
 

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 

青少年センターの設置、運営 

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 26日 定例教育委員会に付議 

10月 1日  青少年センターの設置 
 

11月中旬  第２回青少年センター運営委員会の開催 

       ・センターだより、講演会の内容決定 

12月下旬  街頭巡回（冬休み中） 

 1月中旬  講演会（役員・一般研修）の開催 

 2月下旬  センターだよりの発行 

 3月中旬  第３回青少年センター運営委員会の開催 

       ・今年度の反省、来年度事業計画立案 

 3月中旬  街頭巡回（春休み中） 

 

集まれ！あづみっ子祭りの 

開催 

10月 3日 あづみっ子祭りの準備 

10月 5日 台風接近による雨のため 

あづみっ子祭りを中止 

 

11月下旬 雨天の場合の開催について検討 

科学実験ショーの開催 

10月 10日 科学実験ショーの準備 

10月 11日 科学実験ショーの開催 

      （参加人数：382名） 

11月下旬 来年度の開催内容について検討 

 

 

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 

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 
・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 

 

10月 28日 情報誌ぽけっとによる広報 

11月  5日  広報あづみのによる広報 

11月 29日  第２回家庭教育講演会の開催 
・講師：森田舞先生 

（コーチングインストラクター） 

       ・場所：豊科ふれあいホール 

放課後子ども総合プランの 

検討 

7月 2日  第 1回放課後子どもプラン運営 

委員会の開催 

     ・今後の方向性について検討 

9月 4日  放課後子どもプラン運営委員 

会先進地視察 

     ・軽井沢町放課後子ども教室 

 

11月下旬  第 2回放課後子どもプラン運営委員会の 

開催 

      ・今後の方向性について検討 

3月上旬   第 3回放課後子どもプラン運営委員会の 

開催 

      ・今後の方向性について検討 

 

 

 

社会教育総務費事業 

 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
生涯学習推進計画 

予算額：210千円 

〇第２回生涯学習推進市民会議 

９月 29日 場所：明科公民館講堂 

 内容：３分科会での協議 

11月５日 第３回市民会議 

11月下旬 教育委員会定例会協議 

11月下旬～パブリックコメント 

１月中旬 社会教育委員の会議協議 

１月   教育委員会定例会 協議 

３月   見直し案の公表 

成人式 

予算額：3,822千円 

〇第２回実行委員会 

 10月５日 場所：穂高公民館第２会議室 

 内容：テーマ、アトラクションについて 

 出席者：11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） 

11月上旬 案内状発送 

11月 15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 

〇第２回 安曇野検定準備講座 

 ９月 18日 場所：穂高交流学習センター「みらい」 

 名称：安曇野ゆかりの文学 

 講師：中島 博昭さん、参加者：44人 

 

〇第３回 安曇野検定準備講座 

 ９月 25日 場所：穂高交流学習センター「みらい」 

 名称：虫の眼で見た安曇野の自然 

 講師：那須野雅好さん、参加者：41人 

 

〇第２回安曇野検定学習資料編集会議 

９月 30 日 場所：穂高交流学習センター「みらい」

グループ研究室 

 

〇第３回 安曇野検定準備講座現地学習 

10月２日 場所：国営アルプスあづみの公園 

名称：今に残る里山の自然に触れる 

講師：国営アルプスあづみの公園職員、参加者：29

人 

〇第３回安曇野検定学習資料編集会

議 

10月 20日場所：明科公民館会議室２ 

 

〇第４回安曇野検定準備講座 

10月 23日 講師：高原 正文さん 

演題：安曇野の近代化遺産に歴史を探

る 

〇第４回安曇野検定準備講座現地学   

習 

10月 16日 場所：明科中川手地区 

〇安曇野検定受検申込み開始・学習資

料発行 11月 18日～ 

 

〇平成 26年度安曇野検定 

平成 27年１月 25日 

場所：豊科交流学習センター「きぼう」 

   穂高交流学習センター「みらい」 

   三郷公民館（予定） 

市民大学講座 

予算額：1,353千円 

〇第１回市民大学講座信州大学編 

 ９月 26日 場所：穂高交流学習センター「みらい」 

 講師：医学部 栗田 浩教授 

 演題：咀嚼と健康 参加者 14人 

〇第２回市民大学講座信州大学編 

 10月１日 講師：人文学部 菊池 聡教授 

 演題：だまされる心の心理学 参加者 21人 

〇第３回市民大学講座信州大学編 

 10月 15日 講師：人文学部 金井 直准教授 

演題：アートとは？安曇野で今可能なこととは？ 

参加者 20人 

〇第４回市民大学講座信州大学編 

 10 月 30 日講師：農学部 後藤 哲

久教授 

演題：どうやって食品の安全性を確保

するのか 

〇第５回市民大学講座信州大学編 

 11月７日講師：人文学部 杉野 健

太郎教授 

 演題：映画『イージー・ライダー』

（1969）の衝撃とは何だったのか～映

画とアメリカ文化を学んでみよう～ 

〇市民大学講座特別編（人権のつど

い） 12月７日講師：ニュースキャス

ター宮川 俊二さん 

 演題：キャスターから見た人権 
インターバル速歩事業 

予算額：1,719千円 

〇第７回インターバル速歩講座 

 ９月 25日 場所：堀金総合体育館 

内容：データ転送・運動相談・柔軟性チェック：強化

ポイント 参加者 37人 

 

〇第８回インターバル速歩講座 

 10月９日 場所；堀金地域 

 内容：屋外ウォーキング 

 参加者 30人 

○インターバル速歩講座 

10/23、11/6、11/13、11/27、12/11 

日本語教室 

 予算額：355千円 

〇日本語教室代表者打ち合わせ会議 

 10月８日 場所：豊科交流学習センター「きぼう」 

 内容：各教室の予算、現状を踏まえた要望、全体の運

営に関する意見、ボランティア養成講座の必要性、今後

の予定 

○日本語教室 毎週日曜、三郷のみ土

曜日に開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

〇第 38回長野県同和教育研究大会 

９月 25日 場所：長野県教育総合センター 

 主催：長野県同和教育推進協議会 

 内容：講演、実践発表  参加者 4人 

〇第２回人権教育スキルアップ講座（現地学習） 

 10月７日 場所：里山辺地下軍事工場跡他 

 内容：見学、意見交換 参加者 6人 

〇第３回人権教育実践力スキルアップ講座 

 10月３日 場所：南安曇農業高等学校第２農場 

 内容：公開授業参観 参加者 3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 

 

〇松本地区企業人権教育推進連絡協議会・幹事合同会議 

９月 19日 場所：松本合同庁舎 203号 

内容：役員の改選、事業実施状況・事業計画、研修会 

参加者１人 

〇安曇野市企業人権啓発講演会 

10月 24日 場所：明科支所 

講師 齊藤 茂さん（松本大学人間健

康学部 スポーツ健康学科専任講師） 

演題「やる気を持って働くための職場

環境を考える」～スポーツコーチング

の視点から～ 

市（人権男女共同参画課）、教育委員

会共催 

 

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 
公民館運営審議会 

予算額：158千円 

○第２回公民館運営審議会 

10月９日 場所：明科支所 会議室３ 

内容：安曇野市公民館条例の改正 

第３回 11月下旬 

第４回 １月 

第５回 ３月 

公民館長会 〇第８回 

 10月７日 場所：豊科交流学習センター「きぼう」 

 内容：男女共同参画関係団体との懇談会の依頼 

第 36回全国公民館研究集会 in埼玉 

11/12、12/8、1/19、2/9、3/9 

明科公民館長選考委員会 〇第１回 

 10月３日 場所：明科公民館 会議室２ 

 内容：書類選考 

〇第２回 

 10月 14日 場所：明科公民館 会議室２ 

 内容：個別面接 

11月４日 辞令交付 

安曇野市総合芸術展 〇第１回安曇野市総合芸術展実行委員会 

 10月７日 場所：豊科交流学習センター「きぼう」 

 内容：規約、役員選出、第４回安曇野市総合芸術展開

催要項、スケジュール 

 実行委員長：細田駿男氏、副実行委員長：藤松義躬氏 

〇作品選考 

10月 18日 三郷文化祭 

10月 24日 穂高文化祭 

11月１日  豊科、堀金、明科文化際 

〇第２回実行委員会 11月 12日 

〇第３回実行員会  ２月 

〇総合芸術展 ３月６日～18日 

安曇野市公民館報 

予算額：1,544千円 

〇打ち合わせ会議 

 10月 14日 場所：堀金支所 

 

平成 26 年 11 月、12 月、平成 27 年３

月 発行 



 

公民館条例の改正 〇政策会議 ９月 30日 改正案趣旨承認 

〇部長会議 10月１日 報告 

〇公民館運営審議会 審議 

10月 22日～11月 21日 

パブリックコメント 

11月 12、13、14、19、21日 

     説明会 

11月下旬 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月中旬 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 

豊科公民館耐震補強・大規模改

修工事 

〇契約 ９月 29日議決 

〇地元説明会 

 10月 14日、豊科支所コミュニティ消防センター 

〇工期 平成 28年２月 29日迄 

〇起工式 10月 22日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

生涯学習課スポーツ推進担当 

 

社会体育総務費事業 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
スポーツ推進委員会 

予算額：2,412千円 

〇第１回スポーツ推進委員会全体会 

５月７日 場所：堀金支所会議室 

 内容：平成 26年度スポーツ推進事業について 

    市民スポーツ祭について 

〇安曇野市スポーツ推進委員研修会 

 ８月 30日 場所：穂高 権現宮マレットゴルフ場 

 内容：実技研修（マレットゴルフ） 

〇第 55回全国スポーツ推進委員研究協議会 

 ９月 25日 場所：岩手県盛岡市アイスアリーナ 

 内容：安曇野市スポーツ推進委員 1名功労表彰受賞 

〇第２回スポーツ推進委員会全体会 

11月上旬 

内容：平成 27年度スポーツ推進事 

  業立案 

〇長野県スポーツ推進委員研究協議 

会 

11月 16日 場所：塩尻市 

〇第３回スポーツ推進委員会全体会 

３月下旬 

内容：平成 26年度スポーツ推進事 

  業報告 

スポーツ推進審議会 

予算額：137千円 

〇第１回スポーツ推進審議会 

 ８月 27日 場所：堀金支所会議室 

 内容：安曇野市体育施設管理及び運営に関する見直し 

について諮問・審議 

〇第２回スポーツ推進審議会 

 10月 15日 場所：堀金支所会議室 

 内容：安曇野市体育施設管理及び運営に関する見直し 

について審議 

〇第３回スポーツ推進審議会 

 11月５日  

 内容：安曇野市体育施設管理及び運 

営に関する見直しについて審議 

スポーツ振興計画の進捗状況に 

ついて 

〇第４回スポーツ推進審議会 

 １月下旬  

 内容：安曇野市体育施設管理及び運 

営に関する見直しについて審議 

〇第５回スポーツ推進審議会 

 ２月中旬  

 内容：安曇野市体育施設管理及び運 

営に関する見直しについて審議 

各種競技会及び発表会出場者

激励金交付事業 

予算額：900千円 

〇９月末現在 申請件数：52件 交付額：670千円  

市民スポーツ祭 

予算額：1,500千円 

〇第５回市民スポーツ祭開会式及びスポーツ交流会等 

 ６月 29日 場所：堀金総合体育館 

 内容：開会式、スポーツ交流会・ニュースポーツ紹介・ 

体力測定 

〇種目別競技会 

 ６月 29日～12月７日 

 内容：17種目 

 

〇第２回市民スポーツ祭実行委員会 

 11月 

 内容：平成 27年度計画 

公式スポーツ施設整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  (広報掲載)  

8月 25日 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 12

日まで） 

       

9月 16日 公募委員募集締め切り（申込者 1名） 

 

9月 25日 第 2回公式スポーツ施設整備計画策定作業部

会開催 

 

10 月 10 日 教育委員会臨時会に、公式スポーツ施設整

備計画策定委員の委嘱を付議 

     公式スポーツ施設整備計画策定委員決定 

10 月 20 日 公式スポーツ施設整備計

画策定庁内会議・作業部会

合同会議開催 

     ・公式スポーツ施設整備の

基本方針の検討 

     ・策定委員への提示資料の

作成 

 

10 月 28 日 第 1 回公式スポーツ施設

整備計画策定委員会開

催（以後 4回開催予定） 

・公式スポーツ施設整備

計画策定委員委嘱 

 

12月   パブリックコメント実施 

     予定 

 

 

 

 



 

スポーツ振興事業 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
スポーツ教室等 

予算額：4,349千円 

〇第 24回長野県市町村対抗駅伝競走大会 

 ４月 29日 安曇野市チーム参加 ８位入賞 

〇第 24回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会 

 ４月 29日 安曇野市チーム参加 

〇親子スポーツ教室 

５月 20・21日～２月 全 20回 40組参加 

場所：堀金総合体育館、豊科勤労者スポーツ施設 

〇親子体操教室 

５月 22・23日～11月 全 20回 75組参加 

場所：堀金総合体育館、三郷文化公園体育館 

〇ニュースポーツ教室（１期） 

５月 28日～ 全 10回 13名参加 

場所：豊科勤労者スポーツ施設 

〇わんぱくＧＹＭ（ジム）教室（１期） 

５月 12日～ 全 10回 26名参加 

場所：豊科勤労者スポーツ施設 

〇わんぱくＧＹＭ（ジム）教室（２期） 

８月 26日～ 全 10回 25名参加 

場所：堀金総合体育館 

〇リズム体操教室 

５月 12日～ 全 10回 35名参加 

場所：豊科南体育館 

〇スマイルステップ教室（１期） 

５月 14日～ 全 10回 21名参加 

場所：堀金公民館 

〇スマイルステップ教室（２期） 

９月３日～ 全 10回 18名参加 

場所：明科公民館 

〇コオーディネーショントレーニングシニア教室 

（１期） 

６月４日～ 全４回 14名参加 

場所：三郷公民館 

〇コオーディネーショントレーニングジュニア教室 

（１期） 

７月５日～ 全４回 24名参加 

場所：明科公民館 

〇安曇野ウォーキング 

６月 25日 21名参加 

場所：三郷 黒沢の滝 

〇親子カヌー教室 

９月６日 ５組参加 

場所：穂高プール 

 

〇ニュースポーツ教室（２期） 

11月 26日～ 全 10回  

場所：豊科勤労者スポーツ施設 

〇わんぱくＧＹＭ（ジム）教室（３期） 

12月１日～ 全 10回  

場所：豊科勤労者スポーツ施設 

〇スマイルステップ教室（３期） 

11月 26日～ 全 10回  

場所：堀金公民館 

〇安曇野ウォーキング 

11月７日  

場所：豊科 ハーフマラソンコース 

〇コオーディネーショントレーニン

グシニア教室（２期） 

11月 12日～ 全３回  

場所：三郷公民館 

〇コオーディネーショントレーニン

グジュニア教室（２期） 

２月～  

〇コオーディネーショントレーニン

グジュニア体験会・学ぶ会 

２月 

〇安曇野子ども駅伝大会 

 ３月下旬 

 場所：南部総合公園 

 

 

 

 

  

  

 


