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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、令和元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２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はじ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、令和元年１１月３０日で任期満了となった髙木千奈美委

員が令和元年１２月１日付で再任された。 

また、新型コロナウイルスの世界的流行を受けて、国内での感染拡大を防ぐため、国

の要請に基づき、市内小中学校を３月２日午後から卒業式まで臨時休校とし、学童クラ

ブ開設等の対応を行った。 

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、引き続き長野県教育委員

会から派遣された主任指導主事を配置し、専任化した学力向上アドバイザーと連携し

て、学力向上の取り組みを行った。 

教員働き方改革推進事業では、時間外勤務の抑制を図るため、留守番電話の導入や部

活動指導員の配置など、教員が授業づくりや児童生徒への指導に専念できる環境づく

りを推進した。 

教員住宅管理運営事業では、間下教員住宅以外の老朽化し空き家となっている教員

住宅の取り壊しを行い、安全性の確保を図った。 

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、平成  

３０年度から取り組んできた、小中学校へのエアコン整備が完了した。 

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たほか、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。 

聞いて！気づいて！わたしのサイン事業では、悩みを打ち明けることの大切さを学

ぶためのＳＯＳの出し方に関する授業・研修会を実施した。 
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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  １回開催 

２ 総合教育会議 

  岡谷市の教育行政に関する次年度の重点施策や教育全般について意 

見交換を行った。 

・開催期日：令和２年２月１２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 ６５名 委嘱 

新型コロナウイル

ス感染症対策 

 新型コロナウイルス感染症から子どもたちを守るため、国の要請によ

り市内小中学校は３月２日午後から卒業式までを臨時休校とした。 

１ 臨時休校期間 

・３月２日午後から卒業式まで 

   （卒業式：小学校３月１８日、中学校３月１７日） 

２ 学童クラブ開設 

・開設期間 ３月２日午後から３月１８日の平日 

 ・開設時間 午前７時４５分から午後６時４５分 

この間の使用料は、臨時休校が要請に基づくものであることを踏

まえ、保護者負担を軽減するため、減免とした。 

 ・利用人数：３月２日 ２２３名 

       ３月３日から３月１８日 １日平均１２７名 

３ 卒業式対応 

   時間短縮、内容を縮小し実施 

 

チーム岡谷による

学力向上推進事業 

１ 昨年に引き続き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専門化された学力向上アドバイザーが連携

して各学校を訪問し、教員の授業改善に向けた指導や助言を行った。 

 ・巡回指導 １２４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。 
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主要な事務事業 内          容 

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、魅力と

活力ある学校づくりを推進した。 

        (2,406,404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。 

(2,820,000円) 

教員働き方改革推

進事業 

 昨年度策定した「学校における働き方改革推進のための基本方針」に 

基づき、市内全小中学校への留守番電話の設置、部活動指導員の配置、 

長期休業中の完全閉庁日の期間延長を実施。また出退勤システムを導入 

し、行事・業務の見直しや効率化とあわせて「勤務時間」を意識した働 

き方を推進し、時間外在校等時間削減に向けての取り組みを行った。 

「やってみよう！

おかやキッズラボ」

事業 

夏休み中、小学生を対象に学習の機会を設け、地域人材による学習支

援活動を通じて学びの定着化を図った。子どもたちの知的好奇心を高め

る科学教室や自主学習のほか、おかやコドモテラスとの同時開催によ

り、孤食の防止と食育を推進した。 

・開催日時   

第１回 ７月２９日～７月３０日 長地支所 

第２回 ８月 ５日～８月 ６日 川岸支所 

第３回 ８月 ７日～８月 ８日 湊支所 

・参加人数（延べ人数）参加児童数   …５８名 

講師人数    …２４名 

調理ボランティア… ９名 

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。 
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主要な事務事業 内          容 

児童生徒の安全 

対策事業 

・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３０年度に実

施した第３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４１箇所のうち、７箇所の安全対策を実施した。 

２ ふれあいたいむ推進事業 

   子どもたちの安全を確保するため、登下校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２２日（水）～ ５月３１日（金） 

       １０月１５日（火）～１０月２４日（木） 

 

子ども総合相談 

センター事業 

 

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７０１件 延べ回数２，０６１回 

           うち、ケース会議２３９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３人、校内中間教室１３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１１１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。 
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主要な事務事業 内          容 

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６７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４回 判断延べ件数１９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３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６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 

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５回開催 

・ＳＳＳＴ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５回開催 

・小中学生による「いじめ根絶子ども会議」を実施し、７月３１日には、

発信の会を開催した。参加児童生徒数６２人 
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主要な事務事業 内          容 

いじめ防止対策 

 

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 

・いじめ問題の早期解決に向け、岡谷市いじめ問題対策調査委員会が行

う重大事態等における調査体制を強化するため、必要に応じて、いじめ問

題対策調査委員の調査等をサポートする｢いじめ問題調査員｣を設置する

体制を整備した。 

聞いて！気づい

て！わたしのサイ

ン事業 

岡谷市自殺対策計画に基づき、中学生を対象に「SOS の出し方に関 

する教育」として悩みを打ち明けることの大切さを学ぶための授業を実

施した。また、学校職員を対象とする研修会を実施した。 

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１２日 新任校長・教頭研修会        １３人 

・５月１３日 新任学校教職員研修会        ７３人 

・６月１３日 中堅教員研修会           ３６人 

・７月２６日 教職員研修会           ２５０人 

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 
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主要な事務事業 内          容 

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。 

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人 教職員等８人 

(1,174,600円) 

教員住宅管理事務 老朽化し空き家となっている教員住宅の取壊しを行い、安全性の確保

を図った。 

 また、間下教員住宅の維持管理を行った。 

（間下教員住宅：38戸） 

１ 施設管理及び維持補修 

・教員住宅修繕             ３７件    (2,476,457円) 

２ 教員住宅解体工事（市営教員住宅：28戸） 

・教員住宅解体工事               (48,763,000円) 

３ 財産処分 

  ・教員住宅１戸の売却処分を行った。 

二本松教員住宅１戸 敷地 139.81㎡   売却額：3,325,000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 792 2,310 3,102 

中学校  0 117 117 

計 792 2,427 3,219 

(4,255,079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、英語教育改革に伴い、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。 

              (22,802,804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 

   市内小中学校の情報教育用機器（校内ＬＡＮ等含む）を更新し、

各校１クラス分のタブレット端末やプロジェクター等を新たに整備

した。 

(96,604,160円) 

また、１名の情報教育指導員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。 

４ ＧＩＧＡスクール構想への対応 

   児童生徒に１人１台の学習用端末を令和５年度までに配備する国

の「ＧＩＧＡスクール構想」が示され、国の補正予算に合わせて校

内ネットワーク環境のさらなる拡充に向け、予算措置等を行った。 

小中学校情報通信ネットワーク環境等整備事業の補正予算 

125,000,000円については、令和２年度へ全額繰越した。 

岡谷東部中学校管

理教室棟長寿命化

大規模改修事業 

 

老朽化に伴う、岡谷東部中学校管理教室棟の長寿命化大規模改修事業

に向けて、実施設計を行った。また、国補助金の前倒し採択により、工

事費等の補正予算（155,455千円）を行い、令和２年度へ全額繰越した。 

実施設計： 22,550,000円（令和元年5月15日～12月20日） 

小中学校施設整備 １ 小中学校エアコン設置工事 

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

アコン設置工事を行った。 

                監理委託業務  9,504,000円 

設置工事   488,380,320円 

２ 川岸小学校給食室ボイラー入替等工事     5,994,000円 
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主要な事務事業 内          容 

小中学校施設整備 ３ 主な修繕工事等（５０万円以上） 

・湊小学校高窓修繕工事              2,519,000円 

４ 小中学校防火設備修繕工事 

  点検により改修が必要となった防火設備等の修繕工事のため、補正

予算（11,434千円）を行い、令和２年度へ全額繰越した。 

５ 川岸小トイレ洋式化工事 

国補助金の前倒し採択により、川岸小トイレ洋式化工事の補正 

予算（20,000千円）を行い、令和２年度へ全額繰越した。 

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

【小学校】 

・７小学校  理科用プログラミング教材   70個1,107,540円 

・６小学校（神明小を除く）  

オージオメータ(聴力検査機器) ６台 855,360円 

・神明小   給食室用移動式水切り台    １台 115,560円 

・小井川小  シュレッダー         １台 171,160円 

・湊小    ワイヤレスアンプ       １台 151,200円 

・長地小   滅菌庫            １台 399,600円 

・ 〃    人体骨格模型学習セット    １台 141,240円 

・上の原小  アコーディオンバス      １台 117,288円 

・ 〃    百葉箱            １台 121,000円 

【中学校】 

・４中学校  オージオメータ(聴力検査機器) ５台 690,140円 

・岡谷南部中 体育館用スクリーン      １台 440,000円 

    〃   コンサートグロッケン     １台 136,620円 

・岡谷東部中 給食室用 L字型移動シンク   １台 105,840円 

・  〃   屋内用マット         １台 131,760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。さらに、保護者負担を軽減するため、給食費を９割支給に引き

上げ、支援の拡充を図った。 

【就学援助費】 

小学校：17,228,489円 中学校：20,280,833円 

【特別支援教育就学奨励費】 

小学校： 3,001,424円 中学校： 2,612,232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 ４１人 

・うち新規貸付  ８人 

（大学 ５人、短大 ２人、医師養成課程 １人） 

・当年度貸付額 33,906,000円 ・償還免除額 4,471,875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。 

名称 
実施

回数 

延べ参加児童数 

令和 

元年度 

平成 

30 年度 
増減 

とちっ子ひろば（川岸小） 19 1,096 919 177 

神明っ子はばたきラボ（神明小） 15 1,211 1,426 △215 

おいかわっこ（小井川小） 11 508 597 △89 

あやめ基地（岡谷田中小） 12 1,847 1,428 419 

あそぼう日（湊小） 17 719 748 △29 

おさっちあ（長地小） 11 2,024 1,996 28 

うえのはらっぱ（上の原小） 17 1,543 1,342 201 

合計 102 8,948 8,456 492 

（4,264,941円） 

学童クラブ管理運

営事業 

児童福祉法に基づく「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ため、利用者の増加を伴い、川岸小学童クラ

ブの増設に向け改修工事を行った。 

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 施設整備 

 ・川岸小学童クラブ拡張工事         3,800,500円 

 ・川岸小学童クラブ拡張に伴う倉庫移設工事  2,386,800円 

 ・川岸小学校学童クラブＦＦ温風暖房機取替工事 306,900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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ボランティア参画 

 ・高校生ボランティア 

  期間 令和元年５月～令和２年１月 

  場所 岡谷田中小学校学童クラブ 

  人数 岡谷東高校ボランティアサークル １３人 

  内容 学童クラブ運営補助 

 ・夏休み読み聞かせボランティア 

  期間 令和元年７月２４日～８月２０日 

  場所 １２学童クラブ 

  人数 ３団体より延べ１１７人、活動回数１１０回 

  内容 読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター等 

 ・春休み読み聞かせボランティア 

  新型コロナウイルス感染防止のため中止 

４ 中学生「学童ＷＯＲＫＷＯＲＫ
わ く わ く

体験事業」 

 ・期間 令和元年７月２５日～８月８日 

 ・場所 １０学童クラブ 

 ・人数 申込者１９人 

     延べ参加者４７人、延べ参加時間１８７．５時間 

 ・内容 中学生による学童クラブの職場体験 

(59,892,193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。 

 令和元年度は、実施回数を７回に増やし拡充を図った。 

学校名 

実施回数 延べ参加生徒数 

英語 数学 

英語 数学 

令和 

元年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

平成 

30年度 

岡谷西部中 7 7 35 17 38 29 

岡谷北部中 7 7 39 35 64 48 

岡谷南部中 7 7 43 63 46 47 

岡谷東部中 7 7 39 45 51 41 

合計 28 28 156 160 199 165 

（1,026,600円） 
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第２【生涯学習課】 

１ 概説 

   生涯学習課では、本年度より学童クラブ及び岡谷子ども未来塾、放課後子どもの居場

所づくり事業を教育総務課へ移管するとともに、新たな生涯学習の拠点とするため、生

涯学習課の機能を生涯学習活動センターへ移転・統合した。 

また、生涯学習の充実を図るため、第５次岡谷市生涯学習推進計画に基づき社会教育、

文化財保護、青少年健全育成等の諸事業を推進するとともに、第２期岡谷市教育大綱の

個別計画とする『岡谷市学びの紡ぎ応援プラン（第６次岡谷市生涯学習推進計画）』を

策定した。 

文化財保護事業では、シルクフェアにおいて国登録有形文化財「岡谷聖バルナバ教会」

を初めて特別公開し、多くの来館者があったほか、日本遺産認定一周年記念事業として

「岡谷 縄文シンポジウム」を開催し、縄文文化をはじめとした様々な歴史について触

れる機会を提供した。 

美術考古館では、辰野登恵子展ほか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、図書館では、第３次子ども読書活動推進計画に基づく施策として「学

校図書館との連携」、「読書活動子どもボランティア養成講座」を新たに実施するととも

に、「OKAYAこどもビブリオバトル」の実行委員会を立ち上げた。 

また、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各施設の利用制限や使用料の還付を実施

した。 
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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）教育委員会への助言・提言 

・第６次岡谷市生涯学習推進計画策定に向けた提言 

 （３）会議等 

    ・全体会議 ７回 

    ・他市町村からの視察受け入れ（小諸市社会教育委員連絡会） 

 （４）研究活動 

・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）６３，０１６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  １，８００，０００円 

(2,171,352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１２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１１年４月２日から平成１２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 令和元年度 平成30年度 増減 

対象人数 556人 590人 △34人 

参加人数 400人 430人 △30人 

参加率 71.9% 72.9% △1.0％ 

(435,280円) 

生涯学習推進事業 １ 第６次岡谷市生涯学習推進計画策定事業 

人生１００年時代といわれるこれからの社会において、生涯を通じて自由 

に学習機会を選択して学ぶことができる生涯学習社会の実現のため、『岡谷 

市学びの紡ぎ応援プラン（第６次岡谷市生涯学習推進計画）』を策定した。 
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主要な事務事業 内          容 

生涯学習推進事業  「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。 

３ 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、９６講座 

  ・派遣件数 ７６件 

  ・参加者数 延べ２，５２６人 

４ 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 ２１１人 

 (394,209円) 

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 ５回 

 （今井保育園、小口保育園、川岸保育園、湊小学校、小井川小学校） 

・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（4館合同講座・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（市役所大会議室） 

・多文化交流講座 

  １回（生涯学習活動センター） 

(100,949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２９日～１１月１３日 １６回  参加人数延べ   １６９人 
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主要な事務事業 内          容 

湊公民館管理事業 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  １９３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         ２回  参加人数延べ  ３２０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２７日～８月３日    ３回  参加人数延べ   ７２人 

５ いちい学級 

  ５月２４日～１１月１５日 １６回  参加人数延べ  ４９０人 

６ 生活講座 

・「刻字入門」講座 

 ８月２７日～１０月１日  ６回  参加人数延べ   ４２人 

・「背骨コンディショニング」講座 

 １０月８日～１１月１２日 ５回 参加人数延べ   ９１人 

７ 読書活動推進事業 

  登録者数 ５２６人  貸出数 ５，９４６冊 

  工作教室 

夏期 ７月２９日～８月９日 ９回 参加人数延べ  ２２人 

冬期１２月１０日～１６日  ４回 参加人数延べ  ２１人 

８ 学習団体育成支援 

・湊公民館学習グループ  １６グループ 

・湊地区文化祭１０月２６日～２７日 参加人数延べ ２８５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（９月  

３０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    

 (4,738,753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２３日～１１月１４日 １６回  参加人数延べ １７０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（市立） ５回 参加人数延べ ３２１人 
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主要な事務事業 内          容 

川岸公民館管理事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 １，５６５人 

４ 子ども学級 

  ・夏休み子どもチャレンジ教室  ８月４日 参加人数 １９人 

５ いちい学級 

  ５月２４日～１１月１日  １６回  参加人数延べ ４３７人 

６ 生活講座 

  ・気功健康法 無料体験講座 

   ５月２８日、６月１１日 ２回   参加人数延べ   １０人 

  ・無料体験講座 太極拳をやってみよう 

   ６月１０日、６月１７日、６月２４日 

               ３回   参加人数延べ   １１人 

  ・ゆがみ直し整体体操 

   ９月１３日、９月１９日、１０月１８日 

               ３回   参加人数延べ  ６１人 

  ・背筋ピン体操 

   １１月１１日、１１月２５日、１２月９日、１２月２３日     

４回   参加人数延べ  ８３人 

  ・クリスマスケーキを作ろう 

   １１月１８日           参加人数      ７人 

  ・ペン習字 

   ２月１２日、２月１９日 ２回   参加人数延べ   １０人 

  ・姿勢リフォーム体操 ２月２６日  参加人数    １２人 

７ 読書活動推進事業 

    登録者数 ７３９人  貸出冊数 ３，５８８冊 

８ 学習団体育成支援 

   ・川岸公民館学習グループ １８グループ 

・川岸地区文化祭 

 １１月１０日  作品展、芸能祭             ２００人 

 (5,256,708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２１日～１１月１２日 １６回 参加人数延べ  ２４５人 
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主要な事務事業 内          容 

長地公民館管理事

業 

２ 保育園・認定こども園家庭教育学級 

保育園、認定こども園毎に学級を設け、保護者を対象に開設 

・長地保育園ほか１園（市立）４回  参加人数延べ ４８０人 

・ひまわり保育園（私立）  １回  参加人数    ８６人 

・信学会東堀保育園（私立） ２回  参加人数延べ  ７７０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 

・長地小学校ほか１校    ８回 参加人数延べ１，１３６人 

４ 子ども学級 

・議会キッズおかや 

 ８月６日              参加人数        １４人 

・としょしつくらぶ（工作と読み聞かせ） 

 ８月７日              参加人数    ２５人 

５ いちい学級 

  ５月２４日～１１月８日 １６回 参加人数延べ   ８８７人 

６ 生活講座 

 ・エンジェルガールズ無料体験会 

５月１０日・１７日・２４日・３１日 

４回 参加人数延べ   ３２人 

 ・３Ｂ体操無料体験講習会 

  ６月３日・１０日          ２回 参加人数延べ   １６人 

・ペン習字基本講座 

 １１月２０日・１２月４日・１８日 

  ３回  参加人数延べ   ２８人 

・ほっこりする筆文字で気持ちを伝えてみませんか？ 

 ２月２２日             参加人数     ２０人 

・煎茶道体験講座 

 ２月２５日            参加人数       ８人 

７ 読書活動推進事業 

  登録者数 ７６７人  貸出数 ８，４７１冊 

８ 学習団体育成支援 

・長地公民館学習グループ ３７グループ 

・長地地区文化祭    １０月１９日・２０日      ３０７人 

芸能祭    １０月２６日          １７０人 

(5,696,186円) 

  



18 

 

主要な事務事業 内          容 

美術考古館管理事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 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。 

２ 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。 

３「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。 

４ 岡谷美術考古館だより Vol.９を発行し、事業や展示、学習事業などの 

情報発信を行った。 

５ 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７２回諏訪美術展 

 ・期間 ９月２３日～２９日 

 ・場所 ララオカヤ 

・諏訪美術展負担金    ２８，０００円 

（２）  第７１回長野県美術展 

   ・期間 ６月２３日～３０日 

・場所 松本市美術館    

・長野県美術展負担金   ６６，０００円 

（３）  第５３回岡谷展 

 ・期間 １１月７日～１０日 

    ・場所 カルチャーセンター 

・岡谷展負担金      ５０，０００円 

６ 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。 

７ 向山伊保江の作品他、美術作品の寄贈を計５点受けた。 

８ １１月３日文化の日に無料公開をし、253人の入館者があった。 

 (7,209,962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 

体験的絵画講座‐春の部‐ 

「鉛筆デッサン体験」 

 4月 13 日 

20 日 

27 日 

18人 

15人 

17人 

春市関連企画 

カノラータによる弦楽四重奏コンサート 
 4月 28 日 18人 

春市関連企画 

「縄文モチーフの春色ﾌｪﾙﾄﾌﾞﾛｰﾁを作ろう」 
4月 29 日 3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 

「陶器のかぶとに絵付けをしよう」 5月 5日 9人 

体験的絵画教室‐春の部‐ 

「テンペラ画体験」 

 5月 11 日 

  18 日 

  25 日 

15人 

17人 

17人 

体験的絵画教室‐夏の部‐ 

「模写体験‐洋画」 
 6月 8日 17人 

父の日企画 

「オリジナルマグカップを作ろう」 
6月 9日 15人 

日達れんげＷＳ 

「土器のモチーフでﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞをつくろう」 
6月 15 日 8人 

体験的絵画教室‐夏の部‐ 

「模写体験‐洋画」 

6月 22 日 

  29日  

15人 

16人 

体験的絵画教室‐夏の部‐ 

「スクラッチ画体験」 

7月 6日 

13 日 

20 日 

13人 

13人 

13人 

軽トラ市企画 

「貝殻とレジンで海のｷｰﾎﾙﾀﾞｰをつくろう」 

「スーパーボールすくい」 

7月 21 日 

 

39人 

80人 

きつね祭り企画 

「貝殻とレジンで海のｷｰﾎﾙﾀﾞｰをつくろう」 

「火おこし体験」 

7月 27 日 

 

58人 

120人 

こどもとおとなの工作教室 

「縄文風ネームプレートづくり」 
8月 10 日 17人 

太鼓まつり特別企画「透明うちわを作ろう」 8月 13 日 19人 

縄文復元家屋のカヤをはろう 8月 18 日 3人 

こどもとおとなの工作教室 

「縄文風ネームプレートづくり」 
8月 20 日 2人 

諏訪湖まちじゅう芸術祭関連イベント 

「マーブリングでブックカバーをつくろう」 

「秋の MuseumConcert」 

9月 14 日 

22 日 

13人 

212人 

おかやフェスタ関連イベント 

「オリジナル缶バッジをつくろう」 
10月 5日 29人 
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主要な事務事業 内          容 

美術考古館学習事 

業 

 

 (618,477円) 

 

 

 

 

 

イベント名 開催日 参加人数 

体験的絵画教室‐秋の部‐ 

「模写体験‐日本画」 

10月 14 日 

  18 日 

  21 日 

26 日 

4人 

5人 

1人 

10人 

スクラッチ画でハロウィンランタンをつくろう 10月 14 日 7人 

輝く子育て支援学級（カルチャーセンター）ワ

ークショップ 
10月 18 日 19人 

城南小学校 

「缶バッジづくり」＆館内見学 
11月 1日 45人 

体験的絵画教室‐秋の部‐ 

「土で縄文を描く体験」 

11月 2日 

9日 

16 日 

13人 

11人 

13人 

こどものくに 出張ワークショップ 11月 18 日 14人 

下諏訪南小学校「空気砲をつくろう」 11月 29 日 30人 

伊東美和ＷＳ 

「チョークアートでクリスマスツリーを描こ

う」 

11月 30 日 7人 

フェルトのクリスマスツリーをつくろう 12月 1 日 16人 

年賀状用の消しゴムハンコをつくろう 12月 7 日 15人 

福笑いで初笑いしよう 12月 15 日 1人 

招き猫の貯金箱に色づけしよう 1月 11 日 8人 

アイスキャンドル in おかや2020タイアップ 

「アートランタンをつくろう」 
1月 25 日 13人 

スクラッチ画でレインボーカラーの絵を描こう 2月 2日 8人 

ともそだちプラネット 

「スクラッチ画でレインボーカラーの絵を描こ

う」 

2月 10 日 2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 

 ・「ＴＨＥ平成展」      平成３１年３月２１日～４月２１日 

・「本物を見よ 山田郁夫展」      ４月２５日～６月１６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 6月1日 3人 

・「没後３年 織田昇回顧展」       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 21人 

・「春をいろどる 花の絵画展」      ３月５日～５月１０日 

２ 交流ひろば展示 

 ・「太鼓祭り５０回記念ポスター展」   ７月２０日～８月１５日 

 ・「マチノマド」           １０月２６日～１１月４日 

 ・「諏訪美術会小品展」        １１月７日～１１月１０日 

 ・「山岡巻人個展」         １１月１２日～１１月１６日 

 ・八ヶ岳ハーモニカ倶楽部演奏会         １１月１７日 

・「向山伊保江七宝展」        １１月２８日～１２月３日 

 ・「第２回冬麗社絹絵展」       １２月５日～１２月１０日  

・「岡谷市内中学校、諏訪地域の高校・大学・養護学校 文化祭・   

学園祭ポスター展」       １２月１２日～１２月１８日 

・「長野二紀小品展」           １月５日～１月１３日 

・「信濃刀画の会５０周年記念展」    ２月２０日～２月２４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 

 ・久保田信恵「クボタノブエ/Powder snow in March」 

３月１日～３月２７日 

                        (290,330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 美術特別企画展の開催 

・「炎の力―恵みと脅威の表現―」     ６月２０日～８月１６日 

・「没後５年 辰野登恵子展―色彩の深化のプロローグ―」 

                    ８月２０日～１０月２２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「愛でられた抽象―辰野登恵子の人と

芸術」 

 講師 谷 新 

 9月 7日  

139人 

参加者によるフリートーク 9月 7日 

・「双燈社―版画のまちの誕生」       １月９日～３月１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「西堀風土記 問わず語り―双燈社の

文化活動」 

 講師 八幡 兵吉 

  2月9日 137人 

学芸員によるギャラリートーク 2月 22日 20人 

信濃刀画の会ワークショップ 

「エコで楽な木版画を」 
2月 23日 10人 

２ 考古特別企画展等の開催 

 ・「日本遺産認定 星降る中部高地の縄文時代」 

       ―数千年を遡る黒曜石鉱山と縄文人に出会う旅― 

            令和元年１２月２日～令和２年８月１４日 

３ 第２７回岡谷市内小学校児童版画展   １月１９日～２月１６日 

イベント名 開催日 参加人数 

児童版画展表彰式 2月16日 124人 

(1,406,163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。             １１，０８５，３００円 

２ 生涯学習館の適正な管理、施設の整備を実施した。 

・音楽スタジオ利用者用のギターアンプ１台を購入した。５９，１８４円 

 (15,164,642円) 
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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) 

 

１ 輝く子育て支援学級 

 ・５月２４日～１０月２５日  １６回  参加人数延べ   ２８０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５園（市立） １０回  参加人数延べ １，１４６人 

・聖ヨゼフ保育園岡谷（私立）  ２回   参加人数延べ    ２００人 

 ・聖母幼稚園ほか２園（私立）  ６回   参加人数延べ    ２８２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      ８回   参加延べ人数    ３５６人 

４ キッズクラブ（子ども学級） ～岡谷の自然たんけん隊～ 

６月８日・６月１５日・７月１３日・１０月５日・１０月１９日・ 

１２月７日・２月１５日   ７回  参加人数延べ    ４５人 

５ 親子講座 

・親子で体験!!甘酒講座  １２月７日   参加人数      ２０人 

６ 世代間交流講座 

・日本の伝統文化”畳”にふれよう 

８月１１日   参加人数      １２人 

７ 季節の教養講座 

講座名 期 間 回数 延人数 

基本から学ぶ書道講座 5月 13日～6月 10日 5回 66人 

パソコン基礎講座 6月 5日～6月 26日 4回 38人 

描く瞑想 

点描曼荼羅アート 

8月 21日 

～9月 20日 
10回 108人 

万葉集を楽しむ 9月 3日～10月 15日 5回 128人 

香りで華やぐ 

ディフューザー講座 
11月 6日 1回 4人 

相撲講座 

～これであなたも相撲通～ 

11月 10日 

～12月 1日 
4回 24人 

たった１本のナイフで創る 

“ソープカービング” 

11月 13日 

～11月 27日 
6回 51人 

自分で作るわら細工 12月 28日～1月 25日 4回 40人 

多文化交流講座 about カナダ 2月 15日～2月 22日 2回 21人 

はじめよう！エクササイズ 

「バレトン」講座 
2月 27日 1回 16人 

 



24 

 

主要な事務事業 内          容 

生涯学習館運営事

業(各種学級・講

座) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 若者向け講座 

 ・はじめの一歩 

２月５日・２月１９日   ２回   参加人数延べ    １７人 

９ 生涯学習大学 

 ・「ディズニーランドから学ぶこと」 

   松本大学 観光ホスピタリティ学科 山根 宏文 教授 

              ９月１５日   参加人数      ２７人 

・「岩本亜希子さん講演会～東京五輪目前！  

今こそ押さえておきたいオリンピックの価値とは～」 

   岩本 亜希子 氏（現在 片岡 亜希子） 

岡谷南高校卒 オリンピック４大会出場 

            １２月２１日   参加人数      ６６人 

10 定年退職後講座 

 ・じっくり学習！岡谷学に挑戦しよう！！ 

   １２月１３日～１月１７日 ４回   参加人数延べ    ９１人 

11 いちい学級 

・５月３０日～１１月２１日 １６回   参加人数延べ   ５５０人 

12  人権教育（いちい学級での６月２０日講座 再掲） 

・６月２０日 （４館合同開催）     参加人数延べ   １３２人 

13 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   ２１３人 

14 共催講座（生涯学習館で活動中のグループ等との共催） 

・「初心者向け 写真入門」（写撮クラブ） 

   ５月８日～６月１２日   ３回    参加人数延べ    １８人 

 ・「楽しもう！ヒップホップダンス入門」（ＹＯＲＯダンスサークル） 

  ６月２８日～７月１２日  ３回   参加人数延べ    １８人 

 ・「初心者向け 夏の詩吟講座」（師吟会） 

   ７月２４日～８月２８日  ３回   参加人数延べ    １５人 

・「スニーカーで始めるフラメンコ」（ベレーザ） 

   １月１８日～２月１５日  ３回   参加人数延べ    ２９人 

15 共催事業（伝統文化や残しておきたい事業を共催） 

・「ビデオ作品上映会＆おもしろ背景映像合成の紹介、実演デモ」 

（岡谷映像サークル） 

  １１月９日         １回    参加人数      ７０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) 

 

 ・百人一首カルタ大会」（歌月会） 

   １月５日         １回    参加人数      １７人 

16 地域共催事業 

 ・「夏の学び舎」(今井区)  

   ７月２日～２３日     ４回    参加人数延べ   ２０９人 

17 ボランティア講座 

 ・「地域活動いとぐち教室」（社協との共催） 

   １１月２１日～１２月１９日 ５回  参加人数延べ    ３７人 

18 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７日              参加人数     １５０人 

・夏のマンドリンコンサート 

  ８月２４日             参加人数      ８０人 

・あひるコーラスコンサート 

  ９月２９日             参加人数     １１０人 

・飛嶋クラブ フラメンコ ミニライブ 

  １２月１５日            参加人数     １１０人 

19 ロビー展事業 

・９団体参加  各１４日～２８日間展 

20 文化祭 

21 学習グループの育成および活性化 

・１１６グループ １，５０１人 

 (2,351,594円) 

 

 

 

 

第１４回岡谷演劇祭 11月23日～12月1日 781人 

第５３回岡谷展 11月 7日～10日 1,370人 

市民作品展 10月25日～27日 1,644人 

第７６回市民音楽祭 11月 3日 約1,800人 

第４７回市民朗吟の夕べ 11月 3日 約110人 

第４８回市民舞踊祭 11月 4日 約200人 

第３８回市民伝統音楽芸能祭 12月 8日 約130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 

 

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。 

 ・協議会  ７月４日（木）１９時００分～ 参加人数  ２６人 

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。 

・応急手当講習会 

  ６月２２日 岡谷消防署         参加人数  １８人 

・県外研修事業 

８月２４～２５日 焼津青少年の家    参加人数  ２７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  ９８人 

６月７日～９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５５回岡谷市少年スポーツ大会  参加人数 中学生１８８人 

８月３１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１０日～１１日           参加人数 ９９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。 

 

 

 



27 

 

主要な事務事業 内          容 

青少年活動育成支

援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 夏休み子ども交流事業    

  ８月１日～２日 東伊豆町交流      参加人数 １２９人 

  東伊豆町の小学５年生と岡谷市の小学５・６年生が、やまびこスケート

の森でのスケート交流、シルクファクトおかやの見学や塩嶺野外活動セン

ターでの野外炊飯、キャンプファイヤーなどを通じて、姉妹都市交流を行

った。 

５ 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４，５５１人 

 (2,416,202円) 

子育て土壌育成事

業 

 

 

１ 地域子（己）育てサポート活動 

 令和元年度の１年間、地域子（己）育てサポーター連絡協議会のあり方

を検討した結果、連絡協議会を発展的解散とした。 

２ 地域子（己）育てサポーター連絡協議会（サポーター ５０人） 

 ・通常総会 

  ４月２２日  生涯学習活動センター   参加人数 ３５人 

・第１回情報交換会 

   ６月２８日  生涯学習活動センター   参加人数 ３０人 

・臨時総会 

  １１月２９日 生涯学習活動センター   参加人数 ４０人 

・最終臨時総会 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面に代え開催した。    

 ・役員会  ３回開催 

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、親同士の交流

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 

(335,000円) 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                             ８３日 

 ・従事委員数                        延べ ２６１人 

 ・声かけした子どもの数                  延べ  ９７人 

 ・深夜パトロール 

  ８月７日  午後８時～午後９時３０分    参加人数 ４人 

  ２月２６日 午後８時～午後９時００分    参加人数 ６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。 

３ 街頭啓発活動 

  「子ども・若者育成支援強調月間」における街頭啓発活動 

  内閣府の実施する活動の一環で、子ども・若者の育成支援に対する理解

を深めるため、啓発物品を配付しながらあいさつを行った。 

  １１月１日（金）午前７時１０分～  

   (１,002,378円) 

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 利用者が新たな分野の本に出合う機会を提供するために新たに 

自治コーナー（報道されているニュースから毎月選択。）及び大型特集  

コーナー（4～5か月サイクル）を設置した。 

２ 市内小中学校における夏休み期間中（7/24～8/18）の開館を１時間早め、

図書館サマータイムとして利用者の便を図った。 

３ ポンプ内の各部品が経年劣化により破損したため、暖房用ボイラー温水

循環ポンプ等修繕工事を行った。 

４ 設置後40年経過に伴う経年劣化による機器の故障等を防止するため火災

報知設備改修工事を行った。 
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主要な事務事業 内          容 

図書館管理事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ２階廊下に積み上げ管理していた会議用長机及び椅子について、落下防

止のため、視聴覚教育として活用した映写室（準備室）がＤＶＤ化への移

行により不用となったため、上げ床解体工事を行い、収納スペースを確保

した。 

６ 設置４０年を経過したことによる地下タンク壁腐食防止対策等の対応を

するための改修工事について、暖房時期経過後に着工するため繰越明許対

応とした。（2,002千円）  

７ 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、春休みが前倒しとなった 

小中学生に向け、３月３日（火）より児童生徒の貸出期間を「春休み明け」、

その他の利用者は「１か月」とし、貸出冊数を「無制限」とする措置を講

じた。 

 (44,612,386円) 

図書資料等整備事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの新刊図書が発刊されるなか、図書館司書が、利用者が好む本や、 

タイムリーな情報を取り入れることなど各分野の特徴を意識した選書に  

努め、図書資料の整備を行った。 

 

１ 図書資料の購入等 

  ・図書 7,541,693円  

・保育園、幼稚園親子文庫用図書 958,307円 

・紙芝居 5,700円 

・新聞、雑誌 949,204円 

２ 視聴覚資料購入 

  ・ＤＶＤ 179,635円  ・ＣＤ  29,637円 

 （10,023,186円) 

読書普及活動事業 

 

１ 岡谷市子ども読書活動推進会議  

（１）推進会議 

・第１回（8/2）（委員委嘱、推進会議の任務及び具体的な活動内容につ

いて、実施施策の進捗状況と部会化する主要２事業の説明） 

・第２回（2/27）については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

紙ベースで対応した。 

（２）部会 

・メモリーブック部会（10/2）「林尚江委員による胎児期・乳幼児期にお

ける読書活動についての講義」 

・ビブリオバトル部会（10/31）「岡谷市民新聞社社長・イノベーション

部長による“ビブリオバトルの運営方法や実施効果について”」 
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主要な事務事業 内          容 

読書普及活動事業 

 

 

２ 第３次子ども読書活動推進計画に基づく新規施策事業 

（１）学校図書館との連携 

＜市立図書館返却ポストの設置及び物流システム＞ 

市立図書館で借りた本を自分の通う学校の図書館へ返却できるよう

に、学校図書館指導員や業務員の業務内で行える体制を学校と協力し 

整えた。また、教職員が求める図書資料などの相談、検索、資料貸出   

などのレファレンス機能（リクエスト）も備え事業の充実を図り、市内

小中学校夏休み明けから開始した。 

・市内１１小中学校図書館返却ポスト設置数   １１個 

・利用状況（※夏休み明け8/21から実施）     

①小学校 ３０４（返却数 １９５ リクエスト１０９） 

    ②中学校  ８４（返却数  ４９ リクエスト ３５） 

小学校 川岸 神明 小井川 岡谷田中 湊 長地 上の原 

返却 43 43 9 95 0 5 0 

リクエスト 0 44 0 60 0 5 0 

計 43 87 9 155 0 10 0 

  

中学校 岡谷西部 岡谷北部 岡谷南部 岡谷東部 

返却 25 3 1 20 

リクエスト 4 5 0 26 

計 29 8 1 46 

（２）こども読書活動ボランティア養成事業＜ポポーキッズ＞ 

子どもの読書に対する関心を高めるため、読書活動ボランティア団体

“おはなしだいすきポポーの木”による子ども向けの読書活動ボランテ

ィア養成講座を実施し、読み聞かせに対する知識を身につけるとともに

読書リーダーとなる人材を育成する事業を実施した。 

  ・おはなしの森（8/10）終了後、聴講者の中から募集し、プレ実施に２

名が参加した。（岡谷田中小学校１名、川岸小学校１名） 

（３）こども読書会議＜OKAYA こどもビブリオバトル開催事業＞ 

   不読率の高い中高生を対象に「本」への関心を高める施策として、 

生徒が各自１冊の本を選び、プレゼンテーションにより聞き手の読書 

意欲や本に関する興味を如何に抱かせることができるかを書評合戦方式

で行うビブリオバトルを開催する OKAYA こどもビブリオバトル実行 

委員会を立ち上げた。実行委員は図書館機能に関わる地元企業と岡谷市

教育委員会で構成し、協賛を頂いた他の地元企業、ＰＴＡ図書委員会 

ＯＧなど地域との協働、生徒の自主性の伸長を主眼とする事業で、令和

２年３月２２日に開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため延期とした。 
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主要な事務事業 内          容 

読書普及活動事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 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 

6/30・9/29・11/10 

689人 

春だよ！スペシャル 

・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 

4/20～4/21 

（4/20） 

 

 

（4/20～4/21） 

延べ77人 

29人 

 

 

48人 

こわ～いおはなしの森 8/3 25人 

夏休み特集おはなしの森 7/31 5人 

図書館移転40周年記念事業 

1部としょかんアニメ上映会 

2部クリスマス特集 

12/21 延べ83人 

54人 

29人 

４ 「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 

５ 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   ３０５冊  

６ 子ども工作教室  

・夏：７月２７日、冬の開催については、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため中止した。          参加人数   ２７人 

７ としょかん子ども読書まつり  

・関係１１団体と協力 １０月２６日、１０月２７日 

                    参加人数延べ ５８０人 

８ としょかんキッズ（１日図書館員）  

・夏休み期間：７月３０～８月１日、春休み期間については、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため中止した。 

  ・小学４年生から高校生対象        参加人数    ９人 

９ 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    １４人 

10 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 

11 ぬいぐるみのおとまり会１１月２３～２４日 参加人数   ３３人 
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主要な事務事業 内          容 

読書普及活動事業 

 

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、市役所ロビー、   

生涯学習活動センター、勤労青少年ホーム、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） 

  ・実施日：９月２９日 

  ・来館者延べ  １７６人    ・リサイクル図書数  ８７４冊 

14 本の福袋 １月４日～２８日        貸出冊数   ２１０冊 

15 読み聞かせ講座・講演会共催（おはなしだいすきポポーの木主催） 

・１１月１６日(52人)・１月２５日(40人) 参加人数延べ  ９２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     ６月 １日～６月２０日 

・男女共同参画週間 ６月２３日～６月２９日 

  ・岡谷市防災の日  ６月２９日～７月２５日 

  ・健康増進月間   ９月１３日～９月２７日 

  ・自殺予防週間   ９月１０日～９月１６日 

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

行った。 

（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 

（２）はつらつ来（らい）ぶらり講座    参加人数延べ   ６５人 

・第１回 １１月１日（30人）  

① 図書カードの申請と大活字本の紹介 

② 講座 懐かしい風景あの頃の岡谷  

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１５日（35人）  

① 絵本と女声アンサンブルのコラボレーション 

② 読み聞かせのコツと選書 

③ いきいきライフコーナー等から本を借りてみよう！ 

18 フリ－Wi-Fi（ワイファイ）環境下の整備及び導入 

パソコンやスマートフォンなど様々な機器でインタ－ネットを利用した

学習材料の検索ができる通信環境を整備し、７月２日からサービスを開始

した。 
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主要な事務事業 内          容 

読書普及活動事業 

 

 

 

 

 

 

19 「岡谷図書館公式ツイッター」の開設 

  ９月２５日より、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を

活用し、新コーナーの紹介やイベントの案内、ちょっとした情報等を提供

し、幅広い層への市立図書館の認知度向上を図った。 

・ツイート数  １８１ツイート 

・閲覧回数   １３５，６０９回 

     (69,838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。 

 

（4,503,955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。 

 ・小口加茂神社アオナシ枝切除工事  ４２，０００円 

 ・神の木鉄骨補強柱等工事     １２６，０００円 

３ 親子縄文探検ツアー 参加者１２人 

４ 日本遺産認定一周年記念事業 

「岡谷 縄文シンポジウム」の開催  来場者数１３０人 

                       （R元．9．28） 

(490,002円) 

旧林家住宅管理事

業 

１ 施設の維持管理、公開を行った。 

 ・旧林家住宅離れ１階瓦屋根の葺き替え工事監理委託業務 

                    ３００，０００円 

  ・旧林家住宅離れ屋根修繕工事   ２，９１６，０００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 

  岡谷聖バルナバ教会の特別公開 

９月２９日  岡谷市茶道協会による茶会 

１０月２６日～２７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２７日～ 雛人形の展示 

（7,400,446円) 
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主要な事務事業 内          容 

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。 

  ５月５日こどもの日及び１１月３日文化の日に無料公開 

   (679,879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。 

        (1,837,475円) 

有形文化財保護・

保全事業 

１ ５月１４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。 

(4,815,881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 ８件 ２７４．７５㎡ 

２ 小井川配水池発掘調査 ２，８００㎡ 

 (9,367,338円) 

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１，６４５人 

(4,858,356円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

第３【スポーツ振興課】 

１ 概説 

スポーツ振興課では、平成２７年３月に策定した「岡谷市スポーツ推進計画」におけ

る「スポーツ大好き いきいき おかや」の基本理念のもと、「市民ひとり１スポーツ

の実現」、「競技力の向上」、「子どものスポーツ機会の充実」、「スポーツによるまちづく

り」、「スポーツ環境の整備・充実」の５つを基本施策に掲げ、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、活気溢れるまちを目指して、公益財団法人岡谷市体育協会をはじ

めとする関係団体等と連携を図り各種事業を実施した。 

また、現在の岡谷市スポーツ推進計画が今年度末で５ヶ年の計画期間を終了するた

め、令和２年４月からの新たな推進計画策定に向け、岡谷市スポーツ推進計画策定委員

会を設置し、スポーツ振興に関するアンケート調査を実施するなど、幅広い市民の意見

等を把握するなかで、スポーツを「する」「みる」「ささえる」ことで、すべての市民が

様々な形で積極的にスポーツに関わっていくことを主眼とした第２次岡谷市スポーツ

推進計画である『はつらつ岡谷スポーツプラン』を策定した。 

さらには、スポーツによる交流及び東京オリンピック・パラリンピックの開催により

市民のスポーツへの関心や意欲向上を図るため、ロンドンオリンピック卓球女子団体

銀メダリストである平野早矢香さんを講師に招き、『ホストタウンプログラム アスリ

ートフェスティバル inおかや』を開催した。 

その他、高齢者運動促進事業として、４月、７月、１０月及び１月の第３木曜日を『元

気いきいき岡谷シニアスポーツデー』として、６５歳以上の市民を対象に市民総合体育

館の一部を無料開放した。 

スポーツ施設の利用状況については、２月以降新型コロナウイルス感染症が全国に

拡大するなか、感染拡大の防止を図るため、高校生以下の市民総合体育館等のスポーツ

施設の使用制限及び市主催のスポーツ大会、教室を中止とした。 
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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（２月） 

・ニュースポーツ講習会 ２回（５月、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（８月） 

・体力、運動能力調査 １回（９月） 

・長野県スポーツ推進委員研究協議会 １回（１１月） 

・ファミリースポーツプログラムへの協力 ４回 

 （６月、８月、１１月、２月） 

・親子で氷上運動会 １回（１１月） 

・障がい者スポーツの推進事業４回（５月、７月、８月、９月） 

                      (884,825円) 

陸上競技場管理 

事業 

 市営陸上競技場の利用者が安全で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 

(97,550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株式会社やまびこスケ

ートの森に指定管理者として業務委託を行った。 

・冷凍機エンジン修繕              4,097,520円 

・やまびこ国際スケートセンター指定管理料   75,997,000円 

  (84,477,489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で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 

(885,364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で快適に利用できるよう施設

の適正な管理を行った。 

 ・床面改修工事                 

(2,700,000円) 

 

 

 



37 

 

主要な事務事業 内            容 

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シンコ

ースポーツ株式会社に指定管理者として業務委託を行った。 

・市営庭球場人工芝修繕工事            496,800円 

 ・スポーツ施設指定管理料            111,323,000円 

 ・備品購入（長机、プール券売機）       1,002,348円 

 (113,222,821円) 

スポーツ振興事業 岡谷市教育委員会主催大会、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、スポーツを「する子」、「しない子」の二極化を防止するため、

小学１、２年生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」等を実施し、子どもたちの多様なスポー

ツ機会の充実を図った。 

１ スポーツ大会（主催大会等） ６０大会     2,822,860円 

（１）各区対抗体育大会   １１競技 参加者１，２５７人 

 （２）市民スポーツ普及大会 ３７大会 参加者５，８３０人 

（３）競技力向上大会     ９大会 参加者１，６５６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５２７人 

２ スポーツ教室（主催教室）          2,656,467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１３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      506,840円 

体験型スポーツイベント 全４回 
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主要な事務事業 内            容 

スポーツ振興事業 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 

   体力向上プラン支援事業            302,400円 

７ 第２次岡谷市スポーツ推進計画策定       280,500円 

(10,897,760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３７３人 

  (3,684,180円) 

バレーボールのま

ちづくり事業 

第１８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。 

オリンピアンを講師に招き小中学生を対象としたバレーボール教室を

開催した。 

１ 第１８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１４チーム   ６３人 

 （２）ママさんバレーボールの部 参加者１１チーム １１２人 

 （３）高校生男子の部  新型コロナウイルス感染拡大防止の 

ため中止 

（４）高校生女子の部      参加者３２チーム ３５２人 

（５）中学生の部        参加者２９チーム ２９１人 

 （６）小学生の部        参加者４７チーム ４４２人 

２ 中学生男子バレーボール教室 ２４人 

３ 中学生女子バレーボール教室 ２１人 

４ 小中学生バレーボール教室 １４４人 

(417,140円) 
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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５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、令和元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 ４-１ 学校教育の推進 

主な施策の内容 ・未来を切り拓く確かな学力の定着 

・地域に根ざしたふるさと学習の推進 

・自立と共生につながる豊かな心と健やかな体を育む教育活動の充実 

・笑顔で安心して学べる教育環境の整備 

施策の目的 生き抜く力と創造力、知的好奇心溢れる心豊かな人づくり 

施策指標の達成

状況 
施策指標名 単位 

30年度 元年度 2年度 5年度 

実績値 目標値 実績値 達成率 目標値 目標値 

学校満足度（小学校） ％ 83.7 93.0 81.4 87.5% 90.0 90.0 

指標説明 

学校経営概要まとめ（学校へ行くのがとても、或いは概ね楽しいと答えた児童数） 

学校満足度（中学校） ％ 86.3 92.5 82.8 89.5% 90.0 90.0 

指標説明 

学校経営概要まとめ（学校へ行くのがとても、或いは概ね楽しいと答えた児童数） 

施策の現状評価 ・児童生徒の学力向上に向け、昨年度から引き続き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と専任化された

学力向上アドバイザーが連携して、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より添ったきめ細かな対応ができている。 

今後の方向 ・「第２期岡谷市教育大綱」、「魅力と活力ある学校づくり推進プラン」の

具現化を図り、これからのものづくりのまち岡谷を担う人づくりに向け、岡

谷スタンダードカリキュラムを柱とした、各種学校教育施策を推進する。 

・学校施設等の長寿命化を計画的に推進するとともに、快適な学習環境整備

に取り組む。 
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施策名 ５-１ 生涯学習の推進 

主な施策の内

容 

・生涯を通じた学びの推進 

・青少年の健全育成 

・読書の推進 

・家庭・地域の教育力向上 

施策の目的 市民ニーズに応じた多様な学習機会を提供し、生涯にわたって豊かな人生

を送ることができるような自主的、主体的な社会参加を支援する。青少年の

健全育成と自立を支援するために、家庭、学校、地域と連携し、安全で心豊

かに成長できる環境を推進する。 

施策指標の達成

状況 
施策指標名 単位 

30年度 元年度 2年度 5年度 

実績値 目標値 実績値 達成率 目標値 目標値 

学習講座の参加者数 人 136,156 142,500 117,928 82.8% 143,100 145,000 

指標説明 

生涯学習館、公民館における学習講座への年間延べ参加者数 

図書の貸出冊数 冊 288,609 300,000 279,438 93.1% 300,000 300,000 

指標説明 

図書館、公民館、保育園、幼稚園における図書の年間貸出冊数（視聴覚資料含む） 

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、第３次子ども読書活動推進計画に基づいた、学校図書館との

連携や読書活動子どもボランティア養成講座を新たに実施し、子どもたちの

読書活動の充実や読書活動の人材育成が図られた。 

・青少年非行防止活動において、子どもたちがＳＮＳ等の使い方により、犯

罪に巻き込まれる危険性が高い近年の状況を踏まえ、少年愛護委員など大人

の立場で時代にあった活動をしていくために、外部講師による研修を行い理

解を深める取り組みを行った。 

今後の方向 ・生涯学習館は中心市街地にある学びの拠点として更なる利用促進を図り、

公民館は地域の分館とともに「身近な学び」を推進する。 

 また、図書館は市民病院の整備後の整った環境で、公民館や学校図書室と

の連携を深め、子どもや高齢者の読書活動の推進に努める。 

 また、青少年活動の促進は、岡谷市の将来を担う”ひとづくり”の面から

特に優先して取り組む。 
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施策名 ６-１ スポーツの振興 

主な施策の内

容 

・市民ひとり１スポーツの実現 

・競技力の向上 

・子どものスポーツ機会の充実 

・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、たくましい心身をもつひとづくりができ

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。 

施策指標の達成

状況 
施策指標名 単位 

30年度 元年度 2年度 5年度 

実績値 目標値 実績値 達成率 目標値 目標値 

スポーツ施設利用者数 人 286,068 318,000 277,484 87.3% 318,000 460,000 

指標説明 

スポーツ施設(市民総合体育館、市民水泳プール、市営庭球場、市営岡谷球場、川岸スポ

ーツ広場、湖畔広場、学校体育施設、やまびこ国際スケートセンター)利用者の合計数 

週１回以上運動、  

スポーツをすると回答

した人の割合 

％ - 65.0 55.2 84.9% 65.0 65.0 

指標説明 市民アンケート調査で｢週 1回以上運動、スポーツをする｣と回答した人の割合 

施策の現状評

価 

・岡谷市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減少し

たが、トレーニングルームの利用者は増加した。 

・国体出場は、ボート競技、卓球、水泳、スケートのほか、バレーボール、

バスケットボール、軟式野球、セーリング、弓道の出場があった。 

・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。 

・2020東京オリンピック、パラリンピックの開催に向け、市民の気運向上を

図るため、オリンピアンによるアスリートフェスティバルを開催した。 

・令和元年度より高齢者運動促進事業として、４、７、１０、１月の第３木

曜日を『元気いきいき岡谷シニアスポーツデー』として、６５歳以上の市民

を対象に市民総合体育館の一部を無料開放し、高齢者の運動を促進した。 

今後の方向 ・新たに策定した第２次岡谷市スポーツ推進計画である「はつらつ岡谷スポーツ

プラン」に従った施策を展開する。 

・スポーツ振興事業では、全ての市民がスポーツを「みる」「する」「ささえ

る」といった様々な形で積極的にスポーツに関われるようスポーツ環境の充実を

図る。また、市民ひとり１スポーツの実現のため、岡谷市スポーツ協会等と連携

し、市民ニーズ等も把握しながら、各種大会、教室等に取り組む。 

・老朽化したスポーツ施設の計画的な改修事業を実施する。 
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施策名 ６-２ 文化・芸術の振興（教育部分） 

主な施策の内容 ・美術考古館の活用 

・文化芸術活動の促進と人材育成 

・文化財の保護・活用と歴史の伝承 

施策の目的 市民の文化芸術活動の活性化を図るために、文化芸術に触れる機会の充実

に努め、主体的な活動発表の場を提供する。製糸業にかかわる近代化産業遺

産群等や日本遺産に認定された遺跡等を活用し、関係する自治体、団体等と

連携した取り組みにより地域の活性化を図る。 

施策指標の達成

状況 
施策指標名 単位 

30年度 元年度 2年度 5年度 

実績値 目標値 実績値 達成率 目標値 目標値 

美術考古館 人 11,709 12,000 11,894 99.1% 12,000 12,000 

指標説明 

美術考古館の３月３１日時点における当該年度の入場者数 

施策の現状評価 ・美術考古館は、各種企画展や体験学習会等の開催事業と、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。 

・美術考古館では、日本遺産に認定された縄文の文化財を題材としたストー

リーと、県宝に指定された縄文土器を活用した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。 

施策の現状評価 ・市民一人ひとりの日々の暮らしを豊かにし、心の充足感、生きる力、他人

に対する優しさなどをはぐくむことができるよう、文化や芸術に触れる機会

の充実に努めるほか、個人や団体の主体的な文化芸術活動を発表できる場を

提供し、文化や芸術への関心を高めることにより、市民の文化芸術活動の活

性化を図る。 

・旧林家住宅は、経年劣化による損傷が進んでいるため、必要な修繕や改修

を計画的に行っていく。 

 

 

 

 

 


