家庭教育講座）の実施支援 学校教育課 
    食育リーダーの配置と食に関する指導の充実 学校教育課 
    稲作体験の実施 学校教育課 
    栄養教諭等による授業等の実施 学校教育課 [給食センター] 
    移動消費生活センターによる出前授業 生活環境課 [学校教育課] 
  3 部活動外部指導員の配置 学校教育課 [スポーツ振興課] 
4 1 特別支援教育校内委員会の設置 学校教育課 [教育相談室] 
    特別支援教育コーディネーターの指名 学校教育課 [教育相談室] 
    就学相談の実施 教育相談室 
    特別支援教育推進委員会、特別支援教育連絡協議会の開催 学校教育課・教育相談室 [障害福祉課・健康課・

児童青少年課・保育課] 
    特別支援教育研修会の開催 教育相談室 [学校教育課] 
    特別支援教育介助員・特別支援教育支援員の配置 教育相談室 [学校教育課] 
    副籍事業の実施 教育相談室 [学校教育課] 
    「特別支援教室」（コミュニケーションの教室）の設置と活用≪新規≫ 学校教育課 [教育相談室] 
    教育相談の実施 教育相談室 
  2 教育相談の実施 教育相談室 
    教育相談員、スクールカウンセラーによる教育相談の実施 教育相談室 
  3 スクールソーシャルワーカーの配置 教育相談室 
    課題を抱える家庭への支援 子育て支援課・学校教育課・教育相談室 
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    要保護児童対策地域協議会の開催 子育て支援課 [学校教育課・教育相談室・保育課・

健康課] 
  4 長期欠席児童・生徒調査の実施 学校教育課 
    学校不適応対策担当者連絡会の開催 学校教育課 
    不登校対応に関する研修会の実施 学校教育課 
    学校適応指導教室（ハーモニースクールはむら）の運営 教育相談室 
    中学校不登校等対応指導員の配置≪新規≫ 教育相談室 
    学校サポート会議の開催 学校教育課 
    関係機関と連携した家庭への支援 学校教育課・子育て支援課 
  5 日本語指導教員の配置 学校教育課 
    日本語適応指導員の派遣 学校教育課 
    日本語通訳の派遣 学校教育課 
    関係機関と連携した家庭への支援 学校教育課 [子育て支援課] 
5 1 総合防災訓練への小中学生の参加促進 学校教育課 [生活安全課] 
    社会参加実践活動の実施 児童青少年課 
    体験ボランティア活動の実施に向けた支援 地域振興課・社会福祉課(社会福祉協議会) 
    少年少女球技大会の実施 児童青少年課 
    地域教育シンポジウムの実施 生涯学習課 
    自然休暇村八ヶ岳少年自然の家を活用した体験活動の充実 児童青少年課・生涯学習課 
  2 放課後子ども教室の実施 児童青少年課 [学校教育課] 
    児童館事業の実施 児童青少年課 
    学童クラブ事業の実施 児童青少年課 
    各種イベントへの参加促進 産業活性化推進室 
    青少年健全育成の日事業の実施 児童青少年課・生涯学習センターゆとろぎ 
    障害児の療育事業「青い鳥」の実施 障害福祉課 
  3 芸術鑑賞事業の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    演劇公演の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    月例子ども映画会の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    絵本原画展の実施 生涯学習センターゆとろぎ・図書館 
    サイエンスシアターの実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    夏休み親子創作教室の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    市主催事業等への音楽や演劇の活動等による参加 学校教育課・関係各課 
  4 総合体育大会への参加促進 スポーツ振興課 
    市民体育祭への参加促進 スポーツ振興課 
    ドッジボール大会の実施 スポーツ振興課 
    はむら総合型スポーツクラブはむすぽ事業への参加促進に向けた支援 スポーツ振興課 
    体験講座等の実施 スポーツ振興課 
  5 児童文学講演会の実施 図書館 
    おはなし会の実施 図書館 
  体験講座等の実施 図書館 
  6 常設展示・企画展の実施 郷土博物館 
    体験学習会の実施 郷土博物館 
    稲作体験の実施 児童青少年課 
  7 夏休み環境教室の実施 環境保全課 
    ホタル観察会の実施 環境保全課 
    みどりの環境教室の実施 環境保全課 
    エコ・チャレンジ“環境ファミリー”の実施 環境保全課 
    環境フェスティバルの実施 環境保全課 
  8 夢チャレンジセミナーの実施 児童青少年課 
    職場体験サポート事業の実施 学校教育課 [産業活性化推進室・高齢福祉介護課]
6 1 学校支援地域本部（仮称）の設置 学校教育課 [生涯学習課] 
    地域人材の教育活動への積極的な登用 学校教育課 [生涯学習課] 
    芝生維持管理組織の運営支援 教育総務課 
    学校評議員制度の充実 学校教育課 
    学校公開の推進 学校教育課 
    スクールインターンシップ等による小中学校の授業サポートの実施に

対する支援 
学校教育課 

  2 家庭教育セミナーの実施 生涯学習課 [学校教育課] 
    小中一貫教育における親学（家庭教育講座）の実施支援 学校教育課 [生涯学習課] 
  3 地域子育て支援センター機能の充実 子育て支援課 
    要保護児童対策地域協議会の開催 子育て支援課 [学校教育課・教育相談室・保育課・

健康課] 
    非行防止パトロール事業への支援 児童青少年課・学校教育課 
    民生・児童委員の活動の充実 社会福祉課・子育て支援課 
    ファミリー・サポート・センター事業の実施 子育て支援課 
    障害児に関する相談事業の実施 障害福祉課 
  4 青少年問題協議会の開催 児童青少年課 
    青少年対策地区委員会への支援 児童青少年課 
    青少年育成委員会への支援 児童青少年課 
    PTA活動への支援 生涯学習課 [学校教育課] 
    社会教育関係団体による体験学習事業の促進に向けた支援 生涯学習課 [生涯学習センターゆとろぎ・図書

館・スポーツ振興課・郷土博物館] 
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  5 緊急防犯情報のメール配信や見守り啓発市内一斉放送の実施 学校教育課 [生活安全課] 
    防犯ブザーの貸与事業の実施 教育総務課 
    PTAによる「こどもかけこみ110番」の家の旗の設置支援 学校教育課 [生涯学習課] 
    学校安全ボランティア連絡協議会の運営支援 学校教育課 
    スクールガードリーダーの配置 学校教育課 
    通学路の安全点検の実施 教育総務課 
  6 職層に応じた研修の実施 学校教育課 
    経験年数に応じた研修の実施 学校教育課 
    教育課題研修の充実 学校教育課 
    教員による自主的な教育研究会の研修に対する支援 学校教育課 
    校内研修やOJTの推進に対する支援 学校教育課 

＜青年前期＞   
方向 № 事業 所管課 
1 1 市内高校による小中学生との交流事業の実施に対する支援 学校教育課 
    スクールインターンシップ等による小中学校の授業サポートの実施に

対する支援 
学校教育課 

    体験活動のリーダーへの登用 児童青少年課 
    体験ボランティア活動の実施に向けた支援 地域振興課・社会福祉課(社会福祉協議会) 
    各種事業スタッフや実行委員、審議会委員としての参画促進 全課 
    市内の学生等による市主催事業への積極的な活用に向けた支援 全課 
  2 芸術鑑賞事業の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    美術作品展の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    体験講座等の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
  3 ヤングアダルト図書の紹介 図書館 
    課題解決のための図書の紹介 図書館 
    体験講座等の実施 図書館 
  4 総合体育大会への参加促進 スポーツ振興課 
    市民体育祭への参加促進 スポーツ振興課 
    駅伝大会への参加促進 スポーツ振興課 
    はむら総合型スポーツクラブはむすぽ事業への参加促進に向けた支援 スポーツ振興課 
    体験講座等の実施 スポーツ振興課 
  5 はむら健康の日、健康フェアの実施 健康課・スポーツ振興課 
    AIDS等の性感染症や違法薬物に関する意識の啓発 健康課 
    保育園等への体験ボランティアを通じた育児体験の実施 社会福祉課(社会福祉協議会)・保育課 
  6 スクールインターンシップ等による小中学校の授業サポートの実施に

対する支援 
学校教育課 

    学生の参画による町内会・自治会・商店街活性化事業の実施に対する
支援 

産業活性化推進室 

    市主催事業への参画を通じたインターンシップ制度の活用支援≪新規
≫ 

生涯学習課 

  7 職業相談の実施 産業活性化推進室 
    合同企業就職説明会の実施 産業活性化推進室 [生涯学習センターゆとろぎ] 
    学生の就業体験に対する支援 産業活性化推進室 
    コミュニティビジネス等起業に向けた講座の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    求人情報の提供 産業活性化推進室 
  8 総合防災訓練の実施 生活安全課 
    交通安全講習会の実施 生活安全課 
    防犯に関する情報提供と講習会の開催 生活安全課 
  9 ホタル観察会の実施 環境保全課 
    みどりの環境教室の実施 環境保全課 
    夏休み環境教室の実施 環境保全課 
    環境フェスティバルの実施 環境保全課 
    エコ・チャレンジ“環境ファミリー”の実施 環境保全課 
  10 消費生活講座の実施 生活環境課 
    消費生活相談の実施 生活環境課 
    消費者の日の実施 生活環境課 
  11 男女共同参画に関する情報紙の発行 企画課 
    男女共同参画フォーラムの実施 企画課 
  12 人権週間に合わせた意識啓発事業と相談の充実 庶務課 
    人権関連相談の実施 広報広聴課 
    平和の企画展の実施 企画課 
  13 大学公開講座・通信講座等の情報提供 生涯学習センターゆとろぎ 
    ゆとろぎイベントガイドの充実 生涯学習センターゆとろぎ 
    e-ラーニングを活用した学習情報の提供 生涯学習センターゆとろぎ 
  14 「子ども・若者支援地域協議会」の設置≪新規≫ 児童青少年課 
  15 障害者就労支援センター「エール」の利用促進 障害福祉課 
    地域活動支援センター「あおば」及び「ハッピーウイング」の利用促

進 
障害福祉課 

    障害者スポーツ・レクリエーションのつどい事業の実施 障害福祉課 
    青年学級事業の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
  16 横田基地内の外国人との交流 企画課・地域振興課 
    外国人市民を講師とした国際理解講座の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
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資料編 

 事業の所管課 

方向 № 事業 所管課 
2 1 各種イベントへの参加促進 産業活性化推進室 [生涯学習課] 
    各種まつりの活用に向けたサークルや団体への参加促進 産業活性化推進室 [生涯学習課] 
  2 市内高校による小中学生との交流事業の実施に対する支援 学校教育課 
    スクールインターンシップ等による小中学校の授業サポートの実施に

対する支援 
学校教育課 

    体験活動のリーダーへの登用 児童青少年課 
    体験ボランティア活動の実施に向けた支援 地域振興課・社会福祉課(社会福祉協議会) 
    各種事業スタッフや実行委員、審議会委員としての参画促進 全課 
    市内の学生等による市主催事業への積極的な活用に向けた支援 全課 
  3 スクールインターンシップ等による小中学校の授業サポートの実施に

対する支援 
学校教育課 

    学生の参画による町内会・自治会・商店街活性化事業の実施に対する
支援 

産業活性化推進室 

  4 常設展示・企画展の実施 郷土博物館 
    体験講座等の実施 郷土博物館 
    講演・講座の実施 郷土博物館 
    登録郷土研究員制度の活用と人材の育成 郷土博物館 
  5 社会教育関係団体への登録支援 生涯学習課・スポーツ振興課 [生涯学習センター

ゆとろぎ] 
    文化協会・体育協会への加盟促進 生涯学習課・スポーツ振興課 [生涯学習センター

ゆとろぎ] 
    団体・サークルガイドの充実 生涯学習課 
    文化祭、体育祭への参加促進 生涯学習センターゆとろぎ・スポーツ振興課 
  6 マスコットキャラクターを活用した生涯学習情報のPR≪新規≫ 生涯学習課 
    パソコンやモバイルを活用した市の情報のPR 広報広聴課 
    駅掲示板を有効活用した学習情報の提供 関係各課 

＜青年後期＞   
方向 № 事業 所管課 
1 1 芸術鑑賞事業の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    美術作品展の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    体験講座等の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    大学との連携による講座の充実 生涯学習センターゆとろぎ 
    市民大学講座の充実 生涯学習センターゆとろぎ 
  2 幅広いテーマの蔵書の充実 図書館 
    課題解決のための専門書の充実 図書館 
    体験講座等の実施 図書館 
  3 体験講座等の実施 スポーツ振興課 
    はむら総合型スポーツクラブはむすぽ事業への参加促進に向けた支援 スポーツ振興課 
    総合体育大会への参加促進 スポーツ振興課 
    市民体育祭への参加促進 スポーツ振興課 
    駅伝大会への参加促進 スポーツ振興課 
  4 常設展示・企画展の実施 郷土博物館 
    体験講座等の実施 郷土博物館 
    講演・講座の実施 郷土博物館 
    登録郷土研究員制度の活用と人材の育成 郷土博物館 
  5 「健康なんでも相談」の実施 健康課 
    こころの健康づくり講座の実施 健康課 
  6 「保健と運動を組み合わせた健康づくり講座」（仮称）の実施≪新規≫ 健康課・スポーツ振興課 
    「出前健康講座」の実施 健康課 
    健康・体力づくり事業の実施 スポーツ振興課 
    はむら健康の日、健康フェアの実施 健康課・スポーツ振興課 
  7 スポーツセンター、スイミングセンターにおけるトレーニング機器の

利用促進 
スポーツ振興課 

    スタジオプログラムの利用促進 スポーツ振興課 
    公園スポーツ施設の利用促進 スポーツ振興課 
    学校施設の利用促進 スポーツ振興課 
  8 総合防災訓練の実施 生活安全課 
    交通安全講習会の実施 生活安全課 
    防犯に関する情報提供と講習会の開催 生活安全課 
  9 ホタル観察会の実施 環境保全課 
    みどりの環境教室の実施 環境保全課 
    夏休み環境教室の実施 環境保全課 
    環境フェスティバルの実施 環境保全課 
    エコ・チャレンジ“環境ファミリー”の実施 環境保全課 
  10 消費生活講座の実施 生活環境課 
    消費生活相談の実施 生活環境課 
    消費者の日の実施 生活環境課 
  11 男女共同参画に関する情報紙の発行 企画課 
    男女共同参画フォーラムの実施 企画課 
  12 人権週間に合わせた意識啓発事業と相談の充実 庶務課 
    人権関連相談の実施 広報広聴課 
    平和の企画展の実施 企画課 
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資料編

事業の所管課

方向 № 事業 所管課 
  13 製造業営業力・生産力等強化支援事業の実施 産業活性化推進室 
    産業振興セミナー等の開催 産業活性化推進室 
    農業後継者の育成に向けた支援 産業活性化推進室 
  14 e-ラーニングを活用した学習情報の提供 生涯学習センターゆとろぎ 
    インターネットを活用した生涯学習関連施設の利用及び事業参加申込 生涯学習センターゆとろぎ・スポーツ振興課 
2 1 職業相談の実施 産業活性化推進室 
    合同企業就職説明会の実施 産業活性化推進室 [生涯学習センターゆとろぎ] 
    就業体験に対する支援 産業活性化推進室 
    コミュニティビジネス等起業に向けた講座の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    求人情報の提供 産業活性化推進室 
    大学との連携による講座の充実 生涯学習センターゆとろぎ 
    市民大学講座の充実 生涯学習センターゆとろぎ 
  2 大学公開講座・通信講座等の情報提供 生涯学習センターゆとろぎ 
    e-ラーニングを活用した学習情報の提供 生涯学習センターゆとろぎ 
    (財)資格標準化機構の認証取得情報の周知と利用促進≪新規≫ 生涯学習課 
  3 「子ども・若者支援地域協議会」の設置≪新規≫ 児童青少年課 
  4 障害者就労支援センター「エール」の利用促進 障害福祉課 
    地域活動支援センター「あおば」及び「ハッピーウイング」の利用促

進 
障害福祉課 

    障害者スポーツ・レクリエーションのつどい事業の実施 障害福祉課 
    青年学級事業の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
  5 横田基地内の外国人との交流 企画課・地域振興課 
    外国人市民を講師とした国際理解講座の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    外国人市民への日本語指導等の充実 地域振興課 
3 1 体験講座等の実施 生涯学習センターゆとろぎ・図書館・スポーツ振

興課・郷土博物館 
    文化祭、体育祭の実施 生涯学習センターゆとろぎ・スポーツ振興課 
    社会教育関係団体との連携による講座・講習の実施 生涯学習センターゆとろぎ・図書館・スポーツ振

興課・郷土博物館 
    はむら総合型スポーツクラブはむすぽ事業への参加促進に向けた支援 スポーツ振興課 
  2 各種イベントへの参加促進 産業活性化推進室 [生涯学習課] 
    各種まつりの活用に向けたサークルや団体への参加促進 産業活性化推進室 [生涯学習課] 
  3 転入時、出産時、子どもの入園・入学時等に合わせた団体紹介や加入

勧誘の促進 
地域振興課・生涯学習課・子育て支援課・保育課・
学校教育課 

    地域活動団体や市民活動団体への加入促進 地域振興課・生涯学習課 
    生涯学習まちづくり出前講座の実施 生涯学習課 
  4 社会教育関係団体への登録支援 生涯学習課・スポーツ振興課 [生涯学習センター

ゆとろぎ] 
    文化協会・体育協会への加盟促進 生涯学習課・スポーツ振興課 [生涯学習センター

ゆとろぎ] 
    団体・サークルガイドの充実 生涯学習課 
    文化祭、体育祭への参加促進 生涯学習センターゆとろぎ・スポーツ振興課 
  5 体育祭、文化祭への参画促進 スポーツ振興課・生涯学習センターゆとろぎ 
    各種まつりへの参画促進 産業活性化推進室 
    各種審議会への参画促進 企画課 
    事業推進ボランティア団体への支援と参画促進 関係各課 

＜壮年期＞   
方向 № 事業 所管課 
1 1 市民大学講座の充実 生涯学習センターゆとろぎ 
    大学との連携による講座の充実 生涯学習センターゆとろぎ 
    壮高年の地域回帰に向けた講座の実施 生涯学習センターゆとろぎ・図書館・スポーツ振

興課・郷土博物館 
  2 製造業営業力・生産力等強化支援事業の実施 産業活性化推進室 
    産業振興セミナー等の開催 産業活性化推進室 
    農業後継者の育成に向けた支援 産業活性化推進室 
  3 市民農園の確保と提供 産業活性化推進室 
    農業体験農園の実施に対する支援 産業活性化推進室 
    農ウォークの実施 産業活性化推進室(農業委員会) 
  4 総合防災訓練の実施 生活安全課 
    交通安全講習会の実施 生活安全課 
    防犯に関する情報提供と講習会の開催 生活安全課 
  5 みどりの環境教室の実施 環境保全課 
    環境フェスティバルの実施 環境保全課 
    ホタル観察会の実施 環境保全課 
    エコ・チャレンジ“環境ファミリー”の実施 環境保全課 
    夏休み環境教室の実施 環境保全課 
  6 消費生活講座の実施 生活環境課 
    消費生活相談の実施 生活環境課 
    消費者の日の実施 生活環境課 
  7 男女共同参画に関する情報紙の発行 企画課 
    男女共同参画フォーラムの実施 企画課 
  8 人権週間に合わせた意識啓発事業と相談の充実 庶務課 
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 事業の所管課 

方向 № 事業 所管課 
    人権関連相談の実施 広報広聴課 
    平和の企画展の実施 企画課 
  9 多文化共生への理解を深める講座等の実施 地域振興課・生涯学習センターゆとろぎ 
    外国人市民への日本語指導等の充実 地域振興課 
  10 芸術鑑賞事業の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    美術作品展の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    体験講座等の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
  11 幅広いテーマの蔵書の確保 図書館 
    地域課題解決のための専門書の充実 図書館 
    体験講座等の実施 図書館 
  12 市民体育祭への参加促進 スポーツ振興課 
    はむら総合型スポーツクラブはむすぽ事業への参加促進に向けた支援 スポーツ振興課 
    総合体育大会への参加促進 スポーツ振興課 
    駅伝大会への参加促進 スポーツ振興課 
    体験講座等の実施 スポーツ振興課 
  13 講演・講座の実施 郷土博物館 
    常設展示・企画展の実施 郷土博物館 
    体験講座等の実施 郷土博物館 
    登録郷土研究員制度の活用と人材の育成 郷土博物館 
  14 「健康なんでも相談」の実施 健康課 
    こころの健康づくり講座の実施 健康課 
  15 「保健と運動を組み合わせた健康づくり講座」（仮称）の実施≪新規≫ 健康課・スポーツ振興課 
    「出前健康講座」の実施 健康課 
    健康・体力づくり事業の実施 スポーツ振興課 
    はむら健康の日、健康フェアの実施 健康課・スポーツ振興課 
  16 スポーツセンター、スイミングセンターにおけるトレーニング機器の

利用促進 
スポーツ振興課 

    スタジオプログラムの利用促進 スポーツ振興課 
    公園スポーツ施設の利用促進 スポーツ振興課 
    学校施設の利用促進 スポーツ振興課 
  17 介護予防普及啓発事業の実施 高齢福祉介護課 
    認知症予防プログラム事業の実施 高齢福祉介護課 
    家族介護者教室の実施 高齢福祉介護課 
    認知症サポーター養成講座の実施 高齢福祉介護課 
  18 国民健康保険・国民年金・介護保険等の社会保障制度の理解促進に向

けた啓発事業の実施 
保険年金課・高齢福祉介護課 

    相続税や贈与税等の理解促進に向けた啓発事業の実施 課税課・生涯学習センターゆとろぎ 
  19 就業に必要な講習会等の情報提供 産業活性化推進室 
    シルバー人材センターによる技術取得講習会の開催支援 高齢福祉介護課(シルバー人材センター) 
    コミュニティビジネス等起業に向けた講座の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
  20 市民活動、ボランティア講座の実施及び開催支援 地域振興課・社会福祉課(社会福祉協議会) 
    ボランティアリーダー、コーディネーター養成講座の開催支援 社会福祉課(社会福祉協議会) 
    介護予防リーダー育成事業の実施 高齢福祉介護課 
  21 成年後見制度の周知、利用支援 障害福祉課 
    地域福祉権利擁護事業の活用、支援 障害福祉課 
    障害者スポーツ・レクリエーションのつどい事業の実施 障害福祉課 
    青年学級事業の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
  22 大学公開講座・通信講座等の情報提供 生涯学習センターゆとろぎ 
    (財)資格標準化機構の認証取得情報の周知と利用促進≪新規≫ 生涯学習課 
    e-ラーニングを活用した学習情報の提供 生涯学習センターゆとろぎ 
    インターネットを活用した生涯学習関連施設の利用及び事業参加申込 生涯学習センターゆとろぎ・スポーツ振興課 
2 1 体験講座等の実施 生涯学習センターゆとろぎ・図書館・スポーツ振

興課・郷土博物館 
    文化祭、体育祭の実施 生涯学習センターゆとろぎ・スポーツ振興課 
    社会教育関係団体との連携による講座・講習の実施 生涯学習センターゆとろぎ・図書館・スポーツ振

興課・郷土博物館 
    壮高年の地域回帰に向けた講座の実施 生涯学習センターゆとろぎ・図書館・スポーツ振

興課・郷土博物館 
  2 各種イベントへの参加促進 産業活性化推進室 [生涯学習課] 
    各種まつりの活用に向けたサークルや団体への参加促進 産業活性化推進室 [生涯学習課] 
  3 学校支援地域本部（仮称）への参加促進 学校教育課 [生涯学習課] 
    地域人材の教育活動への積極的な登用 学校教育課 [生涯学習課] 
    放課後の子どもの居場所への積極的な参加促進 児童青少年課 
  4 社会教育関係団体への登録支援 生涯学習課・スポーツ振興課 [生涯学習センター

ゆとろぎ] 
    文化協会・体育協会への加盟促進 生涯学習課・スポーツ振興課 [生涯学習センター

ゆとろぎ] 
    団体・サークルガイドの充実 生涯学習課 
    文化祭、体育祭への参加促進 生涯学習センターゆとろぎ・スポーツ振興課 
  5 体育祭、文化祭への参画促進 スポーツ振興課・生涯学習センターゆとろぎ 
    各種まつりへの参画促進 産業活性化推進室 
    各種審議会への参画促進 企画課 
    事業推進ボランティア団体への支援と参画促進 関係各課 
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資料編

事業の所管課

方向 № 事業 所管課 
  6 転入時、子どもの入園・入学時等に合わせた団体紹介や加入勧誘の促

進 
地域振興課・生涯学習課・子育て支援課・保育課・
学校教育課 

    地域活動団体や市民活動団体への加入促進 地域振興課・生涯学習課 
    生涯学習まちづくり出前講座の実施 生涯学習課 
  7 ゆとろぎ協働事業運営市民の会への参画促進に向けた支援 生涯学習センターゆとろぎ 
    市民パトロールへの参画促進 生活安全課 
    樹林地管理ボランティアへの参画促進 環境保全課 
    公園ボランティアへの参画促進 土木課 
    援農ボランティア制度の促進 産業活性化推進室(農業委員会) 
    里山ボランティアへの参画促進 郷土博物館 
    図書館ボランティアへの参画促進 図書館 
  8 ボランティア活動団体の周知と紹介 社会福祉課(社会福祉協議会)・生涯学習課 
    NPO法人化に向けた団体・サークルへの支援 地域振興課 
    市民活動センターによる支援 地域振興課 
  9 登録に向けた地域活動団体や市民活動団体、教育委員会表彰者等への

働きかけ 
生涯学習課 

    活用に向けた学校や地域への働きかけ 生涯学習課 

＜高齢期＞   
方向 № 事業 所管課 
1 1 「保健と運動を組み合わせた健康づくり講座」（仮称）の実施≪新規≫ 健康課・スポーツ振興課 
    「出前健康講座」の実施 健康課 
    健康・体力づくり事業の実施 スポーツ振興課 
    はむら健康の日、健康フェアの実施 健康課・スポーツ振興課 
  2 「健康なんでも相談」の実施 健康課 
    こころの健康づくり講座の実施 健康課 
  3 スポーツセンター、スイミングセンターにおけるトレーニング機器の

利用促進 
スポーツ振興課 

    スタジオプログラムの利用促進 スポーツ振興課 
    公園スポーツ施設の利用促進 スポーツ振興課 
  4 介護予防普及啓発事業の実施 高齢福祉介護課 
    認知症予防プログラム事業の実施 高齢福祉介護課 
    家族介護者教室の実施 高齢福祉介護課 
    認知症サポーター養成講座の実施 高齢福祉介護課 
  5 高齢者施設を利用したお好み講座、いきいき講座の実施 高齢福祉介護課 
    敬老のつどい、高齢者レクリエーションのつどいの実施 高齢福祉介護課 
  6 芸術鑑賞事業の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    美術作品展の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    体験講座等の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
    大学との連携による講座の充実 生涯学習センターゆとろぎ 
    市民大学講座の充実 生涯学習センターゆとろぎ 
    壮高年の地域回帰に向けた講座の実施 生涯学習センターゆとろぎ・図書館・スポーツ振

興課・郷土博物館 
  7 幅広いテーマの蔵書の確保 図書館 
    地域課題解決のための専門書の充実 図書館 
    体験講座等の実施 図書館 
  8 老人クラブ等による軽スポーツ活動への支援 高齢福祉介護課 
    高齢者レクリエーションのつどいの実施 高齢福祉介護課 
    総合体育大会への参加促進 スポーツ振興課 
    市民体育祭への参加促進 スポーツ振興課 
    体験講座等の実施 スポーツ振興課 
  9 登録郷土研究員制度の活用と人材の育成 郷土博物館 
    講演・講座の実施 郷土博物館 
    常設展示・企画展の実施 郷土博物館 
    体験講座等の実施 郷土博物館 
  10 市民農園の確保と提供 産業活性化推進室 
    農業体験農園の実施に対する支援 産業活性化推進室 
    農ウォークの実施 産業活性化推進室(農業委員会) 
  11 シルバー人材センターによる技術取得講習会の開催支援 高齢福祉介護課(シルバー人材センター) 
    コミュニティビジネス等起業に向けた講座の実施 生涯学習センターゆとろぎ 
  12 市民活動、ボランティア講座の実施及び開催支援 地域振興課・社会福祉課(社会福祉協議会) 
    ボランティアリーダー、コーディネーター養成講座の開催支援 社会福祉課(社会福祉協議会) 
    介護予防リーダー育成事業の実施 高齢福祉介護課 
  13 大学公開講座・通信講座等の情報提供 生涯学習センターゆとろぎ 
    (財)資格標準化機構の認証取得情報の周知と利用促進≪新規≫ 生涯学習課 
    e-ラーニングを活用した学習情報の提供 生涯学習センターゆとろぎ 
    インターネットを活用した生涯学習関連施設の利用及び事業参加申込 生涯学習センターゆとろぎ・スポーツ振興課 
2 1 総合防災訓練の実施 生活安全課 
    交通安全講習会の実施 生活安全課 
    防犯に関する情報提供と講習会の開催 生活安全課 
  2 消費生活相談員による出前講座の実施 生活環境課 
    消費生活講座の実施 生活環境課 
    消費生活相談の実施 生活環境課 
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資料編 

 事業の所管課 

方向 № 事業 所管課 
    消費者の日の実施 生活環境課 
  3 男女共同参画に関する情報紙の発行 企画課 
    男女共同参画フォーラムの実施 企画課 
  4 人権週間に合わせた意識啓発事業と相談の充実 庶務課・高齢福祉介護課 
    人権関連相談の実施 広報広聴課 
    平和の企画展の実施 企画課 
  5 社会教育関係団体との連携・協力によるパソコン教室や携帯電話講習

会の実施 
生涯学習センターゆとろぎ 

    シルバー人材センターや老人クラブ等によるパソコン教室の開催支援 高齢福祉介護課(シルバー人材センター) 
  6 環境フェスティバルの実施 環境保全課 
    エコ・チャレンジ“環境ファミリー”の実施 環境保全課 
    みどりの環境教室の実施 環境保全課 
    ホタル観察会の実施 環境保全課 
    夏休み環境教室の実施 環境保全課 
  7 製造業営業力・生産力等強化支援事業の実施 産業活性化推進室 
    産業振興セミナー等の開催 産業活性化推進室 
    農業後継者の育成に向けた支援 産業活性化推進室 
  8 多文化共生への理解を深める講座等の実施 地域振興課・生涯学習センターゆとろぎ 
    外国人市民への日本語指導等の充実 地域振興課 
  9 国民健康保険・国民年金・介護保険等の社会保障制度の理解促進に向

けた啓発事業の実施 
保険年金課・高齢福祉介護課 

    相続税や贈与税等の理解促進に向けた啓発事業の実施 課税課・生涯学習センターゆとろぎ 
  10 権利擁護に関する制度や事業の利用周知のための講演会の実施 高齢福祉介護課・社会福祉課(社会福祉協議会) 
    成年後見制度の周知、利用支援 障害福祉課 
    地域福祉権利擁護事業の活用、支援 障害福祉課 
    ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の高齢者が豊かに生きていくた

めの準備講座の実施 
生涯学習センターゆとろぎ 

  11 コミュニティバス「はむらん」の運行と利用促進 生活安全課 
    福祉有償運送事業等の周知と利用促進 障害福祉課(社会福祉協議会) [高齢福祉介護課] 
    住宅改修給付事業の周知と利用促進 高齢福祉介護課 
3 1 各種イベント時に合わせた団体紹介や加入勧誘の促進 地域振興課・生涯学習課・高齢福祉介護課・産業

活性化推進室 
    地域活動団体や市民活動団体への加入促進 地域振興課・生涯学習課 
    生涯学習まちづくり出前講座の実施 生涯学習課 
  2 ゆとろぎ協働事業運営市民の会への参画促進に向けた支援 生涯学習センターゆとろぎ 
    市民パトロールへの参画促進 生活安全課 
    樹林地管理ボランティアへの参画促進 環境保全課 
    公園ボランティアへの参画促進 土木課 
    援農ボランティア制度の促進 産業活性化推進室(農業委員会) 
    里山ボランティアへの参画促進 郷土博物館 
    図書館ボランティアへの参画促進 図書館 
  3 ボランティア活動団体の周知と紹介 社会福祉課(社会福祉協議会)・生涯学習課 
    NPO法人化に向けた団体・サークルへの支援 地域振興課 
    市民活動センターによる支援 地域振興課 
  4 社会教育関係団体への登録支援 生涯学習課・スポーツ振興課 [生涯学習センター

ゆとろぎ] 
    文化協会・体育協会への加盟促進 生涯学習課・スポーツ振興課 [生涯学習センター

ゆとろぎ] 
    団体・サークルガイドの充実 生涯学習課 
    文化祭、体育祭への参加促進 生涯学習センターゆとろぎ・スポーツ振興課 
  5 体育祭、文化祭への参画促進 スポーツ振興課・生涯学習センターゆとろぎ 
    各種まつりへの参画促進 産業活性化推進室 
    各種審議会への参画促進 企画課 
    事業推進ボランティア団体への支援と参画促進 関係各課 
  6 登録に向けた地域活動団体や市民活動団体、教育委員会表彰者等への

働きかけ 
生涯学習課 

    活用に向けた学校や地域への働きかけ 生涯学習課 
  7 学校支援地域本部（仮称）への参加促進 学校教育課 [生涯学習課] 
    地域人材の教育活動への積極的な登用 学校教育課 [生涯学習課] 
    放課後の子どもの居場所への積極的な参加促進 児童青少年課 
  8 体験講座等の実施 生涯学習センターゆとろぎ・図書館・スポーツ振

興課・郷土博物館 
    文化祭、体育祭の実施 生涯学習センターゆとろぎ・スポーツ振興課 
    社会教育関係団体との連携による講座・講習の実施 生涯学習センターゆとろぎ・図書館・スポーツ振

興課・郷土博物館 
    高齢者施設を利用した自主サークルへの参画促進 高齢福祉介護課 
  9 各種イベントへの参加促進 産業活性化推進室 [生涯学習課] 
    各種まつりの活用に向けたサークルや団体への参加促進 産業活性化推進室 [生涯学習課] 
  10 老人クラブへの活動支援 高齢福祉介護課 
    小地域ネットワーク活動への支援 社会福祉課(社会福祉協議会) 

 160 



 

資料編

事業の所管課

＜学習基盤と推進体制の充実＞   

方向 № 事業 所管課 
1 1 スポーツリーダー養成講習会の実施 スポーツ振興課 
    生涯学習コーディネーター養成講座の実施≪新規≫ 生涯学習センターゆとろぎ・生涯学習課 
    登録郷土研究員制度の活用と人材の育成 郷土博物館 
    体験活動に携わるリーダーの育成 児童青少年課・生涯学習課 
    生涯学習まちづくり出前講座の実施 生涯学習課 
    生涯学習関連施策の推進に向けた専門職員の養成と活用 関係各課 
  2 登録に向けた地域活動団体や市民活動団体、教育委員会表彰者等への

働きかけ 
生涯学習課 

    公募による登録と活用の呼びかけ 生涯学習課 
    学校や地域における活用に向けた積極的な働きかけ 生涯学習課 
  3 地域活動・市民活動に伴う相談業務の実施 地域振興課・生涯学習課 
    学習や活動の成果の提供と利用に伴うコーディネート業務の実施 地域振興課・生涯学習課 
    新たなサークルの立ち上げにかかる支援 地域振興課・生涯学習課 
    人材バンク「はむら人ネット」登録制度充実と活用 生涯学習課 
  4 社会教育施設等の利用促進 生涯学習センターゆとろぎ・図書館・スポーツ振

興課・郷土博物館 
    芸術文化施設の個人利用の促進 生涯学習センターゆとろぎ・郷土博物館 
    学校施設の利用促進 スポーツ振興課・生涯学習センターゆとろぎ 
    学習等供用施設や地域集会施設の利用促進 地域振興課 
    青少年の体験活動の充実に向けた自然休暇村八ヶ岳少年自然の家の積

極的な活用 
児童青少年課・生涯学習課 

    市内にある高校、企業が保有する学習施設・スポーツ施設の利用促進 生涯学習課・スポーツ振興課 
    インターネットを活用した生涯学習関連施設の利用及び事業参加申込 生涯学習センターゆとろぎ・スポーツ振興課 
    自治体間の広域連携による施設の相互利用の促進 生涯学習センターゆとろぎ・図書館・スポーツ振

興課・地域振興課・少年自然の家 
  5 文化財の保護と有効活用 生涯学習課 
    歴史文化資料の収集、保存、活用 郷土博物館 
    学校教育における積極的な活用に向けた連携・協力 学校教育課・生涯学習課・郷土博物館 
    市史編纂に向けた資料の収集と人材の確保 郷土博物館 
  6 動植物の生息状況の把握と活用 環境保全課・郷土博物館 
    根がらみ前水田の活用と継承 産業活性化推進室 [環境保全課] 
    緑地や崖線の活用と継承 環境保全課・郷土博物館 
2 1 団体・サークルガイド等の充実 地域振興課・生涯学習課 
    NPO法人化に向けた団体・サークルへの支援 地域振興課 
    行政と団体との協働による事業の推進 地域振興課・生涯学習課 
  2 市主催事業等を活用した団体間の連携に向けた支援 地域振興課・生涯学習課 
    地域活動団体連携協議会の設置≪新規≫ 地域振興課 
  3 各種広報紙（「広報はむら」「はむらの教育」「きずな」「消費生活セン

ターだより」「ゆとろぎイベントガイド」）の発行 
広報広聴課・教育総務課・地域振興課・生活環境
課・生涯学習センターゆとろぎ 

    ホームページの充実 関係各課 
  4 事業の実施に伴うアンケート調査の実施 関係各課 
    生涯学習アンケート調査（市民対象）の実施 生涯学習課 
    生涯学習アンケート調査（団体対象）の実施 生涯学習課 [地域振興課] 
  5 生涯学習推進委員会（仮称）による進行管理 生涯学習課 
    生涯学習基本計画推進懇談会（仮称）による点検・評価 生涯学習課 
    生涯学習関連施設における運営状況に関する評価の実施 生涯学習センターゆとろぎ・図書館・スポーツ振

興課・郷土博物館 
    生涯学習基本計画に基づく施策事業の進捗状況調査の実施 生涯学習課 

※[ ]内は事業の関連課 
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 生涯学習基本計画審議会 

羽村市生涯学習基本計画審議会 

○羽村市生涯学習基本計画審議会条例 

平成14年３月29日条例第18号 

（設置） 

第１条 羽村市（以下「市」という。）の生涯学習基本計画の策定に関する調査及び審議を行うため、

羽村市生涯学習基本計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、生涯学習基本計画の策定に関し次に掲げる事項について調査

及び審議し、答申するものとする。 

（１） 生涯学習の基本的な方針に関すること。 

（２） 生涯学習を支援するための重点課題に関すること。 

（３） 生涯学習施策の体系化に関すること。 

（４） 生涯学習事業に関すること。 

（５） その他生涯学習基本計画の策定に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 20 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 知識経験者 ３人以内 

（２） 市社会教育委員 １人 

（３） 市内の社会教育関係団体の代表者 ２人以内 

（４） 市内の公共的な団体等の代表者 ７人以内 

（５） 市内の小中学校の長 ２人以内 

（６） 市民公募委員 ５人以内 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱のあった日から第２条に規定する答申をした日までとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、意見を聴き、又

は資料の提出を求めることができる。 

（検討部会） 

第８条 審議会に必要に応じて検討部会を置くことができる。 

２ 検討部会の組織及び運営に関する事項については、会長が別に定める。 
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生涯学習基本計画審議会

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、生涯学習基本計画に関する事務を所管する課において処理する。 

（委任） 

第 10 条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

付 則 

この条例は、平成 14 年４月１日から施行する。 

付 則（平成 20 年条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成 22 年条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 生涯学習基本計画審議会 

○審議会委員名簿 

選出区分 氏名  備考 

○瀬沼 克彰 桜美林大学名誉教授  

 古本 泰之 杏林大学外国語学部准教授  

知識経験者 

 金子 秀夫 元昭島市生涯学習部長  

市社会教育委員  川津 紘順 社会教育委員の会議議長  

 松本 桂子 文化協会副会長  市内の社会教育関係

団体の代表者 

 新島 二三彦 
はむら総合型スポーツクラブはむすぽ

副会長 
 

◎雨倉 壽男 町内会連合会副会長  

 濱本 栄子 ボランティア連絡協議会  

 若松 仁 青少年対策地区委員会連絡協議会  

 荻原 稔 小･中学校 PTA 連合会 任期：H23.5～

神田 順恵 小･中学校 PTA 連合会 任期：～H23.4

 橋本 富明 私立保育園協議会会長  

 瀧島 忠典 商工会青年部  

市内の公共的な団体

等の代表者 

 中野 康治 観光協会会長  

 嘉陽 義明 小中学校長会会長（羽村第一中学校長）  

 坂井 美惠子 小中学校長会副会長（富士見小学校長） 任期：H23.4～

市内の小中学校の長 

佐藤 美知子 小中学校長会会長（羽村東小学校校長） 任期：～H23.3

 永井 英義 公募市民  

 谷口 宏乃 公募市民  

 渡部 清孝 公募市民  

 藤原 忠 公募市民  

市民公募委員 

 堤 信幸 公募市民  

◎ 会長  〇 副会長 
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生涯学習基本計画審議会

○審議会審議経過 

回数 開催日 会議内容 

第 1回 平成22年 7月 5日（月） 

委員委嘱 

諮問 

羽村市生涯学習基本計画審議会の会議の傍聴に関する定めに

ついて 

羽村市の概要について 

羽村市におけるこれまでの計画の策定経過について 

第 3次羽村市生涯学習推進基本計画（改訂版）について 

羽村市生涯学習基本計画の策定及び羽村市生涯学習基本条例

（仮称）の制定に関する基本方針について 

第 2回 平成22年10月 1日（金） 市の生涯学習を取り巻く現況について 

第 3回 平成22年11月15日（月） 
市の生涯学習を取り巻く現況②について 

基本理念（案）について 

第 4回 平成22年12月20日（月） 

基本理念（案）について 

体系図（案）について 

基本計画施策事業シート（案）について 

第 5回 平成23年 1月19日（水） 

基本理念（案）と基本的な視点に関する修正案について 

施策の方向性を含む体系図（案）について 

乳幼児期の施策事業シート（案）について 

生涯学習基本計画の策定に向けた市民ワークショップ報告書

について 

第 6回 平成23年 2月21日（月） 
少年期施策事業シート（案）について 

乳幼児期施策事業シート（修正案）について 

第 7回 平成23年 4月21日（木） 青年期施策事業シート（案）について 

第 8回 平成23年 5月12日（木） 
壮年期・高齢期シート作成に当たっての考え方について 

壮年期・高齢期施策事業シート（案）について 

第 9回 平成23年 6月17日（金） 

全シート作成に当たっての考え方について 

乳幼児期・少年期施策事業シート再構成・修正案について 

青年前期から高齢期までの施策事業シート修正案について 

第 10回 平成23年 7月13日（水） 

「学習基盤と推進体制の充実」シート案について 

重点推進プランについて 

乳幼児期から高齢期までの施策事業シートの主な修正事項に

ついて 

第 11回 平成23年 9月 2日（金） 計画書案について 

第 12回 平成23年 9月26日（土） 
答申書案について 

生涯学習に関する条例案について 

 平成23年10月 3日（月） 市長へ答申 
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 生涯学習基本計画策定委員会 

羽村市生涯学習基本計画策定委員会 

○羽村市生涯学習基本計画策定委員会設置要綱 

平成 20 年羽教生発第 2534 号 

（設置） 

第１条 羽村市の生涯学習推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）の策定のため、羽

村市生涯学習基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項) 

第２条 委員会は、基本計画の策定に関して調査検討し、その結果を試案として市長に具申するもの

とする。 

（組織） 

第３条 委員会は、副市長、教育長及び羽村市庁議等の設置及び運営に関する規則に規定する部長を

委員として組織する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、教育長の職にある者とし、委員会を代表し会務を総理する。 

３ 副委員長は、副市長の職にある者とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が

欠けたときは、その職務を代理する。 

（委員会） 

第５条 委員会は、委員長が招集し議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提

出を求めることができる。 

（検討部会） 

第６条 基本計画を効率的に検討するため、検討部会を置く。 

２ 検討部会は、基本計画の策定に係る事項について、調査及び研究をする。 

３ 検討部会は、別表１に掲げる委員をもって組織する。 

４ 検討部会に、部会長及び副部会長を置く。 

５ 部会長は、教育委員会教育部長の職にある者とし、検討部会を代表し会務を総理する。 

６ 副部会長は、子ども家庭部長及び教育委員会参事の職にある者とし、部会長を補佐し、部会長に

事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

７ 検討部会は、部会長が招集する。 

８ 部会長は、必要があると認めたときは、検討部会委員以外の職員の出席を求め、意見を聴き、又

は資料の提出を求めることができる。 

９ 部会長は、委員長の求めに応じ、審議経過を委員会に報告しなければならない。 

（専門部会） 

第７条 検討部会に専門部会を置く。 

２ 専門部会の所掌事項及び組織は、委員長が別に定める。 

３ 専門部会は、所掌事項について調査研究し、部会長に報告するものとする。 

４ 委員長は専門部会から専門部会長及び副専門部会長を指名する。 
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生涯学習基本計画策定委員会

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、基本計画に関する事務を所管する課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成 20 年２月 25 日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 20 年４月 30 日から施行し、改正後の羽村市生涯学習基本計画策定委員会設置要

綱の規定は、平成 20 年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成 21 年８月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 21 年 12 月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 22 年 10 月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 
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 生涯学習基本計画策定委員会 

○策定委員会委員名簿 

役職名 職名 氏名 

委員長 教育長 角野 征大 

副委員長 副市長 北村  健 

委員 議会事務局長 廣瀬 和彦 （島田 秀男）（町田  茂） 

 企画部長 桜沢  修 （下田 和敏） 

 企画部参事 小林 宏子 （桜沢  修） 

 総務部長 原島 秀明 

 市民部長 宮崎 長寿 （尾島 俊夫） 

 （市民部参事） （尾島 俊夫） 

 産業環境部長 竹田 佳弘 

 福祉健康部長 雨倉 久行 （羽村 富男） 

 子ども家庭部長 井上 雅彦 （中島 秀幸） 

 建設部長 中島 秀幸 （小林 健朗）（島田 秀男） 

 都市整備部長 阿部 敏彦 （中島 秀幸）（青木 次郎） 

 （都市整備部参事） （柴田 満行） 

 水道事務所長 小林 健朗 （廣瀬 和彦） 

 会計管理者 森田  茂 （小林 美由） 

 教育部長 遠藤 和俊 

 教育部参事 小林 理人 （中澤 正人） 

（ ）は前任者 

 

○検討部会委員名簿 

役職名 職名 氏名 

部会長 教育部長 遠藤 和俊 

副部会長 子ども家庭部長 井上 雅彦 （中島 秀幸） 

 教育部参事 小林 理人 （中澤 正人） 

委員 企画部企画課長 橋本  昌 （井上 雅彦） 

 企画部政策担当主幹 企画部参事事務取扱 （小林 宏子） 

 総務部生活安全課長 島田 裕樹 

 総務部地域振興課長 細谷 満広 

 福祉健康部高齢福祉介護課長 中野 秀之 

 福祉健康部健康課長 田中 繁生 （遠藤也寸子） 

 子ども家庭部子育て支援課長 石田 哲也 （江上美恵子） 

 子ども家庭部児童青少年課長 遠藤也寸子 （宮崎 長寿） 

 子ども家庭部保育課長 鈴木 宏哉 （遠藤也寸子）（雨倉 久行） 

 （建設部施設計画課長） （島田 宗男）（中村 幸夫） 

 教育部教育総務課長 市川 康浩 （小林 幸子） 

 教育部教育相談室長 山崎 尚史 （黒羽 次夫） 

 （教育部生涯学習課長） （石田 武尚）（田中 繁生） 

 教育部生涯学習センター 

ゆとろぎセンター長 

石田 武尚 

 教育部スポーツ振興課長 堀松 英紀 

 教育部図書館長 平井 成泰 （並木  勲） 

 教育部郷土博物館長 教育部長事務取扱 （島田 道夫） 

（ ）は前任者 
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○専門部会委員名簿 

就学前学習部会 

役職名 職名 氏名 

部会長 教育部図書館長 平井 成泰 

副部会長 福祉健康部健康課長 田中 繁生 

委員 子ども家庭部子育て支援課長 江上美恵子 

 子ども家庭部保育課長 遠藤也寸子 

 福祉健康部健康課健康推進係長［保健師］ 野村由紀子 

 子ども家庭部子育て支援課 

子ども家庭支援センター係長［保健師］ 
関谷 美紀 

 子ども家庭部保育課西保育園主査［保育士］ 安井 広美 

 教育部教育相談室特別支援教育担当主査 羽村 典洋 

 

学校教育部会 

役職名 職名 氏名 

部会長 教育部教育相談室長 山崎 尚史 

副部会長 教育部教育総務課長 （子ども家庭部児童青少年課長） 市川 康浩 （宮崎 長寿）

委員 建設部施設計画課長 島田 宗男 

 子ども家庭部児童青少年課児童係長 大南 重行 

 教育部教育総務課総務係長 中根  勉 

 教育部指導室指導係長 関谷 与一 

 教育部指導主事 小熊 克也 

 市内小学校副校長［武蔵野小］ 青山 直志 

 市内中学校副校長［羽村三中］ 松浦 素明 

 

青年学習部会 

役職名 職名 氏名 

部会長 教育部体育課長 堀松 英紀 

副部会長 企画部企画課長 橋本  昌 

委員 教育部教育総務課長 市川 康浩 

 産業環境部産業活性化推進室経済対策担当主査 橳島 孝文 

 産業環境部環境保全課環境保全係長 石川  均 

 子ども家庭部児童青少年課長青少年係長 田中 茂雄 

 教育部生涯学習課生涯学習係長［学芸員］ 宮沢 賢臣 

 教育部体育課国体準備担当主査［社会教育主事］ 小柳津隆行 

 

壮高年学習部会 

役職名 職名 氏名 

部会長 教育部生涯学習課長 石田 武尚 

副部会長 福祉健康部高齢福祉介護課長 中野 秀之 

委員 総務部生活安全課長 島田 裕樹 

 産業環境部産業活性化推進室農業観光振興係長 中島 静樹 

 福祉健康部社会福祉課庶務係長 武田 好生 

 福祉健康部高齢福祉介護課地域包括支援センター係長 

［介護福祉士］ 
和田 聡子 

 教育部郷土博物館郷土博物館係長［学芸員］ 河村 康博 

 教育部図書館図書館係主任［司書］ 浦野 幸子 
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子ども部会 

役職名 職名 氏名 

部会長 教育部教育総務課長 市川 康浩 

副部会長 教育部教育総務課総務係長 中根  勉 

コーディネーター 羽村東小 市民部保険年金課 関  愛美 

 羽村西小 産業環境部生活環境課 佐藤 章乃 

 富士見小 教育部教育総務課 門脇 愛弓 

 栄小 教育部体育課 吉野 真未 

 松林小 産業環境部環境保全課 栗原  恵 

 小作台小 総務部情報システム課 浦  辰徳 

 武蔵野小 市民部課税課 大久保智喜 

 羽村一中 福祉健康部高齢福祉介護課 小林あゆみ 

 羽村二中 福祉健康部障害福祉課 大武 直人 

 羽村三中 福祉健康部健康課 岡崎  篤 

市内小学校 6年生 ［7校×2人］ 14 人 委員 

※子ども議会議員 市内中学校 2年生 ［3校×2人］ 6 人 

 

（ ）は前任者 

職名は平成 22 年 10 月 1日現在 
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○策定委員会審議経過 

回数 開催日 会議内容 

第 1回 平成21年12月 7日（月） 
羽村市生涯学習計画策定及び羽村市生涯学習基本条例（仮称）

制定企画書（案）について 

第 2回 平成22年 6月 9日（水） 
羽村市生涯学習基本計画の策定及び羽村市生涯学習基本条例

（仮称）の制定に関する企画書（案）について 

第 3回 平成22年 9月14日（火） 

羽村市生涯学習基本条例（仮称）の制定に関する基本的な方向

性について 

生涯学習ビジョン（案）について 

専門部会によるライフステージ別の現状・課題等の検討につい

て 

第 4回 平成22年10月26日（火） 
羽村市生涯学習基本条例（仮称）の原案作成について 

生涯学習ビジョン（案）について 

第 5回 平成22年12月 3日（金） 

基本理念（案）について 

専門部会の進捗状況について 

体系図（案）について 

基本計画施策事業シート（案）について 

第 6回 平成23年 1月 6日（木） 
施策の方向性を含む体系図（案）について 

乳幼児期の施策事業シートについて 

第 7回 平成23年 2月 4日（金） 
施策の方向を含む体系図（案）について 

少年期の施策事業シートについて 

第 8回 平成23年 3月10日（木） 
審議会における審議会委員の主な意見について 

青年期の施策事業シートについて 

第 9回 平成23年 4月 7日（木） 
青年期の施策事業シートについて 

壮年期・高齢期の施策事業シートについて 

第 10回 平成23年 4月27日（水） 壮年期・高齢期の施策事業シートについて 

第 11回 平成23年 5月24日（火） 

乳幼児期・少年期シートの再構成・修正案について 

青年期・壮年期・高齢期シートの修正案について 

施策の全ライフステージを通じた展開について 

第 12回 平成23年 6月29日（水） 
「支える体制と基盤の整備」シート案について 

重点施策と「羽村らしさ」について 

第 13回 平成23年 7月26日（火） 

全ライフステージ別シート案・基盤と体制のシート案について

重点推進プランの修正案について 

基本理念と基本的な視点について 

第 14回 平成23年 8月19日（金） 生涯学習基本計画 計画書案について 

第 15回 平成23年 9月16日（金） 
生涯学習基本計画 答申書案について 

生涯学習に関する条例案について 

第 16回 平成23年10月17日（月） 生涯学習に関する条例案について 
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○検討部会審議経過 

 回数 開催日 会議内容 

第 1回 平成21年12月 7日（月）
羽村市生涯学習計画策定及び羽村市生涯学習基本条例（仮

称）制定企画書（案）について 
平

成

21

年

度 

第 2回 平成22年 2月12日（金） 羽村市生涯学習市民アンケートについて 

第 1回 平成22年11月18日（木）
各ライフステージにおける意見集約の結果について 

施策の体系図（案）について 

第 2回 平成23年 1月27日（木）
進捗状況について 

少年期の施策事業シートについて 

第 3回 平成23年 2月25日（木） 青年期の施策事業シートについて 

第 4回 平成23年 3月29日（火）
青年期の施策事業シートについて 

壮年期・高齢期の施策事業シートについて 

第 5回 平成23年 5月18日（水）

乳幼児期・少年期の施策事業シートに関する審議会の主な

意見について 

乳幼児期・少年期の施策事業シート修正案について 

平

成

22

・

23

年

度 

第 6回 平成23年 6月21日（火） 「支える体制と基盤の整備」に関するシートについて 
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○専門部会審議経過 

部会 開催日 会議内容 

専門部会 

正副部会長会議 
平成22年 9月28日（火）

専門部会について 

基本方針について 

ライフステージ別の現状・課題等の検討について 

就学前学習部会 平成22年10月 6日（水） 乳幼児期の特徴について 

 平成22年10月19日（火） たたき台の修正・作成について 

 平成22年10月22日（金） 乳幼児期の課題と方向性について 

 平成22年11月10日（水） 原案の整理・作成について 

学校教育部会 平成22年10月21日（木） たたき台に対する意見聴取 

 平成22年11月15日（月） 少年期の課題と方向性について 

 平成22年11月16日（火） 原案の整理・作成について 

青年学習部会 平成22年11月 2日（火） たたき台に対する意見聴取 

 平成22年12月 2日（木） 原案の整理・作成について 

 平成22年12月17日（金）  〃 

壮高年学習部会 平成22年10月 6日（水） たたき台に対する意見聴取 

 平成22年10月14日（木）  〃 

 平成22年12月 1日（水） 原案の整理・作成について 

 平成22年12月14日（火）  〃 

子ども部会 平成22年 6月11日（金） 第 1回事前学習 

 平成22年 6月25日（金） 第 2回事前学習 

 平成22年 8月28日（土） 前日リハーサル 

 平成22年 8月29日（日） 子ども議会 

 平成22年 9月13日（月） 事後学習 

 

 173



 

 

羽村市生涯学習基本計画 

平成 24 年 3 月 

発 行 羽村市 

編 集 羽村市教育委員会 

〒205-8601 東京都羽村市緑ケ丘 5丁目 2番地 1 

電話 042-555-1111㈹ 

 


	事業の所管課　（H23年度末現在）
	羽村市生涯学習基本計画審議会
	○羽村市生涯学習基本計画審議会条例
	○審議会委員名簿
	○審議会審議経過

	羽村市生涯学習基本計画策定委員会
	○羽村市生涯学習基本計画策定委員会設置要綱
	○策定委員会委員名簿
	○検討部会委員名簿
	○専門部会委員名簿
	○策定委員会審議経過
	○検討部会審議経過
	○専門部会審議経過


