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【はじめに】 

 

この報告書は、地方教育行政法の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律

第１６２号）第２７条に基づき、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検、

評価の結果を報告するため、平成２６年度の主要な施策の成果を説明する書類

として市議会に提出した「行政報告書」並びに、当該年度における「施策評価」

のうち、教育委員会所管の事務事業等を抜粋して調製したものです。 

 

平成２７年１１月 

 

 岡谷市教育委員会 
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【参 考】 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律」 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第二十七条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教

育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第三項の規定により事務

局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及

び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公

表しなければならない。 

 

○地方自治法 

（決算）  

第二百三十三条 

５ 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たっ

ては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で

定める書類を併せて提出しなければならない。 
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第１ 【教育総務課】 

１ 概説 

教育総務課では、学校における子どもたちの基礎的学力を保障し、個性の伸長や社会性の

育成を始めとした調和ある心身の成長発達支援のほか、魅力と活力ある学校づくり、文化や

伝統を尊重した教育の推進に向けて、学校・家庭・地域・関係機関・諸団体との連携を深め

ながら各種事業を推進した。 

 

学校施設では、児童の安全な学校環境を確保するため、岡谷小学校のあり方検討委員会か

らの提言を受け、岡谷小学校統合計画を策定するとともに、統合を着実かつ円滑に進めるた

め、学校統合推進委員会を組織し、様々な検討、調整を進めた。 

その他、岡谷西部中学校の耐震改修工事に向けた実施設計を行ったほか、天井材等非構造

部材の落下を防止するため、市内小中学校体育館の対策工事を実施し、安全性の向上を図っ

た。 

 

学校運営では、平成２６年２月に示された「長野県中学生期のスポーツ活動指針」を受け、

校長会主導による岡谷市４中学校合同部活動運営会議を開催し、中学生期の部活動に関す

る基本的な考え方をまとめた。 

 

子ども総合相談センターでは、様々な悩みを抱える児童生徒に対してチーム支援を推進

し相談体制の充実を図ったほか、フレンドリー教室及び各中学校の中間教室を活用し、不登

校傾向にある子どもたちの適応指導や学習支援に努めた。また、障害のある子ども一人ひと

りに応じた特別支援教育の充実に向け、文部科学省のモデル事業を受託した。さらに、いじ

め対策については、本市におけるいじめ防止等のための基本方針の策定に向け、調整を進め

た。 

 

教育委員会全般としては、前岩下貞保教育長の退任に伴い、８月１１日付で岩本博行教育

長が就任した。また、平成２７年４月からの教育委員会制度改革に備え、例規改正等の対応

を進めるとともに、教育委員については組織の強化、充実を図るため、定数を１名増とし、

平成２７年３月１日付で太田博久氏が教育委員に選任された。このほか、平成２７年３月 

９日で任期満了となった草間吉幸教育委員長が３月１０日付で再任された。 

 

 

２ 実績総括 

主要な事務事業 内          容 

教育委員会運営事

務 

１ 教育委員会会議 

・定例教育委員会 １２回開催 

・臨時教育委員会 １８回開催 
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主要な事務事業 内          容 

地域に開かれた学

校づくり事業 

１ 学校評議員 

  １２小中学校 ７１名 委嘱 

２ 岡谷市の教育を語る会 

・平成２７年２月１２日（木）開催 

常日頃から学校や家庭と関わり、子どもとその家庭が抱えている問

題について直接対応している岡谷市子ども総合相談センターの職員

と教育委員が、センターに寄せられる相談の現状などをテーマに懇

談を行った。 参加者１４名 

３ 地区懇談会等 

 ・平成２６年１１月４日（火）開催 

  区長会主催の会議に教育委員が出席し意見交換を行った。 

テーマ 「少子化に伴う小中学校のあり方についての勉強会」 

児童生徒の安全対

策事業 

１ 学校安全教育推進事業 

  「子どもの安全を守る」ための学校、地域ぐるみ、さらに全市的な

推進体制の確立を図った。 

 ・学校推進体制の充実 

災害、不審者等への対応として、各校で危機管理マニュアルを整備・

見直したほか、安全確保のための施設・設備の整備・点検を実施し、

児童生徒による避難訓練等を実施した。 

・地域連携の推進 

通学路の危険箇所を点検し「地域安全指導マップ」を作成するとと

もに、「安心の家」との連携や地域ボランティア組織による登下校時

の指導、パトロール活動等の取り組みを進めた。 

・通学路の交通安全対策 

 平成２４年度に実施した通学路の緊急合同点検により、ハード対策

を必要とする４４箇所のうち、平成２５年度に安全対策を施した１

６箇所を除いた、残り２８箇所中１２箇所について安全対策を実施

した。 

２ ふれあいたいむ推進事業 

  子どもたちの登下校時の安全を確保するため、その時間帯に市民が

散歩やジョギング、清掃などの屋外活動を行いながら子どもたちを

見守る取り組みを推進した。 

 ・推進旬間  ５月１９日（月）～ ５月２８日（水） 

       １０月２０日（月）～１０月２９日（水） 
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主要な事務事業 内          容 

教育相談等体制整

備事業 

１ 子ども総合相談センターの運営 

・センター長以下子ども教育支援相談員等、計９名体制で、子育て・

子育ちに関する総合的な相談・支援に応じた。 

・相談実件数４７８件 延べ回数１，５２１回 

           うち、ケース会議１６１回 

２ フレンドリー教室・中学校中間教室の運営 

 ・実通室数 フレンドリー教室２名、校内中間教室８名 

 ・不登校生親の会支援（１０回） 

３ カウンセリング等の充実 

 ・教育相談室で専門カウンセラー(臨床心理士)による教育相談を、月２

回実施した。 

 ・県費のスクールカウンセラーを３名配置した。 

 ・心の教室相談員を４中学校に各１名配置し、生徒の悩みの相談等の

支援を行った。 

 ・スクールソーシャルワーカー１名が、継続的な不登校ケースや、学

校だけでは対応困難な事例への支援対応を図った。 

就学教育相談、 

特別支援教育 

１ 特別支援教育推進事業 

・昨年度に引き続き、国のインクルーシブ教育システム構築モデル事

業を受託し、岡谷市立小・中学校における特別支援教育モデル運営

協議会を開催。事業の推進や成果、課題の検証を行った（全体会の

開催 計４回）。 

・県費のスクールカウンセラーを３名に、市費でも兼務を発令し、特

別支援教育の観点を加えて拡充派遣を行った。 

・特別支援教育教材の整備、共有化を図った。 

２ 就学指導相談委員会 

・特別な支援を必要とする園児、児童生徒の適正な就学を進めるため、

岡谷市就学指導相談委員会を開催した。 

年６回開催 判断延べ件数５３件 

 ・通級による指導が必要な児童生徒について、小委員会により丁寧に

審議した。年５回 判断延べ件数１２件 

３ 特別支援教育コーディネーター連絡会 計６回開催 

子ども教育支援チ

ーム会議 

 国におけるいじめ防止対策推進法の施行に伴い、チーム員を拡大し国

の示す組織として位置づけた。地域の関係団体、保護者代表、専門知識

を有する者が新たに参画し、行政担当者や、校長会等の連携のもと、「長

期欠席」「いじめ」の２部会に分かれて協議を行った（全体会の開催 計

５回）。 
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主要な事務事業 内          容 

生徒指導推進委員

会及び子どもの自

立支援委員会活動 

小・中・高等学校、地域、家庭で密接な連携を図り、問題行動等に対

する指導の充実、徹底を図り、健全な児童生徒の育成に努めた。また、

すべての小・中学校でソーシャルスキルトレーニング(ＳＳＴ)に取り組

み、人間関係力や自己肯定感の高揚に努めた。 

・生徒指導の推進と学校間の情報交換 ・ＳＳＴの実施 

・長期休業中の生徒指導 ・あいさつ運動の推進 

・Ｑ－Ｕの実施 ・長期欠席児童生徒への対策 

生徒指導推進委員会１０回、子どもの自立支援委員会６回 

いじめ防止対策 「岡谷市いじめ防止等のための基本方針」の策定に向け、原案の検討

を行った。いじめ防止対策推進委員会７回 

小中学生による「いじめ根絶子ども会議」の取組を推進し、 

１２月２０日にはまとめの会を開催した。参加児童生徒数６３名 

教職員研修・学校支

援指導 

教職員の資質向上を図るため、校長会との共催により、各種研修会等

を実施したほか、学校訪問等により学校経営に対する助言・指導等を行

った。 

・４月１０日 新任校長・教頭研修会    ２３名 

・５月２２日 新任学校教職員研修会    ７０名 

・６月１９日 中堅教員研修会       ３８名 

・７月２８日 教職員研修会       ２８２名 

・１月３０日 授業公開（上越市大手町小） ２３名 

学校図書館活用推

進事業 

 学校及び家庭における児童生徒の読書活動の充実を図り、「豊かな心」

と「自ら学ぶ力」の育成を図るため、読書・学習・情報センターとして

機能する学校図書館づくりを市立岡谷図書館と連携をとりながら推進し

た。 

１ 図書館指導員の配置 

  全１２校に図書館指導員を配置し、司書教諭等をサポートするとと

もに、図書館の環境整備を行った。 

２ 学校図書館教育推進委員会 

  各校の図書館や読書活動等に関する情報交換・研究を行い、 

  読書指導等の充実を図った。委員会 ８回開催 

平和体験研修事業  平和や人権について考え、体験する機会として、４中学校２年生代表

を広島市へ派遣した。広島で学んだことを校内等で広く長く反映させる

ため、今年度から、参加対象者を全員２年生にする見直しを行った。 

平和記念式典や被爆体験講話研修、灯ろう流しに参加するなど、平和

への思いを深めた。 

・８月５日～８月７日 生徒２０名 教職員等８名  （1,049,800円） 
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主要な事務事業 内          容 

教員住宅管理事務 １ 教員住宅整備 

 ・平成８、９年度に整備した間下教員住宅の公立学校共済組合に対す

る債務負担行為による建設費支払い （40,462,199円） 

２ 施設管理及び維持補修 

 ・市営教員住宅及び間下教員住宅の維持管理を行った。 

（市営教員住宅：年度当初54戸、年度途中11戸処分、年度末43戸 

 間下教員住宅：38戸） 

・教員住宅修繕           ８件   （247,190円） 

・量水器取替工事          １件   （472,914円） 

３ 教員住宅管理運営計画による財産処分  

  ・一般公募等により教員住宅２箇所、11戸の売却処分を行った。 

上の原小南側教員住宅 ５戸 敷地 1,195.61㎡ 

山下町教員住宅     ６戸 敷地  668.22㎡ 

                 売却額：23,535,000円 

保健体育科指導事

業 

地域に根ざした郷土の生活文化であり、伝統あるスポーツ文化のスケ

ートを授業や部活動に取り入れ、児童生徒の健康増進、体力の向上に努

めた。 

屋内屋外両リンクを利用し、小学校では体育教科の授業として、中学

校ではスケート部活動の中でインストラクターによる指導を行った。                   

（9,030,850円） 

区 分 屋内リンク 屋外リンク 計 

 人 人 人 

小学校 2,599 4,634 7,233 

中学校  0 159 159 

計 2,599 4,793 7,392 
 

英語教科補助指導

事業 

中学校における英語教科指導、また小学校における外国語活動及び国

際理解教育を補助するため、４名のＡＬＴ（外国語指導助手）を配置し

た。              (18,515,580円) 

岡谷市４中学校合

同部活動運営会議 

長野県中学生期のスポーツ活動指針を受け、朝練や放課後部活動の延長

として行われている社会体育活動のあり方などについて検討するため、

岡谷市４中学校合同部活動運営会議を開催し、中学生期のよりよい部活

動実施のための基本的な考え方をまとめた。 

・全 体 会 ３回開催 ・小委員会 ２回開催 

 ・構 成 員 中学校長、部活動担当教諭、養護教諭、事務職員、 

ＰＴＡ会長、部活動外部指導者、体育協会役員等 

２０名 
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主要な事務事業 内          容 

情報教育推進事業 １ 教育用情報機器等の整備 

   市内小中学校に情報教育用機器（校内ＬＡＮ等含む）を配備し、

情報教育指導員１名により市内小中学校の情報機器メンテナンス、

機器操作サポート、教職員向け講習会、授業サポート等を行い、情

報教育を推進した。 

   小学校パソコン教室及び校務用パソコン等情報機器の老朽に伴

い、新規リース契約による情報機器の更新を行った。 

２ 学校インターネット事業 

   諏訪地域６市町村で構成する諏訪地域教育用ネットワーク推進会

議において、諏訪地域６市町村全小中学校のネットワークを設置運

営、教育用ネットワーク有効活用の研究等、ＩＴ教育を推進した。 

３ 情報教育委員会（年５回） 

   児童生徒及び教職員の情報活用能力を高めるための研修等を実施

した。 

また、情報モラル教育についての実践発表やセキュリティ･モラル

対策についての講習会を実施する等、情報モラル教育の充実を図っ

た。 

小中学校施設耐震

改修事業 

 安全な学校環境を確保するため、耐震診断に基づき改築が必要となっ

た岡谷西部中学校管理教室棟等の耐震改修に向けた実施設計を行い、平

成２８年度での工事完了をめざして、債務負担行為を設定し、契約事務

等を進めた。 

○岡谷西部中学校改築工事実施設計業務委託料（45,360,000円） 

○岡谷西部中学校管理教室棟改築工事（契約日３月１３日） 

建設工事    723,600,000円（債務契約による） 

電気設備工事  98,280,000円（債務契約による） 

機械設備工事  63,180,000円（債務契約による） 

○岡谷西部中学校管理教室棟改築工事監理業務委託料 

（契約日３月１３日） 

1,512,000円（債務契約による） 

小中学校施設非構

造部材等耐震対策

事業 

大地震発生時における、天井材等非構造部材の落下を防止するため、

市内小中学校体育館の対策工事を実施した。 

【小学校（田中小小体育館、上の原小体育館）】 

○天井等脱落防止工事実施設計業務 （ 3,084,480円） 

○天井等脱落防止工事監理業務   （ 1,738,800円） 

○天井等脱落防止工事       （57,002,400円） 
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主要な事務事業 内          容 

小中学校施設非構

造部材等耐震対策

事業（続き） 

【中学校（岡谷北部中小体育館）】   

○天井等脱落防止工事実施設計業務 （ 1,321,920円） 

○天井等脱落防止工事監理業務   （   745,200円） 

○天井等脱落防止工事       （25,380,000円） 

岡谷小学校あり方

検討事業 

１．岡谷小学校のあり方検討委員会 

昨年度に引き続き、岡谷小学校のあり方検討委員会を4回（第10回から

第13回まで）開催し、延べ13回に亘る検討の末、同委員会から「統合分

散はやむを得ない」との提言をいただいた。 

提言を受け、市及び教育委員会において岡谷小学校の今後に関する方

針として、田中小学校及び神明小学校との統合による「岡谷小学校統合

計画」を策定し、関係校保護者、地域住民、岡谷小児童等への説明会等

を開催した。 

・岡谷小学校のあり方に関する提言：6月26日 

・田中小保護者との意見交換会：7月24日 

・神明小保護者との意見交換会：7月28日 

・岡谷小学校統合計画公表：7月31日 

・岡谷小保護者説明会：8月6日 

・岡谷小児童説明会：8月22日、9月5日 

・岡谷区説明会：8月28日 

・市民説明会：8月30日 

２・地盤安全確保対策 

当面の安全を確保するため、歪み計、地盤伸縮計、地下水位計により

地盤の動きを継続的に監視した。 

 ○敷地内地質調査及び測量業務：5,184,000円 

学校統合推進事業 １．学校統合推進 

７月末に策定した岡谷小学校統合計画に基づき、学校統合推進委員会

を中心に平成２８年４月の統合に向けて、諸課題の調整、検討を進めた。 

 また、関係校保護者、地域住民等に対する統合計画の説明及び統合に

向けた意見交換会等を開催した。 

 ・学校統合推進委員会：6回 

  仲間づくり交流部会：4回 

  通学安全部会：4回 

  学校生活児童ケア部会：4回 

  式典部会：2回 

  ＰＴＡ部会：6回 
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主要な事務事業 内          容 

学校統合推進事業

（続き） 

敷地活用部会：1回 

 ・来入児保護者説明会：10月21日 

 ・小尾口区説明会：11月17日 

 ・下浜区説明会：11月19日 

 ・上浜区説明会：11月20日 

 ・関係校保護者アンケート：12月 

 ・神明小保護者意見交換会：2月9日 

 ・岡谷小保護者意見交換会：2月13日 

２．統合に伴う施設整備 

 統合による児童数の増加に伴い、施設が不足する田中小学校の施設整

備に向けて設計業務を行った。 

 ○田中小学校増改築工事設計業務：23,004,000円 

小中学校施設整備 

 

 

 

○主な修繕工事等（50万円以上） 

【小学校】 

・湊小職員玄関改修工事          （4,938,840円） 

【中学校】 

・岡谷北部中給食室ボイラー取替工事    （3,996,000円） 

小中学校備品整備 ○主な購入備品（単価10万円以上）             （円） 

小

学

校 

岡谷小 
教材提示用具セット 1 147,960 

小学校理科 DVD セット 1 135,000 

長地小 二槽シンク 1 297,000 

中

学

校 

岡谷西部中 食器洗浄機 1 2,106,000 

岡谷北部中 
静電高圧発生装置 1 129,600 

中学校理科 DVD セット 1 103,140 
 

要保護及び準要保

護児童生徒就学援

助費、特別支援学級

就学奨励費支給事

業 

要保護及び準要保護児童生徒の保護者に対し必要な就学援助を行い、

義務教育の円滑な実施を図った。 

また、特別支援学級に就学する児童生徒等の保護者に対し、特別支援

学級への就学等に要する経費に対する奨励費を支給し経済的負担の軽減

を図った。 

なお、平成26年度より、特別支援学級就学奨励費において、通級指導

に要する交通費を新たな支給項目として加え、支給した。（通級指導交通

費：支給人員 22人、支給金額 100,160円） 

【就学援助費】 

小学校：21,911,173円 中学校：20,873,842円 

【特別支援学級就学奨励費】 

   小学校： 1,801,977円 中学校：   903,496円 
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主要な事務事業 内          容 

岡谷市育英基金奨

学金事業 

 高校、大学等への進学者に対し、選考委員会による選考の上、 

岡谷市育英基金による奨学金貸付者を決定し、対象者への貸付 

及び償還事務等を行った。 

 ・本年度貸付者 ６３名 

・うち新規貸付 ２０名 

（大学    ９名） 

（短大    ３名） 

（専門学校  ５名） 

（高専    １名） 

（医師養成課程２名） 

・当年度貸付額  44,698,000円 

・償還免除累計額 29,981,175円 (H15年度～H26年度分)  
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第２【生涯学習課】 

１ 概説 

生涯学習課は、第４次岡谷市生涯学習推進計画に基づき生涯学習の充実を図るため、社会

教育、文化財保護、学童クラブ、青少年健全育成等の諸事業を推進するとともに、第５次岡

谷市生涯学習推進計画を策定した。 

また、美術考古館、図書館、生涯学習活動センター（生涯学習館）、塩嶺野外活動センタ

ー、公民館各施設の管理運営等の業務を執行した。 

 

 

２ 実績総括 

主要な事務事業 内          容 

社会教育振興事業 １ 社会教育委員の会議 

 社会教育関連事業について、視察や研修などの研究活動をする中で

協議・検討・意見集約を行い、教育委員会へ助言・提言を行った。 

 （１）教育委員会からの諮問   無      

 （２）会議等 

    ・全体会議        ８回 

    ・教育委員との懇談会   ２回 

① 第１回（１０月７日） 

・「第５次岡谷市生涯学習推進計画の策定について」 

② 第２回（３月１６日） 

・「第５次岡谷市生涯学習推進計画の実践に向けて」 

 （３）研究活動 

①研修会等を通じ、各委員が自発的に研究活動を行った。 

②長野県社会教育研究大会：事例発表（９月１７日） 

③社会教育委員同士による研修会 ３回 

 （４）社会教育委員連絡協議会負担金 

（委員割・人口割）   ６４，３３０円 

２ 美術展共催 

市民の芸術文化振興のため、美術展の共催を行った。 

（１）第６７回諏訪美術展の共催 

   ・期間 ６月１日～８日 

・場所 諏訪市文化センター    

・諏訪美術展負担金    ３４，０００円 

（２）第４８回岡谷展の共催 

 ・期間 １０月９日～１２日 

・場所 カルチャーセンター 
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主要な事務事業 内          容 

社会教育振興事業

（続き） 

    ・岡谷展負担金      ５０，０００円 

（３）第６６回長野県美術展の共催 

 ・期間 １１月１６日～３０日 

 ・場所 上田市立美術館 

・長野県美術展負担金   ９５，０００円 

３ 郷土学習館活動支援 

郷土の先人に学び、地域から生涯学習活動を発信している特定非営

利活動法人郷土学習館運営委員会の活動について助成・支援を行った。 

・郷土学習館活動支援事業補助金  １，８００，０００円 

(2,492,100円) 

成人式開催事業 

 

 岡谷市で心身を育んだ男女青年が、人生の節目として成人を迎えたこ

とを祝うため、１月の第２日曜日に開催した。 

 ・日 時 １月1１日（日） 午後２時 

 ・会 場 岡谷市文化会館（カノラホール） 

 ・該当者 【平成６年４月２日から平成７年４月１日までの出 

生者で、市内に在住する者及び市内に親等が在住する者】 

区 分 男 女 計 

対象人数 284人 284人 568人 

参加人数 202人 214人 416人 

参加率 71.1％ 75.3％ 73.2% 

(367,152円) 

生涯学習推進事業 １ 「成長樹（期）子育て実践ポイント」活用事業 

 おかや子育て憲章具現化の取り組みとして、子育てのポイントを年

齢期毎にまとめたパンフレット「成長樹（期）子育て実践ポイント」

を、母子手帳交付時、子ども課実施の「こんにちは赤ちゃん事業」の

訪問時等を中心に配布した。  

２ 市民とあゆむまちづくり講座開催事業（岡谷市職員出前講座） 

市民の生涯学習活動をより一層推進するため、職員が地域へ講師と

して出向き、市政についての講座を開催した。 

 ・メニュー      ７部門       ８５講座 

 ・実施件数     １０８件   延べ３，５０６人 

３ 学びのおかやサポート事業 

  地域の教育力を学校教育、社会教育、社会体育の場で活用するため、

ボランティア保険への加入について公費で負担することで、広くボラ

ンティアの参画を進めた。 

・加入者数                ２４４人 
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主要な事務事業 内          容 

生涯学習推進事業

（続き） 

４ 地域子ども施策安全保険料負担金  

  地域における子ども施策事業の安全を担保するために、保険料を全

額公費負担した。「放課後子どもの居場所づくり事業」へも繋げ、地域

住民が安心して活動出来る環境づくりに寄与した。 

 ・加入者数              ５，２００人 

                        （737,895円） 

人権教育推進事業 岡谷市は、平成８年３月「人権尊重都市宣言」を掲げ、市民一人ひと

りがさらなる人権意識の高揚と、かけがいのない存在として尊重される

差別のない社会づくりのため、岡谷市人権教育推進委員会における基本

方針により人権教育を推進した。 

・実施回数  

家庭教育学級    ５回（今井保育園・若草保育園・西堀保育園） 

（神明小学校・上の原小学校） 

輝く子育て支援学級 ２回（湊公民館・川岸公民館） 

２ 人権感覚を養う人材を育成するために社会教育委員、少年愛護協議

会、連合婦人会、民生児童委員協議会、地区保護司会、更生保護女性会、

人権擁護委員会、男女共同参画推進市民の会、一般市民の希望者等を対

象とした社会人権教育指導者研修会（全６講座）を開催した。 

・実施期間  ６月２５日～１０月２２日 

・受講者１９名 延べ１１１人 

（94,841円) 

放課後子どもの居

場所づくり事業 

第４次岡谷市総合計画後期重点プロジェクト「輝く子どもの育成」の

一環として、市内８小学校全ての児童を対象とし、放課後の子どもたち

が地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進した。 

                （※全児童登録） 

小学校名 名称 運営形態 登録児童数 実施回数 

川岸小学校 とちっ子ひろば 直営型 97 25 

湊小学校 あそぼう日 直営型 133※ 13 

田中小学校 あやめ基地 直営型 240※ 12 

長地小学校 おさっちあ 委託型 169 12 

岡谷小学校 あかっしあ 委託型 
前半 90 

後半 73 
19 

上の原小学校 うえのはらっぱ 直営型 95 16 

小井川小学校 おいかわっこ 委託型 105 11 

神明小学校 
神明っ子・はば

たき・ラボ 
直営型 105 19 

                       (4,703,013円) 
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主要な事務事業 内          容 

学童クラブ管理運

営事業 

児童福祉法第６条の２第２項の規定による「放課後児童健全育成事業」

として、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童及び生徒に対し、

適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図ることを目的とし

運営した。 

１ 市内８小学校で１０学童クラブを運営した。開設日は学校登   

校日及び学校休業日とし、土曜日は田中小学校とひかりクラブで開設

した。 

・３月末現在の登録人数（登校日、休業日登録者実人数） 

学年 人数 うち「ひかりクラブ」 

１年 174 人  0 人 

２年 186 人  0 人 

３年 118 人  1 人 

４年以上  11 人  9 人 

 計 489 人  10 人 

２ 学童クラブボランティア参画事業 

（１） 高校生ボランティアの参画 

・人  数  ９人 

・期  間  平成２６年４月～平成２７年３月 

・内  容   岡谷東高校ボランティアサークルによる 

田中小学校学童クラブへの参画 

（２） 読み聞かせボランティア 

①夏休み 

・期  間 ７月２４日～８月１８日 

・実施回数 １０３回 

・参加人数 延べ１３９人 

・内  容 読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター等 

②春休み 

・期  間 ３月２０日～３１日 

・実施回数 ５８回 

・参加人数 延べ８７人 

・内  容 読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター等 

３ 中学生「学童ＷＯＲＫＷＯＲＫ
わ く わ く

体験事業」 

・申込人数 ２５人 

・期  間 ７月２８日～８月１２日 

・参加人数 延べ６９人 
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主要な事務事業 内          容 

学童クラブ管理運

営事業（続き） 

・参加時間 ３３０時間 

・内    容 中学生による、学童クラブ指導員の職業体験 

(42,586,517円) 

 

学童クラブ施設整

備事業 

平成２７年度より開設する神明小第２学童クラブと小井川小第２学童

クラブの必要な備品を購入した。 

                       (699,298 円) 

 

指定文化財管理事

業 

１ 市管理の指定史跡梨久保遺跡、姥ヶ懐古墳、唐櫃石古墳、スクモ塚

古墳、広畑遺跡の草刈、アメシロ駆除等の管理を行った。 

２ 市指定文化財保護事業への補助金を交付した。 

 ・「駒沢諏訪社のサワラ」防護柵修理事業 

 (115,118円) 

旧林家住宅管理事

業 

１ 施設の維持管理、公開を行った。 

 ・蚕糸博物館の開館に合わせ水曜日休館に変更。 

２ 施設を活用した行事を開催した。 

・４月２９日 シルクフェアで建物の無料公開と岡谷市茶道協会 

による呈茶。 

・４月２０日～５月１１日 五月人形の展示。 

・９月２８日 岡谷市茶道協会との共催による茶会。 

・１１月３日 文化の日に無料公開。 

・８月１日～３日 岡谷蚕糸博物館の開館に合わせ無料公開。 

(4,130,591円) 

旧渡辺家住宅管理

事業 

１ 施設の維持管理、公開を行った。 

２ 施設を活用した行事を開催した。 

・４月１９日 あるき太郎花回廊に合わせて無料公開。 

・４月２０日～５月１１日 旧渡辺家住宅保存協力会との共催 

 により五月人形の展示及び５月５日に呈茶。 

・１１月３日 文化の日に無料公開。 

               (666,530円) 

旧山一林組事務所

管理事業 

１ 施設の維持管理を行った。 

２ 建物１・２階を岡谷絹工房として施設の活用を図った。 

        (1,783,647円) 
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主要な事務事業 内          容 

有形文化財保護・保

全事業 

１ ５月２９日 岡谷市文化財保護審議会を開催し委嘱書の交付を 

行った。 

２ 生涯学習課分室・公用車両の管理を行った。 

３ 文化財の保護活用のため、文化財説明標柱修理を行った。 

 ・「新倉十五社のケンポナシ」説明標柱 

４ ９月２３日 エコーロータリークラブとの共催により唐櫃石古墳 

ヒカリゴケの見学会を行い１００人が参加した。 

 (4,500,605円) 

遺跡発掘調査事業 １ 個人住宅等小規模開発・公共事業に伴う試掘調査等を通年にわたり

実施した。 

 ・調査件数 １４件 ３１１㎡ 

２ 広畑発掘探検隊事業により遺跡調査の体験学習を行った。 

 ・８月９日 参加者３２人 

               (3,020,405円) 

美術考古館管理事

業 

１ 美術考古館の管理・運営を行った。 

２ 美術考古館の「絵はがき」、「一筆箋」、「クリアファイル」などの資

料販売を行った。 

３ 「おかやまち歩き古本市」や「おかや軽トラ市」など周辺商店街等

と連携したイベントに参画した。 

４ 岡谷美術考古館だより Vol.４を発行し、開館２年目を迎えて周辺商

店街と連携して実施した展示や学習事業などの情報発信を行った。 

５ 美術考古館の市民ギャラリーや交流ひろばなどの施設の貸出を行っ

た。 

６ 美術考古館の収蔵作品・資料の適切な管理を行った。 

                    （9,396,390円） 

芸術品等収集事業 １ 花岡哲象、宮原むつ美や武井直也等作品の１５点の寄贈を受けた。 

美術考古館学習事

業 

１ 美術考古館の来館者等を対象としたワークショップなどのイベント

を開催した。 

イベント名 開催日 参加人数 

ギャラリートーク「岡谷市考古学入門縄文偏

「火おこし体験」お披露目会 
4 月 12 日 10人 

ギャラリートーク「岡谷市考古学入門 

縄文偏「火おこし体験」お披露目会 
4 月 13 日 11人 

こいのぼりはし袋を作ろう 5 月 4 日 10人 

作って戦え！紙ずもう大会 5 月 5 日 9人 
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主要な事務事業 内          容 

美術考古館学習事

業（続き） 

イベント名 開催日 参加人数 

ほっとひと息おはなし会～むかしばなし

を中心に～ 
5 月 6 日 15人 

勾玉づくり 6 月 8 日 45人 

ひまわりを描く 6 月 22 日 10人 

風鈴をデザイン！透明ガラスに絵付け 7 月 6 日 28人 

火おこし体験＆おこした火で野菜を焼

く！ 
7 月 13 日 約100人 

縄文人体験 弓矢であそぼ 7 月 26 日 約100人 

蚕糸博物館オープニングタイアップイベ

ント フェイスペインティング 
8 月 1～3 日 20人 

ダンボールで巨大建築！美術館にサグラ

ダファミリア 
8 月 9 日 21人 

太鼓祭りを盛り上げ隊！ミニ太鼓作り 8 月 13 日 10人 

牛乳パックでつくるスクエア型ライト 8 月 22 日 8人 

牛乳パックでつくるスクエア型ライト 8 月 23 日 2人 

夜のぞくぞくミュージアムツアー 8 月 22･23 日 10人 

諏訪の長い夜 ホットサマーコンサート 

昼 
8 月 22 日 58人 

諏訪の長い夜 ホットサマーコンサート 

夜 
8 月 22 日 78人 

諏訪の長い夜 ホットサマーコンサート 

昼 
8 月 23 日 50人 

人のかたちっておもしろい！自分の体を

紙に型取りして美術考古館の窓に貼ろ

う！ 

9 月 7 日 11人 

敬老の日にプレゼント！土偶ネックレス 9 月 15 日 14人 

岡谷考古学はかせ検定2014 9 月 21 日 70人 

新聞紙粘土で実寸代の人形彫刻を作る！ 9 月 23 日 20人 

金属の素材に触れてみよう！銅板レリー

フづくり 
10 月 11 日 12人 
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主要な事務事業 内          容 

美術考古館学習事

業（続き） 

(129,447円) 

 

 

 

 

イベント名 開催日 参加人数 

縄文土器パズルをつくろう！ 10 月 13 日 0人 

ビニールシートでふわふわどうぶつ彫

刻！ 
10 月 25 日 1人 

ハロウィンイベント！火おこしマシュマ

ロを焼こう！ 
10 月 26 日 約100人 

美術考古館テラスに巨大動物あらわる！

いろいろな素材を使って巨大動物彫刻を

つくろう！ 

11 月１日 ７人 

紙粘土で誰も見たことのない変な動物を

作ろう！ 
11 月 16 日 4人 

たのしの森市・出張勾玉つくりワークシ

ョップ 
11 月 29 日 約60人 

たのしの森市・出張勾玉つくりワークシ

ョップ 
11 月 30 日 約90人 

ステンドグラス風透明クリスマスカード

作り 
12 月 6 日 18人 

土偶とまつぼっくりのクリスマスリース

作り 
12 月 14 日 6人 

紙版画の未年の年賀状を作ろう 12 月 21 日 9人 

作って遊ぼう BIG ドグウすごろく 1 月 18 日 16人 

動く版画？ゾートロープを作ろう 2 月 15 日 13人 

旅するムサビ展 in 岡谷 ムサビ生と作

品を見よう 
2 月 21 日 30人 

世界一？長い紙版画作品を作ろう 2 月 22 日 7人 

縄文土器復元パズルをつくろう 3 月 7 日 13人 

桜をディスプレイしよう！ 3 月 21 日 22人 
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主要な事務事業 内          容 

美術考古館展示事

業 

１ 収蔵作品展の開催 

・「辰野登恵子～不毛なものたちの世界」 

平成２６年１月２３日～平成２６年５月１２日 

関連イベントの開催 

イベント名 開催日 参加人数 

辰野登恵子展ギャラリートーク 4月5日・29日 14人 

・「宮原麗子・むつ美～スペインの風・薫り」５月１５日～８月２５日 

関連イベントの開催 

イベント名 開催日 参加人数 

宮原麗子・むつ美展ギャラリートーク 5月24日 8人 

宮原むつ美ワークショップ 7月19日 10人 

宮原麗子・むつ美先生によるギャラリー
トーク 

7月20日 32人 

宮原麗子・むつ美先生によるギャラリー
トーク 

8月22日 45人 

宮原むつ美ワークショップ みんなでベラ
スケス共同制作コラージュ 

8月22・23日 23人 

 ・「彫刻になった女たち～永遠の美」   ８月２８日～１２月１日 

  ・「津金寉仙と２０世紀の書家」     １２月４日～３月２日 

２ 交流ひろば展示 

 ・「増沢荘一郎が育てた岡谷の版画と子どもたち」 

４月１９日～５月１８日 

関連イベントの開催 

イベント名 開催日 参加人数 

ギャラリートーク「版画今昔物語」 4月26日 8人 

・「田中小学校６学年学習発表展示」   ６月２１日～７月１８日 

・「ガッコウアート、出張中！」    ８月１日～１０月６日 

・「さわってドキ土器！土器って面白い！～土師の会がつくった土器

にさわってみよう～」            ２月２６日～４月２３日 

３ 考古常設展示 

・市内遺跡から出土の縄文～平安時代までの土器石器類の展示 

４ 考古企画展示 「古代のヒカリモノ～コハク・ヒスイ～」 

平成２５年１１月３日～平成２６年５月１２日 

 「市内発掘調査速報展」 

平成２６年５月１５日～平成２７年５月３１日 

(370,582円) 
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主要な事務事業 内          容 

美術考古館企画展

等開催事業 

１ 開館１周年記念を記念して特別企画展を開催した。 

 ・「おかやメタル Art Zoo～金属でつくられる動物たち展」             

１０月９日～１２月８日 

  関連イベントの開催 

イベント名 開催日 参加人数 

おかやメタル Art Zoo 歩いて巡ろう！作

品鑑賞ツアー 
11 月 2 日 22人 

イルフ童画館共同ワークショップ 

こーこといるふのモビールを作ろう 
11 月 3 日 15人 

 

２ 辰野登恵子先生のご逝去を悼み、追悼展や版画展の企画展を開催し

た。 

 ・「第２２回岡谷市内小学校児童版画展」 ２月７日～３月１日 

・「辰野登恵子追悼展」平成２７年３月６日～平成２７年５月１７日 

(1,260,389円) 

図書館管理事業 図書館の施設、設備の維持管理を行った。 

 ・エレベーター改修工事  １５，１２０，０００円 

 (58,640,881円) 

図書資料等貸出事業 １ 図書資料の受入 

区分 購入数 寄贈等数 購入金額 

図 書 4,777冊 841冊 7,750,257円 

保育園、幼稚園 

親子文庫用図書 
861冊 0冊 1,039,674円 

紙芝居 4冊 0冊 9,747円 

受入合計 6,483冊 8,799,678円 

新 聞 12種 5種 
1,034,140円 

雑 誌 69種 12種 

 

２ 視聴覚資料購入 

   ＤＶＤ･ＣＤ購入  ３１本 ３１９，９５０円 

                     (10,294,130円) 

読書普及活動事業 １ 子ども読書活動推進会議  

   ８月２８日、１２月４日、３月１０日開催 

２ おはなしの森等 
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主要な事務事業 内          容 

読書普及活動事業

（続き） 

 

行 事 実 施 参加人数 

おはなしの森 

ちいさなおはなしの森 

日曜日のちいさなおはなし

の森 

毎週土曜日 

毎月第３火曜日 

日曜日 ４回 
８４０人 

春だよ！スペシャル 

オリエンテーリング 

１回 

２日間 
９８人 

夏休み特集おはなしの森 ５回 ４２人 

こわ～いおはなしの森 １回 ４１人 

クリスマス特集 １回 ３９人 

３ 「うち読でエコ読」事業  

・広報への掲載、うち読本コーナーの設置 

４ ファーストブックプレゼント事業 

 ・配布数 ３４５冊                

５ 子ども工作教室 ７月２６日、１月３１日 

  参加人数 延べ  ９５人 

６ としょかん子ども読書まつり １０月２５日、２６日 

・関係１６団体と協力 ２日間  参加人数 延べ ７３７人 

 ７ としょかんキッズ（１日図書館員） 夏休み、春休み 

・小学４年生から高校生対象   参加人数 延べ  ２４人 

８ おやこルームの開設  

・会議室の空いている時間を開放       利用者 ２５人 

９ 職員派遣等による普及活動 

・乳幼児学級、乳幼児サークル、１０ヶ月健診での読み聞かせ 

10 子ども読書会議 ２月１８日 

・８小学校の図書委員 参加人数 １９人 

11 ぬいぐるみのおとまり会 １１月２２日 参加人数 ３９人 

12「図書館ｄｅ講座」の開催 ７月１９日 

 ・郷土の歴史講座 シルク岡谷の歴史を知ろう(蚕糸博物館との 

協働事業）             参加人数  ４０人 

13 まちかど図書館事業 

・市内公共施設に設置（岡谷市民病院、ロマネット、諏訪湖ハイツ、

生涯学習活動センター、勤労青少年ホーム、市役所ロビー、市民総合

体育館、美術考古館） 

出張まちかど図書館（確定申告会場） 
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主要な事務事業 内          容 

読書普及活動事業

（続き） 

14 図書リサイクル事業（読書サークル協議会との協働事業） 

   ９月２８日 

 ・来館者延べ ２９１人   リサイクル図書数 ２，９１９冊 

15 本の福袋 １月４日～１８日 

16 読み聞かせ講座・講演会（おはなしだいすきポポーの木事業） 

 ・講座 ６月１日、８月３０日   参加延べ人数   ８９人 

 ・読み聞かせ実演講座 ６月２８日   参加人数   ６７人 

17 文学散歩（読書サークル協議会事業）  

６月２２日  参加人数   ２７人 

18 文化講座＜講演会＞（読書サークル協議会事業） 

   １１月８日  参加人数   ３４人 

                        (391,571円) 

図書館情報ネット

ワークシステム管

理事業 

図書館情報ネットワークシステムの維持管理を行った。 

(4,084,548円) 

生涯学習館運営事

業 

（各種学級・講座） 

１ 輝く子育て支援学級 

 ・５月３０日～１１月１４日 １６回参加延べ人数 ４６７人 

２ 保育園･幼稚園家庭教育学級 

保育園、幼稚園毎に学級を設け保護者等を対象に開設 

・神明保育園ほか６園（市立）１３回 

参加延べ人数 １，５４５人 

・聖ヨゼフ保育園岡谷（私立）２回  参加延べ人数   ３７５人 

 ・聖母幼稚園ほか２園（私立）６回  参加延べ人数  ３７７人 

３ 小学校家庭教育学級 

小学校毎に学級を設け保護者等を対象に開設 

 ・神明小学校ほか３校     １６回  参加延べ人数１，１９０人 

４ 子ども学級 

・キッズクラブ ～岡谷の自然たんけん隊～ ５月１７日・８月 

 ２日・８月２３日・１０月４日・１２月１３日・１月１７日  

 ６回   参加延べ人数  ８２人 

５ 親子講座 

 ・おやこ料理教室 

  １０月２５日 参加人数 １７人 
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主要な事務事業 内          容 

生涯学習館運営事

業（続き） 

（各種学級・講座） 

・こども映画会（きつねとぶどう、ナイチンゲール物語ほか） 

３月２２日 参加人数 ４２人 

６ 世代間交流講座 

・３月２２日 おりがみで「ジバニャン」を折ろう！ 

自分で折った折り紙で紙相撲大会をやるよ！ 

参加人数３０人 

７ 成人・青年向け講座 

講座名 期 間 回数 延人数 

初心者のパソコン教室 6 月 2 日～7 月 7 日 6回 101人 

やさしいパンフラワー 6 月 3 日～7 月 15 日 5回 40人 

ＮＩＳＡを踏まえた 
暮らしと資産 

7 月 27 日 1回 8人 

子ども安心インターネット 8 月 2 日 1回 3人 

アートクレイシルバーで 
作る手作りアクセサリー 

11 月 8 日～11 月 15
日 

4回 37人 

多文化の食卓 
11 月 15 日～12 月 6
日 

4回 35人 

お正月料理講座 12 月 19 日 1回 27人 

初心者向け・生け花講座 
12 月 17 日、12 月 24
日 

2回 8人 

百人一首講座 
12 月 4 日～12 月 18
日 

3回 18人 

シナプソロジー・ロコモ体操 
2 月 20 日～3 月 13
日 

4回 45人 

お父さんのサプライズ弁当 2 月 7 日、2 月 21 日 2回 14人 

８ 青年層向け講座（ヤングカレッジ） 

  前年度閉校した青年学級に代わり、青年層向け講座として、新たに開

設した。 

・Ｅｘｃｅｌデータ作成マスター講座 

２月５日～３月２６日  ８回 参加延べ人数 ６７人 

・ピラティス講座 

  ２月１７日～３月２４日 ５回 参加延べ人数 ６１人 

９ 第１６回岡谷あれこれスクール 

 ・９月１１日～１０月９日  ５回 参加延べ人数    ２０人 

10 市民大学ともまなび講座 

基本テーマ『現代社会の子どもたち 

―心と身体の健やかな発達のために―』 

・いじめ問題に対する理解とその対応 

山梨学院短期大学保育科     作田 誠一郎 先生 

              ６月２１日  参加人数     ２８人 
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主要な事務事業 内          容 

生涯学習館運営事

業（続き） 

（各種学級・講座） 

・子どもの生活習慣と健康 

  山梨学院短期大学保育科      澤田 孝二 先生 

７月１９日  参加人数    ２４人    

・子どもの発達障害とどう向き合うか？ 

  山梨学院短期大学保育科      遠藤 清香 先生 

９月２０日  参加人数   ４２人 

・子どもの食をめぐる現状と課題 

   山梨学院短期大学食物栄養科   根津 美智子 先生 

 １０月１８日   参加人数    １７人 

 ・子どもを取り巻く環境―子どもの虐待の視点から― 

   山梨学院短期大学保育科      樋川 隆  先生 

           １１月１５日  参加人数   １９人 

11 生涯学習大学 

 ・信州の山の成り立ち －自然の営みから見た恵みと災害－ 

   信州大学学術研究院（理学系）教授 原山 智  先生 

            ２月２８日  参加人数   ５７人 

12 いちい学級 

・５月２２日～１１月２０日 １６回 参加延べ人数 ７５５人 

13  人権教育「社会人権教育指導者研修会」 

・６月２５日～１０月２２日 ６回  参加延べ人数１１１人 

14 託児事業 

  輝く子育て支援学級、岡谷あれこれスクール等に伴う託児を行った。    

15 共催事業（生涯学習館で活動中のグループ等との共催） 

・「諏訪焼物研究会」と共催「初心者向け陶芸講座」 

６月３日～７月１５日  ５回 参加延べ人数   ６３人 

 ・「気功の会」と共催「気功体験講座」 

  ８月４日～２５日    ４回 参加延べ人数  ６３人 

・「筝楽」と共催「初心者向けお筝講座」 

   ８月２９日～９月２６日 ５回 参加延べ人数  ４５人 

・「岡谷映像サークル」と共催 

「ビデオ作品の上映会と映像撮影機器の移り変わり」 

９月７日        １回 参加人数    ６０人 

・「歌月会」と共催「百人一首かるた大会」 

   １月４日        １回 参加人数    １９人 

・「花園キルトの会」と共催「初心者向けパッチワーク講座」 

 ２月５日～３月５日   ５回 参加延べ人数  ５８人 
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主要な事務事業 内          容 

生涯学習館運営事

業（続き） 

（各種学級・講座） 

16 地域共催事業 

 ・今井区と共催「夏の学び舎」  

 ７月１日～２２日  ４回    参加延べ人数 １９１人 

17 ホリデイスクエア事業 

 ・アルパコンサート 

   １０月４日            参加人数 １３０人 

・カノラータコンサート 

  １１月１６日           参加人数 １１６人 

・クリスマスコンサート―マンドリン＆ギター― 

  １２月２３日           参加人数  ８７人 

・ウクレレスプリングコンサート 

  ３月８日             参加人数 １２０人 

18 ロビー展事業 

・７グループ参加  各７日～２１日間展示 

19 文化祭                   

行 事 名 期 間 参加人数 

第９回岡谷演劇祭 10月1日～5日 約800 人 

第４８回岡谷展 10月9日～12日 約 1,000 人 

市民作品展 11月1日～3日 2,184 人 

第７１回市民音楽祭 11月3日 約2,000 人 

第４２回市民朗吟の夕べ 11月3日 140 人 

第４３回市民舞踊祭 11月9日 420 人 

第３３回市民伝統音楽芸能祭 11月16日 380 人 

 

20 学習グループの育成     １３３グループ ２，０７８人 

 (2,503,996円) 

 

生涯学習館管理事

業 

乳幼児から高齢者までが集い、学ぶための施設である生涯学習館の維

持、管理を行った。 

１ 生涯学習館の施設運営管理業務（窓口業務等）について民間委託を実

施した。 

２ 生涯学習館の適正な管理、施設の整備を実施した。 

（10,642,682円） 
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主要な事務事業 内          容 

子育て土壌育成事

業 

１ 地域子（己）育てミニ集会 

 親が子どもとともに成長し、子どもの発達段階に即した子育 

てを進めるため、全市的に「地域子（己）育てミニ集会」を推進した。 

・開催回数                 延べ６１６回 

 ・参加人数              延べ１９，５６０人 

２ 地域子（己）育てミニ集会連絡協議会（推進責任者 ４９人） 

 ・通常総会 ４月２３日 生涯学習活動センター 

参加人数  ３８人 

 ・第１回情報交換会 ８月２７日 市民ミーティングルーム 

参加人数  ３４人 

・第２回情報交換会 １１月１９日 生涯学習活動センター 

                     参加人数  ２７人 

・臨時総会 ３月２５日 市民ミーティングルーム 

参加人数  ２７人 

 ・役員会  ５回開催 

 

３ 乳幼児親子ふれあい事業補助金 

各区等で乳幼児を持つ親と子育てを終えた方々との交流や、子育て

中の親等が自主的に作ったグループが、子育ての悩みや育児不安の解

消の場として「乳幼児親子ふれあいの集い」を開催するための助成を

行った。 

・各区乳幼児親子ふれあいの集い ２１グループ 

・育児サークル          ６グループ 

(425,000円) 

環境浄化・青少年非

行防止活動事業 

１ 少年愛護センターでは、青少年の非行防止を図り、心身ともにたく

ましく健やかな青少年の育成を目標に、愛護パトロールにより愛護指

導を計画的に実施した。 

〔活動状況〕 

 ・実施日数                          １３２日 

 ・従事委員数                      延べ ３８０人 

 ・指導した少年                     延べ  ３１人 

２ 「青少年への温かい思いやりの精神」を持って“愛の声かけ”運動

を進めた。 

３ 重点チェックパトロール及び深夜パトロールを実施した。 

   ７月１１日 午後９時～午後１０時３０分 

    参加人数 １３人 
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主要な事務事業 内          容 

環境浄化・青少年非

行防止活動事業（続

き） 

４ 青少年に有害な社会環境を排除するために環境チェック活動、環境

実態調査を実施した。 

５ コンビニ、ビデオレンタル店、カラオケボックス、酒の自動販 

売機等について全市的に調査を行い、その結果をもとに関係業者へ自

主的規制等協力依頼を行った。 

６ 青少年健全育成協力依頼 

  カラオケボックス、酒類販売店等に青少年健全育成協力店のステッ

カー貼付を行った。 

７ 大人が学ぶセイフネット講座 

  青少年を取り巻くメディア問題の深刻化を踏まえて、ネット社会の

現状やネット依存の実態を知るため、大人向けの講座を開催した。 

  ・開催日 １月３１日 ・参加人数 ７０名 

   （1,438,550円） 

青少年活動育成支

援事業 

１ 青少年問題協議会 

青少年の指導、育成、保護等に関する総合的施策の樹立及び実施の

ため会議を開催した。 

    ・幹事会  １回 

    ・協議会  １回 

２ 岡谷市子ども会育成連絡協議会支援事務（市内２０地区子ども会育

成会組織） 

「子どもの手による子ども会」をめざして活動を実施した。 

・全国子ども会安全共済会加入者 

幼児、小・中・高校生等       加入者数 ５，２００人 

・応急手当講習会 

 ６月２９日 生涯学習活動センター  参加人数  ２０人 

・県外研修事業 

８月３０日・３１日 焼津青少年の家 参加人数  １５人 

・子ども会新理事事前研修会 

３月５日 生涯学習活動センター   参加人数  ２９人 

・「子ども会だより」発行  

・岡谷市リーダーズ倶楽部事業 

中学１年生から高校３年生で組織し、わんぱくアドべンチャー・

通学合宿などの野外体験活動やクリスマス会の企画・運営、清掃奉

仕活動、夏休み子ども交流事業の協力参加等を行う中で、小学生を

指導し、また楽しませることにより、自分たちの資質の向上、豊か

な人間性の形成を図った。      登録人数  ６１人 
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主要な事務事業 内          容 

青少年活動育成支

援事業（続き） 

３ 輝けおかやっ子ＧＯＧＯチャレンジ事業 

 ・わんぱくアドベンチャー       参加人数 １３１人 

６月１３日～１５日  阿南少年自然の家  

野外炊飯、ウォークラリー、キャンプファイヤー、ディベート、

講座等、子どもたちが普段体験できない活動を学校や学年の枠を

超えて行った。 

 ・第５０回岡谷市少年スポーツ大会 参加人数 中学生１１１人 

１１月２日 市民総合体育館 

種目 綱引き 

   少年スポーツ大会の５０回目を記念して講演会を行った。また、

中学生が地区別対抗のスポーツ大会を通して、地域の友だちと交

流することで、仲間意識や友情を深めた。 

・通学合宿（エンジョイ＆ＧＯスクール） 

① ９月２５日～２７日       参加人数 ７９人 

② １０月２日～４日        参加人数１０３人 

塩嶺野外活動センター             

    平日に、学校が終わって自宅に帰るのではなく、施設で子どもた

ちが一緒に生活しながら、学校に通学し、家庭や学校で普段体験

できない活動等をみんなで決めて実施することに より、仲間づく

りを行った。 

４ 夏休み子ども交流事業    

  ８月６日～７日 塩嶺野外活動センター 参加人数７６人 

  東伊豆町小学５年生と岡谷市の小学５・６年生が、やまびこスケー

トの森アイスアリーナでスケート体験や蚕糸博物館で糸取り体験を

し、また、リーダーズ倶楽部の協力の下、レクリエーションなどを

通して交流することにより、姉妹都市の子どもたちの仲間づくりを

行った。 

(1,479,102円) 

塩嶺野外活動セン

ター管理事業 

市内の児童・生徒が、自然環境の中で野外活動や宿泊を通して、豊か

な情操と心身の健全育成を図るための生涯学習活動施設としての運営を

行った。 

また、一般市民や県内外からの利用者も多く、自然に親しむことで心

身のリフレッシュを図るための場としても利用された。 

開設期間  ５月１日～１０月３１日 利用者数２，３３７人 

（5,470,297円） 

 



29 

 

主要な事務事業 内          容 

湊公民館管理事業 生涯学習を通じて幅広い知識を得られるよう、市民のニーズに即した

学習機会を提供し、生涯学習の充実と利用促進を図った。また、施設の

適切な維持管理を行った。 

１ 輝く子育て支援学級 

  ６月４日～１１月１２日  １６回  参加人数延べ  ２１４人 

２ 保育園家庭教育学級 

保育園に学級を設け保護者を対象に開設 

 ・みなと保育園       ２回 参加人数延べ ２６０人 

３ 小学校家庭教育学級 

小学校に学級を設け保護者を対象に開設 

  ・湊小学校         ４回 参加人数延べ ２２５人 

４ 第１３回子ども学級 

  山っ湖学級 

  ７月２９日～８月６日    ３回 参加人数延べ   ６０人 

５ いちい学級 

  ５月３０日～１０月３１日 １６回  参加人数延べ  ４１１人 

６ 成人学校 

第104回 4月10日～5月15日 １科目 回数 延人数 

刻字入門講座 ６回 ７３人 

第105回 10月7日～12月16日  １科目 回数 延人数 

アンデスの笛「サンポーニャ」入門講座 ６回 ４６人 

第106回 1月17日～3月28日 １科目     回数 延人数 

森のオカリナ「樹・音」講座 ６回 ８２人 

７ 生活講座 

・健康寿命ＵＰに効く簡単体操講座 

 １月２８日～３月４日   ５回 参加人数延べ ８１人 

８ 読書活動推進事業 

  登録者数 ４７０人  貸出数 ５，７７８冊 

  ・紙バンド工作 

夏期  ７月２８日～８月１１日 １０回 参加人数延べ ２９人 

冬期 １２月１１日～１６日   ４回  参加人数延べ ２６人 

９ 学習団体育成支援 

・湊公民館学習グループ  ２０グループ 

・湊地区文化祭 １１月８日～９日 参加人数延べ ３１９人 

(4,642,793円) 
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主要な事務事業 内          容 

川岸公民館管理事

業 

生涯学習を通じて幅広い知識を得られるよう、市民のニーズに即した

学習機会を提供し、生涯学習の充実と利用促進を図った。また、施設の

適切な維持管理を行った。 

１ 輝く子育て支援学級 

  ５月２８日～１１月１２日 １６回 参加人数延べ ３９９人 

２ 保育園家庭教育学級 

 保育園毎に学級を設け保護者を対象に開設 

・川岸保育園ほか２園 ７回   参加人数延べ  ４０８人 

３ 小学校家庭教育学級 

小学校に学級を設け保護者を対象に開設 

・川岸小学校       ４回   参加人数延べ  ６７０人 

４ 第１３回子ども学級 

・縄文時代の生活体験で遊ぼう～弓矢・ぼうし作り＆野外体験～ 

７月２９日、８月９日 ２回（２日間） 

   参加人数延べ    ９８人 

５ 世代間交流講座 

 ・おやこの食育教室（お料理教室） 

１１月２２日 １回      参加人数        ２９人 

６ いちい学級 

５月３０日～１１月１４日 １６回  

参加人数延べ    ３３２人 

７ 成人学校 

第105回 2月16日・23日     １科目 回数 延人数 

「太極拳」をやってみよう ２回 ２３人 

第106回 2月23日       １科目 回数 人数 

「天然酵母のパン作り」教室 １回 １４人 

第107回 2月26日        １科目 回数 人数 

「まゆ」の「おひな様」作り １回 ２１人 

８ 生活講座 

・親子＆ジュニア３Ｂ体操無料体験会 

（親子の部＊乳幼児～未就園児） 

４月１８日、５月１６日 ２回 参加人数    １６人 

・親子＆ジュニア３Ｂ体操無料体験会 

（ジュニアの部＊園児～小中学生） 

４月１１日・２５日・５月９日・２３日 ４回  

参加人数延べ  ４６人 
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主要な事務事業 内          容 

川岸公民館管理事

業（続き） 

 

 ・初心者向け「ヨガ」無料体験会 

    ３月１１日 １回         参加人数       １４人 

９ 共催事業（公民館で活動中のグループ等との共催） 

 ・「３Ｂ体操」でリフレッシュ＆ダイエット 

６月６日・１３日・２０日・２７日 ４回   

参加人数延べ   １９人 

10 読書活動推進事業 

    登録者数  ６９４人  貸出数 ６，０６９冊 

11 学習団体育成支援 

  ・川岸公民館学習グループ １９グループ 

・川岸地区文化祭 作品展  １０月１８日～１９日 ３２５人 

芸能祭  １１月 ９日       ２１０人 

12 公民館施設整備工事 

・ＦＦ暖房機工事    ６６９，６００円 

・灯油タンク取替工事 ３２０，０００円 

(6,310,823円) 

 

長地公民館管理事

業 

生涯学習を通じて幅広い知識を得られるよう、市民のニーズに即した

学習機会を提供し、生涯学習の充実と利用促進を図った。また、 

施設の適切な維持管理を行った。 

１ 輝く子育て支援学級 

  ５月２７日～１２月２日  １６回 参加人数延べ ３２８人 

２ 保育園家庭教育学級 

保育園（幼稚園）毎に学級を設け保護者を対象に開設 

・長地保育園ほか２園（市立） ６回  参加人数延べ ９８７人 

・たちばな幼稚園（私立）   ２回  参加人数延べ   ９１人 

３ 小学校家庭教育学級 

小学校毎に学級を設け保護者を対象に開設 

・長地小学校・上の原小学校  ８回  参加人数延べ １，５１７人 

４ 第１３回子ども学級 

 ・夏休み子ども学級 

 ８月５・７日        ２回 参加人数延べ   ５２人 

５ 世代間交流講座 

 ・しめ飾り講習会 

１２月７・１４(２回)・２３日  

 ４回 参加人数延べ  １０２人 
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主要な事務事業 内          容 

長地公民館管理事

業(続き) 

 

６ いちい学級 

 ６月６日～１１月２１日 １６回 参加人数延べ    ９０８人 

７ 成人学校 

第101回 1月22日～2月19日  １科目 回数 延人数 

自力で骨盤調整!! ５回 71人 

 

８ 生活講座 

・絵手紙年賀状を描こう！ 

１２月３・４日 ２回 参加人数延べ ２０人 

・キムチソムリエが教える白菜キムチ作り！ 

１２月１５日  １回 参加人数延べ ２５人 

９ 読書活動推進事業 

  登録者数 ６５１人  貸出数 ６，６３７冊 

10 学習団体育成支援 

 ・長地公民館学習グループ ４９グループ 

 ・新規学習グループ 

「骨盤調整の会」（第１０１回成人学校より） 

 ・長地地区文化祭  １０月２５日～２６日   ４０４人 

      芸能祭  １１月 ２日       ２３４人 

11 公民館施設整備工事 

 ・ＦＦ式石油暖房機取替工事   ２８０，７３５円   

 ・灯油配管替え工事      ４９７，３９９円 

 (7,331,826円) 
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第３【スポーツ振興課】 

１ 概説 

スポーツ振興課は、市民が日常生活の中で生涯にわたり積極的にスポーツに参加すること

により、健康の保持増進、体力の向上、競技力の向上を図り、心身の健全な発達と明るく豊

かで生きがいのある生活を営むことができるよう各種事業を実施するとともに、新たに第

４次岡谷市総合計画後期基本計画に対応する体育・スポーツ分野の個別計画として、「岡谷

市スポーツ推進計画」を策定した。  

 

スポーツ振興事業では、（公財）岡谷市体育協会と連携を図りながら、各種スポーツ大会

やスポーツ教室を開催し、市民ひとり１スポーツの実現に努めた。また、スポーツ指導者講

習会の開催や高齢者向けスポーツ教室の利用促進を図る「いきいき高齢者スポーツ推進事

業」のほか、新規事業として、全国的な課題となっている子どもの体力低下に対応するため、

運動能力の向上を図る「かがやけ おかやキッズ体力アッププログラム事業」を実施した。 

 

スケートのまちづくり事業では、市民がスケートに親しむきっかけづくりを進めるため

の各種スケート教室やアスリートサポート事業を実施し競技力の向上及び普及に努めた。 

やまびこ国際スケートセンター・スポーツ施設については、指定管理者による管理運営

が行われるとともに、自主事業として各種教室・イベント等が開催された。整備事業では、

湖畔広場の移動式バックネット更新、市民水泳プールの地下貯蔵タンク改修工事、やまびこ

国際スケートセンターの冷凍機エンジン修繕、やまびこアリーナの駐車場整備工事等を実

施した。 

また、平成２９年１月に本市で第７２回国民体育大会冬季大会のアイスホッケー競技の

一部が開催されることが決定した。 

 

 

２ 実績総括 

主要な事務事業 内          容 

岡谷市スポーツ推

進計画策定事業 

第４次岡谷市総合計画後期基本計画におけるスポーツ振興の具体的な

指針となる「岡谷市スポーツ推進計画」を、国のスポーツ基本計画及び

長野県スポーツ推進計画を参酌し、関係団体等や市民から意見聴取を行

い策定した。 

【計画期間 平成２７年度～平成３１年度（５年間）】 

・市民アンケート ９月１日～９月１９日（回答者４３９人） 

・関係団体等との意見交換  

１２月～１月（スポーツ関係団体や障がい者団体等） 

・パブリックコメント １月１６日～２月５日（２件受付） 

(159,800円) 
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主要な事務事業 内          容 

やまびこ国際スケ

ートセンター管理

事業 

岡谷市やまびこ国際スケートセンターの管理を、指定管理者である株

式会社やまびこスケートの森が行った。 

・やまびこ国際スケートセンター指定管理料       (77,090,400円) 

・冷凍機エンジン修繕                  (4,097,520円) 

学校体育施設開放

管理事業 

 学校体育施設利用者が安全・快適に利用できるよう適正な管理運営を

行った。 

 ・市内小中学校体育館、校庭等               （884,922円） 

スポーツ施設管理

事業 

 市営岡谷球場・岡谷市民湖畔広場・岡谷市民川岸スポーツ広場・岡谷

市民総合体育館・岡谷市営庭球場・岡谷市民水泳プールの管理を、指定

管理者であるシンコースポーツ株式会社が行った。 

 ・スポーツ施設指定管理料                (109,687,000円) 

 ・屋内プール地下貯蔵タンク改修工事          （1,965,600円） 

 ・湖畔広場移動式バックネット更新（２基）       （1,519,560円） 

アイスアリーナ維

持事業 

岡谷市やまびこアリーナの利用者が安全・快適に利用できるよう施設

の適正な管理を行った。                       

・駐車場整備工事                   (1,479,600円) 

・床面改修工事                    (2,916,000円) 

スポーツ振興事業 岡谷市教育委員会主催大会(６０大会)及び長野県エースドッジボール

協会主催大会（２大会）を(公財)岡谷市体育協会に委託し開催した。そ

のほか、（公財）岡谷市体育協会をはじめスポーツ関係諸団体との共催・

協力により各種スポーツ大会が開催された。 

スポーツ推進委員を通じ総合型地域スポーツクラブが行う高齢者向け

スポーツ教室の利用促進を図る「いきいき高齢者スポーツ推進事業」

や、小学校１・２年生の学校体育授業に専門指導員を派遣し、遊びを通

じて運動能力の向上を図る「かがやけ おかやキッズ体力アッププログ

ラム事業」を実施するとともに、スポーツ指導者・保護者等を対象とし

た「スポーツ指導者講習会」を開催した。 

・スポーツ大会（主催大会） 

（１）各区対抗体育大会     １０競技 参加者１，４３５人 

 （２）市民スポーツ普及大会 ４１大会 参加者８，３１５人 

 （３）競技力向上大会         ９大会 参加者１，９８５人 

・長野県エースドッジボール協会主催大会 ２大会 参加者９００人 

・いきいき高齢者スポーツ推進事業 

（１） いきいき健康教室     全１７回 参加者３９５人 

（２） スポーツ教室       会員４３名 延参加者 １，５６５人 

 （３） いきいきピンポン交流会 全２回 参加者７０人 
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主要な事務事業 内          容 

スポーツ振興事業

（続き） 

・かがやけ おかやキッズ体力アッププログラム事業 

  小学校１・２年生 ３６クラス 各クラス年６回派遣 

・スポーツ指導者講習会  

７月３日（木）  カノラホール小ホール 参加者２００人 

 

スポーツ教室事業 スポーツの普及や健康増進を図るため、各種のスポーツ教室を（公財）

岡谷市体育協会に委託し開催した。そのほか、（公財）岡谷市体育協会を

はじめスポーツ関係諸団体との共催・協力により各種スポーツ教室が開

催された。 

運動嫌いな子どもを無くすための教室「おかや小学生体育塾」、現在行

っているスポーツの競技力向上を目指し、身体能力の向上や食育など総

合的に指導を行う「ジュニアアスリートのためのパフォーマンスアップ

教室」、いろいろなスポーツを家族で体験しスポーツをするきっかけづく

りを目指す「おかやファミリースポーツプログラム」を実施した。 

・スポーツ教室（主催教室） 

 （１）少年スポーツ教室   ９種目１０教室  

 （２）女性スポーツ教室   ２種目 ２教室   

 （３）一般スポーツ教室   １種目 １教室  

 （４）市民全般スポーツ教室 ４種目 ４教室  

（５）託児付きスポーツ教室 ３種目 ３教室 

・おかや小学生体育塾 

 ２クラス 全１５回ずつ  

・ジュニアアスリートのためのパフォーマンスアップ教室 

 １クラス全１５回 

・おかやファミリースポーツプログラム 

体験型スポーツイベント 全５回 

 

スケートのまちづ

くり事業 

スケートの普及や競技力向上を図るため、各種スケート教室やスケー

トトレーニング、アスリートサポート事業を実施したほか、ファミリー

スケートデーとしてリンクの無料開放を行った。 

 （１）多種目スケート教室   ４種目   ４教室 

 （２）スケートトレーニング  ３クラス 全３６回 

（３）アスリートサポート事業 ２クラス 全４５回 

（４）諏訪地方スケート大会合同練習会   全３回 

（５）ファミリースケートデー 全４回 入場者５４７人 
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主要な事務事業 内          容 

バレーボールのま

ちづくり事業 

第１３回岡谷カップ・フレンドシップバレーボール大会や教室等を開

催し、バレーボールの普及、競技力向上に努めた。 

・第１３回岡谷カップ・フレンドシップバレーボール大会 

 （１）ソフトバレーボールの部   参加者３５チーム １８６人 

 （２）ママさんバレーボールの部  参加者 ９チーム  ９４人 

 （３）高校生男子の部       参加者１２チーム １３７人 

（４）高校生女子の部            参加者２４チーム ２８７人 

（５）中学生の部                参加者３１チーム ３３８人 

 （６）小学生の部                参加者４８チーム ４６９人 

・中学生男子バレーボール教室      ２３人 

・中学生女子バレーボール教室      ５０人 

・小学生バレーボール教室          受講者７チーム     ８６人 
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第４ 【各施策の評価】（教育部門に係る施策評価の抜粋） 

 岡谷市では、行政評価として毎年、第４次岡谷市総合計画に掲げる基本目標

ごとに施策評価を行い、市ホームページを通じて毎年公表しています。 

この内、平成２６年度の教育部門に係る施策評価の概要は次のとおりです。 

施策名 10-1 学校教育の充実 

主な施策の内容 ①学習環境の整備、②教育施設などの整備、③児童・生徒の育成、 

④学校・家庭・地域との連携、⑤高等学校以上の教育 

施策の目的 子どもたちの心身の発達を助長し、知識の習得と豊かな人間性を育て

る。 

施策の現状評価 ・不登校児童・生徒は、学校、子ども総合相談センターを中心に関係機

関と連携しながら予防や対策に取り組み、中学校では減少となった。 

・小中学校の耐震化工事は、平成２７年度までに完了させることを目標

に実施してきており、昨年度は岡谷西部中学校の実施設計を行い、今年

度工事を進めているところであり、これによりすべての学校の耐震化が

終了する。 

 

施策名 10-2 青少年の健全育成 

主な施策の内容 ①子育て土壌づくりの支援、②地域における健全な環境づくり、 

③青少年活動の推進 

施策の目的 家庭、学校、地域などが連携して取り組むことにより、未来を担う青少

年が自主性と社会性を備え、心身ともに成長する。 

施策の現状評価 ・学童クラブの充実が図られ、岡谷市独自の地域子（己）育てミニ集会

や少年愛護活動に多くの地域住民が参加、協力し青少年の健全育成が

推進されている。 

・リーダーズ倶楽部等の活動では、子どもが子どもを育てる「学びの

循環」が実践され、行政と家庭、学校、地域の連携が図られている。 

 

施策名 10-3 社会教育の充実 

主な施策の内容 ①学習活動への参加促進と学習機会の充実、②生涯学習推進基盤の整備 

施策の目的 生涯学習を通じて学ぶことができるよう、楽しみながら参加し、自らを

高めることができる環境づくりや学習機会をより一層充実させ、学習ニ

ーズへの対応を図ることにより、生涯学習活動への自主的な参加を促進

する。 

施策の現状評価 ・カルチャーセンターを中心に湊、川岸、長地の地区公民館において、

地域の特色を活かした学習活動が行われている。 

・学習グループの高齢化が進み、指導者の養成やリーダーの育成によ

る「学びの循環」や「地域への貢献」が課題となっている。 
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施策名 11-1 文化・芸術の振興 

主な施策の内容 ①文化施設の整備、活用、②文化活動の促進支援 

施策の目的 芸術や伝統文化、歴史など市民が身近に接し、特色ある芸術文化を活発

に行うことができるよう環境整備を図る。 

施策の現状評価 ・蚕糸博物館がリニューアルオープンし、シルク文化を県内外に情報

発信する拠点となっている。岡谷ブランドを中心に生涯学習や商業と

観光の振興など各分野の連携によるまちづくりの推進が課題となって

いる。 

・新美術考古館は開館２年目となり、地元商業会との連携を図り地域

に根ざした魅力あるミュージアムとして文化芸術活動が促進されてい

る。 

 

施策名 11-1 文化財の保護・活用 

主な施策の内容 ①文化財の調査・記録・保存、②文化財の展示、活用、 

③史跡公園の管理、活用、④岡谷市史の編集 

施策の目的 岡谷市の文化や産業の発展の礎となった遺跡の記録、保存を図るととも

に、地域に愛着と誇りをもつことができるようまちづくりに活用してい

く。 

施策の現状評価 ・ボランティアによる文化財の保存、活用が促進され、史跡の管理と文

化財の展示、公開が行われている。 

・特に広畑遺跡では、地元区民農園の桑畑としての活用が始まり、史

跡の保護と製糸文化の継承が進められた。 

 

施策名 11-1 スポーツの振興 

主な施策の内容 ①市民ひとり１スポーツの実現 ②競技力の向上 ③子どものスポーツ機

会の充実 ④スポーツによるまちづくり ⑤スポーツ環境の整備・充実 

施策の目的 生涯にわたりスポーツに親しみ、明るく豊かで健康的な生活を送ること

ができるよう、「市民ひとり１スポーツ」の実現のため、市民スポーツ

の一層の推進を図る。 

施策の現状評価 ・体育協会等と連携し、見直しを行いながら各種大会、スポーツ教室を

実施し、市民ひとり１スポーツの実現を目指した。 

・総合体育館を中心に施設利用者は増加した。運動・スポーツの実施率

は、アンケートの設問の表現もあり目標を下回った。 

 


