
岡谷市教育委員会 資料 １ 

 

 

 

平成２７年度上半期 

岡谷市教育委員会事務の管理及び執行状況（報告） 

 

 

※この報告は、教育委員会の権限に属する教育事務のうち、教育長に委任され

ている事務事業に関して、平成２７年度上半期（９月３０日まで）の執行状況

を報告するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第２５条３項 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、委任さ

れた事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。 
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教育総務課 主 要 事 業 一 覧 表 

9月 30日現在 

  事 業 名 事  業  概  要      事業執行の状況(実績現況) 

教育委員会運営事

務 

・教育委員会会議の開催 ・定例教育委員会 ６回開催 

・教育委員協議会 ３回開催 

岡谷市教育大綱の協議調整など 

 

岡谷小学校統合計

画推進事業 

・平成２６年７月に策定した岡谷小学校

統合計画に基づき、安全・安心の学校環

境を確保するため、平成２８年４月の学

校統合に向け、円滑かつ着実に準備を進

めた。 

・学校統合推進委員会及び６つの部会、

３校合同職員会議及び本年度から配置

された２名の統合企画教員を中心に、統

合後の学校運営に向けた協議、調整を進

めている。 

・学校施設については、田中小学校学校

増改築工事等を実施し、統合に向けた環

境整備を進める。 

・学校統合推進委員会  ２回開催 

            （計 ８回） 

・ 〃 部会（６部会） ９回開催 

            （計２９回） 

・統合推進委員会だより ３回発行 

            （計９回） 

○田中小学校増改築工事 

 期間 H27.6.26～H28.3.18 

 ・建築工事   興和工業㈱ 

 ・電気設備工事 平澤電気工事㈱ 

 ・機械設備工事 信和設備㈱ 

 ・監理委託業務 ㈱サイト 

○神明小学校農機具倉庫解体撤去及び 

新設工事 

期間 H27.7.17～H27.10.31 

・㈲唐沢工務店 

 

平和体験研修事業 ・中学２年生を対象に被爆地広島へ派遣

する。 

・生命の尊さを感得するほか、核兵器の

廃絶と恒久の平和を念願し、２１世紀を

「平和の世紀」とするために努力する強

い意志と態度を育む契機とする。 

８月５日～７日  

・中学２年生２０名の参加 

（男子９名・女子１１名） 

・平和記念公園、平和記念資料館見学 

被爆体験講話 

・平和記念式典参列、広島市内グループ

研修、とうろう流し参加 

・大和ミュージアム見学 

・負担金 922,000円 

 

通学路安全対策推

進事業 

・平成２７年３月に策定した岡谷市通学

路交通安全プログラムに基づき、通学路

における危険箇所等の計画的な安全対

策を進めるため、関係機関等で構成する

岡谷市通学路安全対策会議を開催し、道

路管理者、教育委員会、学校、警察等

が連携して、通学路の合同点検、必要

な安全対策の検討を行い、平成２８年

度を初年度とする安全対策箇所のとり

まとめを行う。 

第１回岡谷市通学路安全対策会議 

・７月２２日開催 

・通学路の合同点検について 

通学路合同点検 

・７月３０日、８月３日、８月５日 

・８小学校区４８箇所 

第２回岡谷市通学路安全対策会議 

・９月１７日 

・通学路合同点検による危険箇所の 

 安全対策案検討について 
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  事 業 名 事  業  概  要      事業執行の状況(実績現況) 

子ども総合相談 

センター事業 

・子どもの育ち全般に関する相談を総合

的に受け付け、各機関と連携し個々の状

況に応じた助言や指導を行う。 

・長期欠席者対策、就学相談支援、学校

諸問題への対応、家庭における養育、心

身の発達に関すること等。 

・センター長以下子ども教育支援相談員

等、計９名体制。 

【分室（教育相談室）】 

・児童生徒、保護者及び教職員等に対し、

幅広く相談を受け、指導、助言を行う。 

・夜間教育相談 

・専門カウンセラー教育相談 

・相談実数 316件、延べ回数 802回 

 うち、ケース会議 78回 

・専門カウンセラー(臨床心理士)による

教育相談(1日 6時間、月 2回) 

           延べ件数 48件 

フレンドリー教

室・中学校中間教

室事業 

・学校と家庭を結ぶ中間的な教室で、選

任の適応指導員により、不登校傾向にあ

る児童生徒の自立心を養い、学校や学級

復帰の援助をする。 

・４中学校に校内中間教室を開室。 

・フレンドリー教室 実通室生徒数 3名 

・校内中間教室 実通室生徒数 7名 

・不登校生親の会支援 

子ども教育支援 

チーム会議 

・市校長会や、子どもの自立支援委員会、

いじめ防止対策推進委員会との連携 

・長期欠席児童生徒の支援 

・いじめ問題への対応 

・学校諸問題への対応 

・その他教育課題に対する調査研究及び

支援 

・支援チーム会議の開催 3回 

<内容> 

・長期欠席児童生徒・いじめの状況報告、

検討 

 ・「長期欠席」部会と「いじめ」部会に

分かれての具体策検討（SSTの実施、市

いじめ防止等のための基本的な方針の

策定、いじめ根絶子ども会議の計画） 

チーム支援推進 

事業 

・長期欠席傾向にある児童生徒の個々の

悩みに応じた対応を行うため、支援者の

役割分担と連携を図り、チーム体制によ

る相談支援を実施する。 

①ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ(SC)   ３名（県費兼務） 

②ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ(SSW) １名（ 〃 ） 

③ 心の教室相談員(心) ４名 

①SC 386時間、延べ 250人（市費分） 

②SSW 102時間、延べ 151人（ 〃 ） 

③心 1,604時間、延べ 1,376人 

特別支援教育推進 

事業 

・特別支援教育の充実を図り、児童生徒

一人ひとりの教育的ニーズに応じた教

育を推進する。 

・専門カウンセラーのネットワーク強化

と、全校でのユニバーサルデザイン化 

・ＬＤ等通級指導教室への複数職員配置 

・家庭や地域への情報発信 

・ニーズに合わせた特別支援教育支援員

の増員 

・小・中学校における特別支援教育モデ

ル運営協議会 2回 
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教員住宅管理事業 教員住宅の維持管理を行うとともに、

処分予定の教員住宅について売却処分

に向けた準備を進めた。 

・岡谷小下教員住宅の立会い、測量等売

却に向けた準備を進めた。 

 

 
小学校費 
  事 業 名 事  業  概  要      事業執行の状況(実績現況) 

英語教科補助 

指導事業 

（国際理解推進事

業小学１～４年生） 

（外国語活動補助

事業小学５、６年

生） 

全８小学校にＡＬＴを派遣し、小学１

年～４年生に対して国際理解教育推進

事業を実施。 

また、小学校５、６年生に対し、ＡＬ

Ｔを派遣し外国語活動補助事業を実施。

（H23から必修化） 

ＡＬＴによる国際理解推進事業 

小学校 1、2年生  2時間 

3年生   3時間 

4年生  4時間 

 

外国語活動補助事業 

小学校 5,6年生 35時間 

岡谷小学校敷地内

地質調査及び測量

業務 

地盤伸縮計、歪み計、地下水位計によ

る継続観察を実施。 

委託業者  

株式会社長野技研諏訪事務所 

期間：平成 27年 4月 1日～ 

平成 28年 3月 31日 

金額：5,184,000円  

小学校非構造部材

耐震改修事業 

平成２５年に実施した耐震点検に基

づき、改修が必要な市内６小学校体育館

のバスケットゴールや照明器具等の非

構造部材の耐震改修を行い、安全で安心

な教育環境を確保する。 

 

○工事実施校 

長地小学校、田中小学校、川岸小学校

神明小学校、小井川小学校、湊小学校 

（田中小学校は統合整備工事内で実施） 

○実施設計業務 

・長地小学校  諏訪総合設計㈱ 

期間 H27.4.13～H2７.5.15 

・小学校（４校）諏訪総合設計㈱ 

  期間 H27.4.24～H27.7.17 

○工事 

・長地小学校工事 ㈱岡谷組 

  期間 H27.6.10～H27.9.30 

・小井川小学校工事 金子工務店㈱ 

  期間 H27.8.7～H27.12.28 

 ・川岸小学校工事 山岸建設株 

  期間 H27.8.7～H28.1.22 

・湊小学校工事 第一建設株 

  期間 H27.8.7～H27.10.16 

 ・神明小学校工事 ㈱岡谷組 

  期間 H27.8.7～H27.12.18 

○工事監理業務委託 

 ・長地小学校 諏訪総合設計㈱ 

期間 H27.6.10～H27.9.30 

・小学校（４校）諏訪総合設計㈱ 

  期間 H27.8.7～H28.1.22 

 

外国籍児童生徒 

通訳派遣事業 

外国籍児童への円滑な学校教育を実

施するため、国際交流センターを通じて

通訳（ポルトガル語、タガログ語、中国

語等）を学校に派遣する 

神 明 小 学 校 月、火曜日 

小井川小学校  水曜日 

上の原小学校  火、金曜日 

岡谷小学校 火曜日 対象児童１０名 
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総合的学習等 

負担金 

総合的学習の時間を活用し、児童が自

ら課題を見つけ、学び、考え、主体的に

判断し、問題を解決する資質や能力を育

成するための各校独自の特色ある活動

を支援する。 

各校負担金及び実施事業数 

川岸小学校  230,000円 11事業 

神明小学校  240,000円  4事業 

岡谷小学校  200,000円  7事業 

小井川小学校 230,000円   5事業 

田中小学校  185,000円   8事業 

湊小学校   110,000円 10事業 

長地小学校  395,000円  4事業 

上の原小学校 210,000円 11事業 

就学援助費 要保護・準要保護児童へ就学援助費を

支給し、経済的負担の軽減を図る。 

予 算 額 22,472,000円 

支出済額 8,142,613円（9月 30日現在） 

 
中学校費 

  事 業 名 事  業  概  要      事業執行の状況(実績現況) 

英語教科 

補助指導事業 

中学校における英語学習を補助する

ため、ＡＬＴを派遣。 

市内４中学校へＡＬＴを派遣し、英語科

授業において英語力の向上、言語や文化

に対する理解や、積極的にコミュニケー

ションを図る態度の育成を図っている。 

総合的学習等 

負担金 

総合的学習の時間を活用し、生徒が自

ら課題を見つけ、学び、考え、主体的に

判断し、問題を解決する資質や能力を育

成するための各校独自の特色ある活動

を支援する。 

各校負担金及び事業数 

岡谷西部中学校 210,000円 3事業 

岡谷北部中学校 254,000円 8事業 

岡谷南部中学校 161,000円 3事業 

岡谷東部中学校 360,000円 5事業 

学校施設耐震・ 

大規模改修事業 

 

岡谷西部中学校管理教室棟、第２体育

館の耐震化へ向け、改築工事を実施し、

国の方針に基づく耐震改修を進めた。 

本年度の発注となる第２体育館、プー

ル等の改修工事に向けた準備を進めた。 

○岡谷西部中学校管理教室棟改築工事 

期間 H27.3.13～H28.12.20 

（債務負担行為） 

・建築工事   ㈱岡谷組 

・電気設備工事 ㈱上條電設工業 

・機械設備工事 杉村設備㈱ 

・監理委託業務 ㈱坂本建築事務所 

中学校非構造部材

耐震改修事業 

平成２５年に実施した耐震点検に基

づき、改修が必要な市内４中学校体育館

のバスケットゴールや照明器具等の非

構造部材の耐震改修を行うため、実施設

計を行った。 

○実施設計業務 諏訪総合設計㈱ 

期間 H27.7.17～H2７.9.30 

 

就学援助費 要保護・準要保護児童への就学援助費

を支給し、経済的負担の軽減を図る。 

予 算 額 23,082,000円 

支出済額 9,667,307円（9月 30日現在） 
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生涯学習課 主要事業一覧 

27.9.30現在 

（社会教育担当） 

事 業 名 事 業 概 要 事業執行の状況（実績・現況） 

社会教育振興事業 社会教育委員の会議 社会教育事業に関する協議及び行事・研修等への参加、視察

など行い研究活動を行う。 

 

（1）会議等 

・全体会議 3回（5/26.7/7.9/2） 

・研修会、事業視察等を通じ、各委員が自発的に研究活動 

を行った。 

・各種事業の視察、県・地区総会、研修等への参加。 

 

（2）社会教育委員連絡協議会負担金 

   （委員割・人口割）  64,450円 

美術展等の共催事業 長野県及び諏訪美術展開催に対する６市町村共催負担金 

 

・第68回 諏訪美術展  34,000円 

期日 9月6日～13日 

会場 ララ岡谷 

・第49回 岡谷展   50,000円 

期日 11月19日～22日 

会場 カルチャーセンター 

・第67回 長野県美術展  95,000円 

期日 6月28日～7月5日 

会場 松本市美術館 

郷土学習館活動支援 ＮＰＯ法人郷土学習館に対する運営支援事業 

・運営費補助金 1,800千円 
 

生涯学習推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民とあゆむまちづ

くり講座 

市職員による行政メニューの出前講座 

・7部門87のメニュー及びリクエスト講座を作成 

・実施件数     75件        （前年同期   60件） 

・参加人数  2,754人       （前年同期 2,211人） 

生涯学習人材バンク 

「おかやマナビィス

タッフ」活用事業 

 

 

学校教育、社会教育、社会体育等における活動のボランティ

ア登録及び派遣制度 

・おかやマナビィスタッフ登録者数 68人 

・学びのおかやサポート登録者数  132人 

 

地域子どもの施策安

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、「全

国子ども会安全会保険料」を公費負担し、地域活動の充実に

寄与する。 

・加入者数 5,142人              （前年同期 5,191人） 

内訳（幼児143人、小学生2,728人、中学生1,540人、高校生

57人、指導者674人 合計5,142人） 
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人権教育推進事業 

 

 

 

 

学級、講座等の開催 市民一人ひとりがさらなる人権感覚の高揚と、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。 

（1）家庭教育学級  

  ・6月20日  川岸保育園   

（2）輝く子育て支援学級  

  ・9月3日  川岸公民館   

（3）いちい学級  

  ・9月18日  長地公民館 

（4）社会人権教育指導者研修会  

  ・全6回開催予定（9/17）対象者：24名   

放課後子どもの居

場所づくり事業 

 

 

 

 

 

 

 

放課後子どもの居場

所づくり推進 

 

 

 

 

 

 

 

全小学生を対象とし、放課後等に小学校の余裕教室等を活用

しながら地域の方々を中心に子どもたちと共に学習やスポ

ーツ・文化活動、地域住民との交流活動の取組みを実施する

なかで、安全で安心できる居場所づくりの推進に努めた。 

各校に配置したコーディネーターと会合をもって、情報交換

や共通認識を計りながら、事業展開を共に考える機会として

いる。 

地域住民の参画だけではなく、地元企業の社員が講師となり

事業に参画するなど、大きな事業展開をみている。 

 

 ・コーディネーター人数  15名 

 ・安全管理員人数     58名  （前年同期 51名） 

 ・ボランティア参加人数  123名  （前年同期 132名） 

 

行政視察対応 

 ・8月5日 京都府城陽市  議員 4名、随行 1名  

学童クラブ運営事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学童クラブの運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)登録児童数 

 ・学校登校日 479人       （前年同期 387人） 

 ・学校休業日 559人       （前年同期 430人） 

 ・土曜日    53人       （前年同期  42人） 

 

(2)指導員数 

 ・指導員（嘱託職員）    12人 

 ・補助指導員（臨時職員）  28人 

 ・日々雇用職員          6人  計46人  

 

(3)開設日数 

 ・学校登校日  102日（平均開設日数） 

 ・学校休業日   18日（平均開設日数） 

 ・土曜日     25日 

ボランティア参画事

業 

 

 

(1)絵本等読み聞かせボランティア 

 ・期  間  7月27日～8月18日 

 ・参加人数  延べ115人    （前年同期 延べ139人） 

 ・内  容  絵本、紙芝居、パネルシアター 

中学生「学童ＷＯＲ

ＫＷＯＲＫ体験」事

業 

 

夏休み中における中学生の学童クラブ指導員体験（職場体

験）事業 

 ・申込人数  14人        （前年同期 25人） 

 ・期  間  7月27日～8月12日 

 ・参加人数  延べ44人    （前年同期 延べ69人） 

 ・参加時間  210時間 
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（文化財担当） 

事 業 名 事 業 概 要 事業執行の状況（実績・現況） 

指定文化財管理事

業 

・指定史跡等の管理を行う 

・川岸公民館との協力により縄 

文時代の学習講座を開講。 

 広畑遺跡を会場にどんぐりア

ート、火起こし・発掘体験を

行う。 

国指定史跡 梨久保遺跡等草刈作業 

 

旧林家住宅保存管

理事業 

一般公開及び管理 

入館料 一般大人  570円 

      子供  260円 

    団体大人  360円 

       子供  100円 

    共通入館券  650円他 

 

 使用料  

・部分使用４ｈ未満  3,090円 

   〃   以上  5,140円 

・全館使用４ｈ未満  5,140円 

   〃   以上  10,290円 

開館日数   １５６日 

入館者数 一般大人  ３３８ 人 

       子供    ７ 人 

     団体大人  １９２ 人 

     団体子供    ３ 人 

共通入館券  ２８８ 人 

共通券入館者  ４４７ 人 

  無料・減免入館  ４８３ 人 

      計   １，７５８  人 

 

入館料  ４５２，６５０円 

使用料        ０円 

旧渡辺家住宅保存

管理事業 

一般公開及び管理 

入館料 一般大人    310円 

      子供  150円 

    団体大人  210円 

      子供  100円 

    共通入館券 650円他 

使用料  

・部分使用４ｈ未満  1,030円 

   〃   以上  2,060円 

・全館使用４ｈ未満  2,060円 

   〃  以上  3,090円 

開館日数   １０８日 

入館者数 一般大人   ４７ 人 

       子供    ２ 人 

     団体大人   ３９ 人 

     団体子供    ０ 人 

共通入館券    ０ 人 

共通券入館者   １４ 人 

  無料・減免入館者 ３３１ 人 

       計   ４３３ 人 

 

入館料   ２３，０６０円 

使用料        ０円 

緊急発掘調査 個人住宅、駐車場等小規模開発

工事に伴う遺跡の試掘・発掘調

査 

期間     ４月１日～９月３０日 

試掘・発掘調査       １３件 

調査面積       １０１．５㎡ 

調査遺跡      榎垣外遺跡ほか 

発見された遺構・遺物 

住居址・土器片・石片等 

 

出土品整理     写真・図面整理 

    出土遺物整理作業 
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（美術考古館） 

事 業 名 事 業 概 要 事業執行の状況（実績現況） 

美術考古館管理事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美術考古館の管理

全般 

 

 

 

 

 

 各種イベントへの

参加 

 

 

 

 

 

 

・施設及び美術作品・考古資料等の適切な管理 

・来館者等の案内 

・市民ギャラリー、交流ひろば等の施設の貸出 

・通年 美術考古館のグッズ、資料等の販売及び生涯学習課、蚕糸

博物館、広報情報課発行図書の販売 

 

・「岡谷街歩き古本市」（4月29日～5月6日） 

・「軽トラ市」＆「きつね祭り」（7月25日） 

・「太鼓祭り」（8月13日・14日） 

・「諏訪湖まちじゅう芸術祭」（8月28日～9月23日） 

・「軽トラ市」（9月12日） 

 

 
資料貸出  

  

 
・貸出資料  目切遺跡出土土器 １点 
貸出先   長野県立歴史館 
貸出期間   8月11日～12月25日 

 
・貸出資料  梨久保・花上寺遺跡出土土器 7点 
貸出先   十日町市博物館 
貸出期間 9月1日～11月30日 

 
 ・貸出資料  花上寺遺跡出土 有孔鍔付土器 ほか３点 
  貸出先   山梨県立考古博物館 
  貸出期間  9月24日～12月11日 

 

芸術品等収集事業 
 

美術作品等の収集 

 

 

【寄贈作品8点】  

・ 武井直也作品（油彩画）３点…「暴風雨」ほか    

・小口節三作品（木彫）   １点…「普賢菩薩像」 

・花岡哲象作品（日本画）８点…「ラナンキュラスⅡ」ほか  

・宮原むつ美作品（油彩画）３点…「チェス広場」ほか  

                      

学習事業 

 

 

ワークショップ・講

演会、コンサート等

の開催 

 

 

 

 
【実施回数…18回、参加者数…延べ446名】 
 
・考古ギャラリートーク        （4月26日） 4名 
・スワニミズム講演会         （5月2日） 33名 
・マーブリングでブックカバーを作ろう （5月4日）  8名 
・おりがみで花束を作って母の日にプレゼントしよう 

（5月10日）24名 
・アイロンビーズで国旗を作って女子Ｗ杯サッカーを応援 
しよう               （5月30日）9名 

・美術考古館の窓に大きなステンドグラスを作ろう 
（6月21日）19名 

・勾玉作り              （6月28日）25名 
・ガラスに絵を描いて夏を楽しもう！   （7月5日） 25名 
・火起こし体験            （7月25日）20名 
・野菜切り口スタンプアート・自分でデザインうちわ 

（7月25日）60名 
・太鼓祭りを盛り上げ隊！ミニ太鼓作り （8月13日） 5名 
・諏訪の長い夜 ＷＳ 牛乳パックでつくるスクエア型ライト 

                   （8月28日）4名 
・諏訪の長い夜 ＷＳ 牛乳パックでつくるスクエア型ライト 
 点灯式               （8月28日）78名 
・諏訪湖まちじゅう芸術祭ヌーンコンサート 

（8月28日）25名 
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・諏訪湖まちじゅう芸術祭イブニングコンサート 

（8月28日）58名 
・諏訪湖まちじゅう芸術祭ヌーンコンサート 

（8月29日）50名 
・軽トラ市「岡谷考古博士検定」    （9月12日）16名 
 
・敬老の日にプレゼント！手作りフレーム（9月21日）36名 

 

美術考古館展示事業 
 

常設展示・収蔵作

品展等の開催 

 

 

 

 

 

 

【美術展示】 

  ・収蔵作品展Ⅰ没後15年記念 野村千春展 

5月21日～8月24日 
野村千春展ギャラリートーク   （6月 7日） 8名 
野村千春展ギャラリートーク   （7月19日） 0名 
野村千春展ギャラリートーク   （8月 9日） 6名 

 

交流ひろば展示 

・ 武井直也市内彫刻マップ展 7月27日～8月20日 

               9月12日～10月6日 

 

【考古展示】 

 ・縄文時代から平安時代までの通史展示  

 ・企画展示 花上寺遺跡土器・清水田遺跡原石展示 

 

 

企画展等開催事業 
 

開館二周年記念特

別企画展の開催 

 

 

・辰野登恵子追悼展 3月6日～5月17日 
辰野登恵子追悼展 ギャラリートーク  （4月11日） 9名 
追悼企画「辰野登恵子さんを偲ぶ」ギャラリートーク 
                                         （4月25日）70名 

 

・「新世代アーティスト」展  8月28日～12月27日      

矢島 史織 8月28日～10月6日 
矢島 史織ワークショップ 
「みんなでつくろう！海の生き物たち」（8月29日）21名  
矢島 史織ワークショップ 
「光を集めるモビールづくり」（9月13日）30名 

 

 ・「彫刻家 武井直也の軌跡」地域交流イベント  
湖畔公園の野外彫刻クリーニングＡＭ編（8月2日）  24名 
湖畔公園の野外彫刻クリーニングＰＭ編（8月2日   19名 

 

  

(カルチャーセンター・ふれあい学習担当) 

事 業 名 事 業 概 要 事業執行の状況（実績現況） 

生涯学習館管理

事業 

(各種学級・講座) 

乳幼児から高齢者ま

ですべての年齢層にわ

たる市民が気軽に集い、

ふれあい、学びあい、将

来をとおして自らを高

めるため各種学級・講座

を企画実施した。また、

窓口業務等生涯学習館

施設運営業務委託を実

施した。 

１ 輝く子育て支援学級 

乳幼児を持つ父母、祖父母等が子育てについて学び、

親子の絆を深め、親同志の交流を深める。 

・5月29日～11月6日  12/16回実施 

参加人数延べ286人 

 

２ 保育園・幼稚園家庭教育学級 

園児を持つ父母、祖父母等が子どもの健全育成につい

て学ぶとともに、親のあり方についても学ぶ。（４月～

翌３月中に実施） 

・神明保育園ほか６園(市立) 

・聖ヨゼフ保育園(私立) 

・聖母保育園ほか２園 
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３ 小学校家庭教育学級 

小学生を持つ父母、祖父母等が子どもの健全育成につ

いて学ぶ。（４月～３月中に実施） 

・神明小学校ほか３校 

  

４ キッズクラブ（子ども学級） 

小中学生を対象に自然体験、地域交流等を通して社会

性を培い、地域性を生かした講座を企画実施予定。 

・5月23日～1月30日 4/6回実施 

参加人数延べ64人 

子ども22人保護者10人 

  

５ 世代間交流講座 

親子や、高齢者、若い世代等異なった世代間の交流を

目的に実施予定。 

  

６ 親子講座 

工作や料理等を通して親子の絆、ふれあいを深める講

座を実施予定。 

  

７ いちい学級 

概ね60歳位以上の方の趣味や個性に磨きをかけ、健康

で好ましい人間関係を学ぶ 

・5月28日～11月12日  12/16回実施 

参加人数延べ484人 

  

８ 成人・青年向け講座 

生活に潤いや豊かさの持てる魅力ある講座を企画し､

生涯学習の進展に資する。 

 

 

事 業 名 事 業 概 要 事業執行の状況（実績現況） 

春の講座 期間 回数 
延べ 

人数 

ペーパークイリング講座 5月18日～5月30日 4 33人 

御柱講座 6月20日～7月11日 4 82人 

 

夏の講座 期間 回数 
延べ 

人数 

オカリナ入門講座 8月19日～9月30日 6 90人 

初心者向けパステル画講座 7月29日～8月26日 5 31人 
 

  

９ 岡谷あれこれスクール 

岡谷市へ転入された人を中心に市勢、歴史等学び仲間

づくりを図る。 

・5月28日～6月25日 5回実施 

 参加人数延べ 31人 

  

10 生涯学習大学 

住民が個性や創造性を培い社会の向上に資する講座

を1,2月末 ２回実施予定。 
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11 市民大学ともまなび講座 

日常生活に密着した知識、技術、文化等を参加者がと

もに学びあい、社会生活に役立てる。 

基本テーマ『健康寿命をいかにのばすか？』 

 

・6月20日～11月21日 3/5回実施 

参加者数 91人 

  

12 社会人権教育 

人権感覚を磨くとともに差別をなくす実践力を培う講

座を実施。 

○岡谷市社会人権教育指導者研修会 

・9月17日～12月17日 1/6回実施 

参加者数 延べ22人 

  

13 託児事業 

子育て支援学級、各種講座・学級において、託児を行っ

た。 

・ぱぴぃキッズ(塩尻市)、岡谷市ファミリーサポートセ

ンターに依頼した。 

 

事 業 名 事 業 概 要 事業執行の状況（実績現況） 

生涯学習館団体育

成支援事業 

生涯学習館で活動する学

習団体や市民がより活発

で自主的な活動が行える

よう支援を行った。 

１ 学習グループの育成 

131グループ2,067人 

 

２ 共催事業 

学習グループ、各種団体、地域等と共催で事業を行う

ことにより、市民参画の場と機会をつくり、学びの広場

を広げる。 

 

・共催講座 

「清風会」と共催 

「初心者向けペン習字入門講座」 

6月4日～6月25日  参加人数延べ 34人 

清風会へ4名入会 

「岡谷M50会」と共催 

「初心者向けマジック入門講座」 

7月2日から7月23日 参加者数延べ 79人 

岡谷M50会へ9名入会 

「詩吟愛好会」と共催 

「初心者向け詩吟入門講座」 

7月22日から9月9日 参加者数延べ 37人 

詩吟愛好会へ1名入会 

「岡谷映像サークル」と共催 

「諏訪地方で製造された懐かし8mm撮影機器展」 

9月5日      参加者数延べ  50人 

・地域共催事業 

「今井区」と共催「夏の学び舎」 

7月7日～7月28日  参加人数延べ 213人 

  

３ ホリディスクエア事業 

学習グループ、各種活動団体等に発表の場、市民交流

の場として提供と施設の活性化を図る。 

  

４ ロビー展事業 

学習グループ、一般市民等の発表の場として提供、学

習意欲の向上を図るため、学習団体が作品をロビーに展

示し成果を発表した。 

３団体が参画。 
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５ 文化祭 

学習グループ、一般市民を対象に学習成果の発表の場と

して市民交流、芸術文化の振興を図る。10月から11月実

施予定。 

  
６ いこいの広場事業：市民の誰もが憩える場の提供を

行った。 

  
７ 広報活動：生涯学習館の講座、学級等の事業につい

て広く市民にＰＲを行った。 

 

(カルチャーセンター・青少年担当) 

事 業 名 事 業 概 要 事業執行の状況（実績・現況） 

青少年活動育成

支援事業 

 

 

子ども会育成連絡協議

会との共同主催事業 

 

 

１．応急手当講習会 

６月２７日（土） 

  岡谷消防署 

  受講者 ２１人 

２．地域リーダー育成研修会 

  ６月２２日（月）～２４日（水） 

生涯学習活動センター 

  内容－「子どもの手による子ども会の育成」 

  参加者－地区子ども会育成会副会長等延べ４８人 

リーダーズ倶楽部活動 中学１年生～高校３年生 ６１人で活動 

わんぱくアドベンチャー、夏休み子ども交流事業、

通学合宿を経験した児童・生徒がリーダーズ倶楽部（中

高生）に加入して活動した。 

〇活動内容 

 高校生、中学生、小学生の異年齢のかかわりによる

指導、協力。 

リーダーズ倶楽部研修、打合せ 

塩嶺野外活動センター清掃奉仕活動 

野外体験活動の企画、運営 

（わんぱくアドベンチャー） 

夏休み子ども交流事業への参加・協力 

県外研修 静岡県立焼津青少年の家 

（リーダーズ他13名） 

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 ６月１７日（水） 

・協議会 ７月 １日（水） 

・市内の小学生、中学生

を対象に野外体験活動

を行い、子どもの自主

性、協調性を養うことを

目的に実施した。 

 

・子ども会育成連絡協議

会、リーダーズ倶楽部等

と連携して事業を行っ

た。 

 

１．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 

６月１２日（金）～１４日（日） 

阿南少年自然の家   

参加者－小・中学生（一般）７０人 

リーダーズ倶楽部     ２８人 

役員・ＯＢ・看護師・事務局  

             ２４人                     

合計          １２２人 

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、講座などを通して学校や学年の違いを

超えて宿泊体験を含めて交流することにより、子ど

もたちが家庭や普段体験できない活動を通して、仲

間づくりや思い出づくりができた。リーダーズ倶楽

部員（中高生）も熱心に小中学生の指導をしていた。 
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２．夏休み子ども交流事業 

８月６日（木）～７日（金） 

岡谷市で実施 

参加者－岡谷市小学５・６年生 

２４人 

リーダーズ倶楽部     ２７人 

役員・看護師・職員ほか  １２人 

東伊豆町小学５年生    ７６人 

引率職員         １５人 

合計          １５４人 

岡谷市の小学５・６年生とリーダーズ倶楽部員が姉

妹都市である東伊豆町の小学校５年生とやまびこス

ケートの森アイスアリーナでスケート体験、塩嶺野

外活動センターで野外炊飯やキャンプファイヤー、

シルクファクトおかやの施設見学や糸とり体験を行

い交流を図った。 

子育て土壌育成

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域子（己）育てミニ集

会活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．連絡協議会 

通常総会 ４月２０日（月） 

第１回情報交換会６月１６日（火） 

第２回情報交換会８月２６日（水） 

２．乳幼児親子ふれあいの集い 

各地区の若い親と子育ての先輩との交流、仲間づく

りを通じて子育てについての悩みを話し合い、励ま

しあう機会とし、ミニ集会の重点事業として取り組

んだ。 

・各地区グループ   ２１グループ 

・育児サークル     ５グループ 

（乳幼児親子ふれあい事業補助金を支出） 

 

環境浄化・青少年

非行防止活動 

街頭における愛護指導、

環境浄化活動 

・少年愛護センターでは、少年愛護委員８９人により、

青少年の非行防止を図り、地区ごとにパトロール日を

決めて繁華街、駅前、ゲームセンター、コンビニ、各

地区の青少年のたまり場等のパトロール、「愛の声か

け」を行った。 

〔活動状況－９月３０日現在〕 

（１）実施日数         ７２日 

（２）従事人数      延べ２０３人 

（３）指導した少年の人数 延べ １１人 

 

青少年に有害な地域環

境実態調査 

 

 

 

 

 

 

 

・有害雑誌・ビデオ自販機等調査 ７月市内全域 

 

「ひまわりっ子育成県民運動」の一環として、市内店

舗等を対象に、「青少年健全育成協力店」としてのステ

ッカーの貼付等の協力をお願いした。（５９３店舗貼

付済み） 

〔活動状況－９月３０日現在〕 

チェック活動実施件数   １７５件 
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塩嶺野外活動セ

ンター事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩嶺野外活動センター

の管理・運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設期間 ５月１日から１０月３１日 

（平成２７年９月３０日現在） 

①センターハウス利用者 

日帰り利用者 

有料（一般９１人、高校生以下０人） 

無料（高校生以下１９２人） 

減免（一般１０４人） 

宿泊利用者 

 有料（一般１６１人、高校生以下７１人） 

 無料（高校生以下３３０人） 

 減免（一般８１人、高校生以下７６人） 

②テント利用者 

 有料（貸出 ３張、持込１８５張） 

 減免（貸出４５張） 

③キャンプ場日帰り利用者   

 有料２５０人 

 

（図書館） 

事 業 名 事 業 概 要 事業執行の状況（実績・現況） 

図書館暖房機増設工事 施設利用者が、安心して施設の利

用ができるよう暖房機(ファンコ

イル)の増設工事を行った。 

・工期   平成27年9月16日～ 

       平成27年11月30日 

・金額   7,959,600円 

・請負業者 (有)ミヤサカ管工 

保育園・幼稚園親子文庫 

 

子どもたちの読書の習慣づけや、

親子のふれあい、子どもの心を育

てる等の目的のため、各園に絵本

を配本した。 

・市内幼・保育園２０園へ配本 

合 計 ８３９ 冊 

（新刊本配本） 

地域公民館への児童図

書配本 

図書館から遠い地域へ児童図書を

配本して、児童読書の推進を図っ

た。 

・湊、川岸、長地公民館図書室へ配本 

      湊   １０６冊 

      川岸  １２６冊 

      長地  １２３冊 

      合 計 ３５５冊 

学級文庫活動支援 小学校児童がクラス単位で図書館

から本を借り、教室に置いて読書

に親しみ、感想などを話し合う機

会づくりのために、学級読書の推

進を図った。 

また、調べ学習用資料として、学

校図書館との連携を図った。 

・学校・学級への貸出冊数 

         ３４０冊 

団体貸出 

 

 

読書環境を整えるため、図書館所

蔵の本を施設等へ貸し出し、読書

普及を図るとともに図書資料の有

効活用をすすめた。 

 

ＰＴＡ図書委員会、保育園、学童クラ 

ブ、読み聞かせサークル、公共施設等 

への貸出 

２，９７６冊 

岡谷市子ども読書活動

推進会議  

平成２０年度策定された「岡谷市

子ども読書活動推進計画」の方策

の進行状況の把握や方策の具体的

な取り組みに対する助言等を行う

ための会議 

２６年度より「第２次岡谷市子ど

も読書活動推進計画」が始まる。 

・第１回 ９月３日開催 

内 容 

・各部署の活動報告 

（実績、課題、評価等） 

等意見交換 
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子ども読書会議 「第２次岡谷市子ども読書活動推

進計画」による一環として、市内8

小学校の図書委員を対象に、意見

交換をする場としての会議を開催

した。 

８月４日開催 

内 容 

・活動発表 

・研修(読み聞かせスキルアップ 

   本の紹介｢ポップ｣作り) 

・今後に向けて 

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 

乳幼児や児童を対象に、語り、読

み聞かせ等を実施し、読書の推進

を図った。 

おはなしの森については、昭和５

４年９月２２日にスタートし、平

成２７年９月末現在、 

１，９８０回開催している。 

・実施回数 ２９回 

（４月～９月） 

参加者（延べ）３４８人 

（おはなしの森、毎週土曜日） 

（ちいさなおはなしの森、 

 毎月第３火曜日または水曜日 

 ２５年度から日曜日にも開催） 

今年度 年３回開催 

おはなしの森 春だよ！

スペシャル 

子ども読書の日（４月２３日）に

あわせ、おはなしの森の拡大版で

絵本の読み聞かせ、人形劇等を行

い、児童読書の推進を図った。 

・４月２５日開催 

      参加者 ２４人 

・４月２５日～５月３１日 

 おはなしスタンプラリー 

達成者 ６９人 

夏休み特集おはなしの

森 

諏訪の民話、伝説の読み聞かせ、

戦争と平和についての絵本の読み

聞かせ等を行い､児童読書の推進

を図った。今年度は読み聞かせ終

了後に、参加者と一緒に折鶴を折

り、あやとりをした。 

・８月４日～８月９日（６日間） 

参加者  

（延べ）２７人 

 

こわ～いおはなしの森 夏休み中のお楽しみ企画として、

閉館後暗い中でのこわいおはなし

を楽しんだ。 

８月８日開催 参加者 ３７人 

うち読でエコ読事業 毎月第３日曜日を「うち読でエコ

読」の日とし、家庭でも読書の時

間をつくり、読書を通して家族の

コミュニケーションを図ることを

よびかけた。 

・館内に「うち読でエコ読」コーナー

設置 

ブックリストの配布 岡谷市子ども読書活動推進会議で

作成したブックリストを配布し活

用した。（乳幼児用、小中学校用、

高校生用） 

乳幼児用配布先 

 こどものくに、カルチャーセンター 

 各保育園 等 

市内小中学校、高校 

ファーストブック 

プレゼント事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳幼児から本に親しむ心を育てる

ため、また、本を媒体に子どもと

親が言葉による絆を深める大切さ

を伝えるとともに、家庭の教育力

（育児力）向上のために、新生児

全員対象に絵本をプレゼントす

る。 

 

・平・４月１日から９月３０日まで 

   の対象新生児 １５８名 

・配布方法 

絵本リスト１０冊の中から好き      

・  な絵本を選んでいただき、 

・ ３，４ヶ月児健診時に保健センター

で贈呈。 

  (図書館でも受け取ることが可能） 

子ども工作教室 

 

 

夏休みの１日、工作教室を実施し

（読書サークル協議会の協力を得

る）、作って遊ぶ喜びを体験させ、

図書館に親しむ機会の促進を図っ

た。 

（夏休み）８月１日実施 

 紙コップエレベーター ほか 

        参加者４６人 

 

（冬休み）１月３０日実施予定   
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１日図書館員体験 

（としょかんキッズ） 

 

 

 

 

 

 

 

学校の長期休暇を利用し、市内在

住の小学４年生から高校生を対象

に、１日図書館員を体験してもら

い、図書館の仕事について理解を

深めてもらった。 

（夏休み、春休みに実施） 

・７月２８日 小学５年生２人 

       小学６年生１人 

（男１女２） 

・７月２９日 小学４年生２人 

        （男１女１） 

・７月３０日 小学４年生１人 

       小学６年生１人 

        （女２） 

合 計  ７人  

・３月２４～２６日実施予定 

おやこルームの設置  会議室の空いている時間を親子ル

ームとして開放した。 

・利用者 ２２人 

職員派遣による普及活

動 

 

 

読書普及活動として、読み聞かせ

等を積極的におこなった。 

乳幼児サークル、１０ヶ月健診等 

          

図書館ｄｅ講座 男女共同参画週間テーマブックス

設置 

「岡谷市防災の日」テーマブック

ス設置 

テーマブックスコーナー設置 

まちかど図書館事業 市民から受けた寄贈本や図書館の

リサイクル図書を市内公共施設に

置き、いつでもどこでも本が身近

にあるまちづくりを行った。 

 

設置場所 

・市役所ロビー 

・岡谷市民病院待合室(9月末まで) 

（小児科外来、整形外科外来） 

・生涯学習活動センター 

・ロマネット 

・諏訪湖ハイツ 

・勤青ホーム 

・市民総合体育館  

・美術考古館 

岡谷市ＰＴＡ図書委員

会運営支援 

小学生をもつ保護者への読書活動

を推進するなかで、子どもに対す

る理解や親としての自覚を新たに

し、また、保護者同士仲間作りを

進めながら自己研鑽に努める委員

会の運営を支援した。 

・８小学校ＰＴＡ図書委員会 

第１回委員会 ４月１５日 

第２回委員会 ５月１３日 

（新刊本配本） １８２冊 

第３回委員会 ６月１０日 

第４回委員会１１月１８日 

第５回委員会 ３月 

予定 

読書サークル協議会活

動支援 

潤いと生きがいのある生活を目指

し、より豊かな人間性を養うため、

積極的な読書活動と楽しい仲間作

りを通じて読書普及を進める協議

会活動を支援した。 

・読書会 

・リサイクル本配布事業１１月２９日 

予定 

絵本の読み聞かせ講座 

（おはなしだいすき 

ポポーの木

主催） 

現在、図書館で活動しているボラ

ンティア、保育士、読み聞かせの

実践活動をしている方々を対象

に、読み聞かせの必要性、仕方等

について実践を交えての講演会を

実施した。 

・ 読み聞かせ講座 

｢今こそ子どもたちに昔話を」 

講師 松本 なお子先生 

  ７月４日 参加者 ４５人 

 「たのしいおはなし会」 

講師 藤田 浩子先生 

  ９月２７日 参加者 ８６人 
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（湊公民館） 

事 業 名 事 業 概 要 事業執行の状況（実績・現況） 

湊公民館管理事業 生涯学習を通じて幅広い知識が

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。 

 

〔学習活動〕 

１． 輝く子育て支援学級 

（５月２０日～１１月１８日） 

延べ１３２名 

２． みなと保育園家庭教育学級 

（６月２０日、７月７日） 

３． 湊小学校家庭教育学級 

（７月９日、９月８、１７日、１０月１６

日） 

４． 山っ湖学級（７月２８、２９日、８月４

日） 

延べ５１名 

５． いちい学級（５月２９日～１１月２７

日） 

延べ３７６名 

６． 生活講座「篠笛入門講座」 

（９月１７日～１２月1７日）  

延べ２８名 

湊公民館学習団体 

育成支援事業 

湊公民館で活動する学習団体や

市民が活発で自発的な活動を行え

るよう支援した。また、作品発表

の場を提供した。 

湊公民館学習グループ １９グループ 

 

 

 

 

（川岸公民館） 

事 業 名 事 業 概 要 事業執行の状況（実績現況） 

川岸公民館管理事業 生涯学習を通じて幅広い知識

が得られるよう、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。 

学習活動 

１．輝く子育て支援学級 

（5/28～11/12） 全16回 

11回実施 延べ186名 

２．家庭教育学級 

・保育園家庭教育学級（3園） 

（6/12～6/30） 全5回  

・小学校家庭教育学級（1校） 

（4/17～8/1） 全3回  

３．子ども学級 

・縄文時代の生活体験で遊ぼう 

～土鈴（どれい）作り～  （7/29） 22名 

・縄文時代の生活体験で遊ぼう 

～野外体験～       （8/9） 36名 

４．いちい学級 

（6/5～10/9） 全12回 

10回実施 延べ159名 

５．生活講座 

・「3B体操」でリフレッシュ＆ダイエット 

           （5/8、15、6/5、12） 全4回 

                          4名 

・初中級者向け「ヨガ」無料体験会 

      （5/13、27、6/10、24） 全4回  

                         80名 

・『芸術の秋・音楽の秋』日本の伝統和楽   

器「お筝」を楽しもう♪♪ 

（9/27） 全2回  

1回実施 21名 
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（長地公民館） 

事 業 名 事 業 概 要 事業執行の状況（実績現況） 

長地公民館管理事業 生涯学習を通じて幅広い

知識が得られるよう、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。 

【学習活動】 

 

１．輝く子育て支援学級（5月26日～9月15日） 

延べ158名  

２．保育園家庭教育学級 

・長地保育園（7月1日） 

３．夏休み子ども学級（7月28・29・30日） 

全3回 延べ64名                  

４．いちい学級（6月5日～9月25日） 

          延べ752名 

５．生活講座 

  ・女性の体幹トレーニング 

         （4月3・10・17・24日） 

                  全４回 延べ117名 

  ・親子＆ジュニア３B体操無料体験会 

    親子（5月27日、6月10日） 

                   全2回 延べ16名 

    ジュニア（5月28日、6月11・25日） 

                   全3回 延べ19名 

  ・ﾊﾟｽﾃﾙｱｰﾄでｵﾘｼﾞﾅﾙﾀﾝﾌﾞﾗｰをつくろう！ 

         （8月22日）        延べ8名 

  ・男性のための体幹トレーニング 

       （9月10・17・24日） 

                全3回 延べ28名 

長地公民館学習団体育

成支援事業 

長地公民館で活動する学

習団体や市民が活発で自発

的な活動を行えるよう支援し

た。また、作品発表の場を提

供した。 

長地公民館学習グループ 49グループ 
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＜スポーツ振興課＞ 主 要 事 業 一 覧 表 

H27.9.30 現在 
子どもから大人まですべての市民がスポーツを好きになり、生涯にわたってスポーツに取り組み、

スポーツを通じて地域が一体化し、活気溢れるまちづくりを推進できるよう、「岡谷市スポーツ推

進計画」（平成２７年度～平成３１年度）に基づき、以下の事業を推進した。 

事 業 名 事 業 概 要 
事業執行の状況 

(実績現況) 

市民ひとり 

１スポーツの実現 

市民のライフステージに応じたスポーツ活動を推進

するため、スポーツ団体等と連携しながらスポーツ教

室・大会をはじめとする多様なスポーツ機会の充実を

図った。 

・岡谷市・岡谷市教育委員会主催大会及び各種スポー

ツ教室を（公財）岡谷市体育協会に委託し、開催し

た。 

・家族による体験型スポーツイベント「おかやファミ

リースポーツプログラム」を（公財）岡谷市体育協

会に委託し、スポーツ推進委員と協力しながら、開

催した。 

・（公財）岡谷市体育協会や総合型地域スポーツクラ

ブ（やまびこクラブ）の支援を行った。 

・スポーツ大会開催事業 

39大会 延べ 6,837人参加 

・スポーツ教室開催事業 

10教室 延べ 1,817人参加 

・おかやﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業 

2回 98人参加 

・スポーツ推進委員協力事業 

※9/1いきいきピンポン＆ 

   ニュースポーツ交流会 

50人参加 

 ｽﾎﾟｰﾂ推進委員 3名協力 

※9/13新体力テスト 32人参加 

スポーツ推進委員 9人協力 

競技力の向上 

競技力向上のためのスポーツ教室・大会を開催すると

ともに、全国的な舞台で活躍できる選手の育成支援

並びにスポーツ指導者の養成を推進した。 

・子どもたちにとって望ましいスポーツ指導者のあ

り方及び保護者の役割等について理解を深めてい

ただくよう、「スポーツ指導者講習会」を開催した。 

・初心者から全国レベルで活躍できる選手育成を目

的として、「おかやスピードスケートトータルサポ

ートクラブ」を㈱やまびこスケートの森に委託し、

開催した。 

・スポーツ指導者講習会 

7/22 150名参加 

参加者：スポーツに携わる小中

学校教職員・部活動外部指導者・

各種競技団体スポーツ指導者・

保護者等 

・おかやｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄﾄｰﾀﾙｻﾎﾟｰﾄｸﾗ

ﾌﾞ 

初級～上級：延べ 294人 

ｱｽﾘｰﾄ：延べ 217人 

子どものスポーツ

機会の充実 

学校体育活動の充実をはじめ、成長期に合わせた体力

向上策を推進するとともに、スポーツを行うきっか

けづくりのため、多様なスポーツ機会の充実を図っ

た。 

・子どもの体力向上を図るため、「かがやけおかやキ

ッズ体力アッププログラム事業」を拡充し、小学校

教員等を対象とした指導者講習会を新たに加え実

施した。 

・かがやけおかやキッズ体力ア

ッププログラム事業 

市内全 8 小学校 1.2 年生 1 クラ

ス年間 6回ずつ実施 

※9月末現在計 66回実施 

指導者講習会各小学校 

１回ずつ実施 

※9月末現在計 8回実施 

スポーツによる 

まちづくり 

・スケートのまちづくりの推進として、各種スケート

教室等を（株）やまびこスケートの森に委託し、開

催した。 

・バレーボールのまちづくり実行委員会及び長野県

エースドッジボール協会の事務局を担当し、バレ

ーボールや、エースドッジボールの普及促進に努

めた。 

 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙのまちづくり 

・年間を通じ５部門６大会の開

催 

 5/6 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの部 

   31チーム参加 

 8/29・30高校生女子の部 

   24チーム参加 

・小学生および中学生のﾊﾞﾚｰﾎﾞｰ

ﾙ教室の開催 

長野県ｴｰｽﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会 

・年間を通じ依頼のある学校へ

講師派遣 

・6/17・9/16 審判講習会実施 
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スポーツ環境の 

整備・充実 

・スポーツ施設及びやまびこ国際スケートセンター

については、指定管理者制度により引き続き適正な

管理運営を行っている。 

・学校体育施設及び市営陸上競技場についても、適正

な管理運営を行っている。 

・市民総合体育館・庭球場・市民水泳プール周辺の除

草作業を利用団体の協力を得て実施した。 

・やまびこ国際スケートセンターの冷凍機エンジン

修繕及び整氷車用バッテリー充電器の備品購入、や

まびこアイスアリーナの床面改修工事を実施した。 

・岡谷市営庭球場において、利用者の利便性向上のた

め、トイレ洋式化工事を行った。 

【スポーツ施設】 

指定管理者 

シンコースポーツ株式会社 

指定管理料 

109,163,000円 

指定管理期間 

Ｈ26.4.1～Ｈ31.3.31 

 

【やまびこ国際ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ】 

指定管理者 

株式会社やまびこスケートの森 

指定管理料 

76,481,000円 

指定管理期間 

Ｈ23.4.1～Ｈ28.3.31 

 

【冷凍機エンジン修繕業務】 

契約額：4,097,520 円 

工期：Ｈ27.7.21～Ｈ27.10.30 

施工業者：株式会社山喜屋 

 

【整氷車用ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電器購入】 

契約額：899,640 円 

購入年月日：Ｈ27.10.26 

供給者：折井電池株式会社 

 

【ｱｲｽｱﾘｰﾅ床面改修工事】 

契約額：8,856,000 円 

工期：Ｈ27.5.11～Ｈ27.6.5 

施工業者：株式会社岡谷組 

 

【庭球場ﾄｲﾚ洋式化工事】 

契約額：885,600 円 

工期：Ｈ27.4.20～Ｈ27.5.29 

施工業者：有限会社ﾐﾔｻｶ管工 

 

 


