
 

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 

○中信地区社会教育委員連絡協議会第４回理事会 

 ２月 18日 場所：松本合庁 

 

○第４回社会教育委員の会議 

３月 18日 

○市総合芸術展見学会 

        ３月 18日 

生涯学習推進計画 

予算額：210千円 

 ○見直し案の公表 ３月 20日 

 

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 

○第１回ブラッシュアップ講座打ち合わせ 

 2月 25日 場所：穂高会館 児童室 

 内容：講座の開催、平成 27年度検定及び準備講座 

○第２回ブラッシュアップ講座打ち合わせ 

 3月 12日 場所：穂高会館 児童室 

 内容：講座の内容、27年度ブラッシュアップ講座 

○安曇野検定合格者のための安曇野

の学び方、学びの活かし方講座 

 3月 20日 場所：きぼう 

タブレット体験講座 

予算額：51千円 

 ○iPad体験講座 

 3月 20日 場所：きぼう 

 定員 32人、申し込み 73人 

日本語教室 

 予算額：355千円 

○日本語教室 毎週日曜、三郷のみ土曜日に開催 

 

○明科日本語教室スタッフ打ち合わせ会議 

2月 26日 場所：教育委員会会議室 

内容：休講 

○日本語教室 毎週日曜、三郷のみ土

曜日に開催 

○閉講式 ３月 21日、22日 

 

人権教育推進事業 

 
事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

人権教育推進事業 

予算額：2,669千円 

○社会教育指導員会 

 ２月 19日 場所：教育委員会 

 内容：事業報告、27年度事業計画 

 

○安曇野市人権教育推進小委員会 

 ２月 25日 場所：明科支所 

 内容：事業報告、27年度人権教育推進基本方針(案)、 

市人権教育・啓発推進計画の改訂(案) 

 

○安曇野市人権教育推進委員指導員合同会議 

 ３月３日 場所：堀金総合体育館 

 内容：事業報告、27年度人権教育推進基本方針(案)、 

市人権教育・啓発推進計画の改訂(案) 

 研修：講師  長野県教育委員会教学指導課心の支援室 

人権支援係馬場英晃指導主事 

    講演 「子どもの人権」 

 



 

安曇野市企業人権教育推進協

議会 

予算額：2千円 

○安曇野市企業人権教育推進協議会 会計監査、理事会 

２月 23日 場所：明科支所 

 内容：事業・会計報告、事業計画・予算案 

 

 

中央公民館事業費 

 
事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

公民館運営審議会 

予算額：235千円 

 ○第５回 

3月 19日 場所：明科支所 

公民館長会 〇第 13回 

 ３月９日 場所：堀金支所 

 内容：市公民館大会、27年度館長会の会長・副会長 

    27年度の予定 

 

安曇野市公民館報 

予算額：1,544千円 

○№23 ２月 18日発行 

 

○打ち合わせ会議 

 ３月９日 場所：堀金支所 

 内容：27年度の編集方針及び内容 

 

安曇野市総合芸術展 

予算額：77千円 

〇総合芸術展 

 ３月６日～18日 場所：きぼう 

○第４回実行委員会 

 3月 18日 場所：きぼう 

 

 

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 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 

      ・委員委嘱 

      ・事業計画策定 

       ・街頭巡回打ち合わせ 
11月 12日 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 

内容決定 

      ・有害自販機現地確認 

12月 22日  街頭巡回の実施 

1月 18日   講演会（役員・一般研修）の 

開催 

      ・演題「子どもを取り巻く 

ネット社会の現状」 

      ・場所：穂高交流学習セン 

ター「みらい」 

 2月 16日  センターだよりの発行 

3月 11日 第 3回青少年センター運営 

委員会の開催 

      ・今年度事業報告、来年度 

事業計画立案 

3月 24日 街頭巡回の実施（三郷、堀金、明科地域） 

3月 26日 街頭巡回の実施（豊科、穂高地域） 

 

 

 

 

 

 



 

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 

放課後子ども総合プランの 

検討 

11月 26日  第 2回放課後子どもプラン運 

営委員会の開催 

      ・先進地視察の感想について 

      ・放課後子ども総合プランに 

ついて 

12月 18日 児童館建設計画について担当 

者協議 

12月 24日 定例教育委員会 

      ・児童館、児童クラブ事務 

の所管を教育部とする 

ことを説明 

12月 26日 児童館・児童クラブ事務の補 

助執行について起案 

（福祉部） 

 2月 13日 議会福祉教育委員会へ説明 

 2月 16日 議会全員協議会へ説明 

2月 24日 定例教育委員会 

      ・放課後子ども総合プラン 

       運営委員会設置要綱制定 

3月 10日  第 3回放課後子どもプラン運 

営委員会の開催 

      ・新年度から児童館、児童ク 

ラブ事務の所管を教育部と 

することを説明 

・子ども教室と児童クラブの 

一体的な実施についての方 

向性を検討 

 3月 17日 児童クラブ等事務引き継ぎ 

4月 1日 児童館・児童クラブ事業を生涯学習課で補 

助執行開始 

 

 

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 

〇安曇野市スポーツ推進委員正副会長、地域代表及び正

副女性会長会議 

3月 4日 場所：堀金公民館 

 内容：第 6回安曇野市民スポーツ祭について 

    スポーツ推進委員の組織見直しについて 

〇第２回スポーツ推進委員会全体会 

３月２２日 

内容：平成 26年度スポーツ推進事 

   業報告等 

 

各種競技会及び発表会出場者

激励金交付事業 

予算額：1,100千円 

〇3月 10日現在 申請件数：89件 交付額：1,100千円  

市民スポーツ祭 

予算額：1,500千円 

〇第６回市民スポーツ祭種目別競技会関係団体連絡協 

議会 

 2月 17日 

 内容：26年度種目別競技会を振り返って 

    27年度に向けて 

 



 

公式スポーツ施設整備計画 2月 16日 第 3回公式スポーツ施設整備計画策定庁内会

議・第 6回作業部会合同会議開催 

・新規整備施設の整備水準検討 

・パブリックコメント原案作成 

 

2月 26日 第 5回公式スポーツ施設整備計画策定委員会

開催 

     ・新規整備施設の整備水準について 

・パブリックコメントの実施について 

 

3月 12日 理事者説明 

・パブリックコメントの実施について 

 

4 月 10 日～5 月 11 日 パブリックコ

メント実施予定 

 

5月下旬 庁内・作業部会開催予定 

 

6 月上旬 第 6 回公式スポーツ施設整

備計画策定委員会開催予

定 

      ・報告書原案作成 

 

7 月上旬 第 7 回公式スポーツ施設整

備計画策定委員会開催予

定 

      ・報告書作成 

 

7 月   教育委員会・理事者報告書

提出予定 

 

8月   議会報告書提出予定 

 

 

 

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 

〇コオーディネーショントレーニングキッズ教室・体験

会（２期） 

2月 14・21・28日 教室 2回、体験会 1回 25名参加 

〇コオーディネーショントレーニングキッズ体験会・学

ぶ会 

2 月 28日 １回 15名参加 

〇安曇野子ども駅伝大会 

 3 月 22日 

 場所：南部総合公園 

〇市町村駅伝選考会 

3 月 28日 

 場所：南部総合公園 

 

  

 

 


