
生 涯 学 習 部

259



平成22年度　生涯学習部予算総括表

一般会計 （単位：千円）

款 項 平成22年度 平成21年度 比較

10 教育費

5 社会教育費

1 社会教育総務費 36,274 36,581 △ 307

2 文化財保護費 30,701 13,824 16,877

6
自由民権資料館
費

24,836 24,406 430

7 公民館費 101,742 99,882 1,860

8 図書館費 557,031 507,797 49,234

9 文学館費 58,307 65,322 △ 7,015

合　　計 808,891 747,812 61,079

生涯学習部予算（一般会計）財源内訳 （単位：千円）

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

808,891 4,250 10,221 0 16,016 778,404

747,812 1,750 10,156 0 16,142 719,764

61,079 2,500 65 0 △ 126 58,640比　較

平成22年度

公民館運営審議会費
公民館管理費
公民館事業費
ことぶき大学事業費
障がい青年学級費

平成21年度

文学館管理費
文学館事業費

自由民権資料館管理費
自由民権資料館事業費

中央図書館費
さるびあ図書館費
鶴川図書館費
金森図書館費
木曽山崎図書館費
堺図書館費

事業名目

社会教育委員費
社会教育事務費
団体活動援助費
まちだ市民大学ＨＡＴＳ事業費
学校教室開放費

文化財保護審議会費
文化財保護費
考古資料室費
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一般会計                                              款 10 項 5 目 1

2 社会教育委員費 千円

担当 生涯学習課 予算書　361ページ

財源内訳

主な事業費 社会教育委員報酬　1,920千円

○社会教育委員の答申・提言の一覧（平成19～21年度）

3 社会教育事務費 千円

担当 生涯学習課 予算書　361ページ

財源内訳

4 団体活動援助費 千円

担当 生涯学習課 予算書　361ページ

財源内訳

主な事業費 社会教育関係事業派遣講師謝礼　1,300千円

社会教育関係団体事業費補助金　500千円

0 1,800

社会教育関係団体が市民を対象に学習会・講演会などの事業を実施する際、講師謝礼を援
助する「社会教育関係事業講師派遣制度」及び社会教育関係団体が行う教育活動事業など
の事業費の一部を補助する「社会教育関係団体事業費補助金事業」を行っています。

一般財源

0 0 0

1,800

予算・決算、経理、文書の収受・管理や庁内及び国・東京都からの社会教育関連調査に対す
る回答等の課内の庶務事務及び生涯学習部内の総務課として、部内の予算・決算や各種回
答の集約のほか、市長への手紙、契約事務適正化委員会の管理事務を行っています。

国庫支出金 都支出金 市債 その他

0 0 0

一般財源

0 532

532

答申・提言名

子ども行政一元化に向けた組織改正に関わる青少年教育について　－提言－

今後の生涯学習施策について　－提言－

　町田市における生涯学習センターの機能、学習機会のあり方について　－答申－

国庫支出金 都支出金 市債 その他

33,251

2,007

36,581

0

国庫支出金 都支出金 市債

0 0 0 2,007

社会教育委員は､教育委員会が行う社会教育行政に関する諮問機関として設けられた制度
で、社会教育法第15条の規定により、昭和33年10月に「町田市社会教育委員の設置に関す
る条例」を制定し、2年任期で12名を委嘱しています。委員は任期中、社会教育委員の会議を
定期的に開催し、継続的な討議を経て、教育委員会の諮問に対し、答申や提言を行います。

その他 一般財源

0 0 0

3,330

3,330

一般財源

36,274 0 0 0 32,944

答申日

平成20年2月7日

社会教育総務費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他

平成20年4月22日

平成22年3月26日

生涯学習部
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5 まちだ市民大学ＨＡＴＳ事業費 千円

担当 生涯学習課 予算書　361ページ

財源内訳

主な事業費 講師謝礼　4,067千円

講座企画運営委員謝礼　826千円

光熱水費　770千円

※通年・前期講座は今年度の募集は終了しています。後期講座は平成22年7月中旬から

　 募集を開始する予定です。詳細は、生涯学習課市民大学推進係（℡042-729-1195）へ

　 お問い合わせ下さい。

6 学校教室開放費 千円

担当 生涯学習課 予算書　363ページ

財源内訳

主な事業費 開放教室管理委託料　5,676千円

○利用できる施設

都支出金 市債 その他

0 0 0

一般財源

一般財源

3,330 22,425

25,755

まちだ市民大学HATSでは、｢あなたを励まし、地域を育てる」をコンセプトに、一人一人の
市民が創造的で充実した人生を送ることができるよう、また、地域づくりや地域文化の創
造に主体的に参加していただけるように、市民参加のプログラム会議による市民手作りの
講座プログラムに基づき講座を実施しています。平成22年度は「町田の郷土史」ほか全７
コースと「多摩丘陵の自然入門」、「町田の福祉」等の通年講座を実施しています。

国庫支出金

6,180

都支出金 市債 その他

野外見学（田端環状積石遺構） 国際学講座

国庫支出金

0 0 0

開放用に区画が整備された木曽境川小学校、本町田小学校、小山ｹ丘小学校、鶴川中学校
の4校において、学校の教育活動の時間外に、市民の文化活動の場として特別教室の貸し出
しを行っています。また、廃校となった旧忠生五小においても、8教室を市民の文化活動の場
として貸し出しを行っています。

教室数 備考

0 6,180

本町田小学校

小山ヶ丘小学校

学校名

木曽境川小学校

※各施設により利用方法などが異なります。詳しくは生涯学習課（℡724・2181）へお問い合わせ下さい。

鶴川中学校

旧忠生五小

2

8

小ホール等小野路町1905-1

山崎1-2-1 和室等

多目的室等

会議室等

所在地

木曽西1-9-1

本町田2032

小山ヶ丘5-37

2

6

5 音楽教室等
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一般会計                                              款 10 項 5 目 2

1 文化財保護審議会費 千円

担当 生涯学習課 予算書　363ページ

財源内訳

主な事業費 文化財保護審議会委員報酬 1,296千円

○ 審議会開催状況(2009年度) 5 回

2 文化財保護費 千円

担当 生涯学習課 予算書　365ページ

財源内訳

主な事業費 都指定名勝福王寺旧園地(薬師池公園)薬師堂のり面工事補助金 6,634千円

埋蔵文化財保護事業 2,749千円

国史跡高ヶ坂石器時代遺跡擁壁等整備工事  10,000千円

文化財保護費

都支出金 市債 その他 一般財源予算額 国庫支出金

30,701 4,250 518

1,473

23,788平成22年度

平成21年度 1,750

2,145 0

国庫支出金 都支出金

文化財保護審議会は、町田市文化財保護条例第37条により設置されています。文化財保護
審議会を運営する事務費を計上しています。

その他 一般財源

328 10,851

1,473

13,824

0

895 0

国庫支出金 都支出金 市債 その他

市債

0 0 0

一般財源

518 20,138

27,051

町田市内には縄文時代の遺跡をはじめ、多くの文化遺産があります。しかし、近年の都市化
などにより、これら遺跡や古い建造物など貴重な歴史的な資料が失われつつあります。この
ような状況のなかで、失われつつある文化財の保護に努めるだけではなく、貴重な文化財の
保護育成・普及にも努めて行きます。

4,250 2,145 0

国指定重要文化財　旧永井家住宅

生涯学習部
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3 考古資料室費 千円

担当 生涯学習課 予算書　365ページ

財源内訳

主な事業費 施設管理等委託料 1,345千円

○ 開館時間 午前10時 ～ 午後4時

○ 開館日 7・8月   土・日曜日、祝休日

7・8月以外 毎月第2・第4土・日曜日及び祝休日(12月28日～1月4日は休館)

○ 入館料 無料

考古資料室

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

2,177

考古資料室は、市内の遺跡から発掘された遺物や調査・記録類の保管を目的にしています。
１階は収蔵庫、2階は発掘調査報告書作成のため資料整理をおこなう実習室があり、また市
内の代表的な出土品を常時展示する「展示コーナー」があります。収蔵出土遺物等の保全並
びに展示をする管理運営を行っています。

0 2,1770 0 0
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一般会計                                              款 10 項 5 目 6

1 自由民権資料館管理費                                              千円

担当 生涯学習課 予算書　375ページ

財源内訳

主な事業費 施設修繕料　　　　　　　　　　　　628千円

総合管理委託料　　　　　　　　2,090千円 

民権の森史跡管理委託料　　1,960千円　　

○開館時間

午前9時～午後4時30分

○休館日

毎週月曜日（ただし祝日の場合は火曜日）、年末年始、特別休館日（燻蒸作業日ほか）

○ 入館料

無料

※詳しくはお問い合わせください。

　 町田市立自由民権資料館　　TEL　042－734－4508　　

2 自由民権資料館事業費                                              千円

担当 生涯学習課 予算書　377ページ

財源内訳

主な事業費 講演会講師謝礼 　 　90千円（自由民権資料館展示事業）

印刷製本費　　　　　500千円 （自由民権資料館展示事業/ﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼ作成等）

印刷製本費　　　　　605千円 （自由民権資料館図書刊行事業）

資料館では、主に以下の事業を行っています。
①資料保管事業・・・自由民権運動や町田市域の歴史に関する史料を収集・整理・保管し、市
民の方への公開・閲覧を行っています。
②展示事業・・・常設展示「武相の民権／町田の民権」に加えて年に2回の企画展や講演会を
開催しています。
③図書刊行事業・・・紀要「自由民権」（研究論文や史料紹介等）、および民権ブックス（企画
展の報告・記録）を毎年発行しています。
④普及事業・・・古文書講座および自由民権カレッジを開催しています。

0 1,440 0

一般財源

586 2,531

国庫支出金 都支出金 市債

0 0 0 96

国庫支出金 都支出金 市債 その他

4,557

682

20,183

町田市立自由民権資料館は、全国に「自由民権」という名称がつく3ｹ所の施設のひとつとし
て昭和61年に開館しました。今年で24年目を迎え一部老朽化した施設・設備の維持管理を行
い、より安定した資料館の管理運営を行っていきます。

その他 一般財源

637

22,714

23,769

20,279

24,406

0 1,440 0

0 0 0

自由民権資料館費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

24,836

生涯学習部

265



一般会計                                              款 10 項 5 目 7

2 公民館運営審議会費 千円

担当 公民館 予算書　377ページ

財源内訳

主な事業費 公民館運営審議会委員報酬　　2,106千円

3 公民館管理費 千円

担当 公民館 予算書　379ページ

財源内訳

主な事業費 施設管理委託料　　                      10,305千円

町田センタービル総合管理負担金　　42,372千円

4 公民館事業費 千円

担当 公民館 予算書　379ページ

財源内訳

主な事業費 講師謝礼　　3,635千円

公民館費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

101,742

99,882

0 6,636 0

0 6,761 0

1,720

2,170

その他 一般財源

1,954

93,386

91,167

2,170

0

一般財源

5,779

その他

国庫支出金 都支出金 市債

0 0 0

公民館運営審議会は、社会教育法第29条及び町田市公民館条例第5条に基づき、設置され
ている審議会です。毎月1回定例会を開催しており、公民館長の諮問に応じて公民館の各種
の事業の企画実施につき、調査、審議を行っています。

公民館では、年間およそ17万人の市民の方が公民館主催講座の受講やサークル活動に利
用しています。公民館は利用者の方々が安心して快適に学習できる場と機会づくりに努めて
います。

1,300 78,801

80,101

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

0 0 0

国庫支出金 都支出金 市債

0 0 0

0 5,779

・公民館は世代や性別を越えた幅広い市民各層を対象として、各種事業を行い、市民の教養
の向上、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与しています。
・本年度についても、家庭教育講座・自主男女共生学級・市民企画講座・平和講座・人権講
座・サタデーコンサート・子供フェア・各種共催事業など、今日的課題を中心に、実生活を豊か
にする講座を実施いたします。
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5 ことぶき大学事業費 千円

担当 公民館 予算書　381ページ

財源内訳

主な事業費 講師謝礼　　1,338千円

6 障がい青年学級費 千円

担当 公民館 予算書　381ページ

財源内訳

主な事業費 指導員等謝礼　　11,332千円

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

1,716

0

0 858

11,976

ことぶき大学は60歳以上の方を対象とした事業で、高齢者の学習と生き甲斐の場として「楽し
く学んで、豊かに生きる」をモットーに、昭和41年に開設され、平成22年度で45年目を迎えま
す。今年度は全9コース（文学・歴史・美術・音楽・中国の文化・日本の伝統文化・健康・絵手
紙・鎌倉散歩）を実施いたします。

一般財源

0 858 0

障がい者青年学級は、障がいを持つ青年が社会の中で豊かな生活を築くため、「生きる力、
働く力」の獲得を目指して活動を行っています。この学級活動には担当者（有償ボランティア）
が援助者として学級活動に関わっており、学級日の円滑な進行のため、学級日のほかに、毎
週木曜日に担当者会議を開いています。

420 5,778

国庫支出金 都支出金 市債 その他

0 5,778

生涯学習部
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一般会計                                              款 10 項 5 目 8

2 中央図書館費 千円

担当 図書館 予算書　381ページ

財源内訳

主な事業費 ・図書購入費　　　　　　　　　　43,600千円

･非常勤職員報酬（6館分）　197,292千円

（年間統計）

①中央図書館蔵書数　 　　542,933冊 ④中央図書館視聴覚資料所蔵点数　45,094点

②中央図書館貸出冊数　1,410,711冊 ⑤中央図書館視聴覚資料貸出数　  265,919点

③中央図書館利用者数　　590,597人　 ※①④＝2009/4現在、その他＝2009年度実績

3 さるびあ図書館費 千円

担当 図書館 予算書　385ページ

財源内訳

主な事業費 ・図書購入費　　10,800千円

（年間統計）

①さるびあ図書館蔵書数　　　　131,082冊 ④移動図書館巡回日数　　　 　237日

②さるびあ図書館貸出冊数　　 436,845冊 ⑤移動図書館貸出冊数　　107,198冊

③さるびあ図書館利用者人数　118,152人 　　⑥移動図書館貸出人数　　118,152人

※①＝2009/4現在、その他＝2009年度実績

4 鶴川図書館費 千円

担当 図書館 予算書　385ページ

財源内訳

主な事業費 ・図書購入費　　5,600千円

（年間統計）

①鶴川図書館蔵書数　　　  　　53,399冊

②鶴川図書館貸出冊数　 　　498,867冊

③鶴川図書館利用者人数 　　40,171人　 ※①＝2009/4現在、②③＝2009年度実績

図書館費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

557,031 0 0 0

0 2,500 0

6,315

468,458

中央図書館の運営経費です。あらゆる世代の利用者を対象に図書資料の貸出･閲覧サービ
スの充実を図ります。「国民読書年」となる今年11月に当館は開館20周年を迎えることに伴い
各種記念事業を行い、読書活動の普及と図書館のPRに努めます。また、当費の中には図書
館全館の非常勤職員等の経費や施設修繕料を含んでおり、今年度は大規模修繕として当ビ
ル全体の外壁修繕を行います。

その他 一般財源

6,589

550,716

498,708

474,697

507,797

6,239

国庫支出金 都支出金 市債 その他

26,161

国庫支出金 都支出金 市債

0 0 0

0

一般財源

0 26,161

一般財源

11,292

さるびあ図書館の運営経費です。あらゆる世代の利用者を対象に図書資料の貸出･閲覧
サービスの充実を図ります。当館は学校図書館への支援事業（図書貸出配送事業）や移動
図書車（2台）の運行事業も行なっており、これら事業の経費も当費に含んでいます。

国庫支出金 都支出金 市債 その他

0 0

0 0 0

鶴川図書館の運営経費です。あらゆる世代の利用者を対象に図書資料の貸出･閲覧サービ
スの充実を図ります。効率的な運営を行うとともに、資料・情報の提供を通じて市民の課題解
決につとめ、より地域に根ざした図書館を目指します。

0 11,292
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5 金森図書館費 千円

担当 図書館 予算書　387ページ

財源内訳

主な事業費 ・図書購入費　　11,100千円

（年間統計）

①金森図書館蔵書数　　　　132,270冊

②金森図書館貸出冊数　 　945,575冊

③金森図書館利用者人数　226,729人　　 ※①＝2009/4現在、②③＝2009年度実績

6 木曽山崎図書館費 千円

担当 図書館 予算書　387ページ

財源内訳

主な事業費 ・図書購入費　　6,700千円

（年間統計）

①木曽山崎図書館蔵書数　　　　　　67,044冊

②木曽山崎図書館貸出冊数　 　　409,463冊

③木曽山崎図書館利用者人数　　111,390人 　※①＝2009/4現在、②③＝2009年度実績

7 堺図書館費 千円

担当 図書館 予算書　389ページ

財源内訳

主な事業費 ・図書購入費　　6,400千円

（年間統計）

①堺図書館蔵書数　　　　 　　　77,217冊 ④移動図書館巡回日数　　　 　237日

②堺図書館貸出冊数　　　　 　204,067冊 ⑤移動図書館貸出冊数 　　54,495冊

③堺図書館利用者人数　　 　　50,048人 ⑥移動図書館貸出人数 　　10,108人

※①④＝2009/4現在、その他＝2009年度実績

25,726

11,398

金森図書館の運営経費です。あらゆる世代の利用者を対象に図書資料の貸出･閲覧サービ
スの充実を図ります。効率的な運営を行うとともに、資料・情報の提供を通じて市民の課題解
決につとめ、より地域に根ざした図書館を目指します。

一般財源

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

76 25,6500 0 0

0 0 0 0 11,398

国庫支出金 都支出金 市債 その他

木曽山崎図書館の運営経費です。あらゆる世代の利用者を対象に図書資料の貸出･閲覧
サービスの充実を図ります。効率的な運営を行うとともに、資料・情報の提供を通じて市民の
課題解決につとめ、より地域に根ざした図書館を目指します。

7,757

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

0 7,757

堺図書館の運営経費です。あらゆる世代の利用者を対象に図書資料の貸出･閲覧サービス
の充実を図ります。当館は移動図書館（１台）を運行しており、その経費も含んでいます。今後
も効率的な運営を行うとともに、資料・情報の提供を通じて市民の課題解決につとめ、より地
域に根ざした図書館を目指します。

0 0 0

生涯学習部
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一般会計                                              款 10 項 5 目 9

1 文学館管理費 千円

担当 図書館 予算書　389ページ

財源内訳

主な事業費 設備保守点検委託料 2,915千円

施設管理委託料 4,088千円

（文学館のロゴ）

2 文学館事業費 千円

担当 図書館 予算書　391ページ

財源内訳

主な事業費 展覧会ポスター等作成委託料　 4,148千円

作品購入費 4,000千円

企画展の年間予定

 紙芝居がやってきた！

 わたなべゆういち　展

 白洲正子　展

 桜田常久　展

1,516 17,322

18,838

・文学の魅力と「ことば」のもつ力をキーワードに展覧会や講演会を始めとした各種の催しを
開催することで文化・芸術作品に触れる機会を提供します。
1.展示事業
　生誕100年を迎える名誉市民・故白洲正子の展覧会を含め、4つの企画展を開催します。
2.学習事業
　市民グループやＮＰＯ法人との協働により大人が楽しめるお話会や紙芝居を上演します。
　ボランティアの協力を得て、0～1歳児のことばとの出会いを応援する「ちちんぷいぷい」を月
3回、年間を通して行います。また、保育付の催しを設けることで子どもを持つ家庭でも催しに
参加できる機会を提供します。
3.収集事業
　町田ゆかりの作家の作品収集と合わせて、町田の文学館として特色のある資料構成を目
指します。文化資産としての貴重資料を後世に引き継ぐため、必要な脱酸・補修を計画的に
行います。(脱酸処理：酸性紙で作られ放置しておけば壊れてしまうおそれのある資料を中和
し、延命を図るために行なう化学的な処理）
4.資料貸出・閲覧事業
　図書館とシステムを共有する利点を生かし、文学館の所蔵資料も可能な限りＯＰＡＣ（オンラ
イン閲覧目録）で公開します。

0 0 0

都支出金 市債

0 0 0

文学館の建物や設備が、市民の財産として、長年に亘り良好に利用いただけるように維持管
理を行います。文学活動を始め、広く市民グループにお使いいただける会議室の貸出業務は
委託するなど、施設運営の効率化に努めます。光熱水費の把握に努め、環境負荷低減の観
点からも、合理的な施設運営を目指します。

国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源

39,469

65,322

1,935 37,534

その他 一般財源

0 0 0

国庫支出金

3,304

一般財源

58,307 0 0 0 54,856

62,018

展覧会名

文学館費

平成22年度

平成21年度

予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他

3,451

  Ｈ23.1.22～Ｈ23.3.27

会　　期

  Ｈ22.4.24～Ｈ22.7.4

  Ｈ22.7.24～Ｈ22.10.3

  Ｈ22.11.3～Ｈ22.12.19
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