
 

平成 26年度事業進捗状況報告（懸案事項等）  

文化振興係 

文化振興事業 

 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

あづみの公園早春賦音楽

祭 
主催：あづみの公園早春賦音

楽祭実行委員会 

○第 1回実行委員会：11月 6日 

○企画提案審査委員会：12月 9日（火） 

○第 2回実行委員会：12月 11 日（木） 

・企画運営委託業者決定 

○第 11 回音楽祭（H27.5.4）に向

けて 

・企画運営についての検討 

・広報 

第 24回信州安曇野薪能 
主催：信州安曇野薪能実行委

員会 

○第 5回実行委員会：12月 17 日（水） 

・第 25回開催に向けて 

・第 26回以降の開催について 

○懸案事項 

・第 25回の運営について（控室等

に制約生じる見込み） 

東京藝術大学による楽器

演奏指導 
○第 2回：11月 9日（日） 

○第 3回：27年 2月 8 日（日）に向けて準備 

○懸案事項 

・次年度実施日・会場の調整 

安曇野市美術館博物館連

携事業 
主催：安曇野市美術館博物館連

携事業実行委員会 

○開催概要 

・市内公私立美術館博物館等で実行委員会構成。 

○26年度事業 

・ギャラリートークリレー  

10月 25日～11 月 9日 参加者：延べ 1,268名 

・ミュージアムクイズラリー 

10月 11日（土）～3月末 

・出前展覧会「あづみの学校ミュージアム」 

1 月 23日（金）：堀金小学校 

1 月 27日（火）：豊科南中学校 

○専門部会で詳細検討 

○懸案事項 

・「あづみの学校ミュージアム」 

学校との調整 

 

安曇野文化講演会 

○開催概要 

・日時 平成 27年 2月 14日(土)午後 2時より 

・講師 葛西聖司氏(元 NHK アナウンサー、古典芸

能解説者) 

・会場 豊科交流学習センター きぼう 

・テーマ 「能の見どころ聞きどころ(仮)」 

○広報 

・ポスター・チラシ等の制作、配

布 

・マスコミ利用 

資料受納・収集・整理事

務 

○収集方針・基準等の整備 

○田淵行男資料の搬出入（穂高交流学習センター

→文化財資料センター） 

 

指定管理施設修繕 

○豊科近代美術館トイレ改修工事 

・設計業務（6月 13日～9月 30 日） 

・工期 11月 18日～2月 27 日  

○田淵行男記念館駐車場整備 

・工期：～12月 1日（月） 

○穂高陶芸会館電気工事 

・工期：～11月 30 日（日） 

○近代美術館トイレ改修工事 

・工事と事業等との調整 

 

 

 

髙橋節郎記念美術館事業 

 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

生誕百年高橋節郎展 

○安曇野会場 

・4月 26 日（土）～6 月 1日（日） 

・会場：豊科近代美術館・髙橋節郎記念美術館 

○豊田会場 

・会期：7月 12 日（土）～9 月 15日（月） 

・会場：豊田市美術館 

○長野県信濃美術館会場 

・会期：12月 13日（土）～27年 1月 12日（月） 

○信濃美術館会場作品撤去・返却 

・１月 13日（火）～15日(木) 

○髙橋千笑氏借用資料の返却 

○実行委員会 

・実行委員会の開催 

・事業報告、決算、総括 



 

第 3 回そば猪口アート公

募展 

 
主催：髙橋節郎記念美術館 

   そば猪口アート展実行

委員会 

○展覧会 

・10月 18日（土）～11月 16 日（日） 

・大賞 1 点（静岡県沼津市 桜井謙治） 

準大賞 1 点、優秀賞 2 点、特別賞 1 点、審査員

賞 5点、入選 90点 

・会期中来館者：1,833人 

○市商工会「新そばと食の感謝祭」参加 

・11月 15日(土)・16 日（日） 

・会場：穂高神社   

・入選作家 16人出品 

○安曇野スタイル連携「喫茶チロル」での「そば

猪口展」 

・会期 10月 29 日～11月 17 日 

・入選作家 10人出品  

○巡回展 山形県白鷹町文化交流センター「あゆ

ーむ」 

・会期 12月 13日（土）～27年 1月 18日（日） 

○巡回展出品作品の返却 

・1月下旬 

○第 4回公募要領等の検討 

日展を観る会 
○事業概要 

・期日：11月 29日（土） ・会場：国立新美術館 

・友の会主催 参加者 34人 

 

第 10回北穂高芸術展 
主催：北穂高芸術展実行委員会 

○事業概要 

・北穂高地区の区長、公民館長、友の会等で組織 

・会期：11月 22日（土）～12月 7 日（日） 

・出品点数 56点 会期中来場者数 689人 

 

改組新第 1 回日展工芸美術

長野県入選者展 

○事業概要 

・会期 12月 16日（火）～3月 8日（日） 

・出品 16人  

○今後の取り組み 

・搬出 3月 10 日（火） 

冬季の展示企画  

 
南の蔵を利用し、出品者と共催

により実施 

 

○「高橋広平写真展」 

・会期：12月 7 日（日）～21 日（日） 

○「臼井国明・山浦広海水彩画展」 

・会期：平成 27年 1 月 17日（土）～2月 1日（日） 

○「小林紀美子水墨画展」 

・会期：2月 4日（水）～15 日（日） 

○「古根香染色展」 

・会期：2月 18 日（水）～3 月 1 日（日） 

○「西澤美幸・美佳親子展」 

・会期：3月 4日（水）～15 日（日） 

○「川北卓史日本画展」 

・会期：3月 18 日（水）～29 日（日） 

 

ライアーギャラリーコンサ

ート 

○事業概要 

・概要：収蔵する節郎作品の楽器（ライアー）を

用いたコンサート 

・期日：平成 27年 1月 11日（日） 

・時間：午後 2 時～午後 3時 

・出演：池末みゆき 

○懸案事項 

・次年度以降のあり方、実施方法

について 

主屋差茅工事 

漏水対策工事 

○工事概要 

・主屋の差茅工事 

・本館雨漏り対策工事 

・工期：10月 21日～平成 27年 2月 13 日 

○懸案事項 

・工事と事業等との調整（今年度・

来年度） 

案内看板移設 

○国道 147 号歩道設置工事に伴う館案内看板の撤

去 

・安曇野建設事務所からの依頼。建設事務所・地

権者と調整した結果、撤去の方向。 

○歳入（補償費）・歳出（撤去工事）

予算の補正（12 月議会） 

 

 

 

 

 



 

文化財保護係 

文化財保護事業 

 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

安曇野市内の狛犬調査 
 

文化財調査員高松氏が中心に調査開始。 

 

H26、H27の２ヶ年を懸けて、調査実施 

 

いわれの地 

標柱・説明板設置 

 

松本 50連隊 有明演習地説明板を業者発注したが、 

設置場所等変更⇒開拓記念碑の場所へ。 

地元との調整終了。契約変更事務手続 

き中。 

民家調査 
 

地域をしぼり、調査実施中。 
 

 

古文書整理作業 

 

藤森家文書（お頭）の整理。（12月中で終了予定） 

 

継続実施。 

 

文化財保護へ向けた 

啓発活動 

 

広報への文化財コラムの掲載。 

 

 

 

 

 

埋蔵文化財発掘調査事業 

 

事業（懸案事項） 現    況 
今後の取り組み 

備  考 

芝宮南遺跡発掘調査 

 

穂高南小学校プール立替工事に伴い、緊急発掘調査を実

施。（11/11～11/28）これまで資料が少なかった弥生時

代中期の遺構を確認。 

遺物整理作業を実施。報告書作成は、

来年度。 

古殿屋敷遺跡発掘調査 

 

民間開発に伴い、緊急発掘調査を実施。建物の基礎は浅

いため遺物包含層まで達しない。（遺跡は保護される）

よって、地下深くまで掘削が及ぶ浸透桝部分のみ調査。

（11/25～12/9）古墳時代の住居址等を確認。 

遺物整理作業を実施。報告書作成は、

来年度。 

矢原遺跡群 

宮地遺跡試掘調査 

 

これまで矢原神明宮東側に広がる遺跡のデータがあま 

りなかったため、民間開発に伴い、試掘調査を実施。

（12/11） 

試掘の結果を踏まえ、再度保護協議を 

行う。 

新林遺跡試掘調査 
 

民間企業の駐車場増設に伴い試掘調査を予定。 

試掘の結果を踏まえ、再度保護協議を 

行う。 

巾上遺跡試掘調査 

 

国営アルプスあづみの公園（岩原地区）外周道路敷設に 

伴い、巾上遺跡周辺を通ることから、事前に試掘調査を 

予定。 

試掘の結果を踏まえ、再度保護協議を 

行う。 

埋蔵文化財包蔵地内等での

開発に対しての工事立会、

範囲確認調査の実施及びス

ケジュール調整 

 

随時、工事立会いを実施。 

一般住宅建設に伴う工事立会い。公共事業（市道敷設、

下水道敷設他）に伴う工事立会い。 

試掘調査実施のための協議。 

一般住宅等建設、道路敷設他 

 

 

上原古墳・桜坂窯跡 

出土遺物の整理作業 

 

これまでの発掘調査で出土している遺物の内、整理作業 

が十分なされていなかった上原古墳、桜坂窯跡の遺物の 

復元、実測、保存処理等を行っている。 

上原古墳出土鉄器については研究機関へ、保存処理を 

依頼。 

 

既存の考古資料の内、整理・保存が必

要な資料から順次作業を進めていく。 

 

 

 

 



 

文化課博物館係 

郷土博物館事業 

 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
秋季特別展 

「安曇野のいくさ 

～いのちを守る戦国の知恵～」 

○開催概要 

・会期：10月４日（土）～11月 24日（月・祝） 

会場：博物館２階展示室 

入館者数 1,314人 

・講演会「『はざま』におかれた城と人々」 

11 月 16 日（日）午後 1 時 30 分～ 

講師：遠藤 公洋 氏（長野県立歴史館） 

安曇野市をはじめ松本平にある戦国時代の山城跡に

関する研究成果について学ぶ 

参加者 57人 

・古文書講座「古文書から見た安曇野の戦国時代」 

 11 月 22 日（土）午後 1 時 30 分～ 

市内に伝わる古文書から戦国時代の安曇野を学ぶ 

参加者 49人 

 

・平成 27 年度発行の博物館紀要に展

覧会の成果を掲載する 

 

第 31回白鳥写真展 

～飛来 30年の軌跡～ 

（平成 27年度開催） 

○開催概要 

・会期：平成 27年４月４日（土）～５月 31日（日） 

公募により白鳥写真作品を展示 

 

・出品作品（写真）の募集 

・募集期間 

 ３月１日（日）～３月 31日（火） 

講座 

１ 信濃初の本格寺院 

 明科廃寺のなぞに迫るⅢ 

 

第２回 

  「直接触れる屋代木簡と 

屋代遺跡群・雨宮廃寺」 

 

第３回 

「桜坂古窯の調査から 

明らかになってきた明科

廃寺の瓦」（仮） 

 

２ 伝統食を楽しむ～安曇野

のお正月～ 

 

 

 

 

３ 押絵の干支をつくってみ

よう～未年編～ 

 

○開催概要 

 

 

 

・11月 15日（土）午前８時～午後４時 30分 

見学地：長野県立歴史館、屋代遺跡（雨宮廃寺）、 

長野市立博物館 

 参加者 36人 

・平成 27年２月 11日（水・祝） 

会場：豊科交流学習センター きぼう 多目的ホール 

講師：大澤 慶哲 氏（市文化財保護審議会委員） 

 

 

・11月 30日（日）午前 10時～午後１時 

会場：豊科保健センター 

講師：農村女性学習会 

 正月の年取り魚などの料理をつくる 

参加者 30人 

 

・12月６日（土）午後１時 30分～４時 30分 

講師：三村 隆彦 氏（松本市・ベラミ人形店） 

来年の干支であるヒツジの押絵を制作 

参加者 27人 

 

 

 

 

・来年度以降の県立歴史館との連携に

ついて検討していく 

 

 

・募集期間 

 ２月 10日（火）まで 

・駐車場の誘導に配慮が必要 

刊行物発行 

１「安曇野風土記Ⅱ」執筆 

 

２「博物館紀要第２号」執筆 

○内容 

・市内の祭りを取り扱う 

 

・平成 25年度に調査・研究した成果の報告 

 

・市内の祭りの取材と原稿の執筆 

 

・「安曇野のお祭り展Ⅰ、Ⅱ」で開催

した講演の記録を中心に執筆 

ホームページ作成 ○内容 

・豊科郷土博物館のホームページを作成する 

 

・内容の検討 

・業者への見積依頼 

新市立博物館構想策定業務 

第３回策定委員会の開催 

 

 

○開催概要 

・１月 15日（木）午後１時 30分～３時頃 

会場：明科複合施設 会議室３ 

博物館が目指す方向性と扱う要素について 

 

・会議録、会議概要の作成 

・市ホームページに会議概要を掲載 

 

 



 

郷土資料館事業 

 

事業（懸案事項） 現    況 
今後の取り組み 

備  考 
穂高郷土資料館駐車場杉伐採 ○内容 

・穂高郷土資料館駐車場の隣家に接している箇所の杉を

伐採する 

 

・休館となる 12月末に伐採する予定 

昔の暮らし体験教室 ○開催概要 

・平成 27年１月中旬～２月中旬 

市内小学校３学年を対象に、穂高郷土資料館が収蔵す

る民具を学校に持ち込み、触れて体験してもらう 

 

・各小学校の開催希望の有無を確認 

・開催校との日程調整 

・講師依頼（３名を予定） 

・資料を運搬する公用車を借用 

 

文化財資料センター事業 

 

事業（懸案事項） 現    況 
今後の取り組み 

備  考 
文化財資料センターの修繕 ○補正予算により修繕する箇所 

・２階外部軒天・軒樋 

・内部床タイル一部張替 

・内部建具 

 

○緊急に修繕を要する箇所 

・１階外部東側軒天・軒樋 

・１階収蔵庫天井雨漏り 

 

・各業者から見積書を徴取 

・業者の選定 

 

 

 

・12月補正予算に予算計上 

 

貞享義民記念館事業 

 

事業（懸案事項） 現    況 
今後の取り組み 

備  考 
企画展示 

１ 第４回フォトサロンなか

がや写真展 

 

 

２ 第４回三郷陶芸クラブ

「絆」作品展 

 

 

 

３ あさのたかを 木壁画と

タイルアートの世界 

○開催概要 

・会期：11月１日(土)～11月 30日(日) 

会員８名が撮った 70点余りの作品を展示 

入場者数 503人 

 

・会期：12月３日(水)～12月 14日(日) 

三郷公民館で活動するクラブ会員の食器や雑貨など

の陶芸作品約 60点を展示 

・入場者数 71人 

 

・会期：１月９日(金)～１月 30日(金) 

三郷小倉の工房で制作され、県内のみならず全国の学

校や病院に飾られるなど、広く活躍中の作家の作品約

50点を展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広報 200号に掲載 

公演 

朗読劇「おしゅん」＠夢道場 

○開催概要 

・日時：11月 22日(土) 

 １回目：午前 11時～ ２回目：午後２時～ 

会場：貞享義民記念館 夢道場（シアタールーム） 

森のおうち お話の会 昔話部会の皆さんによる大坪

かず子作 児童文学「おしゅん」の朗読劇の公演 

入場者数 １回目 121人 ２回目 123人 合計 244人 

 

・アンケート結果を集計し評価する 

 

ホームページのあり方を検討 ○現況 

・あづみ野ＴＶのホームページサーバーを利用し、更新

はあづみ野ＴＶに依頼している 

 

・豊科郷土博物館のホームページの立

ち上げと連動して検討 

 

 


