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■■■■    文化文化文化文化・・・・芸術芸術芸術芸術    ■■■■    
市民文化の創造、芸術文化活動の推進、
歴史的文化の保全の継承など 
 

■■■■    文化文化文化文化・・・・芸術芸術芸術芸術    ■■■■    
市民文化の創造、芸術文化活動の推進、
歴史的文化の保全の継承など 
 

■■■■    人権人権人権人権・・・・平和平和平和平和・・・・男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画    ■■■■    
人権の尊重、平和に対する意識啓発、男女
共同参画の推進など 
 

■■■■    人権人権人権人権・・・・平和平和平和平和・・・・男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画    ■■■■    
人権の尊重、平和に対する意識啓発、男女
共同参画の推進など 
 

文化 

豊かな人間性と次世代の夢をはぐくむまち（文化と教育） 

教育 

■■■■    学校教育学校教育学校教育学校教育    ■■■■    
学校教育の計画的推進、学習環境の整備・充実
など 

■■■■    学校教育学校教育学校教育学校教育    ■■■■    
学校教育の計画的推進、学習環境の整備・充実
など 

■■■■    幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育    ■■■■    
地域社会一体となった幼児教育の推進、保護者
の学習機会の拡大など 

■■■■    幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育    ■■■■    
地域社会一体となった幼児教育の推進、保護者
の学習機会の拡大など 

■■■■    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習    ■■■■    
図書館、公民館等の整備、市民協働による生涯
学習活動の推進など 

■■■■    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習    ■■■■    
図書館、公民館等の整備、市民協働による生涯
学習活動の推進など 

■■■■    スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーション    ■■■■    
スポーツ団体・組織の育成、各種スポーツ行事、
スポーツ・レクリエーション施設の整備など 

■■■■    スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーション    ■■■■    
スポーツ団体・組織の育成、各種スポーツ行事、
スポーツ・レクリエーション施設の整備など 

施策施策施策施策のののの大綱大綱大綱大綱    【【【【文化文化文化文化とととと教育教育教育教育】】】】        

みどりがみどりがみどりがみどりが萌萌萌萌えるえるえるえる・・・・子子子子どもがどもがどもがどもが育育育育つつつつ・・・・きずなをきずなをきずなをきずなを結結結結ぶぶぶぶ    小金井市小金井市小金井市小金井市    みどりがみどりがみどりがみどりが萌萌萌萌えるえるえるえる・・・・子子子子どもがどもがどもがどもが育育育育つつつつ・・・・きずなをきずなをきずなをきずなを結結結結ぶぶぶぶ    小金井市小金井市小金井市小金井市    

市民生活優先市民生活優先市民生活優先市民生活優先のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり    参加参加参加参加とととと協働協働協働協働によるまちづくりによるまちづくりによるまちづくりによるまちづくり    総合的総合的総合的総合的なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり    



 

   
 
 

   
 

 

【文化と教育】 文化・芸術 ① 

� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 
・文化都市として情報や場など環境整備を図ることが求められている。 

  ・H19.4に文化芸術振興条例を、H21.4月に芸術文化振興計画を策定。
H23.4月オープンに向けて（仮称）市民交流センターの整備を推進。 

  ・「参加と協働」による特色ある文化・芸術活動の推進が課題。 
 

� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 
・市民の参加と協働による総合的な文化振興の推進とともに、芸術文化
事業の積極的推進、多文化共生社会の実現を目指す。 

    

� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    
    

（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ99））））    

成果成果成果成果・・・・活動目標活動目標活動目標活動目標    現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成20202020年年年年））））    目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成27272727年年年年））））    
芸術文化振興計画の達成率    －    80.0%    
市史の整備・刊行状況    1    4※    
はけの森美術館の入館者数    6,013    7,300    
（仮称）市民交流センターの稼働日率    －    76.0%    
国際交流事業の参加人数    35    50    



 

   
 
 

   
 

 

【文化と教育】 文化・芸術 ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    

文化・芸術 

総合的な文化振興の
推進 

文化施設文化施設文化施設文化施設のののの効率運効率運効率運効率運
営営営営（（（（２２２２））））    

文化交流文化交流文化交流文化交流のののの推進推進推進推進（（（（５５５５））））    

個性豊かな市民文化の創造 

芸術文化活動の展開 

歴史的文化の保全と継承 

都市間交流の促進 

・・・・芸術文化振興計画芸術文化振興計画芸術文化振興計画芸術文化振興計画のののの推進推進推進推進    （（（（主主主主））））    
・・・・市民主体市民主体市民主体市民主体でででで芸術文化事業芸術文化事業芸術文化事業芸術文化事業がががが行行行行われるわれるわれるわれる体制整体制整体制整体制整
備備備備（（（（新新新新））））    

文化施設の効率運営 

多文化共生社会の実現 

・・・・市史市史市史市史（（（（現代編現代編現代編現代編・・・・近代編近代編近代編近代編・・・・近世編近世編近世編近世編））））のののの計画的計画的計画的計画的なななな    
刊行刊行刊行刊行（（（（主主主主）））） （（（（拡拡拡拡））））     

・・・・はけのはけのはけのはけの森美術館森美術館森美術館森美術館のののの企画展企画展企画展企画展などのなどのなどのなどの充実充実充実充実    （（（（主主主主））））    

・・・・（（（（仮称仮称仮称仮称））））市民交流市民交流市民交流市民交流センターセンターセンターセンターのののの活用活用活用活用    （（（（主主主主）））） （（（（新新新新））））    

・・・・国際交流事業国際交流事業国際交流事業国際交流事業のののの充実充実充実充実    （（（（主主主主）））） （（（（新新新新））））    

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        



 

   
 
 

   
 

 

【文化と教育】 人権・平和・男女共同参画 ① 
� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 

・人権・平和に関する啓発事業を長年にわたり実施。 
・男女共同参画では、H１５年に第３次行動計画「個性が輝く小金井男女平等
プラン」を策定。市民参加で「こがねいパレット」開催、情報誌「かたらい」発行・
啓発による人権 

  ・途切れることない人権・平和の意識醸成、男女共同参画では更なる取組と
ワーク・ライフ・バランスの推進が必要。 

 
� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 

・誰もが個人として尊重され平和に暮らせる社会を目指し意識啓発を図るとと
もに、男女共同参画の推進、環境整備、及び仕事と生活の調和の実現を推進 

    
� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    
    

（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ102））））    

成果成果成果成果・・・・活動目標活動目標活動目標活動目標    現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成20202020年年年年））））    目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成27272727年年年年））））    
平和・人権に関する事業の参加者数    165    330    

審議会などへの女性の参画率    35.4%    50.0%    



 

   
 
 

   
 

 

【文化と教育】 人権・平和・男女共同参画 ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    

人権・平和・ 
男女共同参画 

人権人権人権人権・・・・平和平和平和平和にににに関関関関するするするする
施策施策施策施策のののの推進推進推進推進（（（（５５５５））））    

男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進
（（（（５５５５））））    

人権に関する意識啓発 

男女共同参画の計画的推進 

・・・・非核平和事業非核平和事業非核平和事業非核平和事業・・・・人権啓発事業人権啓発事業人権啓発事業人権啓発事業のののの充実充実充実充実    （（（（主主主主））））    

平和に関する意識啓発 

男女平等の意識づくり 

あらゆる分野への男女共同参画の推進 

生涯を通じた男女の心身の健康支援と生活基盤の確立 

・・・・（（（（仮称仮称仮称仮称））））男女平等推進男女平等推進男女平等推進男女平等推進センターセンターセンターセンター整備整備整備整備のののの検討検討検討検討    （（（（主主主主））））    

・・・・審議会審議会審議会審議会などへのなどへのなどへのなどへの女性女性女性女性のののの参画率向上参画率向上参画率向上参画率向上     （（（（新新新新））））    

・・・・ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランスのののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発    
     （（（（新新新新））））    

・・・・非核平和事業非核平和事業非核平和事業非核平和事業・・・・人権啓発事業人権啓発事業人権啓発事業人権啓発事業のののの充実充実充実充実（（（（再掲再掲再掲再掲））））（（（（主主主主））））    

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        



 

   
 
 

   
 

 

【文化と教育】 生涯学習 ① 
� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 

・いつでも気軽に学ぶことができるサービス・場の充実が求められている。 
・生涯学習環境の構築、コーディネーターなど人材育成、図書館開館時間の
延長を実施。 
・図書館本館の建替えの要望への対応、公民館の更なる活用が課題。 

 
� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 

・市民ニーズを踏まえた活動の場の充実を図るとともに、生涯学習活動に対
する支援、情報提供等を進め、市民協働による生涯学習活動を推進 

    
� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    
    

（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ105））））    

成果成果成果成果・・・・活動目標活動目標活動目標活動目標    現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成20202020年年年年））））    目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成27272727年年年年））））    
生涯学習推進計画の達成率    －    80.0%    

図書館における住民１人当たり図書貸出冊数    7    8.4    

公民館平均利用率    62.6%    70.0%    
放課後子ども教室の実行委員会形式による実    
施件数    4    9    



 

   
 
 

   
 

 

【文化と教育】 生涯学習 ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    

生涯学習 

生涯学習の計画的 
推進 

活動の場の充実 

生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動のののの推進推進推進推進
（（（（３３３３））））    

生涯学習の計画的推進 

中央図書館の整備 

公共施設の充実と活用 

・・・・生涯学習推進計画生涯学習推進計画生涯学習推進計画生涯学習推進計画のののの推進推進推進推進    （（（（主主主主））））     

公民館分館・図書館分館の整備 

生涯学習活動に対する支援 

情報提供、ネットワークの整備 

・・・・図書館中央館図書館中央館図書館中央館図書館中央館のののの整備整備整備整備    （（（（主主主主）））） （（（（新新新新））））    

・・・・（（（（仮称仮称仮称仮称））））公民館貫井北分館公民館貫井北分館公民館貫井北分館公民館貫井北分館・・・・（（（（仮称仮称仮称仮称））））図書館貫井北図書館貫井北図書館貫井北図書館貫井北    
    分室分室分室分室のののの整備整備整備整備    （（（（主主主主）））） （（（（新新新新））））    

・・・・放課後子放課後子放課後子放課後子どもどもどもども教室教室教室教室のののの拡充拡充拡充拡充    （（（（主主主主））））    

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        



 

   
 
 

   
 

 

【文化と教育】 スポーツ・レクリエーション ① 

� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 
・多様化するスポーツ・レクリエーションに対するニーズへの対応が必要。 
・スポーツイベント等の誘致・開催、総合体育館等の利便性向上を実施。 
・スポーツ・レクに親しむ市民の拡大を図り、施設整備を図ることが課題。 

 

� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 
・各種スポーツ行事・教室の開催等によるスポーツ・レク活動の振興を推進
するとともに、施設整備、地域や近隣市と連携した施設活用を実施 
    

� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    
    

※総合体育館、上水公園運動施設、テニスコート場、栗山公園健康運動センター 

成果成果成果成果・・・・活動目標活動目標活動目標活動目標 現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成20202020年年年年）））） 目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成27272727年年年年））））

スポーツ教室・スポーツ大会の参加者数 20,127 24,200

体育施設の利用者数 429,214 515,100

（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ108））））    



 

   
 
 

   
 

 

【文化と教育】 スポーツ・レクリエーション ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    

スポーツ・ 
レクリエーション 

スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・レクリエーレクリエーレクリエーレクリエー
ションションションション活動活動活動活動のののの支援支援支援支援
（（（（４４４４））））    

スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・レクリエーレクリエーレクリエーレクリエー
ションションションション施設施設施設施設のののの活用活用活用活用
（（（（３３３３））））    

スポーツ・レクリエーションの振興 

施設の整備 

・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ教室教室教室教室・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会のののの開催開催開催開催    （（（（主主主主））））    

団体・組織の育成・支援 

学校体育施設などの地域開放 

地域・近隣市との連携 

・・・・総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館のののの整備整備整備整備     （（（（主主主主））））    

・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設のののの充実充実充実充実     （（（（拡拡拡拡））））    

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        



 

   
 
 

   
 

 

【文化と教育】 学校教育 ① 

� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 
・学校教育の充実、及び教育施設の充実、家庭・地域・学校の連携の推進な
どが求められている。 
・学力の定着を図る取組だけでなく耐震化など教育環境改善を実施。 
・地域の特性に合わせた教育環境構築のため、一層の関係者連携が必要。 

 

� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 
・学校教育の計画的推進により、時代に即した教育内容、心身のケア、教職
員の研修・研究の充実を図るとともに、地域社会に開かれた学校の実現、学
習環境の更なる整備・充実を推進 
    

� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    
    

（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ111））））    

成果成果成果成果・・・・活動目標活動目標活動目標活動目標    現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成20202020年年年年））））    目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成27272727年年年年））））    
教育振興基本計画の推進状況    －    80.00%    

小学校：約64％    小学校：約71％    
中学校：約43％    中学校：約50％    
小学校：4,841    小学校：6,000    
中学校：3,157    中学校：5,000    

校庭芝生化済の市立小中学校の割合    1    9    
小学校：28    小学校：10    
中学校：11    中学校： 6    

勉強（国語、算数又は数学）が好きな児童生    
徒の割合    
社会貢献活動にかかわっている児童生徒の延    
べ人数    

学校の教育用コンピュータ１台当たりの児童    
生徒数    



 

   
 
 

   
 

 

【文化と教育】 学校教育 ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    

学校教育 

学校教育の計画的 
推進 

教育内容教育内容教育内容教育内容・・・・教育方法教育方法教育方法教育方法
のののの充実充実充実充実（（（（３３３３））））    

学習環境学習環境学習環境学習環境のののの整備整備整備整備・・・・    
充実充実充実充実（（（（１１１１））））    

学校教育の計画的推進 

時代に即した教育内容の充実 

特別支援教育の充実 

教職員の研修・研究の充実 

・・・・児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒によるによるによるによるボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動のののの充実充実充実充実（（（（主主主主））））（（（（拡拡拡拡））））     

児童生徒の心と体のケア 

地域に開かれた学校づくり 

教育施設、教材などの整備・充実 

・・・・市立小中学校市立小中学校市立小中学校市立小中学校のののの校庭芝生化校庭芝生化校庭芝生化校庭芝生化のののの推進推進推進推進    （（（（主主主主））））（（（（拡拡拡拡））））    

・・・・パソコンパソコンパソコンパソコン教室教室教室教室のののの整備整備整備整備    （（（（主主主主））））（（（（拡拡拡拡））））    

・・・・学校教育学校教育学校教育学校教育にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる教育振興計画教育振興計画教育振興計画教育振興計画のののの実施実施実施実施    
（（（（主主主主））））（（（（新新新新））））    

・・・・「「「「分分分分かるかるかるかる」「」「」「」「できるできるできるできる」「」「」「」「活活活活かすかすかすかす」」」」授業授業授業授業へのへのへのへの改善改善改善改善（（（（拡拡拡拡））））     

・・・・学校給食学校給食学校給食学校給食のののの充実充実充実充実、、、、食育食育食育食育のののの推進推進推進推進（（（（拡拡拡拡））））     

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        



 

   
 
 

   
 

 

【文化と教育】 幼児教育 ① 
� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 

・地域社会と一体となった幼児教育の推進が求められている。 
・保護者の負担軽減や幼稚園協会に対する補助金による運営支援を実施。幼稚園の
廃園により、市外の幼稚園に通う園児の増加が問題。 
・幼稚園の充実の支援を含め、ニーズを踏まえた幼児教育の環境形成が課題。 

 
� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 

・幼稚園と保育所の連携をもとにした地域社会一体での幼児教育の推進、親
子の学習機会の拡大、人材育成など幼児教育に対する支援を実施 
    

� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    
    

※辞退者などを除く 

成果成果成果成果・・・・活動目標活動目標活動目標活動目標 現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成20202020年年年年）））） 目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成27272727年年年年））））

子育て支援ネットワークへの参加幼稚園数 － 調整中

幼稚園児の保護者補助及び就園奨励費助成の
実施率

100％※ 100%

（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ115））））    



 

   
 
 

   
 

 

【文化と教育】 幼児教育 ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    

幼児教育 

家庭家庭家庭家庭とととと地域地域地域地域のののの共同教共同教共同教共同教
育育育育のののの推進推進推進推進（（（（３３３３））））    

幼児教育の充実 

家庭における幼児教育の支援 

・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援ネットワークネットワークネットワークネットワークへのへのへのへの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの参加促進参加促進参加促進参加促進        
    （（（（主主主主）））） （（（（拡拡拡拡））））     

地域ネットワーク 

幼稚園などへの支援 

・・・・幼稚園児幼稚園児幼稚園児幼稚園児のののの保護者補助制度及保護者補助制度及保護者補助制度及保護者補助制度及びびびび就園奨励費助成就園奨励費助成就園奨励費助成就園奨励費助成    
    のののの継続継続継続継続    （（（（主主主主））））    

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        


