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マンスリートピックス●活の泉

活
の
泉

マンスリー　　　　トピックス

「まちの活力」「ひとの活力」
今月の快活生活通信

問合せ●教育総務課（内線1213）

岡谷小学校の今後のあり方に関する方針

「岡谷小学校統合計画」を策定
　「岡谷小学校のあり方検討委員会」からの提言を受け、市と市教育委員会では、
岡谷小の今後のあり方に関する方針として、「岡谷小学校統合計画」を策定しました。

　岡谷小の児童の安全、安心な教育環境の確保に向けて、柱となる「理念」を岡谷小と関
係する相手校との「統合」とし、それぞれの学校の良さや伝統などを礎にしながら、それぞ
れに融合していくことで、子どもたちが夢と希望を持って通うことのできる、楽しい、魅
力ある新たな学校づくりを進めます。

　下図の4つの基本方針を定め、平成28年4月の統合に向けて、
「魅力ある新たな学校づくり」を着実に進めていきます。

児童の安全確保のため、
岡谷小は平成28年4月に
統合します。

平成28年4月から岡谷小
の児童は、それぞれの統
合対象校へ通学すること
になります。

統合対象校を田中小、神
明小とし、岡谷小と融合
した魅力ある新たな学校
づくりを進めます。

岡谷小の学籍、財産など
を継承する拠点校を田中
小とします。

　地域性などを十分に考慮し、行政区単位による指定を
基本に検討します。そのうえで、保護者や地域関係者の
みなさんの意向を確認し、9月中をめどに、通学区域の
指定についての最終的な方針を固めていきます。

学校名 通学区域
岡谷小 間下区5・７～１５町内、岡谷区、新屋敷区、樋沢
田中小 下浜区、小尾口区、上浜区

神明小
今井区1・４～１２町内・3町内国道下、間下区１～
４・6町内、小井川区１２・13・15・１６・17国道下・
18・２２～２４・２６～２８町内

学校名 通学区域
田中小 下浜区、小尾口区、上浜区、岡谷区、新屋敷区

神明小
今井区1・４～１２町内・3町内国道下、小井川区
１２・13・15・１６・17国道下・18・２２～２４・２６～
２８町内、間下区、樋沢

　平成28年4月の統合を円滑かつ確実に実施していくため、学校長、教職員、保護者、地域の代表者等で組織する、学
校統合推進委員会を設置し、計画の実施に向けた諸課題の検討、協議を進めていきます。委員会では、新しい学校生活を
始める児童が、統合先の環境に溶け込めるよう、また、魅力ある新たな学校づくりをめざして、分野別に部会を設け、より
良い学校環境づくり、スムーズな移行、子どもたちにとって最善の統合に向けた準備に取り組んでいきます。

【計画の理念】

【統合計画の骨格となる基本方針】

統　合
魅力ある新たな学校づくり

【通学区域の指定変更について】

現行の通学区域

新たな枠組みの基本となる通学区域（案）

【今後の進め方  ～子どもたちにとって最善の統合に向けて～】

※「岡谷小学校統合計画」の詳細は、市ホームページをご覧ください。

問合せ●子ども課（内線１264）

まずは利用登録！

今すぐアクセス▶▶

子育てに関する、お知らせ・行
事案内・手続きなど、パソコン
や携帯電話に月2回配信。

http://www.city.okaya.lg.jp/kosodate/

岡谷市子育て支援サイト
子育て支援メールマガジン
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第1回 岡谷市看護専門学校  「学校祭」「学校説明会」
「もりのこだま祭 ～ここからはじまる新しい風～」開催
　学校祭「もりのこだま祭」では、展示・体験・楽しい催しを、学校説明会では、学校
の概要や平成27年度入学試験の説明のほか、質問コーナーも開設します。この機会
に、新しくできた看護学校の施設や学生たちの学習の成果を、ぜひ見に来てください。

広
告

問合せ●岡谷市看護専門学校 ☎２３-5030

地産地消地産地消

安
全
・
安
心

　　
地
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農
産
物

安
全
・
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産
物

岡谷農業フェスティバル2014・JA信州諏訪農業祭〔岡谷市会場〕
地産地消で「元気な農業」をめざして－農業の楽しさを発信しよう－ 

問合せ●岡谷市農業振興連絡協議会
事務局：農林水産課（内線1486）

※売り切れの際は
　ご容赦ください

●JA・農業委員・認定農業者による作物栽培指導
　農業を始めたい人への農地貸借相談、
　鳥獣害防護相談

農業始めてみま専科コーナー

●薪・木製品の販売

間伐材活用コーナー

●アマワラビの紹介
●アマワラビの栽培指導

アマワラビ普及コーナー

●牛乳パック40枚とトイレ
　ットペーパー1個を交換
　1人5個まで
●粉石けん、固形石けん、
　買い物袋販売

消費者コーナー

●市民のみなさんが作った農作物を自分で販売

あなたの作った農作物を売ってみま専科コーナー

●小学校で作った農作物を児童が販売

小学校で子どもたちが作った農作物を販売しますコーナー

●いきいきマイファーム事業
　パネル、プランターの展示　
●家庭菜園テキスト 先着5０部
　無料配布！

いきいきマイファームコーナー

●おはぎ　●シカ肉からあげ　
●旬の野菜レシピや野菜クイズ、栄養相談

食について考えようコーナー

◎岡谷名物！ミニうな丼 販売！！
◎ポップコーン・焼きモロコシ・焼きそば・
　フランクフルト など
◎「五平もち」の無料配布

おいしい～コーナー

◎チョー目玉！ＪＡが日頃の感謝をこめて
　「野菜」の超特価販売（10時～）
★直売所新規会員も募集中！

新鮮が一番！ 直売所コーナー

９月7日（日） 午前9時30分～午後2時30分
イルフプラザ平面駐車場

日時
場所 ※駐車場は市営立体駐車場を

　ご利用ください

※当日のイベント内容は変更になる場合があります

アンパ
ンマン

が

やってく
るよ

午前10時 子どもチアガール
 10時30分 ダンスパフォーマンス
 11時 演歌体操
 11時30分 それいけ！アンパンマンショー
午後　０時20分 子どもチアガール
　 　０時40分 ダンスパフォーマンス
 　1時 それいけ！アンパンマンショー

イベントコーナー

エコバッ
クの

持参を

お勧めし
ます！

※品切れ次第
　終了

日時（一般公開）…10月4日（土）
●午前10時～　開会式、校章発表など
●午前10時15分～午後２時
学習展示発表、看護体験コーナー、各
種販売、お休み処など

●午前11時～正午
学校説明会（参加希望の人は事前に電
話でお申し込みください）

お待ちして
いまーす！！！
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救急車は、ケガや急病などで緊急に
病院に搬送しなければならない人のものです！

●こんな誤った使い方をしてませんか
　「救急車を使えば優先的に診察してもらえる」　　　
　「救急車は無料だから」

問合せ●岡谷消防署 ☎２2-0119

９月９日は救急の日

応急手当を覚えましょう！
　病気やケガ、事故などは、
時間や場所を選ばず、ある
日突然襲ってきます。このよ
うなとき、病院に行くまでの応急手当を十分に
行えることがその後の病気やケガの経過を左右
します。いざという時に対応するために、冷静
な観察と判断、そして正しい応急手当を身につ
けておきましょう。岡谷消防署では、心肺蘇生

法、けがの手当を習得して
もらうため市民や事業所な
どを対象とした応急手当の
講習会を行っています。

　救急医療および救急業務に対する正しい理解と認識を深めることなどを目
的に、毎年９月９日が「救急の日」、救急の日を含む1週間（日曜日から土曜日）
が「救急医療週間」と定められています。

×
×

出動件数…1,721件
30人に1人が利用  1日平均4.7件

半数が緊急性の
ない『軽症者』

※平成25年度の岡谷消防署救急出動件数に関わる内容

●もう一度考えてみてください

　誤った理由で救急車を利用すると、本当に救急車が必要な人への
対応が遅れ、救える命が救えなくなる可能性があります。みなさん
のご理解とご協力をお願いします。

おもな変更点
●朝と夕方の便について、スワンバス・JRの接続を重視したダイヤ
編成を行います。朝の便は、駅到着時刻を少し早め、夕方の便は、
駅出発時刻を少し遅らせることで、電車との乗換をスムーズにし
ます。また、今井・長地線の最終便をスワンバス到着後に出発
するよう変更します。
●一部利用者の少ない便について、土・日・祝日に限り休止します。

　そのほか、定期路線運行を行ったミニバスの停留所の見直し、や
まびこ公園線の停留所での停車時間の見直しなどを行います。これ
に伴い、一部の便で運行時刻の変更があります。
　今回の見直しにより、今後も市民のみなさんの足として、シルキ
ーバスを運行していかれるよう、持続可能な公共交通の実現をめざ
します。

　本格運行後の時刻表は、配布しました「シルキーバス運行路線図
／時刻表」をご覧ください。また、変更点について詳しくご案内する
説明会を、右記の日程で開催します。ご出席ください。

１０月からシルキーバスの運行路線・発着時刻が新しくなります

問合せ●商業観光課（内線1452）

　シルキーバスは3年間の実証運行を終え、10月から本格運行が始まります。実証運行期間中の運行・調査
をもとに、今後も持続可能な公共交通をめざすため一部見直しを行います。

◆シルキーバス説明会
９月12日（金） 
午前１０時～１１時　長地公民館 学習室
午後２時～３時　諏訪湖ハイツ ２０４研修室
９月１8日（木） 
午後1時～２時　湊公民館 学習室
午後6時30分～７時30分　
イルフプラザ・カルチャーセンター 第７研修室
９月19日（金） 
午前１０時～１１時　川岸公民館 学習室
午後２時～３時　
イルフプラザ・カルチャーセンター 第７研修室
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申込み・問合せ●やまびこ公園管理事務所 ☎２2-６３１３

♣♣♣  やまびこ公園 9月の行事予定  ♣♣♣
♣やまびこ草木染め教室
日時…9月19日（金） 午前9時30分～午後３時
場所…やまびこ公園中央広場休憩所
参加費…１，０００円（別途材料費がかかります。ストール１枚
800円～ 2,000円）
持ち物…エプロン、厚めのゴム手袋、昼食

♣やまびこ文化芸能祭
　（アマチュアアーティスト文化芸能発表会）
日時…9月21日（日） 午前9時～午後5時
場所…やまびこ公園催物ひろば
入場無料　※暑さ対策をしてご来園ください
♣やまびこ夜景コンサート『さわやかな風』
日時…9月27日（土） 午後6時開場 6時３0分開演
場所…やまびこ公園レストラン（駐車誘導あり）
出演…鎌倉正和、飯島瀬里香、小林未侑、牛山飛鳥
チケット…一般 2,000円・中学生以下 1,000円

問合せ●企画課（内線１５２7）

岡谷市行財政改革プラン長期実施計画（平成25年度）実施状況

取組効果額

１. 岡谷市行財政改革プランの概要　
　岡谷市行財政改革プランは、市民総参加のもとで、これ
まで以上に行財政改革に取り組み、財政規模に見合った、
岡谷市ならではの特色あるまちづくりを推進できる行財政基
盤の確立をめざして、行財政改革プラン策定市民会議と市
との協働によって策定しました。

◎計画期間…平成18年度～２７年度までの10年間
◎具体的な実施計画期間　　
　・短期実施計画（平成18年度～２０年度）
　・中期実施計画（平成21年度～２３年度）
　・長期実施計画（平成24年度～２７年度）

行財政改革プラン 長期実施計画　平成25年度の取組状況について

項　目
効果額

平成25年度
歳入確保のための取組 1億850万4,000円
歳出の削減に向けた取組 2,525万円
簡素で効率的な行政運営 1億126万4,000円
公営企業、外郭団体などのあり方 420万7,000円

実施計画 実施状況
取組項目 97 97
完　了

（うち前年度までの完了数）
3

（3）
7

（3）
実　施

（うち未達成） 53 52
（2）

推　進 39 26
検　討 2 12
進捗率 57.7％ 58.8％

２. 長期実施計画の平成２5年度の取組状況について
　岡谷市行財政改革プランの最終計画期間となる長期実施計画（平
成２４年度～２７年度）の２年目として、歳入確保や歳出削減のほか、
事務事業の見直しなどに全職員が共通認識の下、積極的な取組を行
い、行財政改革を推進しました。
　なお、取組状況の概要は下表のとおりです。詳細については、ホ
ームページにて公表していますのでご覧ください。

実施 53.6％
（未達成2.1％）

検討
12.4％

完了 7.2％

推進 26.8％

●問合せ●
　臨時福祉給付金：社会福祉課

（内線１２５１･１２５２・１２９９）　
　子育て世帯臨時特例給付金：子ども課

（内線１２６４～１２６６）　

『臨時福祉給付金』と
『子育て世帯臨時特例給付金』のお知らせ

“ 期限内に申請を！ ”
　６月号でご案内した『臨時福祉給付金』と『子
育て世帯臨時特例給付金』の申請を受け付けて
います。対象となる人は、期限内に必ず申請し
てください。記入方法や申請方法などがわから
ない場合はご連絡ください。
申請期間…
　10月14日（火）まで
　（両給付金とも）


