
第４章 心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり 

第１節 学校園教育の充実 

  ◆小学校整備事業 ６億 1,658 万円

 担当部署 教育部 教育総務グループ

重点 

【事業概要】 

 児童の安全性の確保及び教育環境の向上を図るため、小学校の耐震補強工事を行いました。 

 

【事業成果】 

◆耐震補強工事を行った建物 

○東小学校                  ○西小学校   

 校舎（北棟、南棟【写真】ほか）        屋内運動場（体育館【写真】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○南第一小学校                 ○南第三小学校  

 校舎（低学年棟、新館棟【写真】ほか）     屋内運動場（体育館【写真】） 

 屋内運動場（体育館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【学校の耐震化工事の推移】 

 耐震化工事を実施した施設 耐震化率 

平成 20 年度 東小学校（校舎(東棟)）、南第一小学校（校舎(高学年･管理棟)） 54.4％ 

平成 21 年度 北小学校（校舎）、第三中学校（屋内運動場） 59.7％ 

平成 22 年度 

東小学校（校舎(南･北棟)）、西小学校（屋内運動場）、 

南第一小学校（校舎(低学年･新館棟)、屋内運動場）、 

南第三小学校（屋内運動場） 

73.1％ 
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第４章 心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり 

第１節 学校園教育の充実 

  ◆学校給食事業 1 億 8,157 万円

 担当部署 教育部 学校給食グループ

重点 

【事業概要】 

 「より豊かで安心安全な学校給食の実現」を目指し、アレルギー対応として、９月の学校給食か

ら調理段階において、卵・乳製品（牛乳、チーズ、ヨーグルト、バター、脱脂粉乳）・いか・えび・

かにの５種類９品目の食物を取り除いた給食の提供を行いました。 

小学校では、年３回バイキング給食を実施し、バイキング給食においてもアレルギー対応食に取

り組むなど献立の多様化を図りました。 

 

【事業成果】 

◆ 給食実施回数 

・ 小学校 182／回／年／人 

・ 中学校 170／回／年／人 

１日平均 5,351 食を配食（給食実施日 192 日） 

◆ 食物アレルギー対応 

・ ９月の学校給食から食物アレルギーをもつ児童・生徒に対して、調理段階において卵・乳製品

（牛乳、チーズ、ヨーグルト、バター、脱脂粉乳）・いか・えび・かにの５種類９品目の食物を

取り除いた給食を提供しました。また、卵、乳製品を含むデザート（ケーキ、ヨーグルトなど）

は、代替としてゼリーを提供しました。 

・ 除去食回数 34 回（9 月～3 月まで）             

◆ バイキング給食 

・  小学校児童を対象にバイキング給食を行いました。 

・ バイキング給食実施回数 年３回 

◆ 試食会 

・ 就学前の幼稚園児、保育園児を対象として、また、より 

多くの保護者等に給食を知ってもらうために試食会を実施

しました。 

・ ＰＴＡ、幼稚園児、保育園児等 年 20 回 1,116 人 

・ バイキング給食試食会 年 8 回 260 人 

◆ 衛生管理 

・ 衛生管理の徹底を図るため、給食従事者等には、年２２回の腸内細菌培養検査と毎日の健康調

査に加え、年１回の定期健康診断と施設内の衛生検査を実施しています。 

◆ 調理委託 

・ 平成２１年度よりバイキング給食を除く調理等業務の民間委託を行い、調理部門の効率的な運

営及び給食内容の充実に努めました。 

◆ 食育の推進 

・ バイキング給食及び毎回の献立表や学校の生活科と家庭科の授業で食育指導を行いました。 

◆ 地産地消 

・ 大阪狭山市で取れた、青ねぎ、キャベツ、米などを使用し、地産地消の推進を図りました。 
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第４章 心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり 

第１節 学校園教育の充実 

  ◆放課後児童会充実事業 7,147 万円

 担当部署 教育部 社会教育･スポーツ振興グループ

重点 

【事業概要】 

保護者が就労または疾病等により、昼間家庭にいない小学生を対象に、適切な遊びの場や生活の

場を提供し、その健全な育成を図ることを目的として放課後児童会を開設しました。放課後児童会

のより柔軟な運営を図るため、引き続きモデル事業として第七放課後児童会の指導業務を市民公益

活動団体に委託して実施しました。また、試行的に平日の午後６時までの利用時間を午後７時まで

延長し、放課後児童会の充実を図りました。 

放課後児童会の入会児童数の増加に伴い、余裕教室の改修や児童会室の増築を行い、クラスを分

割しました。また、児童の健全な育成に深い知識を有する総括指導員を配置しました。  

開設場所：市内全小学校 

開設時間：月曜日から金曜日の授業終了後から午後６時まで。土曜日・学校休業期間中等は、午前

８時３０分から午後６時まで（月～金曜日の午後６時～７時まで時間延長事業を実施） 

 

【事業成果】 

◆入会状況（児童会別・年平均）                        単位：人 

放課後児童会名 
 

東 西 南第一 南第二 南第三 北 第七 
合計 

平成 20 年度 63 50 38 89 26 41 50 357 

平成 21 年度 64 51 44 79 31 41 63 373 

平成 22 年度 78 44 33 76 35 48 62 376 

 （東放課後児童会は 6 月 1 日より 2 クラス、南第二放課後児童会は 2 クラス） 

 
◆第七放課後児童会運営業務 

  委託先：特定非営利活動法人ワークレッシュ  委託料：6,324,000 円 

 

 ◆放課後児童会時間延長事業 

 ・実施時間：月曜日～金曜日の午後 6 時～7 時まで（児童会の休会日は除く） 

 ・利用金額：児童 1 人につき 1 日当たり 300 円 

・利用状況（児童会別・年間延べ利用日数） 

放課後児童会名 東 西 南第一 南第二 南第三 北 第七 合計 

延べ日数（日） 275 217 7 395 9 252 608 1,763

 

◆放課後児童会施設整備事業 

 ・東放課後児童会 学校余裕教室の改修 6 月 1 日より 2 クラス 

  ・第七放課後児童会 児童会室の増築  平成 23 年度より 2 クラス 

 

◆放課後児童会指導員人材育成事業 

   児童の健全な育成に深い知識を有する者を放課後児童会総括指導員として配置し、放課後児

童会指導員に対する助言や指導を行い、指導員の資質の向上及び育成を図りました。 

64 



第４章 心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり  

第１節 学校園教育の充実 

  ◆安全対策事業 3,054 万円

 担当部署 教育部教育総務グループ
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重点 

 
【事業概要】 

 学校現場における不審者等の侵入による学校内での防犯事故等を防止し、児童が安心して活動で

きる環境を整えるため、各小学校に１名ずつ安全管理員を配置しました。 

 また、防犯カメラの設置、オートロック設備の導入により、更なる安全対策に努めました。 

 さらに、登下校時における児童の安全を確保するために、市立小学校に入学する新１年生を対象

に防犯ブザーを配付しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安全管理員待機所

 

 

【事業成果】 

 子どもが安心して活動できる環境を 

確保しました。 

 

防犯ブザー 



第４章 心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり 

第１節 学校園教育の充実 

 ◆支援教育事業  1,725 万円

 担当部署 教育部 学校教育グループ

重点 

 
【事業概要】 

 障がいのある学齢児童生徒が、障がいの種類や程度に応じた適切な教育が受けられるよう、

学びの支援員を配置するなど、支援教育の充実を図りました。 

 

 

 

 

【事業成果】 

平成２２年度は、１３人の「学びの支援員」（アルバイト職員）を雇用し、小・中学校にお

いて、支援学級に在籍する子どもと、通常の学級に在籍する発達障がい等のある子どもに教育

的な支援をしました。 

 

◆個別の指導計画に基づいた指導 

支援学級に在籍する子ども一人ひとりについて、教員が保護者と相談しながら個別の指導 

計画を作成しました。「学びの支援員」は、担当教員の指示を受けながら、個別の指導計画に

基づいた支援を行いました。また、長期計画である「個別の教育支援計画」（「相談シート」・「支

援シート」）の作成を進め、一貫した相談・支援体制の整備に努めています。 

 

 ◆支援教育についての研究 

 各学校におけるこのような取り組みを交流するために、定期的に研究会を開催しました。 

障がいに応じた指導のあり方について、

さまざまな実践を交流し、日々の実践に

生かしました。 

今後もさまざまな講師の先生による 

研修を計画し、効果的な指導のあり方に   

ついて研究を推進していきます。 

 

 

支援教育実践研究会の様子 
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第４章 心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり 

第１節 学校園教育の充実           

  ◆小中学校読書活動推進事業 202 万円

 担当部署 教育部 学校教育グループ

重点 

 

【事業概要】 

 各学校において作成した蔵書のデジタルデータベースを活用します。また、市民協働の促進 

  を図り、各学校において学校図書館市民ボランティアとともに読書環境整備および読書推進 

  のための諸活動への参画協働を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

【事業成果】 

 本事業により、学校図書館市民ボランティアをすべての小中学校に配置しました。図書ボラ

ンティア１３８人は、各学校の司書教諭等とともに本を紹介する掲示物の作成や蔵書の整理な

どの環境整備、子どもたちに対する本の読み聞かせや本の貸し出し等の作業に延べ３００回に

わたり協力していただきました。また、各校の蔵書は、全てパソコンを使ってデジタルデータ

ベース化しているので、そのための本の登録作業についても支援していただいています。 

 その結果、子どもたちが読書に親しむ環境整備が進み、読書感想文や感想画のコンクール、

図書館を使った調べる学習コンクールに取り組むことができました。 

 今後も読書活動の充実をめざし、家庭や市立図書館等との連携を大切にした取り組みを 

進めてまいります。 
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第４章 心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり 

第１節 学校園教育の充実 

  ◆学習支援チューター事業 189 万円

 担当部署 教育部 学校教育グループ

重点 

 

【事業概要】 

 小学校３・４年生の児童や中学生の希望者に対して、自学自習力の育成と学力の向上をねら

いとして放課後および夏季休業中に継続的に学習支援を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【事業成果】 

 全小・中学校に学習支援チューター５７人を延べ９４３回派遣し、放課後や夏季休業中に

学習教室を開設しました。 

参加した子どもたちは、学習支援チューターの指導のもとでそれぞれが宿題や学習プリン

トなど個々の課題に対して集中して取り組んでいました。また、少人数での学習なので質問

がしやすく、すぐにできたかどうかの確認をしてもらえるため、意欲的に取り組むことがで

きました。 

 本事業により、年間を通じて学習支援をすることができ、子どもの学習意欲の向上や自学

自習力の育成に効果がありました。 

今後も子どもたちの学力を向上させるため、各学校における研究の推進を図るとともに、

家庭・地域との連携を大切にした取り組みを進めてまいります。 
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第 4 章 心豊な人と文化をはぐくむまちづくり 

第 4 節 文化の振興 

  ◆文化会館改修事業 2,108 万円

担当部署 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ
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【事業概要】 

文化会館の施設の維持管理のため、営繕事業として改修工事を行いました。 

 

【事業成果】 

◆文化会館大ホール客席床面改修・・・・・・・・・・・・・・・1,258,950 円 

 内容：床面カーペット取替 

 

◆文化会館小ホール音響設備改修・・・・・・・・・・・・・・ 12,692,400 円 

 内容：音響調整卓及び付属設備取替 

 

◆文化会館空調設備整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,126,350 円 

 内容：空調機器設備設置・改修（展示ホール、リハーサル室２） 

     

 

       合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21,077,700 円 

文化会館小ホール 

（音響調整卓） 
文化会館大ホール 

（床面カーペット） 

重点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化会館展示ホール 

（空調機器） 



第 4 章 心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり 

第 4 節 文化の振興 
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◆狭山池魅力発見活用事業 407 万円

担当部署 教育部 社会教育・スポーツ振興グループ

重点 

【事業概要】 

大阪狭山市を代表する文化遺産「狭山池」を活用する事業を実施します。主な活動として、狭

山池の歴史的価値を市内外に発信することを目的とするシンポジウムの開催、池の記録を後世に

伝えるための活動、狭山池の文化遺産としての価値を再検討するための調査などを行いながら、

国の指定文化財となることを目指しました。 

 
【事業成果】 

  平成２２年度は、１０月１６日に「狭山池の誕生を

さぐる」をテーマにシンポジウムを開催しました。狭

山池と兄弟堤を持つ、韓国金堤市の碧骨堤からパネリ

ストを招き 450 名の参加がありました。 

 
 
 
 広報活動として、北堤と南堤にＰＲ看板を設置しま

した。また、現在の狭山池を後世に伝えるための記録

写真の撮影を実施しました。 

 また、国の文化財指定を目指し、文化庁との調整を

実施しました。 

  

 
 
 
 
 
 

シンポジウムのポスター

初夏の狭山池の風景（撮影した記録写真より） 



第４章 心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり 

第１節 学校園教育の充実           

◆教育相談事業 145 万円

 担当部署 教育部 学校教育グループ

 

【事業概要】 

 不登校やいじめ、進路その他教育に関するいろいろなご相談に応じます。学校や専門機関と

連携をとりながら、保護者・市民のみなさんからのさまざまなニーズに一層お応えできるよ

う、相談員を配置しました。 

  

【事業成果】 

 専任の相談員を配置して週５回(月～金)相談日を設けました。              

相談事例として、身体的・精神的な問題から学習問題・進路問題・             

不登校・いじめ問題まで、総計６９件の相談がありました。 

 

 

 

 

◆幼稚園就園奨励事業 29 万円※減免額を含む 

 担当部署 教育部 こども育成室

【事業概要】 

 市内在住の幼稚園児を持つ保護者の経済的負担を軽減し、安心して就園できる環境をつくるとと

もに、幼稚園教育の普及・充実を図りました。 

 市立幼稚園は保育料からの減免、私立幼稚園は補助金として交付しました。 

 

【事業成果】 

◆就園奨励制度の該当対象世帯 

  生活保護受給世帯・市民税非課税世帯・市民税所得割非課税世帯 

 

◆平成２２年度就園奨励事業の実績 

  ・市立幼稚園該当者数 ２８人  減免総額 814,000 円 

  ・私立幼稚園該当者数 １０人  補助総額 288,000 円 

  （＊金額は、在園期間・世帯内の子どもの人数によって異なります。） 
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第４章 心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり 

第１節 学校園教育の充実        

◆幼稚園整備事業 145 万円

 担当部署 教育部 こども育成室

【事業概要】 

 地震等の災害発生時に園児の安全な環境を確保するため、耐震診断で補強が必要とされた幼稚園

に対し、耐震補強工事実施設計業務を実施しました。 

 

【事業成果】 

◆対象となる幼稚園 

東幼稚園・南第二幼稚園・南第三幼稚園（こども園） 

 

 

 

◆中学校部活動支援人材活用事業 92 万円

 担当部署 教育部 学校教育グループ

 

【事業概要】 

 少子化による生徒数の減少に伴って教職員の人数も少なくなり、その結果、開設可能な 

  部活動の数にも限りがあります。また部活動の指導においては専門的な知識等も必要であ 

  ることから、地域人材を活用することにより、その解決を図ります。 

  

【事業成果】 

◆卒業生や外部指導者の経験に裏打ちされた指導から受ける影響は大きく、子どもたちの部活 

動に対する意欲の向上が見られました。また、教員も専門的な指導方法を学ぶことができ、 

 指導力の向上にもつながっています。 

◆生徒の多様な希望に応えるため、市内の 3 中学校に１５人の専門的な知識や技能等を持った 

卒業生や地域の方から、延べ４２０回にわたって指導していただきました。 
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第１節 学校園教育の充実、3 節 スポーツ・レクリエーション活動の振興 

◆学校教育自立支援通訳事業 50 万円

 担当部署 教育部 学校教育グループ

 

【事業概要】 

 学校教育において、現在および今後増加すると思われる日本語の理解が十分でない海外から

の転入児童生徒に、必要とされる識字・通訳等の教育的支援を行い、学習環境への順応と言

語的早期自立を促します。 

 

【事業成果】 

◆２校、７１回の活用により、教科の内容も理解できるようになってきています。 

◆個別学習により、文字や計算の力は確実に身についてきました。 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆スポーツ施設管理事業 8,961 万円

担当部署 教育部 社会教育・スポーツ振興グループ

【事業概要】 

広く市民等にスポーツ活動の場を提供しました。また、南青少年運動広場と第三青少年運動広

場以外の 8 施設については、平成 19 年度より導入した指定管理者制度を継続しました。 

  

【事業成果】 

◆施設別利用状況 

 

施設名 利用者数（人） 施設名 利用者数（人）

総合体育館 88,379 ふれあいの里スポーツ広場 9,423

池尻体育館 24,271 大野テニスコート 12,597

南青少年運動広場 28,720 山本テニスコート 16,296

第三青少年運動広場 16,086 ふれあいスポーツ広場 23,891

市民総合グラウンド 32,338 野球場 21,522

合   計 273,523
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第 3 節 スポーツ・レクリエーション活動の振興、第 4 節 文化の振興 

◆各種教室・大会運営事業 66 万円

担当部署 教育部 社会教育・スポーツ振興グループ

【事業概要】 

 スポーツ活動の参加の機会を提供するとともに、健康・体力の増進と基礎的な技術指導を行い、

市民相互の親睦を図るため、各種教室・大会を開催しました。 

【事業成果】 

◆各種教室・大会・講習会の実施状況 

事 業 名 期  間 対  象 参加者 

サタデースポーツ（7 種目） 4 月～3 月 ３歳～高校生 360 人

おやこのふれあいサークル
「わ」春・秋 

5/1３～6/2４ 
9/９～10/２８ 各 7 回 

市内在住の親と
子（２歳～6 歳） 

58 組
117 人

市民マラソン大会 1/1６ 市民 274 人

トレーニング機器講習会 随時受付け 16 歳以上の男女 25 人

南大阪駅伝競走大会 2/６ 中学生以上 
178 チーム

1,068 人
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サタデースポーツ(総合体育館)        市民マラソン大会(狭山池公園周遊路) 

 

◆文化会館指定管理事業 1 億 5,094 万円

担当部署 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ

【事業概要】 

市民にとって優れた芸術の鑑賞や文化活動の展開の場である文化会館の指定管理者に財団法人 

大阪狭山市文化振興事業団を指定し、その管理運営を委託しました。 

【事業成果】 

◆文化会館管理運営事業・・・・・・・・・ 150,944,000 円 

 文化会館の施設維持管理事業及び運営にかかる業務 

  施設稼働率 

大ホール 53.9%（昨年度より 3.2 ポイント増加） 

小ホール 79.1%（昨年度より 3.5 ポイント増加） 

コンベンションホール 61.9%（昨年度より 1.2 ポイント増加） 

展示ホール 83.2%（昨年度より 2.9 ポイント増加） 

リハーサル室１ 96.8%（昨年度より 0.6 ポイント増加） 

リハーサル室２ 92.9%（昨年度より 0.9 ポイント増加） 

利用者数 238,652 人（昨年度より 1,112 人減少） 

 指定管理者が実施した自主事業 

  鑑賞型事業：音楽、落語、映画、舞踊、ミュージカル等 44 事業 

（昨年度より 7 事業増加） サヤカニュース 

（2010 年 11 月 1 日号）   市民企画・参加型事業：芸術祭、講座等 3 事業 

（昨年度より 1 事業減少） 

   受託事業：大阪狭山市社会福祉協議会からの委託を受けて、落語会をプロデュース実施 
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第 4 節 文化の振興 

◆図書館管理事業 7,780 万円

 担当部署 教育部 社会教育・スポーツ振興グループ

【事業概要】 

平成 19 年度より指定管理者制度を導入し、開館時間を午前９時～午後８時まで延長する市民サ

ービスの水準を維持しました。 

【事業成果】 

 ◆来館者数  245,422 人   

◆蔵書冊数 （廃棄冊数 1,378 冊）                     単位：冊 

一般書(参考資料含む) 児童書 合計 雑誌 視聴覚 合計 

118,023 108,118 226,141 1,962 192 2,154 

◆平成 2２年度購入図書        単位：冊 

一般書(参考資料含む) 児童書 合計 

4,407 2,809 7,216 

 

 

◆貸出冊数                                  単位：冊 

開館日数(日) 一般書 児童書 雑誌その他 合計 市民 1 人当り 登録者１人当り

342 216,917 176,654 21,957 415,528 7.2 11.7 

◆ブックスタート推進事業(指定事業) 

 保健センターでの 4 ヶ月健診時に乳幼児期の絵本との出会いの大切さ、良い読書習慣を培うた

めのきっかけ作りなどを話し、読み聞かせを実施しました。 

回数：12 回  参加者数：442 人 

◆ブックスタートフォローアップ事業(指定事業) 

 満 10 ヶ月児とその保護者を対象に絵本の読み聞かせを実施しました。 

回数：131 回  参加者数：279 人 
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◆図書館整備事業 1,382 万円

 担当部署 教育部 社会教育・スポーツ振興グループ

【事業概要】 

「住民に光をそそぐ交付金」事業を活用し、市立図書館の書架、ＡＶブース等の備品や、図書を

購入し、図書館施設の充実を図りました。 

 

【事業成果】 

   

 

 

 

 

 

 

AV ブース 閲覧用椅子 雑誌架  

  ◆購入図書内訳(冊) 

大活字本 一般書 児童書 合 計 

358 244 713 1,315 
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第 4 節 文化の振興 

◆市史編さん事業 1,678 万円

 担当部署 教育部 社会教育・スポーツ振興グループ
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 【事業概要】 

 本市関係の歴史資料を体系的に調査・収集し、データや知見の整理・記録を行い、市民の共有財

産となるように保存と活用を図りました。また、最新研究に即した成果を市民の生涯学習に役立つ

『大阪狭山市史』として刊行できるよう整理を進めました。第６回配本『第三巻 史料編 近世』の

販売を開始し、第 7 回配本『第四巻 史料編 近現代』の刊行準備作業として、近現代史料の調査・

収集・整理および原稿内容の調整、版下を作製しました。 

【事業成果】 

◆市史編さん古文書調査 

 市域の近世・近現代を知るために最重要の情報源となる古文書が、未調査・未整理のまま残っ

ているので、毎年継続して調査・収集・整理・記録を重ね、歴史情報の把握に努めています。 

◆市史編さん委員会 

 事業を円滑に進めるために重要事項を協議する第30回市史編さん委員会を開催し、栄原永遠

男委員長のもと、本体・ダイジェスト版からなる『通史』の体裁と構成を協議しました。 

◆市史編さん 

(1)史料編近現代部会 

史料の収集・調査を継続し、会議を１回開催しました。『史料編 近現代』の編集に向けて掲

載史料の選定・解読・解説文の検討を行い、今後の活動方針を協議しました。 

(2)通史執筆代表者連絡会議 

会議を 1 回開催し、各部門の代表者が『通史』の体裁・構成を協議しました。 
 

◆郷土資料館事業 1,215 万円

 担当部署 教育部 社会教育・スポーツ振興グループ

【事業概要】 

 本市と大阪府と市民の三者による、郷土資料館と大阪府立狭山池博物館の協働運営を実施しまし

た。博物館２階の情報コーナーに設けた郷土資料館の常設展示室では、本市の歴史や、考古学者、

故末永雅雄博士の業績を展示しました。年間を通じて狭山池博物館と共同して、歴史・文化に関す

る調査・研究活動および普及・教育活動を実施し、冬季に郷土資料館企画展を開催しました。 

【事業成果】 

◆常設展示および郷土史情報の提供                                

企画展「くらしの道具」

企画展関連「蓄音機の実演とお話し」

  常設展示では狭山池博物館と連携して郷土の貴重な文化

財を展示・解説し、本市の歴史と文化を学習する場を市民に

提供しました。また、市内外からの郷土史に関するさまざま

な問い合わせに対応し、郷土史情報をお伝えしました。 

・年間入館者数(狭山池博物館)：95,313 人 

◆企画展の開催 

 企画展「くらしの道具」  

会期：平成 23 年 2 月 9 日～3 月 13 日 

   蓄音機や真空管ラジオなど黎明期の音響機器類・生活用具

などを展示しました。2 月 13 日・27 日・3 月 13 日は関

連イベント「蓄音機の実演とお話し」を開催しました。 

 ・会期中入館者数(狭山池博物館)：7,264 人 
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第 4 節 文化の振興 

◆文化財保護事業 328 万円

 担当部署 教育部 社会教育・スポーツ振興グループ

【事業概要】 

大阪狭山市には狭山池をはじめ、各所に貴重な文化財が点在します。また、埋蔵文化財包蔵地

指定を受けている地区も多く、これらの地区での土木工事に伴う発掘調査も実施しています。本

事業では、これらの文化遺産の保存・活用・普及などの活動を行いました。 
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【事業成果】 

 
 
 
 
 
 
 
 

冬に実施した、文化財講座の風景 

 平成２２年度は、市文化財保護審議会を２回開催し、市文

化財保護条例にもとづく市指定文化財第３号を指定しまし

た。また、歴史講座、子ども向け体験学習、市史を活用した

講座を開催し、文化財保護意識の普及に努めました。 

 埋蔵文化財では、年間８１件の調査を実施し、「大阪狭山

市内遺跡群 発掘調査概要報告書２１（大阪狭山市文化財報

告書３８）」を刊行しました。 

◆都市間交流事業 170 万円

担当部署 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ

【事業概要】 

姉妹都市（アメリカ合衆国オレゴン州オンタリオ市）と友好都市（和歌山県日高郡日高川町）に

おける市民間の交流及び共同で世界遺産登録を目指す大韓民国金堤（キムジェ）市やその他の都市

との市民間の交流を進めている大阪狭山市都市間市民交流協会に補助金 1,700,000 円を交付し、

都市間の交流を支援しました。 

東日本大震災のチャリティー 

イベント 

学生派遣時、オンタリオ市での

 

 

 

 

 

【事業成果】 

大阪狭山市都市間市民交流協会事業(主な事業) 

平成２２年 ４月２5 日(日) 
狭山池まつりへの参画 

（こうりゅう広場、日高川町･オンタリオ市ブース） 

平成２２年 ６月１2 日(土) 美山ホタル祭の参加（日高川町）       ５２人参加 

平成２２年 7 月１９日(祝)

～２１日(水) 
北海道江別市視察訪問           理事 6 人参加 

平成２２年１０月 5 日(火)

～8 日(金) 
大韓民国金堤（キムジェ）市視察訪問     １３人参加 

平成２２年１１月１４日(日) 多文化交流のつどい（インドネシア料理）   ２８人参加 

平成２２年１１月２５日(木) 日高川町と交流について懇談会 日高川町 3 人･理事 5 人参加

平成２３年 ２月２0 日(日) 多文化交流のつどい（ガーナ料理）      １７人参加 

平成２３年 ３月１3 日(日) 

～２６日(土) 
オンタリオ市への学生派遣事業２０１１（派遣学生 5 人） 

年間３回 （8・11・1 月） 大阪狭山市都市間市民交流協会広報紙「こうりゅう」３回発行
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◆文化会館活性化事業 150 万円

担当部署 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ

【事業概要】 

文化会館の活性化を図るため、財団法人大阪狭山市文化振興事業団と連携し、市民の自主的な文

化・芸術活動を支援する「文化の花咲かそ補助金」を交付しました。 

 

【事業成果】 

財団法人大阪狭山市文化振興事業団が行う公募型の補助制度で、第三者機関が行う評価に基づき、

補助金交付事業を決定します。2,000,000 円の予算に対して、11 団体 11 事業に総額

1,475,220 円の補助金が交付されました。 

 団体名 事業名 補助金額 実施日 

１ 
スケッチ会・てん
とう虫 

第 8 回スケッチ会・ 
てんとう虫展 

50,000 円
平成22年12月17日(金)

～23 日(木)

２ 
邦楽コンサート実
行委員会 

邦楽（古典・現代）を奏でる 200,000 円 平成22年11月27日(土)

３ Joyful Joyfulとお友達コンサート 33,100 円 平成 23 年 2 月 20 日(日) 

４ 大阪狭山美術協会 第１８回大阪狭山美術展 300,000 円
平成22年10月17日(日)

～24 日(日)

５ 
音楽愛好家協会
「こんごう」 

響け！歓喜の歌 ベートーヴ
ェン交響曲第九番 演奏会 

10,000 円
平成 22 年 6 月 4 日(金)

～ 6 日(日)

６ 
コーラスサーク
ル・スマイリー♪
ママ 

コーラスサークル・スマイリ
ー♪ママ First concert 

119,700 円 平成 22 年 4 月 3 日(土)

７ 
大阪狭山市吹奏楽
（管弦打）連盟 

第１９回ハートフルコンサー
ト 

300,000 円
平成22年 7月18日(日)

～19 日(祝)

８ 
大阪狭山市合唱連
盟 

第１５回さやま合唱祭 95,620 円
平成22年 6月25日(金)

～27 日(日)

９ 
RGBレイグランバ
レエ 

RGB レイグランバレエ
2010 年度発表会 

195,900 円
平成22年 8月14日(土)

～15 日(日)

10 ふれあい唱歌隊 
初冬のふれあい懇親コンサー
ト 

98,400 円
平成22年12月 4日(土)

～ 5 日(日)

11 三響楽器株式会社 
バレンタインエレクトーンコ
ンサート 

72,500 円 平成23年 2月13日(日)

 計 1,475,220 円
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