相模原市立環境情報センター

平成25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
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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

・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
・満足度調査

・運営委員会
・スタッフ研修
・満足度調査

・野鳥部会（6）
・湧水部会（17）

・植物部会（5）
・湧水部会（27）

・第４回環境学習セミナー（7） ・河川生物相部会（10）

・野鳥部会（9）
・植物部会（25）

・野鳥部会（9）
・まとめ誌刊行記念式
（20）
・交流会（20）

・全体調査結果検討会（24）

・調査(15)

・調査(14)

・調査(15)

・調査(15)

・調査(15)

・調査(15)

・調査(15)

・調査(15)

・通年調査

・調査(13)
・調査（26）

・通年調査 ・通年調査

・通年調査

■センター管理・運営
企画運営・研修

・運営委員会
・スタッフ研修

・運営委員会
・スタッフ研修

・環境学習セミナー
(3/16)・植物部会・野鳥
部会・湧水部会・河川生
物部会（3/16）
・第１回企画会議（19）

・環境学習セミナー(野鳥) ・第2回企画会議（3）
・湧水部会（17）・河川
生物相部会（23）・野鳥
部会（25）・植物部会
（27）

・ヒバリの生息調査

・ヒバリの生息調査

・ヒバリの生息調査

・調査(15)

・調査(15)

・調査(15)

・通年調査

・調査(11)
・通年調査

・調査(8)
・通年調査

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・部会の開催
3)調査業務
①全体テーマ調査
②専門調査
・植物調査部会
・野鳥調査部会
・湧水環境調査部会

・通年調査

・通年調査

・調査(15)

・通年調査

・河川生物相調査部会

・調査（6）

・通年調査

・通年調査

・調査(14)

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)
・とりまとめ部会
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) 利用希望者との調整業務（随時）
3) 学習事業の企画運営業務(随時)
4) 登録者の拡充業務(随時)

・24年度報告書発行
・かわらばん発行
・更新手続き
・キーホルダーづくり

・プログラム集発行
・夏・冬の省エネ講座
（27）

・更新手続き

(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) 相談データベース化業務(随時)
3) 専門スキルの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）
(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)

・こども自然環境観察員
（19）
(セミの抜け殻調べ)

・ポスター・パンフレット
・JECプレス発行
および活動ツール配布
・水博士になろう（8）
・夏・冬の省エネ講座（9）
・木の工作教室（21）
・ゴミ博士になろう（22）

・まとめ誌刊行
・かわらばん発行

・Ｈ２４年度活動報告会（20）

・交流会「ネイチャーゲー
ム」（3）
・エネルギー講座（25）
・省エネ節電講座（26）

・JECプレス発行

・省エネ節電講座（22）

・グリーンコンシューマー
になろう（4）
・環境情報センター見学
（5）

・44号発行(1)

・45号発行(1)

・相模川の環境（6）
・ゴミと環境（22）
・グリーンコンシューマー
になろう（22）
・みんなで防ごう地球温暖
化（27）

・意見交換会

・47号発行(1)

・48号発行(1)

新規情報収集業務

・37号発行(1)

・38号発行(1)

・39号発行(1)
・環境まつり号（30）

・40号発行(1)

・41号発行(1)

・42号発行(1)

・43号発行(1)

・46号発行(1)

・棚卸

・利用者の募集
・設置支援

ＳＵＳコンポスター展

さがみはら環境まつり環境写真コンテスト
津久井城山公園の自然

セミの旅だち

さがみ風っ子ＩＳＯ
夏休み環境学校実施報告ポスター

2) ギャラリー企画展の運営

相模原のエコ力
自然環境観察員制度調査報告

(8) 機関紙発行事業
1) 機関紙の発行業務

・44号発行
・特別号発行
「エコ・クッキング」

・43号発行
・環境まつり特別号

(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

・知ってお得！事業者向け
節電セミナー（18）
・「エコでお得な家庭の節
電セミナー」（26）
・「夏の節電・省エネ講
座」（27）
・「わくわく農園教室」
（29）
・「津久井産材の活用を考
える」（30）

成人を主な対象とする講座

・コンポスト相談会（13）

・自然観察会（15）
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け入れ
(12) 環境団体支援(随時)

・学習プログラム募集
・実行委員会（23）

・自然観察会（15）
・実行委員会（13）
・出展者事前説明会
（29）

・「自然を学び作ろう！木
の工作教室」（21）
・「ゴミ博士になろう」
（22）
・「みんなでつくろう森物
語～森林探検と木工工作の
巻～」（27）
・「理科教室～リサイクル
工作・万華鏡・糸車ほか
～」（29）
・「親子で節電！省エネ！
工作教室～人力発電でホタ
ルを光らせよう～（31）

・｢しゃぼん玉をつくって体
験！～学ぼう石けんのふしぎ～
（午前） 」（2）
・｢しゃぼん玉をつくって体
験！～学ぼう石けんのふしぎ～
（午後） 」（2）
・「もっと知りたい！！パソコ
ン解体体験と地球のいのち」
（7）
・「エネルギーふしぎ発見！～
発電体験で燃料電池のなぞを解
く」（8）
・「楽しく工作・エネルギーを
知る～地球にやさしい列車を走
らせよう！～」（17）
・「こどもエコクラブ！セミの
ぬけがら調査隊になろう」
（19）
・「バスで行く！東京ガス根岸
工場と環境エネルギー館」
（20）
・土の生きものたちの世界をの
ぞいてみよう！（23）

・「省エネ講座」（9）
・「エコでお得な家庭の節
電セミナー」（10）
・「エコなお掃除講座」
(11)
・「わくわく農園教室」
(13)
・「肌あれ知らずのラクチ
ンおそうじ！」(16)

「クールシェアイベント」
・環境映画上映会『未来の食
卓』」(10)
・環境映画上映会『未来の食
卓』」(13)
・環境映画上映会『モンサント
の不自然な食べもの』」(20)
・環境映画上映会『モンサント
の不自然な食べもの』」(24)

・コンポスト相談会（1）
・自然観察会（15）

・自然観察会（15）

・ラジオ広報（2）

・ラジオ広報（6）

・「わくわく農園教室」
(14)
・「ナチュラル＆エコ生活
やっぱり気になる電気の節
約」(26)

・46号発行

・「～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！」（7）

・「わくわく農園教室」
(12)
・「さがみはらコミュニ
ティビジネス起業講座 人
が集まる場をつくる 活か
す 続ける」(12)
・「エコなお掃除講座・石
けんづくり」(18)
・「森林体験 ～森に癒し
を求めて～」(19)

・「グリーンコンシュー
マーになろう！」(4)
・「わくわく農園教室」
(14)

・ラジオ広報（1）

・自然観察会（15）

・実行委員会（10）

・実行委員会（15）

・ラジオ広報（5）

・「さがみはらコミュニ
ティビジネス起業講座 人
が集まる場をつくる 活か
す 続ける」(9)
・「わくわく農園教室」
(23)
・「さがみはらコミュニ
ティビジネス起業講座 人
が集まる場をつくる 活か
す 続ける」(30)

・コンポスト相談会（11）

・自然観察会（15）

・桜美林大学（16,17,19,20,23）
・相模女子大学（16,19,20,22,23）
・工学院大学（16,19,20,22,23）

・ラジオ広報（4）

・特別号発行
「エコなおそうじ」

・「森林体験学習」（31） ・「森林体験学習『時計づ
くり』」（19）

・コンポスト相談会（2）
・自然観察会（14）

・プログラムコンテスト
・実行委員会(4)(24)
・環境まつり（30）
・清新中学校（2）

・ラジオ広報（4）

・45号発行

・ラジオ広報（3）

・自然観察会（15）

・47号発行

・48号発行
・春のわんぱく親子ハイキ
ング～県立津久井湖城山公
園に眠るなぞを解明せよ！
～（29）

・「エコクッキング～余熱
利用、同時調理でおいしく
てエコな料理を～①」(28)
・「エコクッキング～余熱
利用、同時調理でおいしく
てエコな料理を～②」(29)
・「エコクッキング～余熱
利用、同時調理でおいしく
てエコな料理を～③」(30)

・環境講座「知らないうち
に大変なことになっていた
日本の水事情」（22）

・コンポスト相談会（6）
・自然観察会（15）

・自然観察会（15）

・国、相模原市の環境政策
（6）
・「大豆ワックスで作るア
ロマキャンドル」（11）
・「さがみはらコミュニ
ティビジネス起業講座 人が
集まる 活かす 続ける 」
（22）
・ワークショップ「生物多
様性を考える相模原会議）
（27）
・コンポスト相談会（3）

・自然観察会（15）

・自然観察会（15）

・実行委員会準備会（26）

・実行委員会（13）

・実行委員会(10)(25)

・小山中学校（12、13、
14、15）

・桜美林大学（7）
・相模女子大学（7）
・明治大学（7）

・桜美林大学（21、22、
24、25、26、27）

・桜美林大学（3、4、5、
11、12、13、14、15）

・ラジオ広報（7）

・ラジオ広報（5）

・ラジオ広報（6）

・ラジオ広報
・環境政策学習会

・ラジオ広報（2）

