相模原市立環境情報センター

平成27年度事業報告
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・運営委員会
・スタッフ研修

・運営委員会
・スタッフ研修

・運営委員会
・スタッフ研修

・満足度調査

・満足度調査

・満足度調査
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■センター管理・運営
企画運営・研修
点検業務(通年)
■市民等の環境保全意識の向上を図るための事業
(1) 自然環境観察員制度事業
1)企画運営業務(随時)
2)学習活動業務
環境学習セミナーの開催

3)調査業務
①全体テーマ調査
②専門調査
・植物調査
・野鳥調査
・湧水環境調査
・河川生物相調査
③自主テーマ調査支援(随時)
④取りまとめや報告書の作成(随時)

・運営委員会
・スタッフ研修

・運営委員会
・スタッフ研修

・第1回環境学習セミナー
(制度説明・自然観
察)(4)・植物調査考察会
(4)・植物部会(4)・野鳥
部会(4)・河川生物相部会
(4)・湧水部会(４)
・第1回企画会議(27)

・第2回企画会議(6)
・第2回環境学習セミナー
(野鳥調査)(18)・野鳥部
・第3回企画会議(10)
会(18)
・植物部会(15)
・交流会(30)・湧水部会
(30)・河川生物相部会
(30)

・調査(15)

・調査(15)
・調査(18)

・運営委員会
・スタッフ研修

・運営委員会
・スタッフ研修

・運営委員会
・スタッフ研修

・運営委員会
・スタッフ研修

・運営委員会
・スタッフ研修

・第4回企画会議(10)
・第3回環境学習セミナー
・第39回中央地区ふるさとまつり(22) (全体調査)(５)

・湧水部会(28)

・学びの収穫祭リハーサ
ル(2)
・学びの収穫祭(20～22)
・野鳥部会(14)
・野鳥部会(30)

ダンゴムシ調査

ダンゴムシ調査

ダンゴムシ調査

・調査(15)

・調査(14)

・調査(15)

・植物部会観察会(24)

・調査(15)
・調査（14）

・調査(15)

・調査(15)

・運営委員会
・スタッフ研修
(3,6,13,20,21)

・運営委員会
・スタッフ研修

植物部会(28)

・調査（3）

・調査(15)

・調査(15)
・調査(10)
・調査（30）

・かわらばん発行

・調査発表会

・調査(15)

・調査(15)

・調査(12)
・Ｈ２６年度年次報告書発行(30)

4) 連携・広報業務（随時）
(2) こどもエコクラブ事業
1) 入会手続き業務(随時)
2) 交流会の開催業務
(3) エコネットの輪事業
1) 登録・管理業務（随時）
2) プログラム集発行業務
3) HP情報提供業務（通年）
4) 利用希望者との調整業務（随時）
5)学習事業の企画運営業務(随時)
6) 登録者の拡充業務(随時)

・更新手続き

・Ｈ２６年度報告会(30)
土の生き物をしらべてみ
よう～ダンゴムシ探し隊
～(9,10)

・更新手続き

・プログラム集発行(1)

・ＨＰリニューアル
・61号発行(1)

・62発行(1)・臨時(29)

・さがみはら環境まつり(21)

・JECプレス発行

・こども自然環境観察員(セミの抜け殻
調べ)(21)

・かわらばん発行

・交流会 Ｓ-1グランプリ
2015「Ｓ-1スタディエコま
なビレッジ」(12)

・意見交換会(22)

・子ども向け環境講座

(4) 専門相談・アドバイス業務
1) 相談・アドバイス業務（随時）
2) 新規情報収集業務（通年）
3) 相談データベース化業務(随時)
(5) 環境情報システム事業
1) 図書・資料配架業務(通年)
2) HP・ＦＢによる情報提供業務(通年)
3) メールマガジン発行業務
4) スタッフブログ(随時)
(6) 備品等貸し出し事業
1) 備品管理業務(通年)
2) 備品貸し出し業務（随時）
3)貸出備品の検討(随時)
(7) エコギャラリー運営事業
1)ギャラリー貸出運営業務(通年)

・63号発行(1)・臨時

・64号発行(1)

・65号発行(1)・臨時(6)

・66号発行(1)・臨時(27)

・67号発行(1)・臨時(20)

・68号発行(1)・臨時

・71号発行(1)

・69号発行(1)・70号発行(28)

・72号発行(1)

・棚卸
・利用者の募集
・設置支援

SUSコン ～さがまち環境学習プログラムコンテスト～ 企画ポスター展示
相模原のエコ力

2) ギャラリー企画展の運営

環境保全課パネ

第3回相模原環境川柳コンテスト 優秀作品の掲示

平成26年度相模原市自然環境観察員制度

平成27年度夏休み環境学校 報告展示
さがみ風っ子ISO～環境にやさしい学校づくり～ 実践報告・

相模川を愛する会
第33回絵画コンテスト入賞

―あれから５年―
環境情報センター特別
写真展～桜とみつめる
東日本大震災～

環境団体紹介
(8) 機関紙発行事業
1) 機関紙の発行業務

・55号発行(1)

(9) 環境学習事業
1) 環境学習講座開催業務
小中学生を主な対象とする講座

土の生き物をしらべてみ
よう～ダンゴムシ探し隊
～(9,10)

・特別号発行
「相模川」(1)
・56号発行(1)
太陽エネルギーで車を走
らせよう！ソーラーカー
工作と燃料電池車実験
(26)
・親子で省エネ！工作教
室
スカイツリーを作って
LEDでライトアップ(29)
・GEMSこどもワーク
ショップ 夏休みわくわ
く科学教室2015 水と
油のサイエンス！(29～
31)

・おもちゃもったいないセンター(26) ・おもちゃもったいないセンター(24) ・おもちゃもったいないセンター(28) ・おもちゃもったいないセンター(26)

・～ 作ってみよう 草木染
めのエコ・ナプキン ～ 体
と地球にやさしい生理用
布ナプキン作り①②
(19,26)
成人を主な対象とする講座

2) 地域の教育力向上にむけた研究
(10) さがみはら環境まつり
1)開催支援業務
(11) その他の事業
1)ボランティア・インターンシップ受入（随
時）
(12) 環境団体支援(随時)

・自然観察会(15)
・学習プログラム募集
・実行委員会(21)

・コンポスト学習会(11)
・自然観察会(15)
・実行委員会(12,28)

・～ 作ってみよう 草木染
めのエコ・ナプキン ～ 体
と地球にやさしい生理用
布ナプキン作り③(2)
・10周年記念企画～クイ
ズで知ろう！相模原のエ
コ事情～(21)

・自然観察会(15)
・プログラムコンテスト
・実行委員会(2,11)
・環境まつり(21)

・コンポスト学習会(13)
・自然観察会(15)

・ラジオ広報(7)

・ラジオ広報(4)

・バスで行く！東京ガス「ガスの科学
館」くらしを支えるエネルギーを知ろ
う！(4)
・来て・見て・触って！！～リサイクル
工場見学とパソコン解体体験～(6)
・「いきものがたり」上映会＆クマムシ
博士の特別授業～世界最強の生きものっ
てなに！？～(7)
・元気森モリ！！フォレストキッズス
クール inさがみはら(11,12)
・浮く？沈む？溶ける？調べてみよう変
身プラスチック！(19)
・夏休みエコ・エネ教室(19)
・セミのぬけがらを調査しよう！(21)
・第39回中央地区ふるさとまつり(22)
・フクロウのばんごはん～ほねから探る
生きものたちのおいしい関係～(24)
・GEMSこどもワークショップ 夏休
みわくわく科学教室2015 水と油のサ
イエンス！(25)
・おもちゃもったいないセンター(23)
・COOL SHARE 映画上映会
『ある精肉店のはなし』(7)

・自然観察会(15)

・森林学習１(11)
・竹とんぼ製作体験・体験教
室(12)
・生ごみから学ぼう！こども
コンポストワークショップ
(12)
・蜜ろうでつくるどんぐり
キャンドル(12)
・Rainbow エンジェルの塗
り絵と読み聞かせ(12)
・もりのこ日和(12)
・リメイク工作(12)
・コネコネせっけんでMY
せっけん作り(12)
・ふれあいミニ水族館(12)
・相模原の森を知り、森に親
しもう！！(12)
・理科実験教室「燃料電池で
発電体験」(27)

・市民のための環境講座
「気候変動リスクと人類の選
択～IPCCの最新報告から～」
(1)
・市民のための環境講座「相
模原市の環境問題とそのリス
ク～過去・現在・未来～」
(22)

・コンポスト学習会(14)
・自然観察会(15)

・麻布大学(11,12,21,24)

・ラジオ広報(2)

・ラジオ広報(6)

・森林学習２(23)
・理科実験教室「なぜ回転す
るの?モーターを作って回転の
原理を考えよう」(25)
・地球人になる練習(30)
・星が丘小学校 総合学習
「グリーンコンシューマーに
なろう！①」(30)

・58号発行(1)

「巨大台風とゲリラ豪雨」
(1)

・59号発行(4)

・星が丘小学校 総合学
習「グリーンコンシュー
マーになろう！②」(5)
・理科実験教室「二酸化
炭素であそぼう」(22)

・森林学習3,4(4,18)
・理科実験教室「太陽光
・理科実験教室「乾電
のふしぎ体験」(24)
池ってどんなもの?～乾電
池チェッカーを作ろう
～」(27)

・60号発行(1)

・おもちゃもったいないセンター(27) ・おもちゃもったいないセンター(25) ・おもちゃもったいないセンター(22) ・おもちゃもったいないセンター(27) ・おもちゃもったいないセンター(24) ・おもちゃもったいないセンター(28) ・おもちゃもったいないセンター(27)

・実行委員会(31)

・谷口中学校(9～11)

・ラジオ広報(2)

・特別号発行
・57号発行(1)

・ラジオ広報(3)

・市民のための環境講座
「西洋文化から考える食
と環境」(12)
・グリーン購入・エコ工
作(20)
・横山公民館 エコライ
フ講座 ごみ編(12)

・市民のための環境講座
「-社会を変える-国際
NGOの手法に学ぶ」(3)

・コンポスト学習会(9)

・自然観察会(14)

・自然観察会(15)

・実行委員会(21)

・実行委員会(24)

・自然観察会(15)

・ECO講座～冬の省エ
ネ、楽な省エネ(21)

・コンポスト学習会(11)
・自然観察会(15)

・自然観察会(15)
・環境政策学習会(22)

・実行委員会(15)

・実行委員会(25)

・相模台中学校(21～23)
・小山中学校(27～30)

・上溝中学校(11～13)

・清新中学校(1,2)

・エコトッププログラム
桜美林大学(29)

・大野北中(3,4)
・エコトッププログラム
桜美林大学(8～
10,15,19,22～25)

・ラジオ広報(1)

・ラジオ広報(5)

・ラジオ広報(3)

・ラジオ広報(7)

・ラジオ広報(4)
・環境政策学習会(22)

・LOHAS講座「エコ＆スロー
ライフ 手づくり講座 干し野
菜を作ろう」(12)
・LOHAS講座「エコ＆スロー
ライフ 手づくり講座 布ぞう
りを作ろう」(16)
・「地球環境を守る」を仕事に
― 環境のお仕事学習会 ―(24)

・コンポスト学習会(14)
・自然観察会(15)
・実行委員会(25)

・ラジオ広報(3)

