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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２６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３０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。 

 

令和元年１０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）  

第二十六条 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（同条第四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、岡谷市教育大綱の教育理念の下、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。 

教育委員会全般としては、市長部局との連携により岡谷市総合教育会議を開催し、

「第２期岡谷市教育大綱」を策定したほか、第２期岡谷市教育大綱の基本方針に掲げる

重点項目を着実に実現するため、学校教育分野の個別計画として、新たに「岡谷市魅力

と活力ある学校づくり推進プラン」を策定した。 

なお、平成３１年３月３１日で任期満了となった岩本博行教育長が平成３１年４月

１日付で再任された。また、平成３１年２月２８日で任期満了となった太田博久委員が

３月１日付で再任されたほか、同年３月９日で任期満了となった草間吉幸教育長職務

代理者が３月１０日付で再任された。 

主要事業のうち、チーム岡谷による学力向上推進事業では、これまでの２名の学力向

上アドバイザーに加え、長野県教育委員会から派遣された学校教育の専門的事項の指

導が行える主任指導主事を配置し、児童生徒の学力向上の取り組みを行った。 

活力ある学校づくり推進事業では、岡谷スタンダードカリキュラムや、岡谷版コミュ

ニティスクールなどを全校で実践し、魅力と活力ある学校づくりを推進した。 

小中学校施設整備では、児童及び生徒の健康を守るための猛暑対策として、小中学校

へのエアコン整備事業に着手した。 

また、通学路の交通安全対策では、「岡谷市通学路交通安全プログラム」に基づき、

通学路合同点検を実施し、第３次通学路安全対策実施計画を策定した。 

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、長期欠席傾向にある子どもたちの適応指導や学習支援に努めるとともに、いじめ

への適切な対処等を行うため「岡谷市いじめ防止等のための基本方針」を改定した。 

また、障がい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、幼稚園・

保育園・小中学校等と連携を図り、就学前から卒業後までの切れ目ない支援に繋がるよ

う努めた。なお、岡谷西部中学校において、ＬＤ等通級指導教室を開設した。 

 

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   

・教育委員協議会  ２回開催 
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主要な事務事業 内          容 

教育委員会運営 

事務 

２ 総合教育会議 

  岡谷市の教育行政の根本となる第２期岡谷市教育大綱の策定に関す

ること、また、岡谷市いじめ防止等のための基本方針の改定など、教

育行政に関する重要な事項について協議を行った。 

・開催期日：平成３１年２月１８日 

・構成員：市長、教育委員会 計７人 

地域に開かれた 

学校づくり事業 

 学校評議員 

１１小中学校 ６６名 委嘱 

チーム岡谷による

学力向上推進事業 

１ これまでの２人の学力向上アドバイザーに加え、長野県から派遣さ

れた学校教育の専門的事項の指導が行える主任指導主事と各学校を

訪問し、教員の授業改善に向けた指導や助言を行った。 

 ・巡回指導 ７０回 

２ 教員の資質向上を図るため、外部講師等による学力向上のための教

員研修を実施した。 

活力ある学校 

づくり推進事業 

１  ふるさと岡谷に学ぶ学習の推進事業として、地域資源を活用した

岡谷ならではの学習スタイル「岡谷スタンダードカリキュラム」の

実践を通して、岡谷の「ひと・もの・こと・こころ」に学び郷土を愛

する心の醸成を育み、ふるさと回帰の教育を推進しながら、学校統

合を契機とした魅力と活力ある学校づくりを推進した。 

(2,308,066 円) 

２ 魅力ある学校づくり交付金 

   小中学校が特色を活かして取り組む総合的な学習の時間の事業計

画に対して、学級数に応じて交付金を交付した。 

(3,014,000 円) 

岡谷市魅力と活力

ある学校づくり推

進プラン策定事業 

 岡谷市教育大綱の基本方針に掲げる重点項目を着実に実現するため、 

岡谷市魅力と活力ある学校づくり推進プラン策定委員会及び同検討委員 

会により協議を行い、学校教育分野の個別計画として、新たに「岡谷市 

魅力と活力ある学校づくり推進プラン」を策定した。 

 ・策定委員会 ２回開催 

・検討委員会 ３回開催 

第４２回全国高等

学校総合文化祭 

「２０１８信州総

文祭（放送部門）」

開催事業 

第４２回全国高校総合文化祭の放送部門がカノラホールを主会場に開

催され、開催市として全国から訪れる多くの参加者及び関係者等に岡谷

市をＰＲした。 

開催期日：平成３０年８月９日・１０日 

 参加者数：約１，５００人 
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主要な事務事業 内          容 

教職員の働き方改

革推進事業 

 

すべての授業で質の高い授業を実現するために、学校と教員が担うべ

き業務を明確にし、分業化、協業化、効率化を進め、長時間勤務を改善

するため、「学校における働き方改革推進のための基本方針」を策定した。 

 また、中学校の部活動においては、「岡谷市中学校部活動あり方指針」

を策定した。 

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 

 「岡谷市通学路交通安全プログラム」に基づき、平成２７年度に実

施した第２次通学路合同点検により、ハードの安全対策が必要と判

断した市道通学路３８箇所のうち、１７箇所の安全対策を実施した。 

また、次年度から３年間の安全対策を進めるため、道路管理者、

学校、ＰＴＡ、警察署等関係機関により、通学路合同点検を実施し、

通学路の安全対策の総合的な検討、協議及び調整を行い、第３次通

学路安全対策実施計画を策定した。 

   安全対策会議３回、通学路合同点検１回 

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１６日（水）～ ５月２５日（金） 

       １０月１７日（水）～１０月２６日（金） 

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 

・子育て・子育ちに関する総合的な相談・支援を行った。 

・センター長、子ども教育支援相談員等、計９名体制 

・相談実件数７９４件 延べ回数２，３０１回 

           うち、ケース会議１９７回 
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主要な事務事業 内          容 

教育相談等体制整

備事業 

 

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人、校内中間教室１２人 

 ・親のまなざしの会（不登校を考える親の会）支援（１０回） 

３ カウンセリング等の充実 

 ・県費のスクールカウンセラー３人（市費で兼務委嘱）及び臨床心理

士１人を「専門カウンセラー」として配置した。 

・教育相談室で専門カウンセラー１人による教育相談を、月２回実施

した。（相談延べ件数１０６件） 

 ・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

支援を行い、小学校へも赴き、児童や保護者の相談等を行った。 

 ・県費のスクールソーシャルワーカー１人に市費で兼務を委嘱し、継

続的な長期欠席ケースや、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 

・専門カウンセラーによる専門性の高い発達検査の実施と、保護者や

関係者への説明及び助言を行った。 

２ 就学支援委員会 

・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、

岡谷市就学支援委員会を開催した。 

年６回開催 判断延べ件数７４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２回 判断延べ件数１４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 

 行政担当者や校長会等の連携のもと、「長期欠席」「いじめ・人権」の

２部会に分かれて協議を行った（全体会の開催 計４回）。 

うち２回は、岡谷市いじめ問題対策連絡協議会との合同会議により、

地域の関係団体、保護者代表、専門知識を有する者も参画した。 

生徒指導支援 

 

１ 生徒指導推進委員会 

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、健全な児童生徒の育成に努めるため、生徒指導

推進委員会を開催した。（年１０回開催） 

 

・生徒指導の推進と学校間の情報交換 

・長期休業中の生徒指導 

・あいさつ運動の推進 
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主要な事務事業 内          容 

生徒指導支援 

 

２ 子どもの自立支援委員会 

 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るとともに、長期欠席児

童生徒への対策の充実を図るため、子どもの自立支援委員会を開催した。 

（年６回開催） 

 ・ＳＳＴの実施 

・Ｑ－Ｕの実施 

・長期欠席児童生徒への対応事例研究 

 

いじめ防止対策 １ いじめ防止対策推進委員会 

・いじめの防止等の対策の向上に努めた。年７回開催 

・小中学生による「いじめ根絶子ども会議」を実施し、１２月１５日に

は、まとめの会を開催した。参加児童生徒数５７人 

 ・県における「長野県いじめ防止等のための基本方針」が改定されたこ

とから、いじめへの適切な対処等を行うため「岡谷市いじめ防止等

のための基本方針」を改定した。 

２ 岡谷市いじめ問題対策連絡協議会 

条例に基づき、岡谷市いじめ問題対策連絡協議会を設置し、いじめ

の防止等推進のため、関係機関や団体相互の連絡調整を行い、協議し

た。任期１年、年２回開催 

３ 岡谷市いじめ問題対策調査委員会 

  条例に基づき、岡谷市いじめ問題対策調査委員会を設置し、いじめ

の防止等のための対策を実行的に行うための調査研究に関し審議し

た。任期２年、年１回開催 

 

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１３日 新任校長・教頭研修会        １８人 

・５月１４日 新任学校教職員研修会        ６２人 

・６月１３日 中堅教員研修会           ２４人 

・７月２７日 教職員研修会           ２６０人 

 

 

 

 



7 

 

主要な事務事業 内          容 

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１１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 ６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、平和記念式典や被爆体験講話研修への参加など、平

和への思いを深めた。 

・８月５日～８月７日 生徒２０人 教職員等８人 

(1,079,800円) 

教員住宅管理事務 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：29戸、間下教員住宅：38戸） 

・教員住宅修繕              １０件   

                         (1,049,784 円) 

保健体育科指導事

業 

地域伝統のスポーツ文化である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。                     

区 分 屋内リンク 屋外リンク 計 

 人 人 人 

小学校 660 2,899 3,559 

中学校  0 98 98 

計 660 2,997 3,657 

(4,526,790円) 

外国語授業支援事

業 

小学校における外国語活動及び国際理解教育、中学校における英語教

科指導の補助のため、４人のＡＬＴ（外国語指導助手）を配置した。 

また、英語支援アドバイザーを今年度より新たに派遣し、教員や学校

に対し外国語授業への指導や研修会等を実施した。 

              (22,593,600円) 
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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人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。 

２ 学校インターネット事業 

   諏訪６市町村の教育委員会で構成する諏訪地域教育用ネットワー

クの運用により、諏訪６市町村の全小中学校におけるインターネッ

ト利用及び情報セキュリティを提供した。 

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。 

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

【小学校】 

・川岸小   除雪機（付属品付）      １台 181,980円 

・神明小   回転釜            １台 448,200円 

・小井川小  ガスコンベクションオーブン  １台 658,800円 

・湊小    デジタル身長体重計      １台 170,640円 

・〃     木製回転式書架        １台 106,920円 

・上の原小  ﾊｰﾓﾆｰﾃﾞｨﾚｸﾀｰ（付属品付）   １台 127,980円 

【中学校】 

・岡谷東部中 冷凍冷蔵庫          １台 330,480円 

 

要保護及び準要保

護児童生徒就学援

助費、特別支援教

育就学奨励費支給

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。 

【就学援助費】 

小学校：21,622,288円 中学校：15,997,385円 

【特別支援教育就学奨励費】 

小学校： 2,766,540円 中学校：1,863,007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 ４７人 

・うち新規貸付 １０人 

（大学    ９人） 

（短大    １人） 

（医師養成課程０人） 

・当年度貸付額  36,752,000円 

・償還免除額    9,072,500円 

第２【生涯学習課】 

１ 概説 

生涯学習課では、第５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した。 

放課後子ども健全育成事業の新規事業として、地域住民を講師に「岡谷子ども未来塾」

を開講し、中学２年生の学習支援に取り組んだ。学童クラブでは、４校にエアコンを設

置したことで、すべての学童クラブ室へのエアコン設置が完了した。 

文化財保護事業では、長野県と山梨県及び当市を含む両県内１４市町村が共同で作

成した縄文時代の遺跡や出土品などを題材とした縄文文化のストーリーが、日本遺産

に認定されたほか、縄文土器が県宝の指定も受け、縄文文化の発信事業に取り組んだ。 

美術考古館は、移転開館５周年記念事業として多くの企画やイベントを開催し、来館

者数の増加につなげたほか、図書館は、子どもの読書習慣の定着を図るため、第３次子

ども読書活動推進計画を策定した。また、新たな取り組みとして、主に高齢者を対象と

した「はつらつ来（らい）ぶらり講座」を開催し、読書活動の推進に努めた。 

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）教育委員会へ提案書の提出 

「保護者が安心して預けることができる学童クラブを目指して」 

 （３）会議等 

    ・全体会議        ６回 

    ・関連施設視察（市内学童クラブ） 

    ・教育委員との懇談会   １回 
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主要な事務事業 内          容 

社会教育振興事業 （４）研究活動 

・関東甲信越静社会教育研究大会（事例発表）、長野県社会教育研究

大会、諏訪・上伊那地区社会教育委員連絡協議会合同研修会、諏

訪地域社会教育委員研修会等への参加 

 （５）社会教育委員連絡協議会負担金 

（委員割・人口割・県負担金）６３，２１１円 

２ 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  １，５００，０００円 

(1,923,409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１３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１０年４月２日から平成１１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 平成30年度 平成29年度 増減 

対象人数 590人 592人 △2人 

参加人数 430人 397人 33人 

参加率 72.9% 67.1% 5.8％ 

(413,513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

手帳交付時や子ども課「こんにちは赤ちゃん事業」の訪問時等に配布し

た。 

２ 岡谷市職員出前講座（市民と歩むまちづくり講座）開催事業 

  市民の生涯学習活動を推進するため、職員が地域へ講師として出 

 向き、行政の仕組みや各課の業務内容等について説明した。 

  ・メニュー ８部門、９４講座 

  ・派遣件数 ８７件 

  ・参加者数 延べ２，５３４人 

 



11 

 

主要な事務事業 内          容 

生涯学習推進事業 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費用を公費負担し、広くボランティア活動への参

画を進めた。 

  ・加入者数 ９６人 

４ 地域子ども事業安全保険料負担金 

  「地区育成会活動」及び「放課後子どもの居場所づくり事業」に参加す

る子どもと育成会役員の安全を担保するため、全国子ども会安全共済会へ

の加入費用を公費負担した。 

  ・加入者数 ４，５７４人             

 (823,109円) 

１人権教育推進事

業 

「岡谷市人権に関する基本方針」に基づき、市民一人ひとりがかけがえのな

い存在として尊重される社会の実現に向けて、各種人権教育講座を実施し

た。 

 ・家庭教育学級 ６回 

  （あやめ保育園、みなと保育園、若草保育園、西堀保育園、神明小学

校、長地小学校） 

 ・輝く子育て支援学級 ３回 

  （湊公民館、川岸公民館、長地公民館） 

 ・いちい学級 １回 

  （生涯学習活動センター） 

 ・地域子（己）育てサポーター連絡協議会対象 １回 

  （生涯学習活動センター） 

 ・学童クラブ指導員、放課後子どもの居場所づくりスタッフ対象 

  １回（生涯学習活動センター）          

   (100,626円) 

放課後子どもの居

場所づくり事業 

市内全７小学校で、全ての児童を対象に、放課後に学校施設を活用して子

どもたちの安全・安心な居場所を設け、地域住民の知識や教養を伝える交流

活動等を実施することにより、地域社会の中で子どもたちが心豊かで健やか

に育まれる環境づくりを推進した。 
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主要な事務事業 内          容 

放課後子どもの居

場所づくり事業 

市内全７小学校で、全ての児童を対象に、放課後に学校施設を活用して子

どもたちの安全・安心な居場所を設け、地域住民の知識や教養を伝える交流

活動等を実施することにより、地域社会の中で子どもたちが心豊かで健やか

に育まれる環境づくりを推進した。 

(4,325,355円) 

名称 
実施

回数 

延べ参加児童数 

平成 30

年度 

平成 29

年度 
増減 

とちっ子ひろば（川岸小） 21 919 836 83 

神明っ子はばたきラボ（神明小） 15 1,426 1,875 △449 

おいかわっこ（小井川小） 11 597 638 △41 

あやめ基地（岡谷田中小） 11 1,428 1,742 △314 

あそぼう日（湊小） 15 748 1,066 △318 

おさっちあ（長地小） 11 1,996 1,989 7 

うえのはらっぱ（上の原小） 17 1,342 1,441 △99 

学童クラブ管理運

営事業 

児童福祉法第６条の３第２項に基づく「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等を対象に、適切な遊びと

生活の場を与え、その健全な育成を図ることを目的として、市内７小学校で

１２学童クラブを設置・運営した。 

１ 開設日は学校登校日及び学校休業日とし、土曜日は岡谷田中小学校とひ

かりクラブで開設した。 

２ 学童クラブ改修工事 

 学童クラブ室へエアコンを設置した。 

・設置学童 神明小第２、川岸小、小井川小第２、上の原小 

   ・金額   ５，５０８，０００円 

３ 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 １７人 

・期  間 平成３０年４月～平成３１年３月 

・内  容  岡谷東高校ボランティアサークルによる 

岡谷田中小学校学童クラブへの参画 
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主要な事務事業 内          容 

学童クラブ管理運

営事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）読み聞かせボランティア 

①夏休み 

・期  間 ７月２６日～８月２１日 

・実施回数 １１５回 

・参加人数 延べ１２３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１５日～２９日 

・実施回数 ６３回 

・参加人数 延べ６９人 

・内  容 読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター等 

４ 中学生「学童ＷＯＲＫＷＯＲＫ
わ く わ く

体験事業」 

・申込人数 １９人 

・期  間 ７月２６日～８月２１日 

・参加人数 延べ５６人 

・参加時間 ２１８．５時間 

・内    容 中学生による、学童クラブの職場体験 

(57,663,270円) 

岡谷子ども未来塾

事業 

 

 

 

 市内全４中学校で、苦手科目の解消や勉強の習慣づけをしたい中学２年生

を対象に、教員ＯＢや地域住民などが講師となり、各中学校のパソコン教室

の学習支援ソフトを活用して英語・数学の学習サポートを行った。 

学校名 申込者数 
実施回数 延べ参加 

生徒数 英語 数学 

岡谷西部中 9 4 4 46 

岡谷北部中 16 4 4 83 

岡谷南部中 18 4 4 110 

岡谷東部中 14 4 4 86 

合計 57 16 16 325 

(927,888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。 

 ・小口薬師堂外壁修理工事 ５３，０００円 

３ 親子縄文探検ツアー 参加者３０人          (127,774円) 
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主要な事務事業 内          容 

旧林家住宅管理事

業 

１ 施設の維持管理、公開を行った。 

  ・洋館屋根塗装等補修工事 ２，５９０，９２０円 

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 

７月２９日  岡谷市茶道協会との共催による茶会 

１０月２７日～２８日  

小原流岡谷の会による伝統文化いけ花親子教室発表会 

１１月３日  文化の日に無料公開 

２月２６日～ 雛人形の展示 

（6,736,012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。 

１１月３日 文化の日に無料公開 

(667,660円) 

旧山一林組製糸事

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。 

        (1,756,841円) 

有形文化財保護・保

全事業 

１ ４月２６日 岡谷市文化財保護審議会を開催した。 

２ 生涯学習課分室・公用車両の管理を行った。 

 (6,295,603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を実施した。 

 ・調査件数 ６件 ９２㎡ 

２ 京セラ㈱長野岡谷工場倉庫増設に伴う発掘調査 ９０８．９㎡ 

 (2,547,967円) 

文化財の認定等 １ 日本遺産「星降る中部高地の縄文世界」 

長野県、山梨県及び両県１４市町村共同申請６７件 

構成文化財６７件中、市内７件 (H30.5.24) 

２ 長野県宝「信州の特色ある縄文土器」 

県内１５８点中、市内１９点 (H30.9.27) 

３ 国登録有形文化財「日本聖公会中部教区岡谷聖バルナバ教会」  

(H31.3.29) 
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主要な事務事業 内          容 

美術考古館管理事

業 

１ 開館５周年記念事業として、館の周知や各種展示、イベント等を 

 開催した。また、県元気づくり支援金の採択となった。 

２ 美術考古館の管理・運営及び収蔵作品等の適切な管理を行った。 

３ 美術考古館の「絵はがき」、「一筆箋」、「クリアファイル」、「顔面把手・

土偶グッズ」などの資料販売を行い、「黒曜石の砂時計」、「ストラップ」な

どの委託販売も行った。 

４「春市・秋市」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。 

５ 岡谷美術考古館だより Vol.８を発行し、事業や展示、学習事業な 

どの情報発信を行った。 

６ 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７１回諏訪美術展 

 ・期間 ６月５日～１０日 

 ・場所 諏訪市文化センター 

・諏訪美術展負担金    ２７，０００円 

（２）  第７０回長野県美術展 

   ・期間 ８月２６日～９月２日 

・場所 松本市美術館    

・長野県美術展負担金   ６９，０００円 

（３）  第５２回岡谷展 

 ・期間 １１月８日～１１日 

    ・場所 カルチャーセンター 

・岡谷展負担金      ５０，０００円 

７ 美術考古館の市民ギャラリーや交流ひろば等の施設の貸出を行っ 

た。 

８ 髙橋貞一郎の作品他、美術作品の寄贈を計７点受けた。 

９ １１月３日文化の日に無料公開をし、１４９人の入館者があった。 

 (8,120,054円) 

美術考古館学習事

業 

 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、ものづ 

くりの体験や芸術・文化等に触れる学習会を開催した。 

イベント名 開催日 参加人数 

だるまを作ろう 4月 3日 8人 

オリジナルフレームをつくろう 4月21日 4人 
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主要な事務事業 内          容 

美術考古館学習 

事業 

 

イベント名 開催日 参加人数 

春市関連企画 

「くるくるレインボーを作ろう」 
 5月 3日 6人 

体験的絵画教室１ 

「鉛筆デッサンの基礎」 

  5月 12日 

  19日 

    26日 

16人 

13人 

13人 

折紙はんこで母の日のお手伝い券を作ろう  5月 13日 3人 

安藤美香ＷＳ 

「美濃和紙に描く水墨画」 
  6月 3日 16人 

体験的絵画教室２ 

「私の好きな絵（模写）」 

6月 9日 

  16日 

     23日 

15人 

14人 

13人 

重要文化財指定記念 

「ミニチュアとってちゃんを作ろう」 
  6月 10日 10人 

体験的絵画教室３ 

「削って絵を描く」 

7月 7日 

  14日 

     21日 

14人 

12人 

11人 

きつね祭り企画 

「貝殻とレンジで海のキーホルダーを作ろ

う」 

「火おこし体験」 

  7月 28日 
20人 

60人 

軽トラ市企画 

「スーパーボールすくい」 

「ＵＶレジン」 

   8月 5日 
57人 

65人 

太鼓まつり企画 

「うちわ＆くるくるレインボーを作ろう」 
  8月 13日 23人 

かわいい立体アルバムをつくろう   9月 15日 8人 

のびる粘土で絵を描こう  9月 22日 4人 

諏訪湖まちじゅう芸術祭関連イベント 

「秋のＭuseum Ｃoncert」 
 9月 30日 111人 

ハロウィンのバッジを作ろう 10月 6日 13人 

体験的絵画教室４ 

「花を描く」 

 10月 13日 

  20日 

    27日 

13人 

14人 

12人 
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主要な事務事業 内          容 

美術考古館学習 

事業 

   

彫刻クリーニング（岡谷東高校） 10月 15日 10人 

缶バッジづくり（城南小） 10月 19日 43人 

スクラッチ画でハロウィンランタンを作ろう  10月 28日 6人 

ミニチュアとってちゃんをつくろう 

（小井川小） 
11月 2日 18人 

ミニチュアとってちゃんをつくろう 

（上の原小） 
11月 9日 14人 

館長による体験的絵画教室５ 

「土と炭で古代を描く」 

11月 10日 

  17日 

    24日 

10人 

11人 

10人 

伊東美和ＷＳ 

「インドネシアのバティックアート色づけ

体験」 

11月 11日 8人 

まゆの花をつくろう 11月 25日 13人 

窪田やよいＷＳ 

「ペーパークイリングでクリスマスのフレ

ームをつくろう」 

12月 8日 18人 

山本英津子ＷＳ 

「ほっこりする筆文字で手描きの年賀状を

作ってみよう」 

12月 9日 7人 

縄文の消しゴムハンコを作ろう 12月 15日 11人 

幸運の水引しおりをつくろう 1月 12日 13人 

信濃刀画の会ＷＳ 

「エコで楽な木版画を」 
1月 26日 10人 

高倉美保ＷＳ 

「紙のちいさい いきものたちを つくろ

う」 

2月 2日 14人 

バレンタインボックスをつくって想いを届

けよう 
2月 9日 6人 

春のワークショップ祭り（１日目） 3月 16日 18人 

春のワークショップ祭り（２日目） 3月 17日 35人 

日達れんげＷＳ 

「切り絵で春のモチーフをつくろう」 
3月 23日 15人 

（246,881円） 
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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 

・「絵を診る－素材と技法－」       ３月８日～４月２２日 

イベント名 開催日 参加人数 

学芸員によるギャラリートーク 4月14日 12人 

 ・「墨の世界 東洋の美」        ４月２６日～６月２４日 

  ・「暗色の色彩家 野村千春展」      １１月８日～１月６日 

イベント名 開催日 参加人数 

学芸員によるギャラリートーク 11月23日 9人 

 ・「美術考古館の隠れた名品展」       １月１０日～３月３日 

イベント名 開催日 参加人数 

学芸員によるギャラリートーク 2月23日 2人 

 ・「ＴＨＥ平成展」            ３月２１日～４月２１日 

２ 交流ひろば展示 

 ・「篆刻の鬼才八幡郊処」         ５月３日～６月２４日 

 ・「小口太郎と琵琶湖周航の歌展」   １０月１８日～１１月４日 

・「岡谷市内中学校・諏訪地区高校・大学・養護学校の文化祭ポス 

ター展」              １１月２０日～１２月１７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 若手アーティスト育成公募展 

 ・片桐晃憲「そして輪郭を現す」    ２月２２日～３月２４日 

イベント名 開催日 参加人数 

アーティストトーク 3月9日 35人 

                         (969,090円) 

美術考古館企画展

等開催事業 

１ 美術特別企画展の開催 

 ・「生誕100周年 早出守雄展－早出先生と教え子たち－」 

 ６月２８日～８月２６日  関連イベントの開催 

イベント名 開催日 参加人数 

講演会「父、貞一郎と早出守雄」 

 講師 髙橋 靖夫 

8月19日 30人 

 

 

 



19 

 

主要な事務事業 内          容 

美術考古館企画展

等開催事業 

・「県展70年を支えた岡谷の巨匠展」   ８月３０日～１１月４日 

 関連イベントの開催 

イベント名 開催日 参加人数 

講演会「長野県展70年を見つめて」 

 講師 植草 学 
 9月 1日 30人 

作家によるギャラリートーク 11月 3日 76人 

２ 考古特別企画展等の開催 

 ・黒曜石 ～国内を結ぶ諏訪の黒曜石～ 

          平成２９年９月２１日～平成３０年７月１３日 

 ・第１部「華麗な装飾 火焔と水煙の縄文土器展」 

                    ７月１４日～８月１５日 

 ・第２部「恵みを生み出す器 縄文中期の顔面把手大集合」 

                    ８月１８日～９月１７日 

 ・県宝指定 信州の特色ある縄文土器    １０月６日～ 

３ 第２６回岡谷市内小学校児童版画展   １月２０日～２月１７日 

 

(1,356,885円) 

イベント名 開催日 参加人数 

土器をつくって、焼いて、展示しよう！ 
 7月 29日～ 

9月 17 日 
743人 

林賢先生(日本考古学協会会員)による展示解

説 
9月 8日 21人 

イベント名 開催日 参加人数 

児童版画展表彰式 2月17日 110人 

図書館管理事業 生涯学習の拠点となる図書館運営・維持管理を行った。 

１ シニア世代に関心の高い分野の本を集め「いきいきライフコーナー」を

設置した。 

２ 平成２９年度より実施している市内小中学校における夏休み期間中

（7/24～8/19）には“図書館サマータイム”として開館を１時間早め、利

用者の便を図った。 

３ 障がい者等用駐車場におけるネットフェンス衝突防止策として、ポール

２本及びコーン等を設置した。 

４ 冷暖房完備に努め、館内で長時間快適に過ごすことができる環境を整備

した。 

 (43,916,890円) 
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主要な事務事業 内          容 

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 4,593冊 344冊 7,511,352円 

保育園、幼稚園 

親子文庫用図書 
779冊 0冊 959,979円 

紙芝居 4冊 0冊 7,220円 

受入合計 5,720冊 8,478,551円 

新 聞 10種 5種 
797,428円 

雑 誌 64種 15種 

２ 視聴覚資料購入 

   ＤＶＤ･ＣＤ購入  ２０本 ２０９，７５７円 

 (9,588,174円) 

読書普及活動事業 １ 第３次岡谷市子ども読書活動推進計画の策定  

（１）第３次岡谷市子ども読書活動推進計画策定委員会 

 6/28、7/31、10/10、11/29、2/27 計5回  

（２）専門部会 

（基本目標、基本方針の検討及び施策シートヒアリング） 

 9/14、9/20 計2回 

２ おはなしの森シリーズ 

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 

5/27・12/9・1/27 

684人 

春だよ！スペシャル 

・ブラックパネルシアター、岡谷東

高校ボランティア部による大型絵

本の読み聞かせ等 

・としょかんオリエンテーリング 

・ブックガチャ 

4/21～4/22 

（4/21） 

 

 

（4/21～4/22） 

（4/21～4/22） 

延べ116人 

21人 

 

 

51人 

44人 

こわ～いおはなしの森 8/4 21人 

夏休み特集おはなしの森 8/8 11人 

クリスマス特集 12/22 34人 
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主要な事務事業 内          容 

読書普及活動事業 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（９～１０か月児健診時配布） 

 ・配布数 ３１９冊  

５ 子ども工作教室 ７月２８日（25人）、１月２６日（16人） 

                   参加人数   ４１人 

６ としょかん子ども読書まつり １０月２７日、１０月２８日 

・関係１１団体と協力       参加人数延べ ６０１人 

・関連行事 ブックガチャ10/27～11/4 参加人数  １１２人 

７ としょかんキッズ（１日図書館員） 夏休み(12人)春休み(10人) 

 ・小学４年生から高校生対象       参加人数 ２２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 ２２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、９～１０か月健診での読み聞かせ 

10 子ども読書会議 ８月３日 

・７小学校の図書委員、中学生        参加人数２４人 

11 ぬいぐるみのおとまり会１１月１７～１８日 参加人数２６人 

12 まちかど図書館事業 

 ・市内公共施設に設置（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） 

13 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３０日 

 ・来館者延べ １７９人   リサイクル図書数 １，３８４冊 

14 本の福袋 １月４日～１３日 ２５５冊 

15 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） 

・６月２３日(79人)・７月２１日(16人)・２月９日(79人)  

  参加人数延べ  １７４人 

16 図書館 DE 講座（兼テーマブックスコーナー※特設期間１か月） 

 ・食育月間     ５月２５日～６月２９日 

・男女共同参画週間 ５月２５日～６月２９日 

 ・岡谷市防災の日  ６月２９日～７月２７日 

 ・健康増進月間   ８月３１日～９月２８日 
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主要な事務事業 内          容 

読書普及活動事業 

 

17 はつらつ来（らい）ぶらり事業 

 高齢者の方々が図書館へ足を運び、本に触れる機会の提供を行う事業を開

始した。 

（１）いきいきライフコーナー（大活字本・年金等シニア向けの書棚）の設

置※再掲 

（２）はつらつ来（らい）ぶらり講座   参加人数延べ ４５人 

 ・第１回 ６月３日（14人）  

① 図書カードの申請と大活字本の紹介 

② もとこどものための“語りの会” 

③ いきいきライフコーナー等から本を借りてみよう！ 

 ・第２回１２月１６日（31人）  

① かわいい孫といっしょに過ごそう！“絵本と弦楽のコラボレーショ

ン” 

② 読み聞かせのコツと選書「帰ったらさっそくお孫さんへ読み聞かせ

をしてみる！」 

③ いきいきライフコーナー等から本を借りてみよう！            

     (69,787円) 

図書館情報ネット

ワークシステム 

管理事業 

諏訪地域公共図書館情報ネットワークシステムの維持管理を行った。 

 

(4,451,177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２５日～１０月２６日 １６回  参加人数延べ ２６８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、保護者を対象に開設 

・神明保育園ほか６園（市立） １４回 参加人数延べ １，４０８人 

・聖ヨゼフ保育園岡谷（私立） １回  参加人数延べ    ３００人 

 ・聖母幼稚園ほか２園（私立） ６回参加人数延べ   ３４０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 

・神明小学校ほか２校      ９回   参加延べ人数  ５０１人 

４ キッズクラブ（子ども学級） ～岡谷の自然たんけん隊～ 

５月２６日・６月３０日・７月２１日・８月９日・１０月６日 

１２月８日・１月２６日 ７回   参加人数延べ  ８５人 

５ 親子講座 

・親子で冬の工作 －クリスマスリースを作っちゃおう！－ 

１２月２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（各種学級・ 

講座） 

６ 世代間交流講座 

・みんなで作ろう！海の生き物たち 

８月１１日              参加人数 １９人 

７ 季節の教養講座 

講座名 期 間 回数 延人数 

短歌講座 5月 9日～6月 6日 5回 41人 

タブレット基礎講座 6月 5日～6月 7日 3回 44人 

ウエーブストレッチング 

エクササイズ 

8月 24日 

～9月 7日 
6回 42人 

岡谷の魅力再発見 

～東堀中山道・駅周辺産業

遺産を学ぶ～ 

9月 29日 

～10月 20日 
3回 32人 

信州の味 料理講座 10月 14日～12月 22日 3回 19人 

消しゴムはんこで作る年賀

状 

11月 18日 

～12月 2日 
3回 19人 

多文化を学ぼう！ 1月 27日 1回 14人 

山梨学院ワイン講座ｉｎ岡

谷 

2月 10日 

 
1回 20人 

使いやすい部屋に大変身！ 

整理収納講座 

2 月 17 日 

～3 月 10 日 
4回 70人 

８ ヤングカレッジ（青年層向け講座） 

 ・スクラップブッキングで彩る思い出の写真 

１１月１６日～１月２２日 参加人数 ５人 

・初対面でも分かり合える対話力  ２月２３日 参加人数 ７人 

９ 生涯学習大学 

 ・「メディア表現技術(3DCG,AR, VR など)を学ぼう」 

   諏訪東京理科大学工学部 三代沢 正 教授 

              １月２６日     参加人数 １０人 

・「数楽しましょう」 

   信州大学総合人間科学系  高野 嘉寿彦 教授 

              ２月 ９日     参加人数  ８人 

・「音楽リフレッシュ-明日も笑顔でいるために-」 

清泉女学院大学幼児教育科 山﨑 浩 教授 

３月 ２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（各種学級・ 

講座） 

10 いちい学級 

・５月３１日～１１月２２日 １６回  参加人数延べ ７８０人 

11  人権教育（いちい学級での６月８日講座 再掲） 

・６月２１日 （４館合同開催）    参加人数延べ １３６人 

12 託児事業 

 ・輝く子育て支援学級、季節の教養講座等に伴う託児を行った。 

  受入人数延べ ２３７人 

13 共催講座（生涯学習館で活動中のグループ等との共催） 

・「チャレンジ！お箏講座」（桐の会） 

   ４月９日～５月１４日  ５回     参加人数延べ ４５人 

 ・「簡単！マジック入門講座」（岡谷Ｍ５０会） 

  ６月１４日～７月５日  ５回     参加人数延べ ４６人 

 ・「やさしい！パンフラワー講座」（金洋会） 

   ７月６日～８月１７日  ４回    参加人数延べ ３１人 

・「初心者向けパッチワーク講座」（花園キルトの会） 

   ２月７日～３月２８日  ４回     参加人数延べ ５１人 

14 共催事業（伝統文化や残しておきたい事業を共催） 

・「百人一首カルタ大会」（歌月会） 

   １月５日        １回       参加人数 ２０人 

 ・「ビデオ作品上映会＆映像合成技術の実演デモ」（岡谷映像サークル） 

    １１月１０日       １回        参加人数 ７０人 

15 地域共催事業 

 ・「夏の学び舎」(今井区)  

   ７月４日～２５日    ４回    参加人数延べ ２２３人 

16 ホリデイスクエア事業 

 ・オカリナ・コカリナ・樹音 交流演奏会 

   ７月８日               参加人数 １２０人 

・ウクレレ 初秋のコンサート 

  ９月１６日               参加人数 ８０人 

・カノラータ・オーケストラ アンサンブルコンサート 

  １１月２５日              参加人数 ６０人 

・おかや音楽協会   

歌魂（うただま）クリスマスコンサート 

  １２月８日                参加人数１２０人 

17 ロビー展事業 

・８団体参加  各８日～２１日間展示 
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主要な事務事業 内          容 

生涯学習館運営 

事業（各種学級・ 

講座） 

18 文化祭 

行事名 期間 参加人数 

第１３回岡谷演劇祭 11月23日～25日 約700 人 

第５２回岡谷展 11月9日～12日 1,003 人 

市民作品展 10月26日～28日 1,836 人 

第７５回市民音楽祭 11月3日 約1,550 人 

第４６回市民朗吟の夕べ 11月3日 約120 人 

第４７回市民舞踊祭 11月11日 約200 人 

第３７回市民伝統音楽芸能祭 11月4日 280 人 

  

19 学習グループの育成および活性化 

・１１３グループ １，５０６人 

  (2,243,057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。          ８，１５４，０００円 

２ 生涯学習館の適正な管理、施設の整備を実施した。 

・利用者向け貸出し用の液晶ディスプレイ１台を購入した。 

 ４４，９２８円 

 (12,092,795円) 

子育て土壌育成事

業 

１ 地域子（己）育てサポート活動 

 地域ニーズの中から、子育て支援に係る団体への支援、協力を行うとと

もに、イベントの場を有効に使い、ミニ集会の実施や研鑽のための研修会、

情報交換会を実施した。 

・開催回数 延べ４０４回 

 ・参加人数 延べ１７，５５２人 

２ 地域子（己）育てサポーター連絡協議会（サポーター ５５人） 

 ・通常総会 

  ４月２４日  生涯学習活動センター   参加人数 ４４人 

・第１回情報交換会、研修会 

   ６月２９日  生涯学習活動センター   参加人数 ３１人 

・第２回情報交換会、研修会 

  １１月１０日 諏訪市文化センター    参加人数 ３０人 
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主要な事務事業 内          容 

子育て土壌育成事

業 

３ 乳幼児親子ふれあい事業補助金 

各区等や、子育て中の親等が自主的に作ったグループが、親どおしの交

流や情報交換、伝統行事や伝統食の継承等を行う「乳幼児親子ふれあい事

業」に対し助成を行った。 

・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          ２グループ 

(363,000円) 

環境浄化・青少年

非行防止活動事業 

１ 愛護パトロール 

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                             ７９日 

 ・従事委員数                        延べ ２３４人 

 ・声かけした子どもの数                  延べ ２４５人 

 ・深夜パトロール 

  ７月２３日 午後８時～午後９時３０分    参加人数 ８人 

２ 環境浄化活動 

  コンビニエンスストアや、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 

 に関係業者へ自主規制等の協力依頼を行うとともに、青少年健全育 

 成協力店のステッカー貼付を行い、青少年に有害な社会環境を排除する環

境浄化活動を行った。 

   (878,032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検討及び実施のため

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 ４，５７４人 

・応急手当講習会 

  ６月２３日 岡谷消防署         参加人数  ２０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 

・県外研修事業 

８月２５・２６日 焼津青少年の家    参加人数  ２１人 

・子ども会新理事事前研修会 

３月６日 生涯学習活動センター     参加人数  ３１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・中学生を指導し、

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 

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 １２３人 

６月８日～１０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など、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５４回岡谷市少年スポーツ大会  参加人数 中学生１２２人 

９月８日 市民総合体育館 

種目 バスケットボール 

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） 

１０月１１日～１０月１３日       参加人数 １１５人 

場所 塩嶺野外活動センター             

  平日に、自宅から通学するのではなく、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２・３日 東伊豆町交流       参加人数 １３３人 

  東伊豆町小学５年生と岡谷市の小学５・６年生が、東伊豆町のアニマル

キングダムの見学やレクリエーション、花火などを通じ、２日間昼夜を共

にし、姉妹都市交流を行った。 

(1,770,053円) 
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主要な事務事業 内          容 

塩嶺野外活動セン

ター管理事業 

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。 

開設期間  ５月１日～１０月３１日   利用者数１，３７５人 

（センターハウス７月１日～１０月３１日） 

  （5,474,359円） 

塩嶺野外活動セン

ター施設整備事業 

繰越明許費、塩嶺野外活動センター屋根改修工事を実施した。      

                              

（13,176,000円） 

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 

  ５月２３日～１１月１４日 １６回  参加人数延べ   １５１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  ９２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  ３６１人 

４ 子ども学級 

  山っ湖学級（イカダ作り、飯ごう炊さん等） 

  ７月２６日～８月３日    ３回  参加人数延べ   ５４人 

５ いちい学級 

  ５月２５日～１１月１６日 １６回  参加人数延べ  ５６５人 

６ 生活講座 

・「社交ダンス初心者」講座パート２ 

 ６月２０日～８月８日 ８回  参加人数延べ   ８９人 

・「エコクラフト手芸に挑戦」講座 

 １１月１５日～１１月２９日 ３回 参加人数延べ   ３６人 

７ 読書活動推進事業 

  登録者数 ５１９人  貸出数 ５，０８６冊 

夏期 ７月３０日～８月１０日 ９回 参加人数延べ  ２９人 

冬期１２月１３日～１８日   ４回 参加人数延べ  １２人 
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主要な事務事業 内          容 

湊公民館管理事業 ８ 学習団体育成支援 

・湊公民館学習グループ  １７グループ 

・湊地区文化祭１１月１０日～１１日 参加人数延べ ３５５人 

 湊コミュニティスクール連携事業による公民館講座体験授業（８月３

０日陶芸やきもの講座～ハロウィンランタン作り～）の作品展示 

公民館学習グループによる湊小学校音楽会への参加 

９ 公民館施設整備工事 

   ・湊公民館ポーチ柱補修工事    ３９８，５２０円 

(5,177,329円) 

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２２日～１１月１１日 １６回 参加人数延べ  ２０７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、つるみね保育園、夏明保育園 

              ６回  参加人数延べ   ２６９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      ６回  参加人数延べ １，５７５人 

４ 子ども学級 

  ・夏休み子どもチャレンジ教室 

８月１８日           参加人数      １５人 

５ いちい学級 

  ５月２５日～１１月２日 １６回 参加人数延べ   ４０２人 

６ 生活講座 

  ・野菜ソムリエプロから教わる☆大人☆のお料理教室＆上達講座 

   ４月２日、７月７日、９月１日、１１月３日、２月２日 

              ５回  参加人数延べ     ６７人 

・３Ｂ体操 無料体験講習会 

   成人女性の部 ６月５日、６月１２日、６月１９日 

              ３回  参加人数延べ     １９人 

幼児の部 ６月４日、６月１１日、６月１８日 

３回  参加人数延べ     １９人 
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主要な事務事業 内          容 

川岸公民館管理事

業 

親子の部 ６月１１日、６月２５日 

              ２回  参加人数延べ     １２人 

  ・浴衣着付講座 

   ７月２０日          参加人数       ９人 

  ・宇宙が近い星空散歩撮影会 

   ９月１８日、１０月９日    参加人数延べ    １５人 

  ・クリスマスケーキを作ろう 

   １１月２６日         参加人数        ８人 

  ・型紙からテディベアを作ろう 

   １月２７日、２月１７日、３月３日 

３回  参加人数延べ     ２２人 

  ・アレルギーがあっても食べられるパンを作ろう 

３月２１日          参加人数       ２０人 

７ 読書活動推進事業 

    登録者数 ７８３人  貸出冊数 ４，１７９冊 

８ 学習団体育成支援 

   ・川岸公民館学習グループ １７グループ 

・川岸地区文化祭 作品展 １０月１３日～１４日    ２６２人 

芸能祭 １１月１７日           １７０人 

 (5,088,395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２２日～１１月２０日 １６回  参加人数延べ ２２１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 

・長地保育園、東堀保育園、横川保育園、ひまわり保育園 

               ７回  参加人数延べ  ７９３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 ７回 参加人数延べ１，０６９人 

４ 子ども学級 

  ・地域づくり子どもクラブ 

  ７月３０日～８月２日    ３回  参加人数延べ  ２７人 
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主要な事務事業 内          容 

長地公民館管理事

業 

５ いちい学級 

 ５月２５日～１１月１６日 １６回  参加人数延べ  ８６１人 

６ 生活講座 

・ゆがみ直し整体体操 

   ６月１１・１８・２５日・７月２日・９日・２３日 

                ６回  参加人数延べ １４５人 

・エンジェルガールズ無料体験会 

６月１５日・２２日・２９日 ３回  参加人数延べ ３２人 

  ・筋力アップ＆体幹トレーニング 

   ６月１５日・２２日・２９日・７月６日 

                    参加人数延べ １１３人 

  ・パステル和アートを体験しよう 

   ７月１１日・１８日・２５日 ３回  参加人数延べ １２人 

  ・ハーバリウムを作ろう 

   ９月８日              参加人数    ９人 

  ・デコクレイクラフト写真立てを作ろう 

   ９月１５日             参加人数    ７人 

  ・ハンドメイドキットでテディベアを作ろう 

   １０月１３日            参加人数   １３人 

  ・冬ヨガしよう 

   １月２８日・２月４日・１８日 ３回 参加人数延べ ４２人 

７ 読書活動推進事業 

  登録者数 ７４２人  貸出数 ８，１９４冊 

８ 学習団体育成支援 

  ・長地公民館学習グループ ３９グループ 

  ・長地地区文化祭    １０月２０日・２１日    ３０６人 

       芸能祭    １０月２７日        ２１６人 

９ 公民館施設整備工事 

  ・埋設ガス管改修工事             ９９３，６００円  

(6,654,843円) 
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第３【スポーツ振興課】 

１ 概説 

スポーツ振興課では、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、平成２６年度に策定した「岡谷市スポーツ推進計画」のもと、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、

各種事業を実施した。 

市民ひとり１スポーツの実現では、市民がスポーツを通じ健康で明るく生きがいの

ある生活を送るとともに、体力の向上・競技人口の拡大を図るため、スポーツ団体等と

連携し、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。 

競技力の向上では、アスリートの育成事業を実施するとともに、スポーツ選手の競技

力向上及び市民のスポーツに対する意欲関心を高めるため、２０２７年に長野県内で

開催される第８２回国民体育大会卓球競技の本市への招致を行い内定した。 

子どものスポーツ機会の充実では、運動・スポーツを「する子」、「しない子」の二

極化を防止するため、学校の体育授業に専門指導員を派遣する「かがやけ おかやキッ

ズ 体力アッププログラム事業」及び、そのステップアップ事業である「おかや小学生

体育塾」等を引き続き実施し、子どもたちの多様なスポーツ機会の充実を図った。 

スポーツによるまちづくりでは、本市ゆかりのスポーツであるスケート、バレーボー

ルによるまちづくりの推進と、エースドッジボールの普及促進を図った。 

スポーツ環境の整備・充実では、平成３０年度末で、「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６つのスポーツ施設が指定管理期間を終了することから、新たな

指定管理者の再選定を行った。 

また、必要に応じ指定管理者と連携を図り小破修繕工事を行った。 

２ 実績総括 

主要な事務事業 内            容 

スポーツ推進委員

活動支援事業 

スポーツ推進委員（１３人）によるニュースポーツの普及や、市民の

スポーツ推進のための行事や事業への協力、障がい者のスポーツニーズ

の把握に努めた。 

・スポーツ指導者講習会 １回（１１月） 

・ニュースポーツ講習会 ３回（７月、９月、１０月） 

・ＡＥＤ講習会 １回（１０月） 

・諏訪地方ヘルスバレーボール大会 １回（６月） 

・地域ふれあい講座 １回（７月） 

・体力・運動能力調査 １回（９月） 

・県スポーツ推進委員研究協議会 １回（１１月） 
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主要な事務事業 内            容 

スポーツ推進委員

活動支援事業 

 

・ファミリースポーツプログラム等への協力 ５回 

 （６月、８月、１０月、１１月、２月） 

・障がい者スポーツの推進事業 ３回（７月、８月、９月） 

(844,024円) 

陸上競技場管理 

事業 

 市営陸上競技場の利用者が安全・快適に利用できるよう、施設の適正

な管理に努めた。 

・市営陸上競技場整備委託業務          97,200円 

(122,743円) 

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     77,136,000 円 

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

(85,610,761 円) 

学校体育施設開放

管理事業 

 学校体育施設の利用者が安全・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 

(1,000,475 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。 

 ・アイスアリーナ防火シャッター修繕工事    896,400 円 

(896,400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           109,600,000 円 

 ・市営庭球場人工芝修繕工事           496,800 円 

・市民総合体育館東体育館非常用発電設備バッテリー交換工事             

629,640 円 

(111,116,472円) 

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

会、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。 

また、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」、さまざまなスポーツを家族で体験しスポーツをす

るきっかけづくりの場を提供する「おかやファミリースポーツプログラ

ム」等を実施した。 
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主要な事務事業 内            容 

スポーツ振興事業 １ スポーツ大会（主催大会等） ６０大会    2,822,169 円 

（１）各区対抗体育大会 １１競技 参加者１，２０３人 

 （２）市民スポーツ普及大会 ３７大会 参加者６,８９５人 

 （３）競技力向上大会 ９大会 参加者１,９４４人 

（４）長野県エースドッジボール協会主催大会 ３大会 

参加者６４３人 

２ スポーツ教室（主催教室）          2,656,022 円 

 （１）少年スポーツ教室 １０種目１１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 ３種目３教室 

（５）託児付きスポーツ教室 ２種目２教室 

３ 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 

320,000 円 

 （１）小学生コース 全１５回 

 （２）中学生コース 全６回 

４ おかや小学生体育塾              816,000 円 

  前期・後期 各２クラス 全１０回ずつ 

５ おかやファミリースポーツプログラム      506,520 円 

体験型スポーツイベント 全４回 

６ かがやけ おかやキッズ体力アッププログラム事業   1,328,000円 

  小学生１・２年生 ２６クラス 各クラス年６回派遣 

  指導者講習会 ７小学校合同で１回実施 

(9,844,112 円) 

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初心者

から全国大会を目指すレベルまでを対象としたスケート教室を実施した

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 スケート教室事業              2,939,000円 

（１）多種目スケート教室 ３種目３教室 

 （２）おかやスピードスケートトータルサポートクラブ 

・初心者～上級者コース 全３０回 

・アスリートコース   全５０回 

（３）親子で氷上運動会 全１回 

（４）ファミリースケートデー 全４回 入場者４１２人 

(3,597,120 円) 
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バレーボールのま

ちづくり事業 

第１７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１７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１８チーム ８５人 

 （２）ママさんバレーボールの部 参加者９チーム １０２人 

 （３）高校生男子の部 参加者１２チーム １５８人 

（４）高校生女子の部 参加者３２チーム ３３１人 

（５）中学生の部 参加者２６チーム ２７１人 

 （６）小学生の部 参加者４８チーム ４９８人 

・中学生男子バレーボール教室 １４人 

・中学生女子バレーボール教室 ４３人 

・小学生バレーボール教室 ６８人 

(434,214円) 

 

 

 

 

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３０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 ・児童生徒の学力向上に向け、これまでの２人の学力向上アドバイザー

に加え、長野県教育委員会から派遣された学校教育の専門的事項の指導

が行える主任指導主事を配置し、学力状況調査の結果分析や学校訪問に

よる助言、指導により、授業改善に取り組んでいる。 

・子ども総合相談センターを中心に関係機関と連携したチーム支援によ

り、子ども一人ひとりに寄り添ったきめ細かな対応ができている。 
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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 ・放課後子どもの居場所づくり事業では、工作、料理、読み聞かせや

運動など、地域のボランティアによる多彩な活動により、生き生きと

した子どもの姿が見られた。スタッフの高齢化に対応するため、高校

生の活用など新しい動きも見られ始めている。 

・ソーシャルネットワークの急速な普及により、それによるトラブル

防止のための新たな課題が発生しており、青少年問題にかかわる団体

とも連携した取り組みが必要である。 

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 ・生涯学習館をはじめ３地区公民館において、地域の特色を生かした

学習活動を推進している。しかし、学習グループの高齢化が進み解散

するグループが見られる。 

・図書館では、子どもの読書習慣の定着を図るため、第３次子ども読

書活動推進計画を策定したほか、シニア世代の図書館利用を促進する

ため、新たな事業「はつらつ来（らい）ぶらり」講座を実施し、参加

者から好評であった。 
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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 ・美術考古館は、リニューアルオープンから５周年を記念した事業と、

縄文文化の日本遺産認定を記念した事業とにより、来館者数が増加し

た。 

・カノラホールは、大ホールを使用した集客を見込めるポップス音楽

などの公演が少なかったことにより、入館者数は減となった。 

・蚕糸博物館は、平成 29 年度は、秋から冬に掛けて大口の団体利用が

継続的にあり入館者数が増えたが、平成 30 年度は、大口の団体の利用

が少なかったことにより入館者数は減となった。 

・イルフ童画館は、幅広い世代に人気の「猫のダヤン」の「池田あきこ

原画展」や「山口マオ展」など、人気作家の魅力あふれる企画展の開催

により入館者数は増となった。 

 

 

 

 

施策名 11-2 文化財の保護・活用 

主な施策の内容 ① 文化財の調査・保存  ②文化財の公開、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 ・縄文の文化財を題材としたストーリーが日本遺産に認定されたほ

か、縄文土器が県宝に指定されたことを受けて、縄文文化の発信事業

に取り組んだ。今後もさらなる活用に努めたい。 

旧林家住宅では、シルクフェアに合わせての無料公開や茶道協会に

よる呈茶など、季節や行事に合わせた展示やイベントを行い、旧渡辺

家住宅では、ＮＰＯ法人郷土学習館運営委員会や旧渡辺家住宅保存協

力会により、各種講座など学びの場の提供と、適切な住宅管理がされ

た。また、川岸公民館主催の広畑遺跡での発掘体験事業に協力し、子

どもたちが考古学へ興味を持つきっかけづくりとなった。 
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施策名 11-3 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 生涯にわたってスポーツに親しみ、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て各種大会、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。 

・施設利用者数では、市民総合体育館での大規模な大会やイベントが少

なかったため入場者が減少したが、トレーニングルームの利用者は増加

した。また、飽和状態の市民総合体育館をさけ、学校体育施設の利用者

が増加した。 

・国体出場は、ボート競技、卓球、体操、フェンシング、水泳、スケー

トのほか、バレーボール、自転車、弓道、ゴルフ等の出場もあり増加し

た。 

・スポーツ少年団の登録団数や団員数は、少子化やスポーツ等が多様化

するなかで伸び悩んでいる。 

 

 


