
　令和元年度は，学校教育課(学校給食センター含む)・生涯学習課を根幹として，教

育行政全般を通じて諸事業の拡充を図りました。

　学校教育部門では，施設整備事業（津知小学校図書室空調機設置工事・牛堀中学校

野球場ベンチ改修工事等），学習指導関連事業（英語指導助手，就学支援相談員配置

等）などに取り組みました。

　小中学校等の適正化の方向性を示した「潮来市学校適正化計画」（平成31年３月策

定）に基づき，適正化を推進するため，より具体的に実際の学校の状況や児童・生徒

への配慮，本市のまちづくりの方向性などを踏まえた「潮来市学校適正化実施計画」

を，地区懇談会や策定委員会等を開催し，令和２年３月に策定しました。

計画期間　2020 年度から 2024 年度まで

計画策定業務委託費　2,024,000円

　教育委員会の開催は13回（定例会12回，臨時会1回）で， 議案の提出及び議決件数

状況は，可決議案48件，報告承認15件となりました。

　教育支援センターでは， 教育支援センター長1名及び教育相談員1名，支援員4名に

より不登校対策に努めました。相談実績は延べ103件，通級者8名でした。

　学校教育では，基礎学力の定着を図り，児童・生徒の実態に応じた授業を展開する

ため， 教職員の加配や非常勤講師， 特別支援教育支援員の配置及び諸施設整備の充

実，教育備品の確保と整備に努めました。

　また，幼児教育と学校教育のスムーズな接続のため，就学支援相談員を配置し，就

学に向けたアドバイスや児童一人一人に合った教育的ニーズの把握に努めました。

　学校教育活動等で全国大会・関東大会に出場する児童生徒へ派遣費補助を行い，東

京オリンピック・パラリンピックの開催に向けた機運醸成を図りました。

　また，経済的な理由による就学困難な児童・生徒のために，援助費の支給を実施し

ました。

(1) 　小学校費決算額は166,125,529円です。

1．管理備品及び教材備品整備事業

　　整備額（管理備品，教材備品）は5,359,485円です。各学校の均衡を図りながら，

　整備の充実に努めました。

　令和２年度（令和元年度事業）潮来市教育委員会点検・評価報告書報告書においては，以下の令和元
年度の「主要な施策」について点検・評価を行いました。

●主要な事業について

小 学 校

教 育 委 員 会

開 催 状 況 等

学 校 教 育

主要な施策 成　果（　実　績　）説　明

教 育 関 係

学 校 適 正 化

教 育 支 援

セ ン タ ー
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2．施設整備事業

潮来小学校 床補修工事

津知小学校 図書室空調機設置工事

延方小学校 ブランコ設置工事

延方小学校 プール循環浄化装置改修工事

延方小学校 特別支援教室改修工事

大生原小学校 体育館扉改修工事

日の出小学校 トイレ改修工事

日の出小学校 体育館雨樋補修工事

牛堀小学校 オイルタンク改修工事

牛堀小学校 三連鉄棒設置工事

牛堀小学校 浄化槽水中ミキサー取替工事

3．就学援助事業

　　令和元年度に就学援助を受けた児童は， 実人数で要保護5名，準要保護21名であ

　り，特別支援教育就学奨励費を受けた児童60名とあわせ，3,210,797円を扶助しま

　した。

4．小学校図書の充実

　　学校図書の充実を図り，児童の言語力の育成を図るため，読書時間の目標を設定

　するとともに，調べ学習を学級単位で利用できるように図書の整備に努めました。

　　学校図書費　2,370,339円

5．小学校英語教育の推進

　　小学校の外国語活動から英語科への移行に伴う対応として，小学校に3名の外国人

　英語指導助手（ALT）を配置。早い段階から国際化を意識した人材の育成に取り組み

　ました。

(2) 　中学校費決算額は129,158,729円です。

1．管理備品及び教材備品整備事業

　　整備額（管理備品・教材備品）は， 5,062,176円であり， 4校の均衡を図りなが

　ら，整備の充実に努めました。

2．教育用コンピューター整備事業

　　日の出中学校　41台（5年リース）　月額285,780円

中 学 校

2,416,500

503,940

412,500

896,400

1,728,000

821,059

972,000

896,500

1,296,000

主要な施策 成　果（　実　績　）説　明

学校名 委託・工事名 請負額（円）

1,607,148

286,000
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3．施設整備事業

潮来第一中学校 シャッター点検口改修工事

潮来第二中学校 給水ポンプ交換工事

潮来第二中学校

日の出中学校 体育館軒天井改修工事

日の出中学校 体育館軒天井改修工事（H30明許繰越）

牛堀中学校 体育館外壁改修工事

牛堀中学校 職員室空調機修繕工事

牛堀中学校 野球場改修工事

牛堀中学校 舞台サイド幕交換工事

牛堀中学校 防犯カメラ改修工事

4．就学援助事業

　　令和元年度に就学援助を受けた生徒は， 実人数で要保護1名，準要保護27名であ

　り，特別支援教育就学奨励費を受けた生徒44名とあわせ，5,045,291円を扶助しま

　した。

5．中学校図書の充実

　　学校図書の充実を図り，生徒の言語力の育成を図るため，読書時間の目標を設定

　するとともに，調べ学習を学級単位で利用できるように図書の整備に努めました。

　　学校図書費　2,274,782円

6．中学校英語教育の推進

　　活きた英語を学び，国際社会に対応できるコミュニケーション能力の高い生徒の

　育成を図るため，中学校に４名の外国人英語指導助手（ALT）を配置しました。

7．中学校大会選手派遣事業

　　学校教育活動の一環であるスポーツ活動等において，関東大会や全国大会等に出

　場する選手に対し，その振興と選手の育成のため大会派遣費補助を行いました。

　　補助額　1,580,040円

8. オリンピック・パラリンピック教育推進事業

　　オリンピック・パラリンピック教育を実施することにより，オリンピック・パラ

　リンピックムーブメントの普及・推進を図るとともに，スポーツ気運の醸成を図り，

　児童生徒が生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能力を育てるた

　めに，パラリンピアンを招聘して講話や体験学習等を実施しました。

　　実施校　潮来第二中学校　　事業費　107,680円

264,000

1,194,480

1,274,400

393,800

252,120

885,600

1,290,600

防犯カメラディスクレコーダー更新工事 462,000

1,907,000

3,813,000

主要な施策 成　果（　実　績　）説　明

学校名 委託・工事名 請負額（円）
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1．派遣事業

期　　間：7月28日から8月2日まで　6日間

場　　所：台湾雲林縣土庫国民中学校

派遣生等：市内中学生13名　教諭等4名　計17名

内　　容：土庫国民中学校において， 3日間，体験授業・ホームスティを行い，

  生徒及びホストファミリーとの交流をしてきました。学校では，音楽

　授業，英語授業，科学実験授業に参加しました。また，台北市では，

　故宮博物館・九份及び十份の視察や中正紀念堂にて衛兵交代式を見学

　し，台湾の歴史・文化と自然について学習しました。

台風15号被害に伴う公立学校施設の災害復旧工事

津知小学校 体育館修繕工事

津知小学校 フェンス災害復旧工事

延方小学校 百葉箱修繕工事

日の出小学校

潮来第一中学校

日の出中学校

牛堀中学校 体育館軒天井災害復旧工事

牛堀中学校 部室屋根災害復旧工事

牛堀中学校 防球ネット撤去及び補修工事

牛堀中学校 防球ネットポール取替工事

440,000

151,000

大生原小学校他 小学校施設災害復旧工事 1,214,400

校舎アトリウム屋根災害復旧工事（前払い分） 17,600,000

部室撤去及び既設部室移設工事 686,800

1,265,000

1,205,600

請負額（円）

550,000

619,300

275,000

体育館幕板及び軒天井災害復旧工事 1,870,000

公立学校施設等

災害復旧事業 学校名 委託・工事名

主要な施策 成　果（　実　績　）説　明

中 学 生 海 外

派遣研修事業
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1.組織及び運営について

（1）職員数

　　　市職員3名，栄養教諭2名，調理員（委託）18名，配送員（委託）2名　計25名

（2）給食数（年間給食回数172）

　　　小学校（6校）1,279食，中学校（4校）671食，幼稚園（2園）23食，

　　　教職員・調理場267食　　　　　　　　 合計2,240食

※新型コロナウイルス感染拡大を防止するため，3月2日から臨時休校。

（3）給食費（月額1人）

　　　小学校児童及び園児　　　　4,110円

　　　中学校生徒及び教職員等　　4,420円

（4）学校等との連携

　　　学校給食主任及び事務担当者会議を4月に開催し，相互理解を深め，適正

　　な学校給食の運営に努めました。

2.運営委員会について

　　　委員会を開催し，運営を適正かつ円滑に進めるため，給食実施計画及び衛生管

　　理等について審議しました。

3.食に関する指導について

・　学校で美味しい潮来野菜を食べたい事業を実施

　　水郷いたこ大使　眞中秀幸氏監修の学校給食メニューを10月28日，2月6日に

　提供しました。10月28日は津知小学校で食育について，2月6日は大生原小学校

　で食品ロスの講話を行いました。

・　バイキング給食を実施

　　バランスの良い食事の選び方について学び，工夫をしながら楽しく食べること

　を身につける「バイキング給食」を，中学３年生を対象に実施しました。

・　各学校（園）児童・生徒の保護者に対し，学校給食センターだよりを配布しま

　した。

・　要請のあった学校（園）に訪問し，食に関する指導を行いました。また，給食セ

　ンターへの施設見学を受け入れました。

4.学校給食関係者に対する指導について

　　各学校（園）及びセンターの給食従事者に対し，衛生講習会を開催し，学校給食

　業務における衛生管理の周知・徹底に努めました。

主要な施策 成　果（　実　績　）説　明

学校給食事業
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　放課後子ども教室は，小学校1年生から6年生まですべての児童を対象として，

(1) 週末に地区の公民館等を活動の場に，地域の方々の協力を得ながら，子ども達に

スポーツや文化活動などの様々な体験活動や地域住民との交流活動等を行いまし

た。

1．場　  所　　　市内小学校区地区公民館5カ所

2．期　  日　　　月1回程度　土・日・祝祭日（午前9:00～12:00）

3．対　  象　　　小学生

4．指 導 者　　　コーディネーター，教育活動推進員，教育活動サポーター

5．参 加 者　　　381人（延べ人数）

6．実施回数　　　25回（延べ回数）

(2) 　家庭で子どもたちが健全な身体と人格をもって育つように，家庭における教育力を

高めることで，親同士が子育てについて話し合いながら，地域のネットワークを築い

ていけるように，学校行事や地域活動の中で親子体験活動や家庭教育に関する学習会

などを行いました。

【学校行事で実施】

1．場　  所　 　　市内各小中学校，幼稚園

2．対    象　　   保護者，小学生，中学生

3．実施回数   　　19回

4．実施内容   　　子育てアドバイスブック｢クローバー｣を活用した家庭教育学級,

　　　　　　　　　おなか元気教室，親子で学ぶ情報モラル，就学時健康診断にお

　　　　　　　　　ける家庭教育,入学説明会における家庭教育など。

5．参 加 者 　　　1,075 人（延べ人数）

【親子ふれあい活動・地域で実施】

1．場    所   　　かすみ保健福祉センター

2．対    象   　　小学生とその保護者

3．実施回数   　　2回

4．実施内容  　　 料理教室

5．参 加 者　　　 48人（延べ人数）

(3) 　潮来市内小学校４年生の児童と中学校１年生の生徒に対して,地域の人的資源と教育

力の活用による地域ぐるみの学習支援の取組を行うことで，児童・生徒の学習習慣の

定着と基礎学力の向上を図る，学習支援事業（まなびールーム）を行いました。

支 援 事 業

学 習 支 援

事 業

生涯学習事業

放 課 後 子

ど も 教 室

推 進 事 業

家 庭 教 育

主要な施策 成　果（　実　績　）説　明

6



1．場　  所　 潮来市立中央公民館　3階研修室・視聴覚室

2．対　  象　 小学校4年生・中学校1年生の児童生徒で，通塾していない児童・生徒

3．期　  日　 毎週月曜日

4．実施回数　 26回

5．参加人数　 小学生（40名）　中学生（26名）

6．学習指導員 14名

(4) 　潮来市指定管理者制度の導入に伴い,平成18年度より特定非営利活動法人「水美研」

に水郷まちかどギャラリーの施設管理を委託しています。市民の芸術文化活動の振興

を図ると共に郷土に対する理解を深め，また，教養と学習意欲を喚起する優れた作品

等の展示，発表を行いました。

1．展覧会回数        　　　33回

2．展覧会総日数    　　　 227日

3．来館者数　　　　 　  8,986人

4.指定管理料　　　　5,333,339円

(5) 【指定文化財管理事業】

1. 旧所家住宅管理

台風15号にて被害を受けた倒木処分及び建物修繕を実施しました。

・倒木の伐採撤去委託費  　　　　　　486,000円

・屋根及び土壁の修繕費 　　　　 　1,287,000円

2. 島崎城跡整備

・駐車場整備費   　 　　        　1,980,000円

・看板設置費（誘導案内，駐車場）  1,309,990円

・倒木伐採委託費 　　　　 　        431,200円

【文化財パトロール】

・貴重な文化財を後世に残していくため，市指定文化財及び埋蔵文化財の46ヶ所

　を潮来市文化財保護審議会委員15名が巡視し，現状把握に努めました。

【文化財防火デー関連事業】

・文化財防火演習を2月2日に，県指定文化財観音寺において火災を想定し，文化

  財保護審議会，地元区，地元消防団，潮来消防署参加のもと実施しました。

【旧所家住宅公開事業】

・11月12日に牛堀小学校3年生39名が，校外学習の一環として活用しました。

成　果（　実　績　）説　明

水郷まちか

どギャラリ

ー管理事業

文 化 財

保 護 事 業

主要な施策
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【埋蔵文化財有無の調査】

・埋蔵文化財の有無を文書による照会件数 　　　　52件

・現地試掘調査(横山貝塚遺跡試掘調査ほか） 　　　3件

　6月17日　個人住宅建設に伴う横山貝塚遺跡試掘調査

　9月10日　駐車場整備に伴う島崎城跡試掘調査

 11月25日　太陽光発電設置に伴う浜ノ原遺跡試掘調査

【文化財保護団体等への補助】

1．潮来市風土記の里保存会（補助金553,000円）

2．潮来市郷土史研究会（補助金209,000円）

3．水郷民俗研究会（補助金70,000円）

4．潮来ばやし保存会（補助金60,000円）

5．大生神社斎殿・拝殿の屋根一部損傷修復事業（補助金524,700円）

　 台風15号により潮来市指定文化財大生神社拝殿及び斎殿が破損し，補助しま

　 した。

(6) 　基本的人権の精神を高め豊かな人権意識を養い，市民一人ひとりが自分自身の問題

として人権問題を正しく理解するとともに人権意識の高揚を図りました。

【人権教育研修会】

1．期　日　　　　　　令和元年8月21日（水）

2．会　場　　　　　　潮来公民館大ホール

3．参加者数　　　　　250人

【児童生徒人権啓発作品小冊子「心のかけ橋」】

　10,000部作成し，小中学校全児童生徒及び全戸配布しました。

【人権作品展】

1．期　間　　　　　　令和元年12月4日（水）～12月11日（水）

2．会　場　　　　　　まちかどギャラリー

3．作品数　　　　　　ポスター30点，標語60点，メッセージ30点

4．来館者数　　　　　150人

(7) 　明日を担う青少年が心身ともにたくましい人間に成長できるよう，青少年育成潮

来市民会議や青少年相談員連絡協議会などと連携を図り，地域ぐるみで青少年の健

全育成を行いました。

1．高校生さわやかマナーアップキャンペーン

令和元年11月8日

2．青少年のための社会環境整備活動

 　令和元年7月14日（第1回）

 　

主要な施策 成　果（　実　績　）説　明

人 権 教 育

事 業

青少年育成

事 業
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　令和元年11月16日（第2回）

3．潮来市青少年のつどい　　　　　　　　令和元年11月30日

4．「家庭の日」絵画ポスター展　　　　　令和2年2月12日～16日

5．小中連携あいさつ運動　　　　　　　　各小学校

6．祭礼時の巡視活動　　　　　　　　　　各地区

(8) 【文化協会】

　文化団体の連絡調整を図るとともに文化活動の実践を通して市民の生活文化を高

め，郷土の発展に寄与することを目的として運営しました。

1.  芸能音楽祭　 　　　　　6月8日（9団体）

2.  視察研修会　　 　　　　6月18日（東京方面）

3.  市民文化祭　　　　　　11月8日～10日（3日間）

4.  活躍する作家展　　　　12月14日～22日（9日間）

【水郷美術展覧会】

　潮来市・行方市の美術振興及び向上目指し，水郷美術家協会を中心とした美術の

展覧会を開催し，優れた作品の鑑賞する機会を提供しました。

1.期　　日　　2月12日から16日（5日間）

2.会　　場　　潮来市中央公民館

3.出 品 数　　絵画40点，書道38点，写真54点，陶芸30点，計162点

4.来場者数　　261人

【子供会育成連合会】

　子供会指導者及び単位地区育成会との連携を図り，子供会活動の向上発展と

児童福祉を増進することを目的に設置され単位子ども会の活動支援，交流事業

を行いました。

・潮来市子供会対抗球技大会（ドッジボール）

1.期　　日　　令和元年7月13日

2.会　　場　　中央公民館体育室

3.参 加 者　　10チーム　167名

　市民の体力づくり・健康増進のため，水郷潮来の特色を生かした市民レガッタ大会

の開催と全国市町村交流レガッタへの派遣を実施しました。

(1) 【水郷潮来シティレガッタ，関東中学選手権競漕大会】

1．期　  日　　令和元年6月30日（日）

2．会  　場　　潮来ボートコース

3．参 加 者　　水郷潮来シティレガッタ　   99クルー　 　565名

　　　　　　　 関東中学選手権　　　 　　　21クルー　　  53名

　　　　　　　　　　　合　計　       　　120クルー 　  618名

ス ポ ー ツ

振 興 事 業

ボート大会

主要な施策 成　果（　実　績　）説　明

各 種 団 体

活 動 支 援
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【全国市町村交流レガッタへの選手派遣】

1．期　  日　　令和元年9月28日(土)～29日(日)

2．会　  場　　大分県日田市　三隈川特設会場

3．参 加 者　　2クルー　　16名

(2) 　学校教育に支障のない限りにおいて， 体育施設を定期的， 継続的に開放すること

で，スポーツ・レクリエーション活動を推進しました。

　上期（4月～9月）　　 利用団体105団体　　利用人数1,562人

　下期（10月～翌3月）　利用団体102団体　　利用人数1,452人

(3) 　5月及び10月の第3日曜日を中心に，「市民一人1スポーツ」を目指し， 市民スポー

ツ大会を開催しました。

1．全14競技

2．参 加 者　　　春季大会　874名　　　秋季大会　1,032名

(4) 　生涯スポーツの一環として，グラウンド・ゴルフを通じて，地域の人たちがスポー

ツを楽しみ，健康増進が図られるよう努めました。

　当日（11/23）及び予備日（11/24）が大雨のため、かすみの郷での競技を中止し，

屋内でホールインワン大会を開催しました。

1．期　  日　　　令和元年11月24日（日）

2．会　  場　　　中央公民館体育室

3．参 加 者　　　194名

(5) 　ゴルフを通して市民の体力向上と親睦交流を深めながら“明るく健全で住みよいま

ちづくり”をめざし大会を開催しました。

【市内対抗ゴルフ大会（団体戦）】

1．期　  日　　　令和元年7月17日（水）

2．会　  場　　　ジェイゴルフ霞ヶ浦

3．参 加 者　　　35チーム（174名）

【市民ゴルフ大会（個人戦）】

1．期　  日　　　令和元年11月7日（木）

2．会　  場　　　潮来カントリー倶楽部

3．参 加 者　　　178名

大 会

ゴルフ大会

開 放 事 業

市 民 ス ポ

ー ツ 大 会

グラウンド

・ ゴ ル フ

主要な施策 成　果（　実　績　）説　明

学校施設の
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(6) 　「市民一人1スポーツ」の理念のもと，スポーツに親しむ機会の提供とともに市民

健康づくりをめざし， 市体育協会の協力のもと各種スポーツ教室を開催しました。

1．ボート教室　　　　　　　　　　　　3回　　　309名

2．スキー教室　　　　　　　　 　　2泊3日　　　 38名

3．バドミントン教室　　　　　　　　　5回　　　 21名

4．ピラティス教　　　　　　　　　　前期　5回　144名　　　後期　5回　93名

(7) 　スポーツ（主にグラウンド・ゴルフ，雨天時は輪投げ）を通じて地域の高齢者と小

学生が交流することにより，地域の世代間交流を図り，かつ健康の維持・増進やスポ

ーツを行う楽しみを得られるように努めました。

1．期　  日　　令和元年6月19日(水)

2．会　  場　　潮来市立日の出小学校　グラウンド

3．参 加 者　　潮来市立日の出小学校　4年生　60名　　　

 　　　　　　　潮来市高齢者クラブ連合会　 　25名

(8) 　健康で文化的な市民の生活づくりをめざし，指定管理者である(株)全日茨城が

中心となり，水泳教室を実施するなど水泳の普及及び利用の促進に努めました。

【年間利用者数】

　・前川市民プール　　15,769人

　・かすみ市民プール　　 626人

【前川市民プール施設改修工事】

給湯配管改修工事　　　　6,050,000円

放送設備修繕工事　　　　　836,000円

【指定管理料】34,407,982円（平成30年度光熱水費等超過精算分　2,297,389円含む）

　『いきいき茨城ゆめ国体2019』では，潮来市を会場として，ボート・トライアスロ

ン・オープンウォータースイミングの正式競技3競技の開催をしました。

(1) 　いきいき茨城ゆめ国体潮来市実行委員会の各種会議を開催しました。

　・第3回総会　平成31年4月11日

　・第4回総会　令和2年2月27日

　・庁内推進会議幹事会　平成31年4月19日

(2)市民運動 　延べ609名の市民ボランティアの方々に，「受付案内」，「環境美化」，「輸送・

駐車場誘導」などの活動に従事していただきました。

　オープンウォータースイミング　104名、トライアスロン　134名、ボート　371名

潮 来 市 立

市民プール

国体推進事業

実行委員会

成　果（　実　績　）説　明

スポーツ教

室開催事業

世 代 間

ス ポ ー ツ

交 流 事 業

主要な施策
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　ボランティア研修会

　　　令和元年5月11日(土)　かすみ保健福祉センター　163名参加

　　　令和元年6月23日(日)　中央公民館　111名参加

(3) 【PRイベント】

【環境美化活動】

　　ア　道の駅いたこから潮来ICまでの花壇整備

　　イ　市内小中学校及び障碍者支援施設によるプランター(約800個)の作成

　　ウ　ボランティアによるクリーンアップ運動

【歓迎装飾】

　　ア　横断幕の設置(市内8か所及び市内小中学校)

　　イ　JR潮来駅の歓迎階段シート

　　ウ　ボートセンターラッピング

　　エ　該当フラッグ設置(日の出地区)

　　オ　PRフラッグの設置(潮来駅前・牛堀地区)

　　カ　のぼり旗の設置(市内小中学校)

【炬火集火式】　令和元年8月17日：水郷潮来花火大会会場

(4) 【リハーサル大会：オープンウォータースイミング】

期日：令和元年7月7日(日)　会場：潮来市特設オープンウォータースイミング会場

【オープンウォータースイミング】

期日：令和元年9月11日(水)　会場：潮来市特設オープンウォータースイミング会場

【トライアスロン】

期日：令和元年9月29日(水)　会場：潮来市特設トライアスロン会場

【ボート】

期日：令和元年10月4日(金)～7日(月)　会場：潮来ボートコース

大会参加者
選手・監督 大会関係者 観覧者 合計

1,857人 1,121人 24,590人 27,568人

276人 320人 7,885人 8,481人
大会参加者

選手・監督 大会関係者 観覧者 合計

134 504 2,865人 3,503人

競技の実施

大会参加者
選手・監督 大会関係者 観覧者 合計

成　果（　実　績　）説　明

　　・令和元年度第1回ボランティア研修会　

　　・令和元年度第2回ボランティア研修会　

事業の推進

　　100日前イベント(炬火採火式：令和元年6月30日：水郷潮来シティレガッタ会場）

主要な施策
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(5) 開催負担金 いきいき茨城ゆめ国体潮来市実行委員会負担金　217,922,535円

(6)ボートセン

ンター改修

　生涯学習の拠点として，変化する時代に即応した各公民館事業及び定期講座の実施

と地域住民とのコミュニケーションを推進し，学びの場，集いの場，交流の場として

の市民の融和と連帯意識の高揚に努めました。

　主なものとして，教養・趣味講座11講座，健康講座4講座，託児付き講座4講座を

実施し，延べ1,031人の方が参加されました。

　また，成年に達した男女成年の新しい門出を祝うために「新成人のつどい」を開催

し，242人（該当者296人）の出席者がありました。

　潮来公民館において，潮来あやめ寄席を開催し，295名の入場者がありました。

　地域の人たちがふれあい，健康づくりと地域社会の親睦を図るために，各地区公民

館で市民運動会等の事業を開催しました。

【連携事業】

　『大学等地域連携調査研究・プログラム開発普及事業』

　茨城県教育委員会，県南生涯学習センターが主催する「大学等地域連携調査研究・

プログラム開発普及事業」のモデル事業を，県南生涯学習センター，潮来高校，茨城

大学，筑波大学等と連携し実施しました。

　また，潮来高校地域ビジネス科が，当モデルに係る「いばらきの魅力を探求し発信

する高校生コンテスト2019」において，企業特別賞を受賞しました。

　　事業名：「Once Upon a Time in 潮来」

　　目　的：潮来の魅力を再確認し，その魅力を発信することで地域活性化や観光に

　　　　　　繋げる。

　　期　間：令和元年10月～令和2年1月

　『地域づくりに生かせる公民館プログラムモデル事業』

　鹿行生涯学習センターが主催する「らくらくスマートフォン講座」を，同センター

と連携し実施しました。

　　期　間：令和元年5月～9月

　　参加者：延べ108人

ボートセンター改修工事 工事費 8,577,120

公 民 館 事 業

主要な施策 成　果（　実　績　）説　明

事　　　業 費　　目 事業費（円）
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(1) ・会議室等利用者数　　36,913名

(2) ・会議室等利用者数　　24,198名

主な事業

　さくらまつり，坐禅と朝がゆの会，さわやかジョイントコンサート，輪投げ大会，

　あやめ寄席

(3) ・会議室等利用者数　12,429名

主な事業

　合同紐解き，公民館まつり，グラウンド・ゴルフ大会

(4) ・会議室等利用者数　　9,497名

主な事業

　三世代交流会，グラウンド・ゴルフ大会，ドッジボール大会，公民館まつり，延方

　相撲

(5) ・会議室等利用者数　　 3,434名

主な事業

　クロッケー・輪投げ大会，ソフトバレーボール大会，三世代交流会

　スワンカップゴルフ大会

(6) ・会議室等利用者数  　 8,173名

主な事業

　グラウンド・ゴルフ大会，納涼祭，三世代ふれあい交流，公民館まつり

(7) 主な事業

　ソフトバレーボール大会，公民館夏まつり

  中央公民館及び地区公民館の修繕事業。

　・中央公民館給配水工事　　　　　　　　　   　3,245,000円

　・中央公民館大ホール前女子トイレ改修工事　   1,870,000円

　・中央公民館体育室床シート張替え工事　　     3,113,000円

　・大生原公民館1階ロビー空調機改修工事　　　  1,728,000円

　・中央公民館体育室屋根改修工事（前払い分）　14,690,000円

主要な施策 成　果（　実　績　）説　明

中央公民館

潮来公民館

津知公民館

延方公民館

大 生 原

公 民 館

牛堀公民館

日 の 出

公 民 館

公民館管理事業
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　図書館は，市民の知る権利を保障する重要な社会的基盤として位置付けされる機関

です。多くの人が必要な知識・情報を入手し，生涯を通じて学びながら，楽しく心豊

かな生活を送ることを求めています。

　こうした要求に応えて人間の向上心や知的好奇心を満たし，市民に心の充足を与え

ることを目標とし，事業を展開しました。

(1)利用者状況（R1）

　・開館日数　　　　 　　336日

　・来館者数　　　　 209,281人

　・貸出冊数　　　　 309,745冊

　・貸出者数　　　　 103,497人

　・新登録者数　　　　   621人

※その他の利用者としては，学習室6,980人，AV館内閲覧1,795人，データベース697

　人，パソコン2,077人，レファレンス（参考調査）3,286人，文献複写2,277人の利

　用がありました。

(2)開館からの利用者状況（H18～R1）

　・総来館者数　　  2,777,992人

　・総貸出冊数　　  4,349,375冊

　・総貸出者数　　　1,588,598人

　・総登録者数　　　　 21,563人

(3)読書推進事業

　①定期事業

　・おはなし会,読み聞かせ　1,117人

　・映画会　　　　　　　      61人

　・子育て支援　　（第3、第4木曜日にリトミック教室実施）

　・ブックトーク　（小学校4校で実施）

　・ブックスタート（1歳児育児相談時にかすみ保健福祉センターで実施）

　・学校支援（校外学習6校3園，職場体験5校，学校巡回貸出事業）

　②企画事業

　・図書館まつり，POPコンテスト，おもしろ理科先生派遣事業， 茨城県立歴史館出

　　前講座，プログラミング講座，川柳コンテスト，ハロウィンパーティー，クリス

　　マス，ミニコンサート，ミステリーバッグ，読書ノートの製作等

　　ボランティアを育成し，図書館員とともに充実した図書館サービスを利用者に提

　供することを目的に， 平成21年に図書館友の会が設立されました。 資料整理委員

　会，環境美化委員会，おはなし委員会からなり，現在29名の方が登録しています。

図書館事業

主要な施策 成　果（　実　績　）説　明
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(5)図書館所蔵資料数

　・蔵書総数　　　　    200,163冊

　・視聴覚資料　　CD　    3,347枚　　DVD　    4,069枚

　　　　　　　　　ビデオ　　524本　　カセット　　 4本

(6)電子図書館サービス

　　市立図書館を普段利用することが難しい方々や，高齢者や障がい者，育児中の親

　向け等に発信することで，いつでも，どこでも，だれでも気軽に読書を楽しむこと

　ができる環境を提供します。地域・郷土資料を電子化し，公開することによる地域

　の再発見・歴史的価値の再発見と地域資源のPRにつなげることを目的とし，平成27

　年9月1日からサービスを開始しています。

　　利用状況〔平成27年9月1日～令和2年3月31日〕

　　　①  ID配布数　 　 　   595名

　　　②  アクセス数　　　31,968回

　　　③ 総貸出数　　 　 22,178点

　　　④  総貸出者数　　　 7,275人

　　　⑤  蔵書点数　　　　15,345点

(7)指定管理　　　

・指定管理者　　シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　

・指定管理料　　82,976,550円

主要な施策 成　果（　実　績　）説　明
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