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第第第第４４４４章章章章    文化文化文化文化・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ     

 

 

１４１４１４１４．．．．    スポーツスポーツスポーツスポーツ    

１５１５１５１５．．．．    文化振興文化振興文化振興文化振興    

１６１６１６１６．．．．    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習    

１７１７１７１７．．．．    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画    

    



第３部 分野別計画編 

第４章 文化・スポーツ 

Ⅲ－44 

基本施策基本施策基本施策基本施策１１１１４４４４    スポーツスポーツスポーツスポーツ                                                        担当 スポーツ推進課    

◆基本施策の目的 

健康づくりの一環として、だれもが「いつでも」「どこでも」「いつまでも」スポーツを楽しむことができる

よう、スポーツを生活の中に取り入れる環境（仕組み）を整えます。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市民（成人）の週１回以上のスポ

ーツ（運動）実施率 

％ 37.6     

 

体育施設の年間利用者数 人 1,518,827     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

51 

総合体育館施設整備事業 

【スポーツ推進課】 

100,000   実施 

52 

JFA こころのプロジェクト「夢の

教室」開催事業（生涯スポ

ーツ推進事業） 

【スポーツ推進課】 

9,980 実施 ⇒ ⇒ 

53 

こども夢・チャレンジカップ

U-12（小牧市長杯）開催事

業（生涯スポーツ推進事

業） 

【スポーツ推進課】 

1,300 実施   

基本施策14基本施策14基本施策14基本施策14  スポーツ 展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１  スポーツ活動の機会を充実します

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２  スポーツ施設を計画的に整備します
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基本施策基本施策基本施策基本施策１１１１５５５５    文化振興文化振興文化振興文化振興                                                        担当 文化振興課    

◆基本施策の目的 

幅広い世代が自主的に文化芸術活動に取り組める環境を整えるとともに、小牧固有の歴史や

文化、伝統にふれあう機会を充実させます。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

日頃から文化芸術に親しんでいる

市民の割合 

％ 49.9     

 

小牧の歴史・文化に興味・関心を

持っている市民の割合 

％ 63.1     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

54 

文化活動激励事業 

【文化振興課】 

900 実施 ⇒ ⇒ 

55 

こども夢・チャレンジ事業 

【文化振興課】 

9,000 実施 ⇒ ⇒ 

56 

文化財発掘調査保存事業 

【文化振興課】 

38,500 実施 ⇒ ⇒ 

57 

庁舎施設整備事業 

【総務課】 

216,000 実施   

58 

史跡小牧山整備事業 

【文化振興課】 

480,000 調査・整備 ⇒ ⇒ 

59 

小牧山史跡センター建設

事業 

【文化振興課】 

72,000 基本構想 基本設計 実施設計 

 

展開方向３展開方向３展開方向３展開方向３  小牧固有の歴史・文化遺産を保全・活用します

基本施策15基本施策15基本施策15基本施策15  文化振興 展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１  市民が文化芸術に親しめる機会を充実します

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２  団体の自主的な文化芸術活動を支援します
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番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

60 

歴史館施設整備事業 

【文化振興課】 

69,000 

基本設計 

実施設計 

工事  
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文化財発掘調査保存事業文化財発掘調査保存事業文化財発掘調査保存事業文化財発掘調査保存事業    

 

 

１ 予 算 額   ９,８４９千円 

 

２ 目   的    現状での保存が不可能な埋蔵文化財について、発掘調査を実施して記

録を保存し、国民共有の財産である埋蔵文化財を調査・把握するとともに、

開発整備の円滑化を図ります。 

 

３ 効   果    貴重な郷土の歴史遺産でもある埋蔵文化財を発掘調査することにより、

地域の歴史を知ることができるとともに、円滑に開発を行うことができます。 

 

４ 事業概要   道路築造にともなう事前調査を行います。 

遺跡範囲確認調査（試掘調査）場所 

・小牧市大字久保一色にある関ノ方遺跡（中世） 

・小牧市大字野口にある鳥坂遺跡（古墳時代・中世） 

 

 

 

教育委員会 文化振興課 
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史跡小牧山整備事業史跡小牧山整備事業史跡小牧山整備事業史跡小牧山整備事業    

 

 

１ 予 算 額   ３６,７８２千円 

 

２ 目   的    小牧市のシンボルである史跡小牧山を、多くの市民が誇りと愛着を持てる

よう、歴史と自然を調和させた整備を進めます。 

 

３ 効   果    発掘調査によって得られた成果をもとに史跡整備を進めることによって、織

田信長が築いた小牧山城の歴史的価値を情報発信することができ、歴史

を学び、緑豊かな市民の憩いの場となるとともに、市民の誇りになることが期

待できます。 

 

４ 事業概要   ・史跡小牧山主郭地区（山頂を中心とする中腹までの区域）の発掘調査 

・主郭地区整備基本計画の一部修正や整備の実施設計 

・市役所旧本庁舎跡地整備の実施設計 

・（仮称）史跡センター整備の基本構想策定 

 

 

教育委員会 文化振興課 
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歴史館施設整備事業歴史館施設整備事業歴史館施設整備事業歴史館施設整備事業    

 

 

１ 予 算 額   １２,０００千円 

 

２ 目   的    昭和４３年の開館から４５年が経過していている小牧市歴史館は、市内で

も最も安定した地盤上に築かれているため、これまで耐震改修が見送られて

きましたが、近年発生した大震災の影響を考慮し、耐震改修を行い、安全

性の強化を図ります。 

 

３ 効   果    地震などの災害が発生した際に、来館者の安全と収蔵されている貴重な

文化財を守ることができます。 

 

４ 事業概要    平成２６年度は、平成２７年度に実施する歴史館耐震改修工事のための

基本・実施設計書を作成します。 

 

 

 

教育委員会 文化振興課 
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基本施策基本施策基本施策基本施策１１１１６６６６    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習                            担当 生涯学習課・市民センター・図書館 

◆基本施策の目的 

市民一人ひとりが生涯にわたってさまざまな学習活動に取り組み、その成果をより良い地域社会

づくりに活かすことで、地域力の向上につなげます。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

生涯学習活動に取り組んでいる市

民の割合 

％ 15.7     

 

生涯学習活動による成果を地域

社会に活かしている市民の割合 

％ 40.2     

 

市民の図書館に対する満足度 ％ 55.4     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

 

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２  学習活動を支援します

展開方向３展開方向３展開方向３展開方向３  図書館サービスを充実します

基本施策16基本施策16基本施策16基本施策16  生涯学習 展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１  学習の機会を提供します
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基本施策基本施策基本施策基本施策１１１１７７７７    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画                                        担当 まなび創造館    

◆基本施策の目的 

男女がお互いにその個性と能力を十分に発揮することによって、多様性に富んだ活力ある男女

共同参画社会の実現を目指します。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

男女の区別なく活動できていると思

う市民の割合 

％ 58.4     

 

子育て・介護と仕事の両立のため

の支援が充実していると思う市民

の割合 

％ 46.4     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

61 

男女共同参画推進事業 

【まなび創造館】 

4,500 計画策定   

 

        

展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１  男女共同参画意識を高めます

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２  あらゆる分野への男女共同参画を促進します

展開方向３展開方向３展開方向３展開方向３  男女共同参画推進体制を整備します

基本施策17基本施策17基本施策17基本施策17  男女共同参画


