相模原市立環境情報センター

平成26年度

事業報告
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■センター管理・運営

企画運営・研修

・運営委員会

・運営委員会

・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

点検業務(通年)

・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

・運営委員会
・スタッフ研修

・運営委員会

・調査(15)

・調査(15)

■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

・第１回環境学習セミ
ナー（制度説明・自然観
察）(12)
・植物部会(12)・野鳥部
会(12)・河川生物相部会
(12)・湧水部会(12)
・第２回環境学習セミ
ナー (植物調査)(15)

①全体テーマ調査

・第１回企画会議(29)
・第３回環境学習セミ
ナー
(全体調査)(10)
・第４回環境学習セミ
ナー
(野鳥調査) (11)
・植物部会(10)
・野鳥部会(11)

・第２回企画会議(13)
野鳥部会(16)

・ツバメの巣分布調査

・ツバメの巣分布調査

・調査(14)

・調査(15)

・調査(11)

・調査(16)

・湧水部会(23)
・植物部会観察会(28)

・湧水部会(4，11，20，26)

・第５回環境学習セミナー（河川・
湧水環境調査）(6)
・湧水部会(22)

・湧水部会(4，27)
・植物部会観察会(9)

・湧水部会(4)
・野鳥部会観察会(30)

・検討会(4)

②専門調査
・植物調査

・調査(15)

・野鳥調査
・湧水環境調査

・調査(15)

・調査(15)

(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)

・調査(15)

・調査(15)

・調査(15)

・調査(14)
・調査(11)

・通年調査(8,10,16,18) ・通年調査(9,12,20)

・調査(12)

・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)
4) 連携・広報業務（随時）

・調査(15)

・調査(25)

・調査(14)
・Ｈ２５年度年次報告書発行(12)
・Ｈ２５年度報告会(10)

・さがみはら環境まつり

・かわらばん発行

(29)

・更新手続き

・JECプレス発行

・更新手続き

・プログラム集発行(1)

・こども自然環境観察員(18)
(セミの抜け殻調べ)

・JECプレス発行
・交流会(21)

・学びの収穫祭(15,16)

・かわらばん発行

・JECプレス発行

・JECプレス発行

子ども向け環境講座

・意見交換会(27)

(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）
(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

・ＨＰリニューアル
・49号発行(1)

・50号発行(1)

・51号発行(1)

・52号発行(1)

・53号発行(1)

・55号発行(1)・臨時
(22)

・54号発行(1)

・56号発行(1)・臨時
(19)

・57号発行(1)・臨時
10.28)

・58号発行(4)

・59号発行(1)

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)
2) ギャラリー企画展の運営

・60号発行(1)

・棚卸
・利用者の募集
・設置支援
相模原のエコ力

環境保全課パネル展示
相模川絵画コンテ
スト

平成２５年度自然環境観察員制度全体テーマ調査「ヒバリの生息地域調査結果」

写真展「がんばっぺし、
床屋物語」

～日本科学未来館出張講座～子どもワークショップ「宇宙から地球環境を考えよう！」実施報告展示

第２回 相模原環境川柳
コンテスト結果発表

さがみ風っ子ISO～環境にやさしい学校づくり～
に取り組んでいる各学校の実践報告・紹介

「みどりのカー
テン自慢コンテ
スト」入賞写真

津久井湖城山きのこ展

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

「緑の書道コン
ク
ール」作品展
示

木もれびの森に
できること

絵巻「水俣病に学ぶ」

震災復興写真展

平成26年度夏休み環境学校 報告展示

(8) 機関紙発行事業
1) 機関紙の発行業務

・49号発行(1)

・特別号発行(28)
「自然・森林」

・50号発行(1)

・51号発行(1)

・理科教室「ポンポン船をつくっ ・「親子で節電・省エネ！工作 ・バスで行く！東京ガス「ガスの科学館」く
て動かしてみよう！」(22)
教室 ～スカイツリーを作って らしを支えるエネルギーを知ろう！(5)
・森林学習1(13)
LEDを灯そう～」(30)
・「おさると学ぼう！川のよごれと私たちの
・森林学習2(25)
くらし ～環境と人にやさしいしゃぼん玉づ
くり～」(6)
・「来て・見て・触って！！～パソコン解体
体験とリサイクル工場見学～」(8)
・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)
・ペットボトルで作ってみよう！体感しよ
う！霧・雲・雷・竜巻の発生の不思議(16)
・「こどもエコクラブ！セミのぬけがら調査
隊になろう！」(18)
・土の生き物たちの世界をのぞいてみよう！
～土壌生物から自然の豊かさを考える～(22)
・～色素増感太陽電池って何？～お花の色素
で発電しよう！(24)

(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

・おもちゃもったいないセンター(27)

・「相模原の森を知り、森に親しもう!!」
(21)
・「小さい自然みーつけた！」(21)
・「石けんのシャボン玉を作って遊ぼう！」
「コネコネ石けんでMY石けんを作ろう！」
(21)
・「出前プレイパーク」(21)
・
「もりのこ 日和」(21)
・「牛乳パックで機織りの基礎を学ぼう」
(21)
・「竹とんぼ教室」(21)
・「川の生き物をつかまえて見よう！」(21)
・「蜜ろうで、どんぐりキャンドルを作ろ
う」(21)
・理科教室「燃料電池で発電体験」(28)

・大沼小学校 総合学習（エネル ・理科教室「変身！プラスチッ
ギー教育）(5)
ク」(21)
・理科教室「自分で電気を作っ
てみよう！」(16)

・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(26)

・おもちゃもったいないセンター(23)

・おもちゃもったいないセンター(28)

・えこママクラブ(17)

・えこママクラブ(29)

・COOLSHARE映画上映会「もった ・えこママクラブ(16)
いない！」(7)
・ニュースにならない環境問題「環
・えこママクラブ(19)
境にも社会にも良いエシカル消費」
(20)

・えこママクラブ(21)
・ニュースにならない環
境問題「自然と微生物の
やさしい話」(25)・公民
館企画「地球温暖化を防
ぐために私たちができる
こと」(9)
・公民館企画「エコなお
買い物講座」(30)

・えこママクラブ(18)
・ニュースにならない環
境問題「平和と環境問題
～わたしたちの知らない
世界の現状～」(22)
・「藤野・里山フィール
ド学習 水脈視点を学び
里山環境を改善する」(9)

・えこママクラブ(16)
・ニュースにならない環
境問題「生物多様性と人
類の過去・現在・未来」
(13)

・自然観察会(14)

・コンポスト学習会(14)
・自然観察会(15)

・自然観察会(15)

・コンポスト学習会(6)
・自然観察会(15)

・自然観察会(15)

・コンポスト学習会(10)
・自然観察会(15)

・自然観察会(15)

・準備会（26）

・53号発行(5)

・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)

・コンポスト学習会(12)
・自然観察会(15)

・おもちゃもったいないセンター(22)

・蜜蝋キャンドルを作ろ
う(7,9,10,11)

・コンポスト学習会(9)

・自然観察会(14)

・自然観察会(15)

・自然観察会(15)

・実行委員会(7,28)

・実行委員会(18)
・環境まつり(29)

・麻布大学（12.16）

・麻布大学（4.29）
・清新中学校（5.6）

・ラジオ広報(1)

・ラジオ広報(5)

・実行委員会(18)

・実行委員会(11)

・実行委員会(27)

・実行委員会(18)

・実行委員会(25)

・相陽中学校(28,29,30)
・ラジオ広報(5)
・環境政策学習会(27)

・ラジオ広報(5)

・麻布大学(8,11,12,18)
・桜美林大学(16,18,19,22,24)

・旭ヶ丘高校(12)
・桜美林大学(19)

・小山中学校
(21,22,23,24)

・旭中学校(26,27,28)

・ラジオ広報(7)

・ラジオ広報(4)

・ラジオ広報(2)

・ラジオ広報(6)

(12) 環境団体支援(随時)
・ラジオ広報(3)

・54号発行（1）
・子どもサイエンスワーク
ショップ(28)

・プログラムコンテスト
(29)

・学習プログラム募集

(10) さがみはら環境まつり
・実行委員会(14)
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け入れ ・麻布大学（5.6）

・大沼小学校 総合学習（エネル
ギー教育）(2)
・
森林学習３(17)
・理科教室「ビタミンＣがたっ
ぷりなものは？」(19)
・
新宿小学校 総合的な学習 環境
問題（地球温暖化）(24)

・えこママクラブ(20)
・水と空気の流れを整え
て身近な環境を改善しよ
う(31)

・コンポスト学習会(12)
・自然観察会(15)

・特別号発行(1)
「グリーンコンシュー
マー」

・おもちゃもったいないセンター(25)

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

・52号発行(1)

・ラジオ広報(3)

・ラジオ広報(4)

・ラジオ広報(1)

