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令和２年度 教育部主要事業 

第１０款 第１項 第２目 事務局費        ［予算書 Ｐ152～Ｐ155］ 

 【教育総務課】 

単位：千円 

事 業 名 事 業 内 容 予算額 

通学路交通安全対策事業 

・平成３０年度に実施した、第３次通

学路合同点検に基づき、対応が必要と

判断した小学校の通学路３３箇所及

び、令和元年度に通学路安全対策実施

計画に追加された８箇所のうち、令和

２年度は、市道１５箇所の安全対策を

実施する。 

※土木費にて計上 

（１７，８００） 

チーム岡谷による学力向上

推進事業 

・学校教育の専門的な事項の指導が

行える主任指導主事を昨年度に引き

続き配置し、学力向上アドバイザーと

連携して、各学校の学力向上に向けた

取組に対して助言・指導等を行い、児

童生徒の学力向上を図る。 

 全国学力・学習状況調査の結果分析

や独自の分析に基づく課題の検証等

をもとに、各校における取組を総合的

に支援する。 

１０，９７６ 

〔拡充〕 

教員働き方改革推進事業 

・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を整備するた

め、教員の働き方改革をさらに推進す

る。昨年度から導入した部活動指導員

の配置については、各中学校１名から

２名に拡充し、教員の負担軽減を図

る。 

 ３，２１７ 

ふるさと岡谷に学ぶ学習の

推進事業 

・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

郷土を愛する心を育む「ふるさと回

帰」の教育を推進する。 

学校を核とした地域創生に向け、地

域と学校が連携・協働して岡谷のひと

づくりを進める。 

２，４２８ 

「やってみよう！おかやキ

ッズラボ」事業 

・夏休みなどの長期休業中、小学生を

対象に、教員ＯＢなどの地域人材を活
１８３ 
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かして学習支援を行うことにより、学

習意欲の維持または高揚を図るとと

もに、学力向上を目指す。 

・また、長期欠席傾向にある児童に対

し、学校やフレンドリー教室に替わる

学習の場となり得ることから、学校へ

の登校意欲を引き出すきっかけを作

る。 

子ども総合相談 

センター事業 

・関係機関、幼保小中との連携を図り

ながら、長期欠席児童生徒の対策や就

学支援など、子育て・子育ちに関する

総合的な相談支援をチームで行う。 

・相談体制の充実を図る。 

・正規職員 2名、嘱託職員 5名 

・ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ  1名 

・心の教室相談員 4名 

 

１７，５０９ 

特別支援教育推進事業 

・地域の教育的資源を有効活用しな

がら、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。 

・岡谷田中小学校の LD 等通級指導教

室に引き続き複数の職員を配置する。 

・一定の基準に基づき、特別支援教育

支援員を適正に配置する。 

３８，３２９ 

「聞いて！気づいて！わた

しのサイン」事業 

・「SOS の出し方に関する教育」とし

て、小学６年生及び中学１年生を対象

に悩みを打ち明けることの大切さを

学ぶための授業を行い、学校職員の理

解を深めるための研修を行う。 

・学校生活を含む日常生活全般での

不適応を予防または早期発見するた

め、児童生徒への学校生活等のアンケ

ートを小中学校全学年で行う。 

・小学 1～2年：Q-U（楽しい学校生活

を送るためのアンケート） 

・小学 3年～中学 3年：アセス（学校

環境適応感尺度） 

４４０ 
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〔新規〕 

幼保小接続期連携事業 

小学校への入学に際し、保育園など

での遊びや生活を通じた学びと育ち

を基礎として、子ども達が主体的に自

己を発揮し、新しい学校生活を作り出

し、小１プロブレムなどの予防や解決

につなげる。 

・幼稚園・保育園等及び小学校の代表

者による委員会を立ち上げ、連携しな

がら、児童の発達や学びの状況に関す

る情報や支援方法を共有する機会を

持つ。 

・小学１年生を対象に、学習の基礎と

なる「読み」の能力を高めるための指

導パッケージを取り入れる。 

２６６ 

 

 

第１０款 第２項 第１目 学校管理費       ［予算書 Ｐ156～Ｐ159］ 

 【教育総務課】 

単位：千円 

事 業 名 事 業 内 容 予算額 

〔拡充〕 

外国語授業支援事業 

・新学習指導要領に基づき、令和２

年度から本格実施となる外国語教育

の充実に対応するため、小中学校に

配置している ALT を１名増員し外国

語授業の時間数増加への支援や教員

の負担軽減を図る。 

１７，３２５ 

 

 

第１０款 第２項 第２目 教育振興費       ［予算書 Ｐ158～Ｐ159］ 

 【教育総務課】 

単位：千円 

事 業 名 事 業 内 容 予算額 

〔拡充〕 

就学援助拡充事業 

・経済的理由によって就学困難と認

められる児童生徒の保護者に対し支

給している就学援助費について、新た

に校外活動費を対象に加え、経済的支

援が必要な家庭のさらなる負担軽減

を図る。 

・就学援助費      20,360千円 

・特別支援教育就学奨励費  3,216千円 

２３，５７６ 
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第１０款 第３項 第１目 学校管理費       ［予算書 Ｐ160～Ｐ163］ 

 【教育総務課】 

単位：千円 

事 業 名 事 業 内 容 予算額 

〔拡充〕 

外国語授業支援事業 

・新学習指導要領に基づき、令和２年

度から本格実施となる外国語教育の

充実に対応するため、小中学校に配置

している ALT を１名増員し外国語授

業の時間数増加への支援や教員の負

担軽減を図る。 

９，９００ 

〔新規〕 

安全で快適な学習環境整備事

業 

（学校施設バリアフリー化） 

岡谷東部中学校の大規模改修に伴

い、バリアフリーに配慮した施設整備

とするため、エレベーターの設置に向

けた実施設計を行う。 

 

・岡谷東部中学校管理教室棟 

 エレベーター設置実施設計委託料 

              1,700千円 

１，７００ 

 

 

第１０款 第３項 第２目 教育振興費       ［予算書 Ｐ162～Ｐ163］ 

【教育総務課】 

単位：千円 

事 業 名 事 業 内 容 予算額 

〔拡充〕 

就学援助拡充事業 

・経済的理由によって就学困難と認

められる児童生徒の保護者に対し支

給している就学援助費について、新た

に校外活動費を対象に加え、経済的支

援が必要な家庭のさらなる負担軽減

を図る。 

・就学援助費      23,204千円 

・特別支援教育就学奨励費 

         3,794千円 

２６，９９８ 
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第１０款 第４項 第２目 放課後子ども健全育成費 ［予算書 Ｐ164～Ｐ165］ 

 【教育総務課】 

単位：千円 

事 業 名 事 業 内 容 予算額 

〔拡充〕 

岡谷子ども未来塾 

（放課後の小中学生学習支

援事業） 

・苦手科目の解消、学習意欲の高揚、

及び家庭での学習習慣形成を図るた

め、中学２年生を対象に、教員ＯＢな

どの地域人材を活用し、放課後に英

語・数学の学習支援を行う。 

・令和２年度は、小学５年生を対象に

加え、夏休みに算数の講座を試行的に

実施する。 

１，５００ 

 

 

岡谷市育英基金 

単位：千円 

事 業 名 事 業 内 容 予算額 

育英資金奨学金貸付金 

・大学進学者への入学準備金及び大

学・短大・専修学校等進学者への奨学

金貸付制度 

・卒後帰郷者に対する一部免除制度

及び医師養成課程進学者に対する免

除制度により、地域を担う人材確保に

つなげる。 

３６，７７６ 
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第１０款 第４項 第４目  美術考古館費     ［予算書 Ｐ166～Ｐ169］ 

【美術考古館】 

単位：千円 

事 業 名 事 業 内 容 予算額 

美術考古館 

若手アーティスト育成事業 

 岡谷市出身、在住または岡谷市に関わ

る題材を扱う若手作家やグループを公

募し、選考の上、１名または１グループ

の作品を展示する。 

 館との共同により、作品や展示方法な

どのアドバイスを行い、今後の若手作家

の活動を支援する。 

１７８ 

美術考古館 

特別企画展開催事業 

・「武井直也没後 80年 

 彫刻の系譜」（仮称） 

岡谷市出身の彫刻家、武井直也氏

の没後 80年にあたり、本人や後進の

諏訪地域の彫刻家たちの作品を集め

た展示会を開催し、近代彫刻の系譜

をたどる。 

 

・「からくりとコラージュの 

世界」（仮称） 

クラフト作家の藤森和義氏とイラ

ストレーターの平林義男氏の二人の

特徴を活かした展示を開催し、大人

から子どもまで楽しめる展示を通し

て、諏訪郡の魅力ある作家とその作

品を紹介する。 

 

・「今に生きる縄文」（仮称） 

現存作家から縄文をモチーフとし

た絵画や工芸などの作品を借用し、

「縄文」というテーマに対する各作家

による表現の違いや、現代と原始の芸

術を紹介する展示会を開催するとと

もに、市内出土の縄文遺物が認定を受

けた日本遺産のＰＲも行う。 

                                                                                                                                                                                                        

１，３３０ 
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第１０款 第４項 第５目 生涯学習活動センター費 ［予算書 Ｐ168～Ｐ171］ 

【生涯学習活動センター】 

 単位：千円 

事 業 名 事 業 内 容 予算額 

豊かな人生を紡ぐ 

“岡谷学”講座 

「岡谷市学びの紡ぎ応援プラン」に基

づき、岡谷市の歴史や文化に関する講

座を開催する。講座を通して得られた

知識や、ふるさとへの誇りを若い世代

に伝承し、文化の継承に役立てる。 

６３ 

〔新〕 

岡谷市リーダーズ倶楽部 

発足２０周年記念番組制作

業務負担金 

岡谷市リーダーズ倶楽部発足２０

周年を記念したテレビ番組を、岡谷市

子ども会育成連絡協議会と共同で制

作する。野外活動や通学合宿など、こ

れまでの活動を３０分にまとめた番

組とする予定。 

３８５ 

 

 

第１０款 第４項 第６目 図書館費        ［予算書 Ｐ170～Ｐ171］ 

【図書館】 

単位：千円 

事 業 名 事 業 内 容 予算額 

〔新〕 

ファーストチョイスブック

（セカンドブック）事業 

ファーストブックプレゼント事業に続く

取組として、３歳児を対象にイラスト付き

の図書館利用カードをプレゼントし、初

めて自分で本を選び借りる機会と楽しみ

を創出する。 

３８ 

 

 

第１０款 第４項 第７目 文化財保護費      ［予算書 Ｐ170～Ｐ173 ］ 

 【美術考古館】 

単位：千円 

事 業 名 事 業 内 容 予算額 

 

旧林家住宅保存改修事業 

国指定重要文化財の保存と、安全な

公開・活用をするため、老朽化した屋

根の修繕等を行う。 

３，４００ 

遺跡緊急発掘事業 

諏訪湖スマートインターチェンジ

建設予定地が埋蔵文化財包蔵地内で

あるため、工事に先立って遺跡発掘調

査を行うほか、個人住宅建設に伴い、

必要な場合に遺跡発掘調査を行う。 

４１，２３９ 



8 

 

 

 第１０款 第５項 第２目 体育施設費      [予算書 Ｐ176～Ｐ177] 

 【スポーツ振興課】 

 単位：千円 

事 業 名 事 業 内 容 予算額 

〔新〕スポーツ施設整備事業 

昭和５６年３月に竣工した岡谷  

市民水泳プールは、建設から３０年 

以上が経過した施設であるため、屋根

や外壁等のほか施設設備等も含めた 

劣化調査を実施し、長寿命化に向けた

取組の推進を図る。 

 

・市民プール劣化調査業務委託料 

1,289千円 

≪財源留保≫ 

・市民プール改修工事実施設計業務

委託料        4,900千円 

６，１８９ 

 

 

第１０款 第５項 第３目 スポーツ振興費    ［予算書 Ｐ176～Ｐ177］ 

 【スポーツ振興課】 

単位：千円 

事 業 名 事 業 内 容 予算額 

スポーツ＆健康 高齢者 

運動促進事業 

４月、７月、１０月、１月の第３木

曜日（年４回）を、「元気いきいき   

岡谷シニアスポーツデー」とし、６５

歳以上の高齢者を対象に市民総合  

体育館の一部を無料開放する。 

また、今まで運動やスポーツに取り

組んでいない方でも安心して来館し、

運動やスポーツに親しめるようサポ

ート面で、指定管理者（スポーツトレ

ーナー）とも連携し実施する。 

更には、健康推進課の「健康とお口

の相談室」等を同時開催し、健康に  

対する意識の向上を図る。 

 

・シニアスポーツデー消耗品 

５０ 
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スポーツ大会開催事業 

市民一人ひとりがスポーツを通じ、

健康で明るく生きがいのある市民生

活を送るとともに、体力の向上・スポ

ーツ人口の拡大・競技力の向上を図る

ため、各種スポーツ大会を開催する。 

 

・スポーツ大会委託料 

２，８２４ 

スポーツきっかけづくり事業 

各種スポーツ教室や家族で体験で

きるファミリースポーツプログラム

を実施し、スポーツを気軽に行うきっ

かけづくりの場や情報を提供し、市民

ひとり１スポーツの実現や生涯スポ

ーツの普及をめざす。 

・おかやﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委託料 

           507千円 

・スポーツ教室委託料  2,657千円 

３，１６４ 

おかやキッズ運動大好き事業 

 

市内全小学校１．２年生の体育授業

へ専門指導員を派遣するとともに、 

小学校の教職員を対象とした指導者

講習会を開催する「体力アッププログ

ラム」を実施する。また、児童と生徒

が実施する体力テストの結果を分析

し、各小学校の課題の解決に向けた 

提案を行う体力向上プラン支援事業

を実施する。 

ステップアップ事業として、運動に

苦手意識がある小学生を対象とする

「おかや小学生体育塾」も実施し、 

遊びを通じた運動能力の向上と運動

が好きな子どもの育成を図る。 

・おかやｷｯｽﾞ体力ｱｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委託料          

1,578 千円 

 （体力ｱｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業 1,424千円） 

（体力向上ﾌﾟﾗﾝ支援事業  154千円） 

・おかや小学生体育塾委託料 816千円 

２，３９４ 
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おかやスケート振興事業 

 岡谷市のスケート文化を将来に  

継承するとともに、競技人口の拡大

及び競技力向上を図るため、各種  

スケート教室や氷上運動会等を実施

する。 

・需用費          216千円 

・スケート教室委託料  2,939千円 

・会場借上料       676千円 

３，８３１ 

[拡充] 

スポーツ振興事業 

 岡谷市の体育・スポーツの振興を

図るため、スポーツ活動を行う（公

財）岡谷市体育協会に対して、加盟

競技団体への支援及び競技力の向

上、各種スポーツ大会、スポーツ教

室等が円滑に実施できるよう事業費

への補助を行う。 

 

・スポーツ振興事業補助金 

 （事業費の 1/3以内） 

１，２００ 

 

 


