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生 涯 学 習 
 

１ 社会教育委員 

  社会教育委員は、社会教育法の規定に基づき、教育委員会が委嘱している。委員は15人以内で、学校教育及

び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者、市の住民等で構成し、任期

は2年。 

  委員の職務は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、社会教育に関する諸計画を立案す

ること、教育委員会の諮問に応じ意見を述べること、研究調査を行うこと等である。 

  ・社会教育委員会議の開催状況（令和 2年度） 定例会 3回（書面開催含む）  

 

２ 社会教育関係団体の育成 

（１）相模原市ＰＴＡ連絡協議会 

※「相模原市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会」から名称変更（令和3年5月24日） 

   相模原市内106校の市立小中学校・義務教育学校のうち、98校・98単位ＰＴＡで組織され、子どもたちの

健全な成長を図るための活動や相互の連絡・情報交換を通し、ＰＴＡ活動のあり方や共通課題の解決にむけ

て、研究協議している。 

（２）相模原市地域婦人団体連絡協議会 

  市内の単位婦人会3団体で構成され、女性の地位向上と社会参加を目指し、男女共同参画社会の実現に向

けて研修、話し合いを続けているほか、地域福祉や子育て支援、環境問題などに取り組み、地域に根ざした

学習・実践活動を続けている。 

（３）相模原市女性学習グループ連絡協議会 

   学習活動を続けている市内の女性学習グループ等により組織され、グループ活動の充実・発展をめざし、

相互の連絡や情報交換などのほか、今日の教育環境の問題や公民館の役割、社会教育活動のあり方などにつ

いても研究協議をしている。 

 

３ 家庭教育事業 

（１）目的 

   家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対して家庭教育に関する学習機会を提供することにより、家庭

及び地域の教育力の向上を図る。 

（２）事業数・参加者数（令和 2年度実績） 

ア 事業数 6事業 

イ 参加者数 3,056人 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、9事業が中止となった。 

 

４ 生涯学習ルーム・地域開放教室の運営 

  市立小・中学校の余裕教室や特別教室を地域の身近な生涯学習の場として地域開放している。 

・生涯学習ルーム 1校 1教室（R3.4.1現在）※1校：大野北中学校 

令和2年度実績 5校 9教室 0件(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休室した)   

なお、旭小学校、相武台小学校、光が丘小学校、桜台小学校については、令和3年 3月31日をもって閉鎖。 

・地域開放教室 1校  1教室、令和2年度実績 0件(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休室した) 

※1校：広陵小学校 
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５ 学習機会の提供 

（１）公民館のつどい 

公民館関係者が一堂に会し、公民館での実践活動について研究・協議を行うとともに、公民館活動の一層

の充実と活性化を図るための研修の機会として実施した。 

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面にて開催。（資料送付数 239部） 

（２）女性学級・成人学級情報交換会 

各公民館において開催された女性学級及び成人学級の準備・運営上の問題点等を話し合い、学級のあり方

を考える機会として実施している。 

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

（３）高齢者学級研究集会 

各公民館において開催された高齢者学級の成果や問題点について情報交換を行い、今後の学級運営に役立

てる機会として実施している。 

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

（４）女性学習グループ研究集会 

市内の女性学習グループ等と学習する市民、公民館に携わる者が一堂に会し、学習成果と課題について協

議研究することにより、市民の活動の発展に資する機会として実施した。 

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

（５）発達サポート講座 

子どもの発達に関して、保護者の不安や悩みを和らげるとともに、子どもを取り巻く大人の理解を深める

機会として開催する。令和2年度は、基礎講座Ａ・Ｂコース各 7回開催。 

 

６ 公民館活動支援 

（１）公民館職員研修 

公民館職員として必要な知識や能力の習得・向上を図るとともに、公民館が抱える諸課題に対応するため

職員の役職・経験に応じた研修を行った。併せて、神奈川県公民館連絡協議会が開催する研修等への積極的

な参加を促した。 

（２）公民館ホームページポータルサイトの運営 

     各公民館で作成しているホームページへの“入口”としての役割を担うポータルサイトを運営し、公民館

で行う事業案内や、公民館に係る研究集会等の情報を提供している。                                       

【生涯学習課…１～６】 

 

 

公 民 館 
 

１ 概要 

  公民館は、年々施設の充実や合併により、現在 32館体制となっている。 

  公民館は､望ましい人間形成のため、市民自らの日常生活における学習、文化、スポーツ等の活動の場であり、

市民相互の連帯意識醸成の場として、地域における総合的な社会教育を推進する役割を果たしている。 

また、市民の生活課題に応える学習の場、自主的な集団活動や各種団体等の連絡協調の場、さらに市民一人

ひとりが学習し、交流を深める場として、コミュニティ活動を進めている。 
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２ 公民館の事業 

  社会教育法第22条に基づいて、公民館は次の事業を行っている。 

（１）主催事業 

学級、講座、講習会、発表・展示会、大会、つどいなど、事業の実施に当たっては住民の生活課題や学習

要求を把握しながら、地域に根ざした事業や住民の教養を高める事業を実施している。 

（２）学習相談及び団体・サークルの支援 

地域住民の要請に応じた学習情報の提供や支援、多様な学習ニーズに対応した学習相談を行っている。 

（３）施設提供（貸館） 

公民館は団体・サークルなどの活動の場であり、地域の活動拠点として自由に集まれる施設である。公民

館は教育機関としての公平な施設提供を原則とし、社会教育の自主的な活動を提供している。 

 

３ 公民館の施設と利用状況 

公民館名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             住  所 開館年月日 面積（㎡） 館内施設 
令和2年度 

延利用人数(人) 

令和2年度 

図書 

貸出者数(人) 

大 沢 
公民館 

緑区大島 
1776-5 

昭54.3.1 
改修 

平19.3.27 
1,280 

大・中・小会議室、料理実習室、工作室、茶室、
和室、保育室、図書室、コミュニティ室、 
多目的室 

14,261 7,515 

上 溝 
公民館 

中央区上溝 
7-7-17 

昭44.4.1 
改築 

平3.11.11 
2,239 

大・中・小会議室、料理実習室、茶室、 
和室（１・２）、保育室、図書室、 
コミュニティ室 

14,043 7,932 

橋  本 
公民館 

緑区橋本6-2-1 
シティ・プラザ 
はしもと内 

昭51.8.1 
移転 

平12.4.17 
1,758 

大・中・小会議室、料理実習室、工作室、茶室、
和室、保育室、コミュニティ室、視聴覚室、 
ミーティング室 

20,988  

相  原 
公民館 

緑区相原 
4-14-12 

昭56.4.1 
改修 

平27.3.28 
1,127 

大・中会議室、小会議室（1・2）、料理実習室、
工作室、茶室、保育室、図書室、 
コミュニティ室、多目的室 

14,005 15,279 

小  山 
公民館 

中央区 
向陽町 8-1 

昭56.4.1 
改修 

平26.3.21 
1,016 

大・中・小会議室、料理実習室、茶室、保育室、
図書室、コミュニティ室、多目的室 

14,974 8,712 

大野南 
公民館 

南区 
相模大野 
5-31-1 

昭58.9.1 
増床 

平18.1.4 
1,578 

大会議室(1・2)、中会議室、小会議室(1・2)、
料理実習室、茶室、和室、保育室、 
コミュニティ室、多目的室 

25,812  

新 磯 
公民館 

南区磯部 
916-3 

昭54.4.1 
改修 

平21.3.23 
977 

大会議室、小会議室(1・2)、料理実習室、和室、
保育室、図書室、コミュニティ室、多目的室 

9,608 4,617 

麻  溝 
公民館 

南区下溝 
594-6 

昭54.7.1 
移転 

平31.2.12 
1,178 

大・小会議室、料理実習室、和室、保育室、 
図書室、コミュニティ室、講習室、多目的室 

15,134 8,522 

田  名 
公民館 

中央区田名 
4834 

昭55.4.1 
改修 

平20.3.25 
1,288 

大・中・小会議室、料理実習室、工作室、茶室、
和室、保育室、図書室 

14,173 7,542 

大野北 
公民館 

中央区 
鹿沼台 
1-10-20 

昭53.4.1 
改修 

平8.4.1 
1,447 

大・中会議室、小会議室(1・2)、料理実習室、
工作室、茶室、和室、保育室、コミュニティ室、
活動コーナー 

22,919  

大野中 
公民館 

南区古淵 
3-21-1 

昭50.4.1 
増築 

昭63.4.1 
1,062 

大・中・小会議室、料理実習室、茶室、和室、
保育室、図書室、コミュニティ室 

12,995 9,721 

星が丘 
公民館 

中央区 
星が丘 
3-1-38 

昭57.4.1 965 
大・小会議室、料理実習室、茶室、和室、 
保育室、図書室、コミュニティ室 

10,016 6,318 

清  新 
公民館 

中央区清新 
3-16-1 

昭57.4.1 
改修 

平31.3.31 
1,050 

大・小会議室、料理実習室、和室、保育室、 
図書室、コミュニティ室、多目的室(1・2) 

12,350 6,988 
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公民館名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             住  所 開館年月日 面積（㎡） 館内施設 
令和2年度 

延利用人数(人) 

令和2年度 

図書 

貸出者数(人) 

中  央 
公民館 

中央区 
富士見 
2-13-1 

昭58.4.1 938 
大・小会議室、料理実習室、茶室、和室、 
保育室、図書室、コミュニティ室 

16,783 5,857 

相模台 
公民館 

南区相模台 
1-13-5 

昭49.4.1 
改築 

昭63.4.1 
1,147 

大・小会議室、料理実習室、茶室、和室、 
保育室、図書室、コミュニティ室 

15,015 12,264 

相武台 
公民館 

南区新磯野 
4-1-3 

昭59.4.1 
移転 

平28.9.20 
1,421 

大・中・小会議室、料理実習室、工作室、茶室、
和室、保育室、コミュニティ室、 
多目的室（1・2） 

18,889  

東  林 
公民館 

南区相南 
1-10-10 

昭59.4.1 
増築 

平14.8.1 
1,552 

大・中・小会議室、料理実習室、工作室、茶室、
和室、保育室、図書室、コミュニティ室、 
多目的ホール(1・2)   

23,999 16,817 

横  山 
公民館 

中央区 
横山台 
1-20-10 

昭60.4.1 938 
大・小会議室、料理実習室、茶室、和室、 
保育室、図書室、コミュニティ室 

7,845 5,125 

光が丘 
公民館 

中央区並木 
4-7-9 

昭60.4.1 938 
大・小会議室、料理実習室、茶室、和室、 
保育室、図書室、コミュニティ室 

17,201 5,469 

大  沼 
公民館 

南区東大沼 
3-17-15 

昭61.4.1 939 
大・小会議室、料理実習室、茶室、和室(1・2)、
保育室、図書室、コミュニティ室 

11,986 9,651 

上鶴間 
公民館 

南区 
上鶴間本町 
7-7-1 

昭62.4.1 933 
大・小会議室、料理実習室、茶室、和室、 
保育室、図書室、コミュニティ室 

11,667 9,104 

大野台 
公民館 

南区大野台 
5-16-38 

平6.7.1 1,091 
大・小会議室、料理実習室、工作室、茶室、 
和室、保育室、図書室、コミュニティ室 

10,320 10,405 

陽光台 
公民館 

中央区 
陽光台 
5-6-1 

平10.7.1 1,163 
大・小会議室、料理実習室、工作室、茶室、 
和室、保育室、図書室、コミュニティ室 

10,548 5,415 

城 山
公民館 

緑区久保沢
2-26-1 

昭24.8.1 
移転 

令元.12.1 
2,808 

大会議室・中会議室(1・2・3)小会議室(1・2)、
料理実習室、工作室、茶室、和室、保育室、図
書室、コミュニティ室、運動室、講義室、多目
的室(1・2・3) 

21,816 7,309  

津久井
中 央
公民館 

緑区中野633-1 昭56.5.29 2,197 
料理実習室、多目的室、児童室、図書室、 
研修室（A・B・C）、視聴覚室、 
講義室、ホール、準備室(1・2) 

10,816 5,844 

青 根
公民館 

緑区青根
1372-1 

昭31.6.15 
建替 

平30.4.1 
156 中・小会議室 324   

相模湖
公民館 

緑区与瀬
1134-3 

平5.4.1 939 
会議室、和室、図書室、学習室、研修室、 
コミュニティホール 

4,575 2,474 

千木良
公民館 

緑区千木良
991-1 

昭33.4.1 
改築 

平16.5.31 
634 

別館大会議室、第1・2・3会議室、別館調理室、
和室、チャイルドルーム、図書コーナー 

1,747  

藤 野
中 央
公民館 

緑区小渕 
1992 

平元.4.1 
改築 

平21.4.1 
1,087 

大会議室（会議室（1・2））、小会議室、 
料理実習室、和室、保育室、図書室、 
交流スペース(A・B)、多目的室 

5,556 5,484 

沢 井
公民館 

緑区澤井 
936 

昭30.7.30 132 会議室、料理実習室、和室 460  

牧 野
公民館 

緑区牧野 
4232 

昭32.4.1 
改築 

平7.4.1 
 （施設は藤野農村環境改善センター）   

佐野川
公民館 

緑区佐野川
2903 

平18.4.1 360 会議室（1・2）、料理実習室 619  

※ 他の施設と併設されている公民館についての面積は、公民館部分のみ 

※ 緊急事態宣言等に伴う休館期間：令和 2年4月1日～6月18日、令和3年1月 13日～3月21日 

【生涯学習課…１～３】 
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生 涯 学 習 セ ン タ ー 
 

１ 「総合学習センター」の施設管理 

「総合学習センター」は、市民の生涯学習活動を支援するとともに、学校教育及び社会教育の向上に必要な

調査、研究及び研修を総合的に行い、生涯学習社会の実現を図ることを目的として設立された。 

・所在地：相模原市中央区中央 3丁目12番10号  ・建物の構造：鉄筋コンクリート造 4階建 

・敷地面積：2,160㎡  ・延床面積：3,414㎡   ・開所年月日：平成 13年4月 21日 

・主な施設：生涯学習センター事務室、教育センター事務室、教育支援事務室、研究室 1・2、 

パソコンルーム、交流ラウンジ、相談室、保育室、図書閲覧室、図書資料室 

  市民の利用に供する部屋(有料) 

室 名 定員(人) 室 名 定員(人) 室 名 定員(人) 

大会議室 204 多目的室 20 小会議室4 16 

セミナールーム 72 小会議室1・2・3 各24 和室1・2 各20 

  利用状況（延べ利用人数） 

平成28年度 平成 29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

63,027 60,959 56,099 53,515 16,898 

  ※緊急事態宣言等に伴う休所期間：令和 2年4月1日～6月17日、令和3年1月 13日～3月21日 

 

２ 学習機会の提供・相談機能 

（１）市民大学 

社会の諸課題や身近な生活課題などに関する市民の学習ニーズに応えるため、座間市及び高等教育機関と

連携して市民大学を開講。 

令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

（２）研究機関等公開講座 

市内の研究機関等と連携し、それぞれの機能と専門性を生かしながら、原則 15 歳以上（中学生を除く）

の市民等を対象に学習機会を提供。 

令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

（３）生涯学習まちかど講座 

市民の活動の場に出向き、市政や業務上の専門的な知識等について市職員が講義を行った。 

10講座：214名（中止期間：令和 2年4月1日～8月31日、令和3年1月8日～3月21日） 

（４）講座事業 

現代的な課題や社会の要請に基づく課題、広域的な事業、試行的な意味合いでの事業の実施を基本に学習

機会を提供。 

 令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

（５）学習活動の場の提供 

ア 総合学習センターの施設提供 

市民の学習活動の場として、大会議室・セミナールーム等を提供した。 

イ ミニ・アートギャラリーの実施 

市民の生涯学習の成果を発表する場とするため、総合学習センターの 1階（交流ラウンジ）・2階（エレ

ベーターホール）を作品展示場所として提供。 

  令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
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（６）生涯学習相談 

市民の生涯学習に関わる相談、支援を行った。 

相談件数：128件 

 

３ 学習情報の収集・提供 

（１）総合学習センターホームページによる生涯学習情報の提供 

総合学習センターのホームページにより、主催事業の概要等、生涯学習に関する様々な情報を発信した。 

（２）学習相談コーナー、サークル・団体情報コーナーの設置 

令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

４ 市民のためのＩＴ活用研修・支援の推進 

ア 市民向け研修 

視覚に障害のある人を対象としたパソコン体験講座を行う。 

イ 市民の研修活動の支援 

市民向けパソコン講習会・相談会等の支援を行う。 

ア、イともに令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

５ 市民講座 

ア 研修講座の実施 

講座の講師や企画・運営を希望する市民を対象に研修講座を実施し、自らが講座を実施できるように支

援を行う。 

令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

イ 市民講座開催組織への支援 

市民による市民のための講座を開催・運営する市民団体の活動に対して、支援を行った。 

 

【生涯学習センター…１～５】 
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津久井生涯学習センター 
 

１ 概要 

センターは、市民の生涯学習活動の機会の提供及び支援を目的に、講座、催し物などの開催や学習情報の収

集・提供、学習相談等を行うソフト面と、これからの津久井地域の生涯学習の拠点となるためのハード面を兼

ね備えた施設である。 

 ・開所  平成9年4月15日   ・敷地面積 7,056㎡   ・延床面積 1,595.27㎡ 

 ・建物 鉄筋コンクリート 2階建EV有 

・施設内容 1階 事務室、ロビー  敷地内に、体育館、運動場  

2階 集会室 A(40人)、集会室B(40人)、集会室C(40人)、美術音楽室(30人)、会合室(20人)、 

和室(15人)  

 

２ 利用状況                          （令和 2年度） 

施設名 利用人数（人） 施設名 利用人数（人） 

集会室Ａ・Ｂ・Ｃ 3,493  美術音楽室 1,036  

会 合 室 1,667  体 育 館 6,250  

和   室 247  運 動 場 1,576  

  合    計 14,269  

 
※ 緊急事態宣言等に伴う休館期間：令和 2年4月1日～6月18日、令和3年1月 13日～3月21日 

 

３ 学習機会の提供 

津久井の自然や特色を活かした講座や、専門的かつ社会的要請の高い内容で質の高い事業を開催し、知識教

養を高められる学習の場「グリーンカレッジつくい」と、センターの利用サークルによるミニコンサートは、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止した。 

 

４ 学習情報の収集・提供 

センターのホームページやＳＮＳを活用し、施設概要や事業概要を発信した。 

また、 生涯学習センターと連携し、生涯学習情報システムによる様々な情報（教室・講座、及び

津久井地域で活動している団体・サークルなど）を提供した。 

ロビーには、生涯学習施設などのパンフレットや情報誌を閲覧・配布できるスペースを設け、市

民が自ら学習情報を収集できる環境づくりを行った。さらに、サークルや個人の学習活動の輪を広

げるために各活動の情報提供や会員募集等を周知するコーナーを設置した。 

 

５ 学習相談サポート 

  PTA等、各種地域団体のイベント等に関する相談や講師の紹介、物品の貸し出しなどを行った。 

 

【津久井生涯学習センター…１～５】 
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文   化   財 
 

１ 文化財の保護 

本市には、国指定史跡「寸沢嵐石器時代遺跡」「川尻石器時代遺跡」「勝坂遺跡」「田名向原遺跡」をはじめ、

神社仏閣や彫刻・歴史資料など多くの文化財がある。市では、このような貴重な文化財を保護し、次世代へ伝

えるため、各種文化財の調査や普及活動を行っている。また、近年の都市化に伴い、保存が困難になりつつあ

る身近な文化財を保存・活用するため、「文化財の保存及び活用に関する条例」に基づき文化財の指定と登録を

積極的に進めている。 

 

２ 文化財保護審議会 

「文化財の保存及び活用に関する条例」に基づき教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関す

る重要事項を調査審議し、その結果を答申又は建議する組織である。 

・委員定数：15人以内 

 

３ 文化財管理・普及事業 

（１）相模原市文化財展 

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

（２）相模原市民俗芸能大会 

   令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

（３）施設管理・普及事業(古民家園・小原宿本陣・史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館（愛称：旧石器ハテナ

館）・史跡勝坂遺跡公園・旧中村家住宅） 

ア 県指定重要文化財旧青柳寺庫裡を移築・復原した｢古民家園｣を公開した。令和 2年度の普及事業は新型

コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

・令和2年度の入園者数：16,289人 

イ 県指定重要文化財「小原宿本陣」では江戸時代後期に建てられた県内唯一の現存する本陣を公開した。 

・令和2年度の入園者数：4,692人 

ウ 旧石器ハテナ館は、旧石器時代を中心に歴史や文化財について学ぶことのできる施設として常設展示

のほか体験事業を行った。 

・令和2年度の入館者数：6,425人 

・施設概要 総床面積 平屋建て 621.61㎡（展示室、実習・講習室など） 

エ 史跡勝坂遺跡公園は、遺跡を保存活用するために史跡公園として整備し、復元住居 2棟と敷石住居のレ

プリカ等を展示している。園内の植栽は縄文時代の雰囲気を再現するよう配慮している。 

オ 国登録有形文化財「旧中村家住宅」では、全国的にも数少ない幕末期の擬洋風建築を公開した。 

・令和2年度の入館者数：481人 

（４）史跡情報発信事業 

ア 史跡田名向原遺跡及び旧石器ハテナ館 

（ア）講演会 

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 
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（イ）イベント（探訪事業など） 

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

※中止した事業 

・城山探検ほか文化財等の探訪 

・川原石のふしぎ 

・ハテナ館まつり 

（ウ）定例体験事業 

令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人数を制限し、事前予約を必須として実施

した。また、4～9月、1～3月については中止とした。 

・10月 矢じり作りほか     計38人参加 

・11月 弓矢作りほか      計49人参加 

・12月 黒曜石尖頭器作りほか  計36人参加   参加人数  123人 

※中止した事業 

・河原石で石器作り        

・ガラスの玉作り         

・拓本ランプ作り         

・ミニ銅鏡作り          

・埴輪作り            

・土器作り            

・勾玉作り                                    

（エ）その他 

   令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

※中止した事業 

・連続講座（全2回） 

・スタンプラリー 

・ミニ展示 

イ 史跡勝坂遺跡 

（ア）勝坂遺跡縄文まつり 

国指定史跡である勝坂遺跡の普及を図るため、文化財調査・普及員（ボランティア）有志等による実

行委員会に委託し、各種関係団体の協力のもと、勝坂遺跡縄文まつりを開催している。 

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

（イ）史跡勝坂遺跡公園活用事業 

史跡勝坂遺跡公園及び周辺文化財を活用し、主に毎月第 2日曜日に勝坂遺跡などの普及を図る事業を

市教育委員会や文化財調査・普及員（ボランティア）有志による実行委員会にて行っている。 

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

（５）文化財調査・普及員（ボランティア）の活動 

市民と行政のパートナーシップに基づき文化財の保存と活用を図るため、文化財調査・普及員を設置し、文化 

財パトロールの実施、教育委員会事業の受託や企画運営スタッフの参加などを行っている。令和 2年度には第 1

期から第 9期生までの計 63 人が、自主的な活動を行った。なお、下記イ、ウ、オについては、令和 2年度

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

主な活動内容 

ア 機関紙『さねさし』の発行（第 42号） 
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イ 各種文化財関係研修（文化財解説・案内研修、活動成果発表等） 

ウ 市民調査員としての発掘調査・資料調査への参加（津久井城跡城坂曲輪群の発掘調査） 

エ 文化財パトロール……6つの地域班又は個々の文化財パトロール（年 2回及び自然災害時等） 

オ スタッフとしての参加事業 

○古民家園保存・普及事業（定期的燻蒸（原則月4回）講演会などのイベント開催（原則月 1回）） 

○田名向原遺跡案内・普及事業（案内・解説（原則月4回）、ハテナ館まつり、共催事業文化財探訪など） 

○勝坂遺跡公園活用事業（定期案内解説（原則月1回）、講座・体験教室・文化財探訪など） 

（６）埋蔵文化財の普及事業 

 陽光台一丁目自治会による横山坂遺跡説明板設置と連携し、同遺跡出土石器のミニ展示を開催。 

 会場 陽光台公民館エントランス 

  期間 令和3年3月 27日（土）～5月5日（水） 

 

４ 埋蔵文化財の保護 

・窓口での事前相談件数 2,230件  

・埋蔵文化財包蔵地内の土木工事の届出・通知数 752件 

・土木事業等に伴う市内各所試掘調査件数 66件 

・記録保存のための発掘調査件数 7件 

・史跡等内容を確認するための測量調査件数 1件 

 

５ 指定文化財一覧：国指定 10件、県指定 17件、市指定 64件 

（令和3.3.31 現在） 

名    称    等 種  別  等 指定年月日 

国 

石井家住宅 附 古図1枚 

太刀 銘 定吉 

短刀 銘 賀州住真景 貞治六年月日 

寸沢嵐石器時代遺跡 

川尻石器時代遺跡 

 

 

 

 

勝坂遺跡 

 

 

 

 

田名向原遺跡 

オオサンショウウオ 

ミヤコタナゴ 

ヤマネ 

重要文化財(建造物) 

重要文化財(工芸品) 

重要文化財(工芸品) 

史跡 

史跡 

 

 

 

 

史跡 

 

 

 

 

史跡 

特別天然記念物 

天然記念物 

天然記念物 

昭和46.12.28 

昭和24. 2.18 

昭和30. 6.22 

昭和  5.11.19 

昭和  6. 7.31 

(追加)平成13. 1.29 

(追加)平成16. 9.30 

(追加)平成18. 7.28 

(追加)令和  2. 3.10 

昭和49. 7. 2 

(追加)昭和55.10.22 

(追加)昭和59. 1.11 

(追加)平成18．1.26 

(追加)令和元．10.16 

平成11. 1.28 

昭和27. 3.29 

昭和49. 6.25 

昭和50．6.26 

県 

旧青柳寺庫裡 

小原宿本陣 

石楯尾神社本殿 

紙本淡彩 十六羅漢図 久隅守景筆 

絹本著色 熊野権現影向図 

絹本著色 夢窓疎石像 

重要文化財(建造物) 

重要文化財(建造物) 

重要文化財(建造物) 

重要文化財(絵画) 

重要文化財(絵画) 

重要文化財(絵画) 

昭和56. 7.17 

平成  8. 2.13 

平成  8. 2.13 

昭和33. 1.14 

昭和34. 3. 6 

平成19. 2. 9 
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名    称    等 種  別  等 指定年月日 

県 

鰐口(普門寺) 

津久井郡三ケ木遺跡出土品 

相模原市田名向原遺跡の住居状遺構出土の旧石器時代石器群  

下九沢の獅子舞 

大島の獅子舞 

鳥屋の獅子舞 

諏訪神社の大杉 

石楯尾神社(名倉)の二本杉と社叢 

キマダラルリツバメとその生息地 

カタクリの自生地 

ギフチョウとその生息地 

重要文化財(工芸品) 

重要文化財(考古資料) 

重要文化財(考古資料） 

無形民俗文化財 

無形民俗文化財 

無形民俗文化財 

天然記念物 

天然記念物 

天然記念物 

天然記念物 

天然記念物 

昭和44.12. 2 

昭和36. 3.14 

平成22. 2. 5 

昭和51.10.19 

昭和51.10.19 

昭和51.10.19 

昭和28.12.22 

昭和47. 2.25 

昭和52.11.18 

昭和53. 6.23 

昭和57.12.28 

市 

無量光寺山門 

観音寺の仁王門 

鳥屋諏訪神社本殿 附 安永四年棟札１枚 

 

大石神社の神楽殿 

牛鞍神社本殿 附 棟札1枚 

大谷家旧主屋(清兵衛新田開拓農家) 

亀ヶ池八幡宮旧本殿 附 文禄五年棟札１枚 

宗祐寺の涅槃図 

牧野山蓮乗院の両界曼荼羅図 

木造 一遍上人立像(無量光寺) 

木造 不動明王坐像(下溝八幡宮) 

木造 神像坐像(亀ケ池八幡宮) 

木造 不動明王坐像(磯部八幡宮) 

木造 弁才天坐像(望地弁天堂) 

顕鏡寺の木造阿弥陀如来坐像 

福寿院の木造薬師如来坐像 

浄禅寺の木造十一面観音坐像 附 鞘仏・木造十一面観音坐像 

八幡神社の銅造聖観音菩薩立像 

桂林寺の石造地蔵菩薩坐像 

浄光寺の木造阿弥陀如来坐像 

普門寺の木造聖観音菩薩立像 

井原寺の木造聖観音菩薩立像 

小原・桂林寺の木造阿弥陀如来立像 

長松寺文書 

無量光寺文書 

当麻郷野帳 

光明寺文書 

田名坂上遺跡出土三彩小壺 

田名塩田遺跡群出土黒曜石原石 

勝坂遺跡出土縄文時代草創期遺物 

当麻東原古墳及び東原遺跡出土品 

矢掛・久保遺跡出土品 

勝坂有鹿谷祭祀遺跡出土の祭祀遺物 

下森鹿島遺跡第Ⅲ文化層出土の石核 

橋本遺跡出土の土偶 

寺原遺跡出土の線刻画土器 

田名塩田遺跡群出土のクルミ形土器 

勝坂遺跡Ｄ区出土のマメ圧痕土器 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

 

有形文化財(建造物） 

有形文化財(建造物） 

有形文化財(建造物） 

有形文化財(建造物） 

有形文化財(絵画) 

有形文化財(絵画) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(彫刻) 

有形文化財(古文書) 

有形文化財(古文書) 

有形文化財(古文書) 

有形文化財(古文書) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

平成13. 4. 1 

平成19. 4. 1 

平成19. 4. 1 

(追加)平成23. 4．1 

平成21. 7.27 

平成22. 4. 1 

平成26. 4. 1 

平成28．4．1 

平成19. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成19. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成22. 4. 1 

平成29. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成21. 7.27 

平成16. 4. 1 

平成24. 4. 1 

平成24. 4. 1 

平成24. 4. 1 

平成24. 4. 1 

平成25. 4. 1 

平成26. 4. 1 

平成26. 4. 1 

平成26. 4. 1 

平成28．4．1 

平成28．4．1 
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名    称    等 種  別  等 指定年月日 

市 

田名半在家遺跡Ｇ地点出土の龍文鏡 

田名塩田遺跡群出土の真脇式土器 

中野大沢出土の弥生土器 

苦久保遺跡第３地点出土の朱書土器 

大日野原遺跡出土の土偶付深鉢形土器及び人体文深鉢形土器 

中和田延文四年の板碑(双碑) 

上矢部乾元二年の画像板碑 

蓮乗院の順席 

相澤日記 

上溝正応五年の板碑 

相模野周辺三十六ヵ村入会絵図 

小泉道場神文血判帳並びに序目録 

相州津久井領絵図（平本家本） 

築井古城記碑 

沢井延文六年の阿弥陀三尊来迎像陽刻板碑 

村富神社の獅子頭 

番田の神代神楽 

田名八幡宮の的祭 

相模の大凧揚げ 

無量光寺境内及び笈退の遺跡 

惣吉稲荷境内 

当麻谷原古墳（1号墳） 

当麻東原古墳 

相模野基線北端点 

龍像寺の岡野氏墓地 

城山のウラジロガシ 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(考古資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形民俗文化財 

無形民俗文化財 

無形民俗文化財 

無形民俗文化財 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

天然記念物 

平成28．4．1 

平成30．9.30 

平成30．9.30 

平成30．9.30 

令和 元．9.30 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成14. 4. 1 

平成15. 4. 1 

平成16. 4. 1 

平成17. 4. 1 

平成17. 4. 1 

平成19. 4. 1 

平成19. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成22. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成14. 4. 1 

平成21．7.27 

 

６ 国登録文化財一覧：10件 

（令和3.3.31 現在） 

名    称    等 種  別  等 登録年月日 

横浜市水道局青山水源事務所旧青山取水口 

横浜市水道局青山水源事務所旧青山沈殿池 

中村家住宅主屋 

神原家住宅長屋門 

遠藤家住宅主屋 

遠藤家住宅衣装蔵 

遠藤家住宅穀蔵 

和智家住宅主屋 

旧笹野家住宅主屋 

旧笹野家住宅長屋門 

有形文化財(建造物） 

有形文化財(建造物） 

有形文化財(建造物） 

有形文化財(建造物） 

有形文化財(建造物） 

有形文化財(建造物） 

有形文化財(建造物） 

有形文化財(建造物） 

有形文化財(建造物） 

有形文化財(建造物） 

平成10.10. 9 

平成10.10. 9 

平成18．3. 2 

平成18.10.18 

平成18.10.18 

平成18.10.18 

平成18.10.18 

平成18.10.18 

平成27.11.17 

平成27.11.17 
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７ 市登録文化財一覧：79件 

（令和3.3.31 現在） 

名    称    等 種  別  等 登録年月日 

清水家旧主屋・長屋門 

福田家の長屋門 

笹野家の長屋門 

牛久保家の長屋門 

畑地かんがい用水東西分水工 

畑地かんがい用水大野支線 

旧陸軍通信学校将校集会所(相模女子大学第1本部棟) 

宝泉寺の石灯籠 

普門寺の観音堂 

川尻八幡宮の春日神社本殿 

川尻八幡宮本殿 

吉野宿ふじや 

小倉橋 

清兵衛新田開墾記念碑 

幸延寺の古銭 

旗本大岡義成夫妻の墓碑 

新磯学校木扁額 

上溝学校木扁額 

下九沢小泉家の芭蕉句碑 

下九沢八坂神社の芭蕉句碑 

上溝本町の芭蕉句碑 

伝津久井城主内藤氏の墓 

宝泉寺の板碑 

力士追手風喜太郎寄進の四神 

旧陸軍電信第一連隊 電信神社碑及び奠営訓辞碑 

相原正泉寺の徳本念仏塔 

橋本の徳本念仏塔 

淵野辺龍像寺の徳本念仏塔 

大島長徳寺の徳本念仏塔 

大島日々神社の徳本念仏塔 

下九沢六地蔵の徳本念仏塔 

下九沢宮下の徳本念仏塔 

田名山王坂の徳本念仏塔 

田名南光寺の徳本念仏塔 

上溝観音堂の徳本念仏塔 

上溝久保ヶ谷戸根岸家墓地の徳本念仏塔 

無量光寺の徳本念仏塔 

下溝古山の徳本念仏塔 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(建造物) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形文化財(歴史資料) 

有形民俗文化財 

有形民俗文化財 

有形民俗文化財 

有形民俗文化財 

有形民俗文化財 

有形民俗文化財 

有形民俗文化財 

有形民俗文化財 

有形民俗文化財 

有形民俗文化財 

有形民俗文化財 

有形民俗文化財 

有形民俗文化財 

平成13. 4. 1 

平成14. 4. 1 

平成14. 4. 1 

平成15. 4. 1 

平成15. 4. 1 

平成15. 4. 1 

平成15. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成26. 4. 1 

平成27. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成15. 4. 1 

平成16．4．1 

平成17．4．1 

平成17．4．1 

平成17．4．1 

平成17．4．1 

平成17．4．1 

平成19. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成20. 4. 1 

平成27. 4. 1 

平成16．4．1 

平成16．4．1 

平成16．4．1 

平成16．4．1 

平成16．4．1 

平成16．4．1 

平成16．4．1 

平成16. 4. 1 

平成16．4．1 

平成16．4．1 

平成16．4．1 

平成16．4．1 

平成16．4．1 
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名    称    等 種  別  等 登録年月日 

大島上台の徳本念仏塔  
小倉宮原の徳本念仏塔  
原宿地蔵堂の徳本念仏塔 
久保沢観音堂の徳本念仏塔  
谷ヶ原大正寺の徳本念仏塔 
小松薬師堂の徳本念仏塔  
太井大蔵寺の徳本念仏塔  
三井の徳本念仏塔  
中野清雲庵の徳本念仏塔 
中野友林寺の徳本念仏塔  
寸沢嵐沼本の徳本念仏塔  
梅宗寺の百観音 

久保沢観音堂の百体観音 

上溝のぼうち唄 

大沼の土窯つき唄 

下九沢御嶽神社の獅子舞 

大島諏訪明神の獅子舞 

田名八幡宮の獅子舞 

鳥屋の獅子舞 

藤野の村歌舞伎 

橋本の棒杭(大山道道標) 

照手姫伝説伝承地 

でいらぼっち伝説伝承地 

元橋本遺跡 

上磯部の土塁 

新田稲荷神社の呼ばわり山 

烏山領制札場跡 

内藤清成陣屋跡 

烏山用水の石積み 

万平穴 

新戸の掲示場跡 

新戸の一里塚 

大島中ノ郷のヤツボ 

大島水場のヤツボ 

溝口桂巌ゆかりの地 

千部塚伝承地 

大島古清水上組のヤツボ 

旧陸軍通信学校将校集会所庭園(相模女子大学フランス庭園) 

勝坂の照葉樹林 

勝坂のホトケドジョウ 

城山御林の「江川ヒノキ」 

有形民俗文化財 
有形民俗文化財 
有形民俗文化財 
有形民俗文化財 
有形民俗文化財 
有形民俗文化財 
有形民俗文化財 
有形民俗文化財 
有形民俗文化財 
有形民俗文化財 
有形民俗文化財 
有形民俗文化財 
有形民俗文化財 

無形民俗文化財 

無形民俗文化財 

無形民俗文化財 

無形民俗文化財 

無形民俗文化財 

無形民俗文化財 

無形民俗文化財 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

史跡 

名勝 

天然記念物 

天然記念物 

天然記念物 

平成23．4．1 
平成23．4．1 
平成23．4．1 
平成23．4．1 
平成23．4．1 
平成23．4．1 
平成23．4．1 
平成23．4．1 
平成23．4．1 
平成23．4．1 
平成23．4．1 
平成23．4．1 
平成23．4．1 

平成13．4．1 

平成13．4．1 

平成13．4．1 

平成13．4．1 

平成13. 4. 1 

平成19. 4. 1 

平成21. 7.27 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成14. 4. 1 

平成14. 4. 1 

平成14. 4. 1 

平成14. 4. 1 

平成17. 4. 1 

平成17. 4. 1 

平成17. 4. 1 

平成18. 4. 1 

平成18. 4. 1 

平成18. 4. 1 

平成18. 4. 1 

平成19. 4. 1 

平成21. 7.27 

平成25. 4. 1 

平成15. 4. 1 

平成13. 4. 1 

平成15. 4. 1 

平成27. 4. 1 

 

【文化財保護課…１～７】 
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図 書 館 
 

１ 概要 

本市には、市立図書館、相武台分館、相模大野図書館及び橋本図書館の4館があり、図書資料やＣＤ、ＤＶ

Ｄ等の貸出のほか、インターネット端末機の利用、電子資料情報の提供サービスや、司書等による調べもの（レ

ファレンス・サービス）、さらには、録音図書の貸出、ボランティア団体による対面朗読などの障害者サービス

を行っている（相武台分館は一部未実施）。 

4館と市内25の公民館等図書室、総合学習センター、ソレイユさがみ情報コーナー、視覚障害者情報センタ

ーは、図書館ネットワークにより、どの施設でも図書の借用・返却ができるほか、インターネットによる蔵書

検索や図書の予約が可能となっている。 

また、広域的な連携として、県央地区の7市1町1村及び県外の町田市・八王子市・上野原市並びに市内の6大

学の図書館及び市外の3大学（桜美林大学・多摩美術大学・東京工科大学）の図書館と相互協力協定を結び、よ

り高度で専門的な調べものに対応している。 

図書館施策の推進においては、令和2年3月に策定した「第2次相模原市図書館基本計画」及び「第3次相模原

市子ども読書活動推進計画」に基づき、効果的で計画的な図書館施策や事業の展開を図るとともに、子どもの

自主的な読書活動を支える環境の更なる充実を図る。 

 なお、図書館の運営及び図書館サービスに関して、館長の諮問に応ずるとともに、意見を述べる機関として

図書館協議会（委員10人以内）を設置している。 

   

施設概要 

施設名 所在地 開館年月日 構造 主な設備 

市立図書館 中央区鹿沼台

2-13-1 

昭和49年 

11月20日 

鉄筋コンクリート造 

地上2階、地下1階 

開架貸出室(一般書、児童書、雑

誌、ＣＤ、ＤＶＤ等)、図書整理

室、事務室、読書室、大・中集会

室、和室、子ども資料室、視聴覚

ライブラリー関係施設、地下書庫 

相武台分館 南区新磯野4-8-7 昭和54年 

4月1日 

鉄筋コンクリート造 

平屋 

開架貸出室（一般書、児童書、

雑誌等）、集会室、事務室 

相模大野 

図書館 

南区相模大野

4-4-1 

（グリーンホール

相模大野内） 

平成2年 

1月9日 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

(｢グリーンホール相模大

野｣3・4階部分) 

開架貸出室(一般書、雑誌、ＣＤ、

ＤＶＤ等)、開架貸出室(児童

書)、書庫、集会室、事務室、図

書整理室 

橋本図書館 緑区橋本3-28-1 

（ミウィ橋本内） 

平成13年 

9月29日 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

(｢ミウィ橋本｣6階部分) 

開架貸出室(一般書、児童書、雑

誌、ＣＤ、ＤＶＤ等)、グループ

読書室、マルチメディア体験室、

情報検索室、研修室、事務室、書

庫、電算室 

※ 緊急事態宣言等に伴う休館期間：令和 2年4月1日～6月8日 
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２ 館別の蔵書状況                                           (令和3.3.31現在 単位:冊･点) 

内 訳 総 計 図 書 館 相武台分館 相模大野図書館 橋本図書館 公民館等図書室 

一般書 1,022,771 266,173 25,364 226,036 253,537 251,661 

児童書 431,715 87,344 18,318 76,241 64,369 185,443 

蔵書計 1,454,486 353,517 43,682 302,277 317,906 437,104 

録音図書 5,273 1,773 － 2,035 1,465 － 

Ｃ Ｄ 21,619 6,246 － 6,178 9,195 － 

ビデオ 9,402 2,793 － 2,752 3,857 － 
 Ｌ Ｄ 560 560 － － － － 

ＤＶＤ 1,921 639 － 678 604 － 

視聴覚資料計 
) 

38,775 12,011 － 11,643 15,121 － 

 ※蔵書冊数については、令和2年度末現在、市民1人当たり2.0冊となっている。 

 

３ 図書購入等の状況 （各年度末現在） 

年度 
人 口 
(人) 

図書購入費 
(千円) 

蔵 書 数 
(冊) 

登録者数 
(人) 

貸 出 数 
(点) 

登録率 
(％) 

市民1人当たり 
図書購入費(円) 

H30 721,910 47,016 1,457,168 164,111 2,624,297 22.7  65 

R1 722,252 51,163 1,457,447 147,592 2,316,641 20.4  71 

R2 722,715 52,146 1,454,486 137,881 1,954,085 19.1  72 

※図書購入費は、子どもの読書活動推進経費分及び2020東京五輪・さがみはらプロジェクト推進事業分を

含む決算額。 

※登録者数は市外在住者を除く。 

   ※貸出数には視聴覚資料を含む。 

 

４ 分類別蔵書構成                                          (各年度末現在 単位:冊) 

年    度 H30 R1 R2 年    度 H30 R1 R2 

総    記 18,592 18,577 18,636 芸    術 73,169 73,076 72,873 

哲    学 35,763 36,120 36,014 言    語 19,413 19,447 19,204 

歴    史 70,431 70,471 69,813 文    学 365,853 365,339 365,550 

社会科学 117,489 117,277 116,121 児 童 書 433,886 433,316 431,715 

自然科学 52,770 52,693 52,695 外 国 語 12,807 12,899 12,747 

技術・家政 80,332 79,411 78,318 郷土資料 83,324 84,424 86,416 

産    業 31,339 31,411 30,982 参考資料 62,000 62,986 63,402 

    合  計 1,457,168 1,457,447 1,454,486 

 

５ 貸出者の状況                               (令和3.3.31現在 単位:人) 

館        名 貸出者数 館        名 貸出者数 

市  立  図  書  館 130,803 橋  本  図  書  館 127,965 

相  武  台  分  館 23,926 公民館等図書室 189,492 

相 模 大 野 図 書 館 110,552 合          計 582,738 

 

６ 登録者の状況                                                         (令和3.3.31現在 単位:人) 

年 齢 区 分 0～6歳 7～12歳 13～18歳 19～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 合 計 

市立図書館 1,011 2,642 2,391 4,740 4,532 6,189 4,516 3,404 5,732 35,157 

相武台分館 127 398 400 386 446 717 477 566 1,249 4,766 

相模大野図書館 949 2,433 2,408 5,565 4,881 6,120 4,452 3,361 4,962 35,131 

橋本図書館 985 3,129 4,605 12,193 7,558 9,029 6,252 4,760 5,893 54,404 

公民館等図書室 774 3,869 3,978 2,669 2,942 4,820 3,182 2,963 6,091 31,288 

合    計 3,846 12,471 13,782 25,553 20,359 26,875 18,879 15,054 23,927 160,746 

※市外在住者を含む。                                                  【図書館…１～６】 
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視聴覚ライブラリー 
 

１ 概要 

視聴覚ライブラリーは、昭和41年に設置された、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るた

めの施設である。 

   16ミリ映画･DVD・映写機ほか各種視聴覚教材・機材の収集や貸出を行っている。また、教材・機材の有効

な活用を図るため、各種映画会や講習会を開催。 

 

２ 貸出用機材・教材の保有数                （令和 3年3月31日現在） 

16ミリ 
映写機 

ビデオプロ
ジェクター 

スライド
映写機 

VHS・DVD 
再生機 

暗  幕 スクリーン 
16ミリ
映  画 

ビデオ
教  材 

ＤＶＤ
教  材 

紙しばい 

10 15 1 12 19 42 1,967 1,942 1,051 1,480 

 

３ 視聴覚機材・教材の利用状況（令和 2年度）                      
16ミリ 
映写機 

ビデオプロ
ジェクター 

スライド
映写機 

VHS・DVD 
再生機 

暗  幕 スクリーン 
16ミリ
映  画 

ビデオ
教  材 

ＤＶＤ
教  材 

紙しばい 

20 71 0 50 21 35 49 13 114 190 

 

４ 教材視聴状況（令和 2年度） 

 区    分 １６ミリ映画教材 ビ デ オ 教 材  Ｄ Ｖ Ｄ 教 材  

学校教育 136人 142人 104人 

幼児教育 2,968人 1,457人 4,014人 

社会教育 416人 400人 7,058人 

合   計 3,520人 1,999人 11,176人 

 

５ 映画会・講習会実施状況（令和 2年度） 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

  （参考：令和元年度実績） 

事業名称 会場 回 数 参加者数 

月例子ども映画会 市立図書館 10回   935人 

若葉まつり子ども映画会 あじさい会館  1回   406人 

シネマサロン 市立図書館 22回 1,952人 

16ミリフィルム映画鑑賞会 市立図書館  2回   149人 

訪問映画会 特別養護老人ホーム等 7回   298人 

企画映画会 市立図書館  3回   163人 

16ミリ映写機操作認定講習会 市立図書館 3回 12人 

 

６ 視聴覚施設の利用状況（令和 2年度） 

視聴覚室 ス タ ジ オ・調整室 教材制作室・暗室 

72件 1件 29件 

574人 7人 83人 

 

【視聴覚ライブラリー…１～６】 
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博 物 館 

１ 概要 

平成7年11月20日に開館。郷土の歴史及び自然･天文に親しむと共に、これらに関する理解を深める場として

利用されている。開館以来の入館者が300万人を超え、いきいきとした市民文化の創造に寄与する施設として親

しまれている。 

（１）位置    中央区高根3丁目1番15号 

（２）建物の概要 鉄筋コンクリート造地上3階地下1階建 延べ床面積 9,510.24㎡ 敷地面積 9,999.48㎡ 

（３）利用状況(令和2年度) 

・入館者数 49,770人(開館以来3,194,097人) 

・プラネタリウム観覧者数 14,323人 

(内容別内訳)一般投影 6,816人、全天周映画 5,942人、学習投影 1,565人 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年4月1日～6月8日（プラネタリウムは6月18日まで休止）

及び令和3年1月13日～3月21日休館（「はやぶさ2」帰還カプセル世界初公開展示期間（3月12日～3月16日）

は往復はがきの抽選による当選者にのみ公開） 

（４）博物館協議会 

博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関。委員は10人(うち市

民公募委員2名)、年3回開催（うち2回は書面開催）し、博物館の評価等に関して協議した。 

（５）施設管理                   

  ア 尾崎咢堂記念館(緑区又野691)   年間入館者数(令和2年度) 582人 

    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年4月1日～6月5日及び令和3年1月13日～3月21日休館 

・尾崎行雄(咢堂)の生誕の地である尾崎家代々の屋敷跡に昭和32年に建設された。館内には写真や肖像

画等貴重な資料を保存･展示している。  

  イ 吉野宿ふじや(緑区吉野214)    年間入場者数(令和2年度) 584人 

    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年4月1日～6月5日及び令和3年1月13日～3月26日休館 

・甲州道中の旅籠の名残りを留める建物を活用し、緑区藤野地域の人々の生活に関わる昔の道具などを

展示している。 

・平成26年4月1日に市登録文化財に登録された。  

・平成29年4月1日から原則土･日･祝日を観覧できる日とした。  

２ 調査研究 

（１）調査・研究 

・市内遺跡から出土した考古資料の調査 

・市内の中世史に関する調査 

・郷土の偉人尾崎行雄(咢堂)や軍都･戦争関係資料などの整理 

・市内の祭礼･行事に関する調査 

・市内の近･現代の生活資料の整理･分類 

・市内の動植物などの生物相調査 

・市内に生息･生育する絶滅危惧生物の保全及び増殖事業 

・市内および近隣地域の地質調査 

・天文現象の調査 

・プラネタリウム学習投影番組の調査･研究 
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（２）刊行物 

  ・「相模原市立博物館研究報告」第29集(令和3年3月刊行) 

  ・「津久井城跡-城坂曲輪群1～5号曲輪の市民協働調査-」(令和3年3月刊行) 

 

３ 資料収集・保存・保管 

（１）資料の収集・保存 

・埋蔵文化財再整理、尾崎咢堂関係ほか、近世～近･現代の歴史資料の整理、民俗資料の収集整理、動植物

資料の収集及び標本作製･整理、地質資料の収集整理 

・天文現象･太陽画像の撮影、整理 

・他博物館より送付された刊行物を閲覧用に整理 

（２）資料の保管 

・令和2年度末収蔵資料点数 250,887点 

 

４ 教育・普及活動 

（１）企画展・収蔵品展・学習資料展等の開催と入場者数 

・考古企画展 津久井城跡市民協働調査10周年記念「真･津久井城展 ～戦国の世に黄金を生む城～」 

    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未公開で終了 

・歴史企画展 東京オリンピック･パラリンピック関連企画展「相模原にオリンピックがくる」 

       ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和3年度に延期 

・天文企画展 JAXA連携企画展「相模原と月」 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 令和3年度に延期 

  ・生物企画展 開館25周年記念企画展「神奈川の植物、相模原の植物 植物誌から考える生物多様性」 

         6,360人 

  ・歴史企画展 開館25周年記念･山崎弁栄上人没後100周年記念「無量光寺文書･山崎弁栄遺墨展」(生物 

企画展と同時開催) 6,360人 

  ・地質企画展 開館25周年記念企画「色々な石展」 4,291人 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期して開催、また、期間短縮して終了 

  ・学習資料展 開館25周年記念企画「学習資料展 道具が変えるわたしのくらし～過去から未来へ向かう記 

憶～」(地質企画展と同時開催) 4,291人 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため期間短縮して終了 

  ・天文企画展 「はやぶさ2」帰還カプセル世界初公開展示 4,624人 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止による休館中に、往復はがきでの抽選による当選者にのみ公開 

 

（２）主な講演会、講座・教室の開催と参加人数（令和2年度、企画展・収蔵品展・学習資料展・関連事業も含む） 

分野 タイトル 人数等 

天文分野 

はやぶさ2トークライブシーズン2 in相模原～「はやぶさ2」地球帰還に向けて～

（インターネット配信） 

166人 

(当日最大視聴者数) 

「はやぶさ2」カプセル帰還パブリックビューイング(第1部) 79人 

星空観望会(全26回)  中止 

夏休み親子天文教室～手作り天体望遠鏡～ 中止 

民俗分野 
民俗学講座(全4回) 中止 

繭うさぎをつくろう 中止 
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分野 タイトル 人数等 

歴史分野 

特別公開「相州津久井城図」＊※展示解説は中止 10,449人 

ミニ展示「東京2020公式アートポスター展」【オリンピック版･パラリンピック版】 延べ26,361人 

ミニ展示「歴代オリンピックポスター展-1986～1976-」 11,243人 

ミニ展示「雑誌や記録集でみる1964東京オリンピック」 
2,066人 

(3/31まで) 

考古分野 ネットで楽しむ考古学講座「展示室から探る相模原市の遺跡」(動画配信) 

延べ535回 

(視聴回数) 

(3/31まで) 

生物分野 

生きものミニサロン(全12回) ※12回のうち、7回は中止 延べ98人 

小中学生のための生物学教室「動物のからだのつくりを学ぼう」 中止 

植物学教室「花の観察と植物画」(全2回)  中止 

地質分野 

地質学講座「身近な石の中の鉱物～造岩鉱物の基礎」(全4回) 中止 

子ども鉱物教室「鉱物のふしぎ」(全2回) 中止 

火山灰を顕微鏡で見てみよう 中止 

砂を顕微鏡で見てみよう 中止 

その他 

開館25周年記念事業 開館25周年記念ポスター展＊ 10,213人 

開館25周年記念事業 25周年記念絵はがきがもらえる！スペシャルクイズラリー 延べ978人 

開館25周年記念事業 みんなで飾ろう！誕生日ケーキ＊ 延べ10,494人 

開館25周年記念事業 ありがとう！25周年記念メッセージボード 
延べ501枚 

(メッセージの数) 

開館25周年記念事業 博物館×相模女子大学～コラボ衣装展「わ!」～＊ 
2,066人 

(3/31まで) 

開館25周年記念事業 プラネタリウム寄席 ほしぞら亭(無料上映) (全2回) 
延べ18人 

(3/31まで) 

下水道部×博物館共催 ミニ下水道ワールド～まんほーる編～＊ 
2,066人 

(3/31まで) 

探検！発見！クイズ＆チャレンジ2020(全2回) 中止 

ネットで楽しむ博物館(動画配信）【令和2年度開設】 延べ13本配信 

※中止の事業はすべて新型コロナウイルス感染症拡大防止のため。 

※ミニ展示及び＊印の「人数等」は、期間中の入館者数。 

 

（３）プラネタリウム・全天周映画の投影 

ア プラネタリウム番組 

 ・一般投影「おかえり「はやぶさ2」～リュウグウのお宝を相模原へ～」ほか3本 

  ・こどもプラネタリウム「リーベルタース天文台だより ～春の星座の物語～」ほか3本 

イ 全天周映画 

「HAYABUSA2～REBORN」、「イナズマデリバリー バイザウェイの宇宙旅行？！ (同時上映「まくまくんの 

星空大冒険」) 」 

 ウ 学習投影  

  ・小・中学生向け「空を見上げて(夏)」ほか3本 

  ・幼児向け「ピーターパンのぼうけん」ほか6本 
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（４）広報 

ア 広報  広報さがみはらへの掲載をはじめ、報道提供、ポスター･チラシ等の作成と送付、当館ホーム

ページ、SNSのほか、FMラジオ局やタウン紙のレギュラー枠等による情報の発信、各種取材対応

を行った。当館ホームページの「職員ブログ」に、各分野の活動状況を掲載した。 

イ 刊行物 図録・報告書等を販売した。 

（５）博物館職員の講師派遣 

市内公民館、学校などで実施される学級･講座等に職員を講師として派遣した。(全36件、延べ1,446人) 

（６）博物館実習生の受け入れ 

学芸員資格取得のための実習として、8～9月に15大学から20人を受け入れた。 

（７）市民との協働 

市民学芸員、相模原縄文研究会、津久井城市民調査グループ、民俗調査会、相模原植物調査会、相模原地

質研究会、相模原市立博物館天文クラブ、水曜会、福の会、相模原動物標本クラブ、尾崎行雄を全国に発信

する会、NPO法人ふじの里山くらぶとともに調査･研究･普及等の活動を行った。 

（８）博物館ネットワークの推進 

   博物館所管施設の尾崎咢堂記念館、吉野宿ふじや等を会場とした次の委託事業のほか、図書館など社会教

育施設等における出張展示や普及･活用事業への学芸員の派遣など連携･協力･助言を行った。その結果、博

物館をコア施設と捉え、社会教育施設全体をネットワークと考える多くの場所での学習機会の提供に寄与す

ることができた。 

   ア 尾崎咢堂記念館展示･普及事業 

･･･近現代史講演会(2回)、ミニ企画展 3事業(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止) 

             「尾崎行雄ゆかりの地マップ」の改訂版を作成した。 

  イ 吉野宿ふじや活性化事業 

･･･「藤野の昔話と伝説」展、「蚕の飼育と人々の生活」展、「西村繁男」展、「甲州道中-相模湖･藤野･

上野原-おひな様」展 4事業(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止) 

   「甲州道中吉野宿マップ」及び「吉野宿ふじやリーフレット」の改訂版を作成した。 

   ウ 図書館との連携 

     ･･･市内の生涯学習施設として相互PRを行うため、企画展の出張ミニ展示を市立図書館で実施し、市立

図書館ではミニ展示に関係するブックリストを作成した。また、市立図書館・相模大野図書館・橋

本図書館では貸出し図書の貸出期限票の裏面に企画展案内を掲載するなど連携を図った。 

   エ JAXA相模原キャンパス宇宙科学探査交流棟出張展示 

     ･･･博物館とJAXAの連携のひとつとして、JAXA相模原キャンパス宇宙科学探査交流棟の博物館紹介コー

ナーに出張展示を行っている。 

 

５ 市史関連事業 

（１）収集･整理事業 

   市史及び津久井町史の編さんに際し収集した資料の整理作業を行うとともに、次の市史等の編さんに向け

た資料の収集を行った。 

（２）普及事業 

  ・市史ミニ展示「齊藤篤太郎日記」･「相原村の電気事情」 

・市史講演会(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止) 

・市史及び町史を行政資料コーナー、博物館及び相模原市書店協同組合加盟店等で販売した。 

【博物館…１～５】 
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