
 

平成 26年度事業進捗状況報告（懸案事項等）  

生涯学習課社会教育担当 

社会教育総務費事業 

 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
成人式 

予算額：3,822千円 

８月 19日 第１回実行委員会 

場 所：豊科交流学習センター「きぼう」 

参加者：10人 

 

 

※平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれの者 

26.6/1現在対象者数 1,156人（男 567人、女 589人） 

９月 成人式記念品入札 

10月５日 第２回実行委員会 

11月上旬 案内状発送 

11月 23日 第３回実行委員会 

 

１月 11日 平成 27年安曇野市成人式 

 

生涯学習推進費 

 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
安曇野検定 

予算額：3,327千円 

７月 15 日～８月 31 日 (株)中村屋ふるさと観光大使就

任記念特別企画展「相馬愛蔵・黒光展」 

場所：穂高交流学習センター「みらい」 

 

８月３日 第１回 安曇野検定準備講座現地学習  

場所：豊科郷土博物館 

 名称：博物館で安曇野の宝と出会う 

講師：豊科郷土博物館職員他 

参加者：33人 

○安曇野検定学習資料編集会議 

 平成 26年８月～10月 

○安曇野検定準備講座 

場所：みらい          

講義     講師 

９月 18日 中島 博昭さん 

９月 25日 那須野雅好さん 

10月 23日 高原 正文さん 

 

 現地    場所 

８月 31日  貞享義民記念館等 

10月２日  国営公園 

10月 16日  長野県水産試験場等 

 

○安曇野検定問題作成・採点業務委託 

９月 業者指名通知発送、見積合せ、

契約 

○安曇野検定 

平成 27年１月 25日 

インターバル速歩事業 

予算額：1,719千円 

７月 31日 インターバル速歩講座 

 場所：堀金総合体育館 

内容：健康講座「おいしく食べて、しっかり歩く～夏

場の栄養クイズ～」 

講師：管理栄養士 

 参加者：67 人 

○インターバル速歩講座 

8/28、9/11、9/25、10/9、10/23、11/6、

11/13、11/27、12/11 

 

 



 

 

人権教育推進事業 

 

事業（懸案事項） 現    況 
今後の取り組み 

備  考 
社会教育指導員 

予算額：14,073千円 

８月１日 第２回 三郷地域人権教育推進協議会 

(学社連携融合講演会） 

 場所：三郷公民館 

 講演：「子どもの権利を保障することの意味」 

     ～子どもが安心して生きていくために～ 

 講師：弁護士法人 

すそ花法律事務所 弁護士 有吉美知子 氏 

参加者：160 人 

平成 26 年度安曇野市人権教育推進事

業計画に基づく事業実施 

①人権教育推進リーダー(人権教育推

進委員･指導員等)の研修の充実 

②各地域、地区人権学習会の充実 

③学校人権教育推進協議会との連携

と推進 

④企業人権教育推進協議会の加入企

業の増加と人権尊重の高い職場づく

りへの高揚 

安曇野市企業人権教育推進協

議会 

予算額：2千円 

 

７月 25日 企業人権セミナー 

場所：松本市 Mウイング 

主催：長野県松本地方事務所 

講演：「私の人生観・経営観」 

   ～なぜ、障がい者雇用に取り組んで来たか～ 

講師：株式会社 大谷 取締役会長 大谷 勝彦氏 

参加者：４人 

 

 

中央公民館事業費 

 

事業（懸案事項） 現    況 
今後の取り組み 

備  考 
公民館長会 ８月４日 第６回 公民館長会 

 場所：堀金公民館 

 内容：長野県公民館大会他について 

9/8、10/6、11/10、12/8、1/19、2/9、

3/9 

安曇野市公民館報 

予算額：1,544千円 

８月 12 日 担当記者打ち合わせ会議 

 

平成 26年９月、11月、12月、平成 27

年３月 発行 

公民館条例の改正 5 月 28 日 公民館運営審議会 

７月 2 日 公民館関係係長会議 

10 日       〃 

  15 日       〃 

    17 日行政情報化検討委員会施設予約システム部会 

  18 日 関係課との調整会議 

8 月 19 日 公民館関係係長会議 

      素案の策定（別紙） 

９月中旬 理事者説明 

      事務局改正（案） 

９月下旬 教育委員会９月定例会 

      事務局改正（案） 

９月 30日 政策会議 

      事務局改正（案） 

10月１日 部長会会議 

10月上旬 公民館運営審議会 

10月中旬～11月中旬 

パブリックコメント 

施設利用者説明会 

11月 19日 公民館運営審議会 

11月下旬 教育委員会 11月定例会 

      事務局最終改正（案） 

12月下旬 政策会議 

      事務局最終改正（案） 

１月   法規審査委員会 

１月下旬  教育委員会１月定例会 

      改正決定 

２月   議会へ議案提出 

 



 

平成 26年度事業進捗状況報告（懸案事項等）  

生涯学習課 スポーツ推進担当 

社会体育総務費 

 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

公式スポーツ施設整備計画 

8 月 1日 第 1回公式スポーツ施設整備計画策定庁内会

議開催 

       

8月 4日 理事者説明 

 

8月 20日 第 1回公式スポーツ施設整備計画策定作業部

会開催 

       

8 月 20 日 公式スポーツ施設整備計画策定委員会公募

委員募集 2名 (広報掲載)  

 

8 月下旬 公式スポーツ施設整備計画

策定に伴う、スポーツ施設

利用者への意向調査実施 

 

9月 16日 公募委員募集締め切り 

 

9 月中旬 第 2 回公式スポーツ施設整

備計画策定作業部会開催

予定 

 

10月中旬 第1回公式スポーツ施設整

備計画策定委員会開催予

定 

 

 

 

 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

安曇野市体育施設管理及び運

営等に関する見直しについて 

（安曇野市スポーツ推進審議

会へ諮問） 

7月 28日 教育委員会 7月定例会へ付議 

      スポーツ推進審議会委員の委嘱及び諮問 

について 

       

8月 27日 第 1回スポーツ推進審議会 

9月中旬 理事者説明 

      事務局見直し(案) 

9月下旬 教育委員会 9月定例会 

      事務局見直し(案) 

9月 30日 政策会議 

      事務局見直し(案) 

10月上旬 第2回スポーツ推進審議会

10月下旬 第3回スポーツ推進審議会 

10月下旬 教育委員会 10月定例会 

      事務局見直し(案) 

10月 31日 政策会議 

      事務局見直し(案) 

11月 4日  部長会議 

11月中旬～12月中旬 

      パブリックコメント 

      施設利用者への説明会

12月下旬 第4回スポーツ推進審議会 

12月下旬 教育委員会 12月定例会 

      事務局最終見直し(案) 

12月下旬 政策会議 

      事務局最終見直し(案) 

1月    法規審査委員会 

1月下旬 教育委員会 1月定例会 

      見直し・改正決定 

2月   議会へ上程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 26年度事業進捗状況報告（懸案事項等）  

生涯学習課社会教育担当 

青少年健全育成事業 

 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
青少年育成センターの設置 7月 9日  安曇野市民生児童委員協議会役員会にて協 

力依頼 

7月 15日 第２回青少年健全育成審議会にて審議 

7月 18日 理事者へ説明 

7月 28日 定例教育委員会に付議 

7月 31日 政策会議に付議 

8月 4日 部長会議に付議（報告） 

8月 7日 関係団体へ委員推薦依頼 

 

9月 3日 公募委員の募集開始 

9月 12日 推薦委員の決定 

9月 19日 公募委員の決定 

9月下旬  定例教育委員会に付議 

10月 1日 青少年センターの設置 
・委員への委嘱及び運営 

委員会の開催 

 

 

 

放課後・家庭教育推進事業 
 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
家庭教育講演会の開催 7月 14日  第１回家庭教育講演会の開催伺い決裁 

     ・講師：加藤史子先生（メンタルトレーナー） 

     ・場所：堀金公民館講堂 

8月 19日 第１回家庭教育講演会の託児依頼 

 

8月 26日 情報誌ぽけっとによる広報 

9月 3日 広報あづみのによる広報 

9月 25日 家庭教育講演会の開催 
 

 

 

   


