
 

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 
安曇野市社会教育委員 

予算額：386千円 

９月 17日 長野県社会教育研究大会 

 場所：長野県総合教育センター 

 内容：事例発表、分科会 

参加者：６人 

10 月 第２回安曇野市社会教育委員

の会議 

３月 第３回安曇野市社会教育委員

の会議 

生涯学習推進計画 

予算額：210千円 

８月 27日 第１回生涯学習推進市民会議 

 場所：明科公民館講義室 

 委嘱書交付、会長及び副会長の選出 

 会長：内川丈夫男氏（豊科公民館長） 

副会長：滝沢 知子氏（博物館協議会副会長） 

（生涯学習推進計画の概要、見直しスケジュール及び

見直し方法、進捗状況及び見直し案） 

９月 29日 第２回市民会議 

10月下旬 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 

９月３日 成人式記念品（袱紗）入札 

９月８日 同上 契約 

 

 

※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） 

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 22日 第１回安曇野検定学習資料編集会議 

 場所：明科公民館 会議室２ 

 

８月 31日 第２回 安曇野検定準備講座現地学習  

場所：三郷中萱地区 

 名称：お船がめぐる義民の里を訪ねる 

講師：貞享義民記念館職員、安曇野ふるさとづくり応

援団 

参加者：41人 

 

９月３日 安曇野検定問題作成・採点業務委託 入札 

９月８日 同上 契約 

９月 30 日 第２回安曇野検定学習資

料編集会議 

  

○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 

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 

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 

８月 28日 第５回インターバル速歩講座 

 場所：堀金総合体育館 

内容：データ転送、運動相談、体幹トレーニングでケ

ガ予防 

 参加者：42人 

９月 11日 第６回インターバル速歩講座 

 場所；堀金総合体育館 

 内容：スマイルエクササイズ、速歩の復習 

 参加者：59人 

○インターバル速歩講座 

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 

９月１日 長野県人権リーダー研修会 

 主催：長野県教育委員会、長野県県民文化部 

 場所：長野県総合教育センター 

 講演：「高校教科書で学ぶ江戸時代の身分」 

 講師：信州大学人文学部 山本 英二 教授 

 分科会、参加者：6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 

 

９月 16日 松本市企業人権啓発講座 

場所：松本市 Mウイング 

主催：松本市人権・男女共生課 

講演：「セクハラ・パワハラになる行為とは」 

   ～法律面からみた場合～ 

講師：李 栄愛 氏（長野県弁護士会 松本在住会） 

参加者：１人 

10 月 24 日 安曇野市企業人権啓発講

演会 

 

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 ９月 12日 第７回 公民館長会 

 場所：明科公民館 

 内容：長野県公民館大会、総合芸術展について 

10/7、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 

９月３日 安曇野市公民館報発行 

    （各地域文化祭について） 

 

平成 26 年 11 月、12 月、平成 27 年３

月 発行 

公民館条例の改正 ９月５日 理事者説明 

９月 26日 教育委員会９月定例会 

９月 30日 政策会議 

      事務局改正（案） 

10月１日 部長会議 

10月９日 公民館運営審議会 

10月 22日～11月 21日 

パブリックコメント 

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 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 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 
・委員への委嘱及び運営 

委員会の開催 

 

集まれ！あづみっ子祭りの開

催 

9月 24日 チラシ、ポスターによる広報 

 

 

9月 27日 無線放送による広報 

10月 5日 あづみっ子祭りの開催 

 

 

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 
 

 

 

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 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 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 意向調査提出期限 

       

 

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 

公式スポーツ施設整備計

画策定委員委嘱 

 

 

 

 

 


