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Ⅰ 本報告書の趣旨  

１ 根拠法令 

  本報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６

条の規定に基づき、平成２６年度における松本市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検

及び評価について報告するものです。 

 

  ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

   第２６条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について 

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、 

公表しなければならない。 

   ２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する 

者の知見の活用を図るものとする。 

 

２ 点検・評価の方法（取組経過） 

 ⑴ 重点目標の設定      （Ｈ２６．４）        【Ｐ（プラン）】 

   年度当初に市全体で実施される政策調整会議との整合を図りながら、各課で重点目標を設定

し、４月の定例教育委員会へ報告しました。 

 ⑵ 各課における事務事業の実施（Ｈ２６．４～Ｈ２７．３）  【Ｄ（ドゥー）】 

   重点目標を中心に、各課において事務事業に取り組みました。 

 ⑶ 各課による総括及び自己評価（Ｈ２７．３）        【Ｃ（自らチェック）】 

  ア 各課で事務事業全体を総括し、１年間の取組結果及び今後の課題をまとめました。 

  イ 各課の重点目標については、取組経過とともに、３段階で自己評価（※）を行いました。 

  ウ ア、イの内容について、４月の定例教育委員会に報告しました。 

※自己評価の基準 

評価 評価の基準 

Ａ 年度当初に設定した目標に対する達成度が、９０％以上 

Ｂ                     ６０％以上 

Ｃ                     ６０％未満 

 ⑷ 社会教育委員による評価  （Ｈ２７．４～Ｈ２７．６）  【Ｃ（外部の目でチェック）】 

  ア 各課の考察及び自己評価について、社会教育委員が各課長からヒアリングを行いました。 

  イ 社会教育委員が、必要に応じて現地視察を行い、現地職員との意見交換などを行いました。 

  ウ ア、イを踏まえ、社会教育委員の評価意見をまとめました。 

  ※なお、第３章の「外部意見」には、社会教育委員の意見を原文のまま掲載しています。 

 ⑸ 教育委員会における協議及び改善方針のまとめ 

（Ｈ２７．７～Ｈ２７．８）  【Ａ（アクション）】 

  ア 社会教育委員の意見を受けて、各課が改善方針をまとめました。 

  イ ８月の定例教育委員会において、各課の改善方針を含めた点検・評価の内容を協議し、必 

要に応じて修正を加えました。 
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Ⅱ 教育委員会の目標 ～「学都松本」の推進～ 

１ 教育振興基本計画「学都松本をめざして」 

  松本市教育委員会では、平成２４年３月に松本市教育振興基本計画を策定し、本市の教育のめ

ざすべき方向性及び目標と目標ごとの具体的な事業などを明らかにしました。 

  この計画では、平成５年度に策定した松本市生涯学習基本構想の精神（「学びの森づくり」）を

踏まえ、先人たちが築き上げてきた教育に対する思いや教育に係る財産を継承するなかで、新た

な目標として「学都松本」の実現を掲げました。 

 ⑴ 基本構想 

   基本構想では、７つの力を育むことで、５つの取組指針に基づき、３つのめざすまちの姿「学

都松本」を実現しようと体系化しています。 

 ⑵ 基本計画 

   基本計画では、教育分野を６つの柱に整理するとともに、それぞれに全１９の基本施策を定

めています。また、各基本施策は、本市の特色ある事業に配慮しながら、現状と課題、施策展

開の方針、主な取組み、連携内容等に分類し、平成２４年から２８年までの５年間の目標を明

確化しました。また、計画においては、できる限り市長部局との連携に配慮し、教育部以外の

関連事業も盛り込みました。 

 

２ 「学都松本」の３つのめざすまちの姿 

 ⑴ 平成２２年度に、「学都」としてめざすまちの姿を決め、その実現に向け取り組む事業を「学

都松本関連事業」として位置付けています。 

 ⑵ 「学都松本」としてめざす３つのまちの姿 

① 学び続けるまち 

  子どもからお年寄りまでが、生涯にわたって学ぶことができる環境が整い、市民一人ひ

とりが自らの意思で何を学ぶかを決め、学び続けるまち 

② 共に学ぶまち 

  市民一人ひとりの学びを地域や行政が協働してサポートし、「共に学ぶまちづくり」を

推進するまち 

③ 次代に引き継ぐまち 

  市民一人ひとりが学んだ知識・技術を社会に生かして、次代に引き継ぐまち 

 

３ 「学都松本」へ向けての５つの取組指針 

   松本市教育委員会が今まで大切にしてきた、次の５つの取組指針に基づき、各種事業を実施

します。 

① 一人ひとりが生涯にわたって人間性を培う教育をめざします 

② 子どもの感性を磨く様々な取組みを進めます 

③ 不易を貫き、変わらない大切なことを継続します 

④ 地域とともに歩みます 

⑤ 「ある」から「する」へ転換し、「点」から「線」・「面」へ活動を広げます 
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４ 「学都松本」に向けて求められる７つの力 

  本市のめざす「学都松本」の実現を図るため、５つの取組指針に沿って事業を進め、次の７つ

の力を育みます。 

① 自ら学び、考え、創造する力 

② 主体的に行動し、挑戦する力 

③ 我慢する力、やり遂げる粘り強さ 

④ 人間関係を築くコミュニケーション力 

⑤ 命の大切さ、思いやりの心 

⑥ 情感豊かな心、人間性 

⑦ 確かな学力、健康・体力 

 

５ 教育振興基本計画における６つの施策の柱 

  基本構想を計画的、具体的に推進するため、基本計画では次の６つを施策の柱にして事業実 

施しています。 

① 子どもの教育の充実 

② 生涯学習の推進 

③ スポーツを通した健康づくり 

④ 芸術を通した教育の推進 

⑤ 歴史・文化遺産の保護と活用 

⑥ 教育委員会の機能の充実 

 

６ 「まつもと市民生きいき活動」の推進 

  「学都松本」に向けた５つの取組指針のうち、「不易を貫き、変わらない大切なことを継続し 

ます。」を掲げ、「まつもと市民生きいき活動」を展開しています。豊かな人間性、公正さを重ん 

じる心、思いやりなど、社会や時代が変わっても、人として大切にしたいことを、市民一人ひと 

りが地道に実践し、次代に引き継いでいくことを目指しています。 

 

 

わたしは  こころをみがき、からだを使おう 

   あなたに  あいさつをしよう 

    このまちを きれいにしよう 
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Ⅲ 点検・評価の報告 

１ 教育委員会の全体総括 

平成２６年度は、平成２４年３月に策定した「松本市教育振興基本計画」の３年目の取組みと 

なりました。学都松本のめざすまちの姿の実現に向けて、教育委員会の各課が基本計画に掲げた

各種事業について、創意工夫による充実を図りながら、適正な実施に努めた１年間でした。 

  ここでは教育委員会の全体の総括として、松本市教育振興基本計画で掲げる具体的な目標など

に沿いながら、平成２６年度の主な取組みや今後の展望などをまとめました。 

 

【「学都松本」としてめざすまちの姿】 

 

 ⑴ 学び続けるまち 

市民一人ひとりが自らの意思で学ぶことを決め、生涯にわたって学び続ける姿が見えるまち

の実現を図るため、学びの機会となる各種事業の開催や施設等の環境整備に力を入れたほか、

市民が日々の生活のなかで「学び」を意識できるよう、学都松本フォーラムをはじめとする「学

びの９月」事業の充実を図りました。 

特に第３回目を迎えた学都松本フォーラムでは、食育講演会やものづくりをテーマとした催

事の開催など、市長部局との連携を広げることができました。今後さらに市全体で学都松本の

推進ができるよう、学都松本推進協議会が中心となって市民協働で取組みを進めます。 

 ⑵ 共に学ぶまち 

地域や行政が協働してサポートし合う「共に学ぶまちづくり」の実現を図るための講座の開

催や市民団体等との協働事業などに力を入れました。 

特に、公民館では、文部科学省の委託を受け２年目となる「公民館の学びがつなぐ、松本ら

しい地域づくり・人づくり事業」により、部局を超えた連携を図りながら、地域課題解決に向

けた学習講座を実施しました。今後は、参加者を中心とした市民のネットワークが地域づくり

につながるよう取組みを進めます。 

また、これまで各地区公民館が取り組んできた学校サポート事業を発展させ、地域と学校が

連携して子どもの成長を支える松本版信州型コミュニティスクール事業が各校で立ち上がっ

ていますので、引き続き社会全体で教育に取り組む仕組みづくりを進めます。 

 ⑶ 次代に引き継ぐまち 

学んだ知識や技術を社会に活かして、次代に引き継ぐ姿が見えるまちの実現を図るため、学

都松本の足跡を知る様々な企画展のほか、地域資源を活かすための取組みを進めました。 

特に、文化財課では、地域の歴史文化を活かした魅力あるまちづくりにつなげるための「歴

史文化基本構想」の平成２９年度策定に向けて、市内全３５地区において、住民主体の地域の

文化財調査が進んでいます。また、博物館では、特別展「松本城下町の繁栄・祈り・信仰」、

「戦争と平和展近代都市・松本」などにより、松本市の自然環境、歴史、文化、産業等、先人

が培ってきた財産を振り返り、未来を考える学びの機会を設けました。 

 

【「学都松本」へ向けての取組指針】 

 

 ⑴ 一人ひとりが生涯にわたって人間性を培う教育をめざします 

教育政策課では、まつもと市民生きいき活動を広げるため、パンフレットを作成しました。
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この中では、この活動を、健康寿命延伸都市・松本「美しく生きる。」を根底から支える取組

みとして位置づけて、実践例を紹介し、身近で具体的な活動へつながるよう工夫しました。今

後も、様々な機会を捉えて周知と実践を進めていきます。 

 ⑵ 子どもの感性を磨く様々な取組みを進めます 

   美術館では、「未来の学都を支える子ども育成事業」として、学校との連携を図りながら、

子どもたちが美術に触れ親しむ機会の充実に向けて、鑑賞教育教材の試作やワークショップ等

を実施しました。また、教育文化センターでは、より多くの子どもたちが科学に関心を持てる

よう、ＪＡＸＡ宇宙企画展や宇宙に関する講演会等を開催しました。 

 ⑶ 不易を貫き、変わらない大切なことを継続します 

   まつもと市民生きいき活動では、「こころをみがき、からだを使おう」を活動の視点の一つ

としていますが、学校教育課では、全校において「まつもと元気アップ体操」の講習会を実施

し児童生徒への普及を図りました。今後は、各学校の日常的な活動として、この体操が継続的

に実践されるよう努めるとともに、子どもから大人まで広く周知を図り、少しでも多くの市民

が学校や職場、地域のサークル活動等で、「いつでもどこでも健康づくり」に取り組めるよう

一層の普及を目指します。 

 ⑷ 地域とともに歩みます 

   学校給食課では、食育・地産地消を進めるため、安心・安全な食材提供はもちろんのこと、

地元の食材を献立にした「松本の日」を実施することで、食から様々なことを学べるよう努め

ました。また、美術館では、地元町会の方々と一緒に「美術館で夕涼み」を開催したほか、博

物館では中心市街地の商店街の方々と「松本の七夕２０１４まちなか展示」を行いました。 

 ⑸ 「ある」から「する」へ転換し、「点」から「線」・「面」へ活動を広げます 

博物館では、市民協働で文化資産を活用した事業等を進めるとともに、広域的な教育普及活

動につながる事業を実施しました。具体的には市民学芸員養成講座の受講生がまちなかを歩き

ながら作成した「まる博 de ウォーキングマップ」により、市民学芸員が市民を対象にまちな

かを案内する事業を行いました。また、中信地区（江戸時代の松本藩領）の歴史・民俗系博物

館を紹介する「松本藩領ミュージアムマップ」を作成しました。 

 

【施策別の取組みとして】 

 

 ⑴ 子どもの教育の充実 

学校における様々な教育課題に対応するため、「松本版・信州型コミュニティスクール運営

委員会要綱」「松本市中学生期のスポーツ活動指針」を策定したほか、「松本市子どもの権利条

例」を基盤とした「松本市いじめ防止等のための基本方針」の策定に着手しました。また、不

登校支援の充実や適応指導教員の処遇改善など、子どもたちへのきめ細やかな支援体制の充実

に努めました。 

また、子どもたちがより良い環境のなかで学ぶことができるよう、地球環境にも配慮しなが

ら学校施設の大規模改造事業等を進めました。 

 ⑵ 生涯学習の推進 

図書館では、様々な市民が図書に触れる機会を作るため、各種イベントを実施しました。図

書館の男性職員による読み聞かせを実施し、父親など男性が読み聞かせをするきっかけを作っ

たほか、子どもプラザとの共催事業を行いました。今後は、子ども読書活動推進計画に基づき、

より多くの市民が主体的に読書活動を進めていく事業を展開していきます。 
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 ⑶ スポーツを通した健康づくり 

健康寿命延伸都市・松本の創造の基本理念をスポーツによって実現することを目的とした

「松本市スポーツ推進計画」を策定しました。この計画の推進により、市民の多様なスポーツ

ニーズに細やかに対応し、スポーツによる人と心の健康と生きがいづくりを推進します。 

また、市内２か所目となるサッカー場として「かりがねサッカー場」を竣工したほか、（仮

称）「美鈴湖自転車競技場」の整備を進めています。 

 ⑷ 芸術を通した教育の推進 

美術館では、教育普及事業の一環として、子どもから大人までを対象としたワークショップ

の開催や、学芸員によるアートレクチャーの開催により、美術の魅力等を伝える取組みに努め

ました。今後は、講座等の参加者数や内容の検証等を行い、より参加しやすい環境を整えてい

きます。 

 ⑸ 歴史・文化資産の保護と活用 

松本城管理事務所では、市民が国宝松本城や伝統文化に親しむ機会を設けるため、夜桜会や

薪能をはじめとした多彩な各種行事を開催したほか、文化財としての松本城の適正な保存活用

を進めるため、「国宝松本城天守保存活用計画」を策定するとともに、「史跡松本城保存管理計

画」策定のための委員会を設置し、検討、協議を行いました。 

また、文化財課では、松本城の関連遺跡として、中世に信濃守護を務めた小笠原氏の居館と

される井川城跡の学術発掘調査を行い、国史跡指定を目指しての取組みを進めています。 

今後も、松本城をはじめとする貴重な文化資産を後世にしっかりと伝え、城下町の歴史や魅

力を活かしたまちづくりを推進していきます。 

 ⑹ 教育委員会の機能の充実 

入山辺地区で「移動教育委員会」及び「地区の皆さんと語る会」を、また地区公民館長会や

ＰＴＡ連合会との懇談会を開催し、市民ニーズを教育施策等へ反映させるための取組みを進め

るとともに、教育委員会の役割について理解促進を図りました。今後とも、開かれた教育委員

会に向けた取組みを推進するとともに、今日的な教育課題や地域課題に対応するため、教育委

員会制度の趣旨である、教育の中立性、安定性、継続性を担保しながら、教育委員会の機能の

充実に努めます。 

 

※ 平成２６年度行政改革による組織改正により、学校教育課指導室が学校指導課として独立し 

た課組織になりました。 

 

※ スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）については、「松本市教育

に関する事務の職務権限の特例に関する条例」の制定（平成２７年４月１日施行）に伴い、平

成２７年度から、文化スポーツ部の所管となりました。これに伴い、スポーツ推進課も、教育

部から文化スポーツ部に組織が移管となりました。 
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２ 教育委員の活動状況 

 ⑴ 教育委員               （平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 

氏
ふり

  名
がな

 就任年月日 任期（）は期数 職名等 

斉
さい

藤
とう

 金
きん

司
じ

 Ｈ17. 4. 1 Ｈ29. 3.31 （3） 
委員長 

（Ｈ25. 4.1～Ｈ26. 3.31） 

小 林
こばやし

 磨
ま

史
ふみ

 Ｈ20.12.25 Ｈ28.12.24 （2） 
職務代理者 

（Ｈ25.12.26～Ｈ26. 3.31） 

花
はな

村
むら

  潔
きよし

 Ｈ22.12.26 Ｈ30.12.25 （2）  

福 島
ふ く し ま

 智 子
と も こ

 Ｈ25.12.26 Ｈ29.12.25 （1）  

吉
よし

江
え

  厚
あつし

 Ｈ23. 4. 1 Ｈ27. 3.31 （2） 教育長 

⑵ 教育委員会の開催 

  ア 定例教育委員会 毎月１回開催 計１２回 

    （うち、移動教育委員会１回） 

  イ 臨時教育委員会 不定期開催 ８回 

 ⑶ 教育委員と語る会等の開催 

  ア 教育委員と語る会 

(ｱ) 先生方と語る会（教育文化センター）                ９月３０日 

    ａ 教職員との意見交換 

    ｂ 学校での地域連携の様子等 

   (ｲ) 入山辺地区（入山辺公民館）                   １１月２０日 

    ａ 教育委員会と松本市の教育指針 

    ｂ 地域での子育て支援、行政や地域の連携等 

(ｳ) 公民館長と語る会                         １月２２日 

    ａ 教育委員会組織のあり方 

    ｂ 学校サポート事業の推進等 

  イ 市長と教育委員との懇談会                     １１月 ６日 

    学校教育における松本モデル、教育委員会制度改革への対応、小中学校の都市間交流等 

  ウ 関係団体との懇談会 

   (ｱ) ＰＴＡ連合会                           １月１５日 

各校保護者からの要望事項や教育に関わる意見の交換等 

 ⑷ 教育委員の研修 

  ア 第５７回長野県市町村教育委員会研修総会（大町市）         １０月１８日 

  イ 長野県市町村女性教育委員連絡協議会中南信ブロック研修会（駒ケ根市） ９月１７日 

 ⑸ 教育関係機関及びその他組織との連絡調整 

   長野県市町村教育委員会連絡協議会、長野県都市教育委員会連絡協議会 

   松本市校長会、松本市教頭会等 

   学都松本推進協議会等への参加等 
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３ 各課の報告 

⑴ 教育政策課 

 ア 平成２６年度の事務事業の概要 

 「健康寿命延伸都市・松本」の実現に向けては、市民一人ひとりがそれぞれの人生の質を高

めるため、生涯にわたって学び続けることが重要であることから、松本市教育委員会では、平

成２３年度に松本市教育振興基本計画（学都松本をめざして）を策定し、本市の教育の目指す

姿として「学都松本」を掲げ、そのＰＲと推進に努めています。 

 平成２６年度は、第３回目となる学都松本フォーラムの開催と「学びの９月」事業の充実、

また、あらゆる機会を捉えての「学都松本」の市民周知を通して、生涯にわたっての市民の学

びの機会を広めるとともに、学びの環境づくりを進めます。 

また、教育委員と語る会の開催など、引き続き、開かれた教育委員会としての会議運営に心

がけるとともに、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正への的確な対応と、

教育委員会事務局組織の見直しに取り組みます。 

 教育文化センターでは、理科離れ解消に向けた科学館機能の充実等に取り組んできました

が、施設の老朽化対策やプラネタリウムの活用等が課題となっているため、平成２６年度は抜

本的な見直しを行うための基本構想・基本計画の策定に取り組みます。 

 

  イ 平成２６年度の取組結果 

 行政改革の取組みとして教育委員会事務局の見直しを行い、学校教育における指導性を高

め、体制を強化するため、学校指導課を新設したほか、スポーツを通したまちづくりや市民の

健康づくりなどを効果的に進めるため、市長部局に新設された文化スポーツ部へスポーツ推進

課を移管しました。 

地方教育行政法の一部改正に対応するため、教育委員会での研究や市長部局との協議を重

ね、教育大綱の策定方針や総合教育会議の事務局を教育政策課に補助執行とすることなど調整

を行いました。 

 学都松本の実現に向けて、学都松本推進協議会等との協議を通じて、第３回学都松本フォー

ラムや学びの９月事業の実施、学都松本グッズを作成するなど、学都松本の周知のための取組

みを進めました。また、次年度の学都松本フォーラムに向けた準備も進めました。 

 教育文化センターでは、教育文化センターのあり方検討庁内連絡会議において、基本構想の

素案を検討するなど、施設等の抜本的な見直しに向けた取組みを進めました。 

 

  ウ 今後の課題 

 教育に関するニーズが多様化する中で開かれた教育委員会として、市民の意見に耳を傾け、

市民ニーズに的確に対応していくことが求められているため、地域性やテーマ性のある教育委

員との懇談会を開催したり、市民が傍聴しやすい会議開催の工夫を重ねていく必要がありま

す。 

 総合教育会議が次年度から開催されますが、市長部局、特にこども部との連携をより効果的

なものとするため、子どもに関わる課題を整理、共有し、課題解決に向けた取組みを進めてい

く必要があります。 

 学都松本の推進に当たっては、学都松本の周知とともに、人生の質を高める学びによる生き

がいづくりを進めるため、学都松本フォーラムに限らず、学都松本推進協議会等との連携を通

じて、様々な学びの機会を推進していく必要があります。 

 まつもと市民生きいき活動については、より市民への広がりを促していくため、効果的な周

知方法などを工夫していく必要があります。 

 教育文化センターについては、現在基本構想などを策定していますが、より具体的な取組み

につながるよう検討する必要があります。 
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エ 重点目標 

１ 教育委員会事務局組織の見直し(新規) 

 

⑴ 内容 

  市長と教育委員会とが相互に連携しながら教育行政を担うことを基本としつつ、多 

様化する教育行政へのニーズを、的確にスピード感を持って施策に反映させるため、 

教育委員会事務局組織の見直しに取り組みます。 

  また、改正地方教育行政法が平成２７年４月１日に施行となる見込みであるため、 

このための準備を進めます。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 教育委員会事務局組織の見直しを実施している他自治体の具体例を調査研究し、 

効果等の検証を行います。 

イ 市長部局へ移管することにより、効果的な事務事業の執行が可能と思われる部門 

について、行政改革担当をはじめ、市長部局の関係各課とともに協議を進めます。 
ウ 新たな教育委員会制度のしくみや内容について、教育委員及び市長部局と十分協 

議し、的確に対応できるよう準備を進めるとともに市民周知を図ります。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 教育委員会事務局組織の見直しについては、教育部門が抱える今日的な課題 

に適切に対応するため、教育や学習に焦点化した再編成を目指し、学校教育を 

中心とした体制強化を図り、学校教育課内の業務の見直し及び学校教育課指導 

室を学校指導課として位置づけ、正規事務職員１名、主任指導主事１名を増員 

しました。また、並行して市長部局に新設された文化スポーツ部にスポーツ推 

進課を移管し、都市間交流事業、まちづくりや誘客、市民の健康づくりを効果 

的かつ迅速に対応する組織化を図りました。さらに、松本城の世界遺産化に係 

る業務を松本城管理事務所から文化振興課内に設置された世界遺産推進担当に 

移管しました。 

イ 新たな教育委員会制度への対応については、総合教育会議の所管課及び担当 

事務局、教育大綱に関する方向性を市長部局と協議しながら決定しました。ま 

た、必要な例規改正を行いました。 

評
価
Ａ 

２ 「学都松本」及び「まつもと市民生きいき活動」の推進(継続) 

 ⑴ 内容 

ア 教育振興基本計画に基づく「学都松本」を実現するため、第３回学都松本フォー 

ラムを開催するとともに、教育部全体で「学びの９月」事業を充実させ、「学都松 

本」のさらなる周知を図ります。 

イ 「学都松本」の推進に当たっての５つの取組指針を教育部職員の基本目標とし、 

不易を貫き変わらない大切なことを実践する取組みとして「まつもと市民生きいき 

活動」の推進を図ります。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 学都松本の推進 

(ｱ) 学都松本推進協議会及び同事務局会議の運営と充実 

(ｲ) 第３回学都松本フォーラムの開催 

(ｳ) グッズ、ロゴマーク等を活用した「学都松本」の周知 

イ まつもと市民生きいき活動 
(ｱ) 各課及び関係機関への取組依頼 

(ｲ) 具体的な活動事例の紹介 

(ｳ) 「生きいきカード」の活用 
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⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 平成２５年７月に設置された学都松本推進協議会により、通年で学都松本推 

進に関わる協議等を重ね、学都松本フォーラムの企画・運営のみならず学都グ 

ッズや学都松本ポスターの作成など、学都松本を周知するためのより一歩踏み 

込んだ取組みを行うことができました。 

   第３回学都松本フォーラム全体会では、松商学園放送部の話題提供とトーク 

セッションを通じて、フォーラムテーマ「日々の学びへの気づき」に沿った内 

容を参加者と深めることができました。また、食育講演会やスポーツシンポジ 

ウムなどを行うことにより、具体的なテーマに踏み込んだ学習機会を設けまし 

た。 

イ まつもと市民生きいき活動については、パンフレットを作成し、全戸配布等 

で周知を図りました。パンフレットには、健康寿命延伸都市・松本「美しく生 

きる」に関連した取組みであることを盛り込んだほか、実践事例を紹介し、具 

体的活動につながる工夫をしました。ただし、活動の認知度や浸透度を測る指 

標等がないため、今後はエビデンスに基づく展開を検討し、より効果的な活動 

としていきます。 

 

評
価
Ｂ 

３ 開かれた教育委員会への取組み(継続) 

 ⑴ 内容 

  教育委員が地域、学校等において、住民、児童生徒、教職員とそれぞれ懇談し、教 

育に関する様々な課題について理解を深めます。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 地区住民との懇談 ２地区程度 

イ 教職員との懇談  １～２回（ブロック分けをし学校現場に出向いて開催） 

ウ 児童生徒との懇談 １校程度  

⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 地区住民との懇談は、入山辺地区で開催（１地区）し、地域の教育課題につ 

いて活発な意見交換を行いました。また、教職員との懇談１回、公民館長との 

懇談１回を実施し、学校現場や各地区の取組みについて貴重な意見を聞く機会 

となりました。 

イ ただし、児童生徒との懇談については実現できなかったため、今後は、学校 

との早めの調整に心がけます。 

評
価
Ｃ 

４ 教育文化センター運営整備再構築事業（継続） 

 ⑴ 内容 

  科学博物館及び視聴覚ホールの設備機器等について、老朽化による不具合が顕著に 

なっており、更新等を行う必要がありますが、これについては市長から抜本的な見直 

しを行うよう指示されているため、教育文化センター全体の今後のあり方について、 

平成２６年度中に検討を行います。 
  また、児童生徒の理科離れ解消のための教文学習や親子科学工作教室については、 

引き続き内容の充実を図ります。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 教育文化センターの今後のあり方について基本構想、基本計画を策定します。 
イ 「学びの９月」にあわせて、出張親子科学工作教室やＪＡＸＡ宇宙企画展を開催 

します。 
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⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 教育文化センターと教育政策課の担当及び関係課との打合せを計７回実施し 

たほか、教文学習視察、教育文化センターのあり方検討庁内連絡会議を開催し、 

基本構想の素案について検討しました。また、教育文化センターの基幹事業で 

ある教文学習に関するアンケート調査を全小中学校対象に実施し、状況把握に 

努めました。 

イ 「学びの９月」にあわせ、出張親子科学工作教室をあがたの森文化会館で実 

施し、予定数を超える１６８名の参加を得ました。親子科学工作教室について 

は、毎回、参加希望が多数あるため、年度後半から開催回数を増やして対応し 

ました。 

ウ 子どもたちの科学への興味、関心を高めることができるよう信州大学特任教 

授、ぎんれいプロジェクトマネージャーの中島厚氏による特別講演会「信州か 

ら宇宙へ－信州製人工衛星「ぎんれい」の開発から小惑星の発見まで－」を開 

催し、１００名（内中学生以下３３名）の参加を得ました。また、関連事業と 

してＪＡＸＡ所有の展示模型を展示した「ＪＡＸＡ宇宙企画展」を開催し、６ 

０３人（内中学生以下２２０人）が来場しました。 

評
価
Ａ 

 

  オ 外部委員の意見 

 

⑴ 学都松本、生きいき活動 

ア 生きいきカードの活用は、学校や地区公民館などだけではなく、直接、町会へ働きかけ

るなどしっかり取り組まれたい。 

イ 学都松本、健康寿命延伸都市、まつもと市民生きいき活動等、様々な名称があるが、互

いに関連している内容も多く、市民にわかりにくくなっていると思う。もう少し単純化し

たアピールが必要なのではないか。 

ウ 「生涯にわたって学び続けることが重要」というスローガンは誠に立派であるが、そ 

の割には、人材の発掘が遅れているのか、それを指導していく人間の育成がついていかな 

い感じがする。ただ単に学びたいという気持ちだけでは学べないので、学ぼうとする人を 

けん引できる人材の発掘に早急に取り組み、実質を伴った実践としてほしい。 

エ 教育現場では様々な問題や課題が盛りだくさんで大変である。市民生きいき活動は、パ 

ンフレット配布だけだと片側通行に終わってしまうので、人とのつながりを通して実際 

の活動ができる方策が必要ではないかと思う。 

⑵ 開かれた教育委員会 

ア 開かれた教育委員会という感じがあまりしないので、もっと市民と教育委員との懇談会

を増やしてほしい。 

イ 開かれた教育委員会として住民や児童生徒の生の声を聴き、要望を受け入れることで、

生きいき活動にもつなげていけると思う。 

⑶ 教育文化センター 

ア 科学館は子どもの興味をそそり、疑問を抱かせたうえで、家に帰ってから日常生活の中

で確認したり、利用できるようなものを多く取り入れてほしい。 

イ 催し物の開催などを通して、もっと魅力あるセンターにしてほしい。 

 

 

  カ 教育委員会の改善方針  

 

⑴ 学都松本・まつもと市民生きいき活動 

 ア 学都松本 

   平成２４年度に松本市教育振興基本計画を策定し、学都松本の実現を目標に掲げ、学都 

松本フォーラムの実施や学都松本推進協議会との協議などを通して、学びを通じたまちづ 

くりを市民と協働して進めてきました。この成果を活かしながら、市内の各教育機関など 

と連携し、学びによるまちづくりを進める人材を育成していきます。 
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また、平成２８年度は、教育振興基本計画の第２期の計画年度となることから、今日に 

おける教育の課題などを総合的に把握しながら、健康寿命延伸都市・松本との関連などを 

具体化、明確化していきます。 

 イ まつもと市民生きいき活動 

   これまでポスターやリーフレットなどを作成するとともに、広報まつもとで活動を紹介 

し、市民への周知を図ってきました。今後は、より身近な活動につながるよう町会等への 

周知などを通して、活動の浸透を図っていきます。 

⑵ 開かれた教育委員会について 

  松本市ホームページにおいて、毎月実施している定例教育委員会の開催日時、場所、会議 

録を公開していますが、さらなる市民周知を図っていきます。 

また、今年度は、地区住民との懇談会を２回程度、教職員・生徒との懇談会を１回開催で 

きるよう、開かれた教育委員会を目指して実施していきます。 

⑶ 教育文化センター 

  教育文化センターの今後のあり方について、教育文化センター運営委員会に諮問し、平成

２７年１０月を目途に答申をいただく予定です。この答申を踏まえ、科学展示室も含めた今

後の教育文化センターの基本方針を検討し、具体的な計画を策定します。 

  また、市民の皆さんにとって魅力ある教育文化センターと感じていただけるよう、事業内

容の充実を図りながら、今後も継続して事業を進めていきます。 
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⑵ 学校教育課 

 

  ア 平成２６年度の事務事業の概要 

学校教育課では、子どもたち一人ひとりの「生きる力」を育み、「確かな学力の向上」「健や 

かな体づくり」「豊かな心の育成」に向けた学校教育の充実に取り組んでいます。 

また、学校が家庭や地域と連携しながら地域に根ざした教育に取り組めるように様々な教育

課題に対応するための事業を実施しています。特に教育相談や特別支援教育など児童・生徒へ

のきめ細やかな支援の充実及び学校施設・設備等の安全・安心な教育環境の計画的整備に努め、

次代を担う子どもたちの育成に向けて事業を推進していきます。 

  イ 平成２６年度の取組結果 

 適応指導教員等、市雇用職員の給与面での処遇改善を行うことで、人材の確保に努め、児童

生徒へのきめ細やかな支援体制の充実に努めました。また、地域と学校で子どもたちを育てる

仕組みづくりとして、他市に先駆けて「松本版・信州型コミュニティスクール運営委員会要綱」

を策定し、平成２６年度中に、小中学校あわせて３２校で運営委員会が設置済みとなりました。 

子どもたちの健やかな体づくりに向けた取組みの一環として、「まつもと元気アップ体操」

の講習会を市内全校で実施するなど、その普及に取り組みました。 

中学校の運動部活動のあり方については、「松本市中学生期のスポーツ活動指針」（案）を策

定し、試行の状況をみながら、平成２８年度からの完全実施に向けて計画的に進めています。  

いじめの問題に関しては、「松本市いじめ防止等のための基本方針」の策定に当たり、関係

者や専門家を交え慎重に進める必要があると判断し、検討委員会を設置して平成２７年度上半

期の策定を目途に議論を重ねています。 

 小中学校の施設整備に関しては、子どもたちがより良い環境の中で過ごせるよう、地球環境

にも配慮しながら、大規模改造事業を中心に、計画的に進めています。また、登下校中の交通

事故をなくすために、国・県等の関係機関と連携して、松本市通学路交通安全推進協議会を新

たに設置し、安全確保の取組みを強化しました。 

  ウ 今後の課題 

 子どもたちをとりまく環境が日々変化、複雑化するなか、社会全体で子どもたちを育ててい 

くことがより重要になっていることから、地区公民館等と連携し、コミュニティスクール事業 

を核とした地域に根ざした教育の一層の充実に取り組みます。 

子どものいじめ防止対策については、いじめ防止等のための基本方針を策定したうえで、各 

学校と連携しながら、対策の実行に努めます。 

また、これまでの教員研修の成果や課題を振り返り、新たな視点で教員研修を展開するとと

もに、課体制となる指導室による学校訪問の充実を図り、教員研修及び学級・学校運営の支援

に力を入れていきます。 

学校施設・設備等の安全・安心な教育環境については、国の予算の動向を注視しながら、計

画的整備に努めるほか、図書館司書雇用や就学援助制度の課題解決に取り組みます。 

  エ 重点目標 

１ 学校図書館司書のあり方検討（新規）  

 

⑴ 内容 

各学校のＰＴＡが雇用し、市が補助金を交付している学校図書館司書について、市 

の直接雇用を含め、年度内に今後の方向性をまとめます。 

⑵ 具体的な進め方等 

各校の実情に応じた雇用が行われてきたため、一律の条件に統一することは困難な 

状況がありますが、ＰＴＡ連合会を通じて各ＰＴＡの意見を集約するとともに、職員 

課等の関係課と調整を図り、平成２７年度以降の対応について一定の方向性をまとめ 

ます。 
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⑶ 自己評価（成果・課題） 

関係団体（ＰＴＡ連合会、校長会、司書会）へ意見の聞取り（アンケート等）

を行いました。これを受け実施計画にて検討し、２７年度は市の直接雇用の実施

は見送ることとし、現状の雇用状況、行革での議論も踏まえ「非常勤特別職」の

位置づけでの雇用を想定し、２８年度に向けて雇用計画を策定することとしまし

た。 

評
価
Ａ 

２ 小中学校施設整備事業（継続） 

 ⑴ 内容 

子どもたちがより良い施設環境のなかで充実した日々を安全・安心に過ごせるよう

に、地球環境にも配慮した施設整備を計画的に進めています。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 建築後３０年以上経過した施設の教育環境の改善を図る大規模改造事業 

イ 地球環境保全及び環境教育の一環で行う太陽光発電設備設置事業 

ウ 建築後６０年経過した建物や児童生徒数の増加などによる新・増・改築事業 

エ 児童の体力向上と健康増進を図る校庭芝生化事業 

オ 地震時の児童の安全確保のための地震防災緊急事業 

カ 老朽化したプール施設の改善を図るプール整備事業 

キ 松くい虫被害から記念樹等を守る松くい虫被害対策など 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

以下のとおり整備が進みました。今後も計画的に事業を進めていきます。 

大規模改造第１次整備事業 １７校完了（３９％） 

太陽光発電設備設置事業  ３５校完了（８０％） 

プール改築        ２１校完了（４８％） 

プール改修        ３８校（８６％） 

 

評
価
Ａ 

３ 「松本市いじめ防止等対策実施要綱」の策定及び推進（新規） 

 ⑴ 内容 

本市では、既に「子どもの権利に関する条例」が全国や県に先駆けて施行されてい

ることから、各校における「いじめ防止」に対しては、学校が講じるべき対策を、具

体的かつ実効性あるものとするために、「松本市小中学校いじめ防止等対策実施要綱」

及びそれに基づいた各校の「いじめ防止基本方針」を策定します。また、各校には「い

じめ防止対策委員会」を設置します。 

⑵ 具体的な進め方等 

５月末までに「松本市小中学校いじめ防止等対策実施要綱」及びそれに基づいた各

校の「いじめ防止基本方針」を策定します。また、各校には、「いじめ防止等対策委

員会」を設置します。この委員会は、既存の「いじめ対応マニュアル」における組織

に、外部から学校評議員，学校医等を加えた組織とします。 

また、教育委員会の附属機関として、指導室が事務局となり、警察・司法・医療・

福祉など関係機関との連携による「いじめ防止及び対応に関する連絡協議会」（仮称）

を設置します。 
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⑶ 自己評価（成果・課題） 

各学校においては、「いじめ防止基本方針」を策定し、既存の「いじめ対応マニ

ュアル」における組織に、外部から学校評議員、学校医等を加え「いじめ防止等

対策委員会」を設置しました。 

  本市においては、国や県の動向をふまえ、「松本市小中学校いじめ防止等対策

実施要綱」ではなく、「松本市いじめ防止等のための基本方針」を策定すること

と方針を改め進めてきました。有識者、児童生徒関係機関代表者、保護者代表な

どによる松本市いじめ防止等のための基本方針策定検討委員会（以下、「検討委

員会」という。）を立ち上げ、「松本市子どもの権利に関する条例」を参酌して

作成した「松本市いじめ防止等のための基本方針（案）」について４回の議論を

重ねました。 

  検討委員会では、様々な立場の委員が活発に意見交換をし、基本方針の条例化

も含めて、松本市の子どもたちにとってより実効的な方針となるよう細部にわた

り検討をしてきました。今後、第５回検討委員会を５月に開催し、パブリックコ

メント等を経て、２７年度８月を目途に策定していきます。 

評
価
Ｂ 

４ 「まつもと元気アップ体操」の普及に向けた取組み（継続） 

 ⑴ 内容 

全校において「まつもと元気アップ体操」の講習会を実施し、児童・生徒への普及

を図ります。 

また、体操のＤＶＤを焼き増しし、私立小中学校、幼稚園・保育園、特別支援学校、

公民館に配布し、市全体への普及に向け取り組みます。 

⑵ 具体的な進め方等 

 各校の希望と講師の都合（火曜日または木曜日の午前中が基本）を聞いて日程調整

し、全校での講習会を実施します。 

また、既に配布してあるＤＶＤは、各校で必要に応じて複製してもらい、継続的に

取り組んでもらうように依頼していきます。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

私立小中学校、幼稚園・保育園、特別支援学校、福祉ひろば、児童館（児童セ

ンター）、公民館等に体操のＤＶＤを配布しました。公民館長会、公民館主事会

では、配布にあわせて体操制作の意図を説明し、地域での活用をお願いしました。 

また、市内全小中学校（小学校２８校、中学校２０校（鉢盛中も含む）及び波

田中松原分校）において、講師を派遣しての講習会を各１回（希望のあった学校

では２回）実施しました。講師を派遣したことで、動きのポイントを理解した完

成度の高い体操ができるようになった、との感想が多くの学校から寄せられまし

た。 

日課に体操の時間を位置付ける学校も若干ありますが、継続的な取り組みにつ

いては、今後も課題であると考えます。学校においては、日課、あるいは週歴や

月歴に位置付けて取り組むと共に、「この街を忘れない」を歌いながら行ったり、

ダンスバージョンのアレンジ版を創作したりする等、楽しみながら取り組めるよ

うに働きかけていきます。 

評
価
Ａ 

５ 中学校の運動部活動あり方についての検討（新規） 

 ⑴ 内容 

平成２６年２月、県教委による「長野県中学生期のスポーツ活動指針」を受けて、

朝練習および社会体育のあり方について、松本市の方針について検討します。 

校長会による「あり方委員会」との検討会、松本市ＰＴＡ連合会から意見等をも

とに、平成２６年度の１学期中に、松本市としての方針を決定します。 
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⑵ 具体的な進め方等 

 県の指針に示された「朝の運動部活動は原則として行わない」「運動部活動の延長

としての社会体育は運動部活動に一本化する」ことにより、削減される部活動の時

間をどのように確保するかも含めて検討していきます。 

社会体育に関しては、必要に応じてスポーツ推進課とも連携しながら、「松本市と

しての指針」（素案）を作成し、教育委員研究会において検討していきます。 

７月の定例教育委員会で「松本市としての指針」（案）を協議、決定を目指してい

きます。そこで決定した「松本市としての指針」を各校に説明し、各校の実情に合

わせて取組んでもらうように進めていきます。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

平成２６年８月に「松本市中学生期のスポーツ活動指針」（案）を策定し、同

９月１日から平成２７年３月末日まで試行しました。平成２７年２月には、ス

ポーツ・文化活動運営委員会連絡協議会において、各校の実態をもとに指針見

直しに係る協議を行いました。その後、新人大会前や「日没の早い時期」にお

ける土日両日の活動に関する特別措置を講ずること及び試行期間を平成２７年

度末まで延長して平成２８年度から完全適用することが、平成２７年３月定例

教育委員会において承認されました。 

「平日の予約ができるようにしてほしい」等、社会体育施設の部活動への貸

与に係る基準への要望については、文化スポーツ部と協議しながら基準の見直

しを依頼していきます。また、平成２７年度上半期分の指針（案）の試行によ

って明らかになる課題への対応については、スポーツ・文化活動運営委員会連

絡協議会及び教育委員会において協議し、必要に応じて見直していきます。 

評
価
Ａ 

６ 松本版・信州型コミュニティスクール（新規） 

 ⑴ 内容 

これまで公民館が中心となって行ってきた学校サポート（学校応援団）事業をも

とに、地域と学校で子どもたちを育てるための連携の仕組みを整えていこうとする

ものです。 

地域の支援者（学校応援団、個人の支援者）と学校とが、その方法や内容につい 

て熟議する松本版・信州型コミュニティスクール運営委員会（以下運営委員会）を 

４月より段階的に各校で設置を進め、地域との連携充実を図っていきます。 

⑵ 具体的な進め方等 

運営委員会設置にあたり、「松本版・信州型コミュニティスクール運営委員会要綱」

を設けます。 

この要綱を各校に説明し、４月より、段階的に各学校で、運営委員会の設置を進め

ます。運営委員会は、学校サポート（学校応援団）事業のコーディネーターである公

民館(生涯学習課)と学校とが打ち合わせをして、設置していきます。 

平成２８年度末の全校実施を目標に、学校や地域の実情に応じて、導入・推進を 

していきます。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

平成２６年４月に、他市町村に先駆けて「松本版・信州コミュニティスクール

運営委員会要綱」を設けました。この要綱に基づいて今年度中に導入した学校は

３２校（小学校２１校、中学校１１校）であり、年度当初の設置予定校数であっ

た２８校を上回りました（うち、菅野小・中学校、奈川小・中学校の連携で同一

運営委員会を設置）。来年度も学校や地域の実情に応じて、段階的に導入・推進

していき、平成２８年度末の全校実施を目指していきます。 

 

評

価 

Ａ 
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  オ 外部委員の意見 

    

⑴ 松本版・信州型コミュニティスクール 

ア 信州型コミュニティスクール運営委員会が設置されても、活動がなければ意味がない

ため、実践報告会などを行い、それを参考にしてどこの地区でも取り組んでいけるよう

進められたい。 

イ 地域の人々と学校がつながっていくことによるお互いのメリットは大きいと思うの

で、コーディネートできる人材を育成し、コミュニティスクールが活発になっていくこ

とを期待する。 

ウ 有意義な事業であり、しっかりやってほしいが、学校教育はあくまでも学校が主体で

あり、話し合いを十分にしてほしい。また、コミュニティスクールという言葉さえも知

らない人が多い。 

エ 信州型コミュニティスクールの運営委員会が設置されスタートしたが、これからどの

ような効果が出てくるのかをしっかりと検証してほしい。 

⑵ まつもと元気アップ体操 

今後どのような展開にしていくのか目標を定め、人々が集まるときは必ず行うなど積極

的に取り組まないと、作ったままで広がっていかないと思う。 

⑶ 小学生の体力づくり 

小中学生の体力が全国的にも低いので、もっと授業などを工夫してほしい。 

⑷ 教職員等の条件整備など 

先生の雑用を減らし、先生が毎日子どものほうを向いていられる環境づくりをしていた

だきたい。 

⑸ 学校施設・設備 

夏の教室は暑くて大変であるため、ソーラー発電でエアコンを設置できないか。 

 

 

  カ 教育委員会の改善方針 

 

⑴ 松本版・信州型コミュニティスクール 

教育委員会では、今後さらに、コミュニティスクールの概念及び取組み事例を周知する

ことや、運営委員会の設置に必要な調整等を行うなど、学校ごとの運営委員会の設置を推

進します。 

２６年度は全４８校のうち３２校で運営委員会が設置されましたが、実際の活動は２７

年度から具体化するものと捉えています。学校ごとの動きに注目し、「地域とともにある学

校づくり」を目指した有効な組織となるよう、助言、指導などを行っていきます。 

⑵ まつもと元気アップ体操 

市内小中学校では、日課に「まつもと元気アップ体操」を取り入れる学校の増加や、地

域との交流の際に取り組む学校もあるなど、着実に広がりを見せています。今後は、全小

中学校で日課に取り入れられるよう、体育主任会を中心に講習会を実施します。 

⑶ 小中学生の体力づくり 

全国体力テストについては、学校ごとの結果分析をもとに指導を行い、体育主任会を中

心に改善策を検討しています。まつもと元気アップ体操を活用した取組みを推進し、日常

的に身体を動かす機会づくりを進めています。 

⑷ 教職員等の条件整備など 

具体策として、市費任用教員として嘱託職員４８名及び臨時職員５１名を各校に配置し

て、教員の負担感を減らすよう努めています。 

２７年度から学校指導課となったことを機に、指導主事による学校訪問を強化充実させ、

各校の実態把握や問題点の掌握に努め、適切な指導、助言に努めています。 

また、松本市独自の教員研修に「子どもを見る目を養う」ことを題材とした新規メニュ

ーを加え、子どもと向き合う時間の質の向上を目指しています。 
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⑸ 学校施設・設備（教室にソーラー発電でエアコン設置できないかについて） 

  学校の太陽光発電設備については、合併前に設置していた２校を除き、平成２２年度か

ら順次計画的に設置してきました。２６年度までに３５校の設置が完了し、残り９校は、

２８年度までに設置する計画です。その設置規模は２０kw で、２～３教室分のエアコンの

能力があります。発電された電力は、日常の照明器具等に利用されていますが、利用しな

い分は売電しています。 

エアコンは、具合が悪くなった児童生徒の身体的負担に配慮し、平成２５年度、全校の

保健室に設置しましたが、１学年２学級規模の小学校の全教室に、ソーラー発電によるエ

アコンを設置するとした場合、日の当たる場所に太陽光パネルが１，２００㎡以上必要に

なるなど、場所の確保や設置費用が大きな課題となります。 
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⑶ 学校給食課 

 

  ア 平成２６年度の事務事業の概要 

学校給食は学校給食法に基づき、児童・生徒へ安全で安心な給食を提供するとともに、健康

な体をつくるために大切な「食」について考える機会を設ける等、正しい食習慣が身につくよ

うに給食を通した食育に取り組みます。 

平成２６年度は給食内容の充実を図るために給食費の値上げを実施したこともあり、保護者

の皆様からの学校給食に対する関心も高まっている中で、その期待に応えるよう、より一層安

全で安心な美味しい給食を提供します。 

 職員や調理員に対し、衛生管理や安全管理を徹底し、調理環境における安全性の確保や食中

毒等の発生防止、異物混入等の防止に努めます。 

 老朽化した施設、厨房機器類の適正な維持管理に努め、センター給食としての安定運営に努

めます。 

 食物アレルギー対応食を安全に実施するために、家庭、学校、給食センターの連携強化を図

ります。 

  イ 平成２６年度の取組結果 

 学校給食は、５カ所の学校給食センター（西部、東部、梓川、波田及び四賀）と６校の自校

給食校により、１日約２０，０００食の給食を提供しました。 

 アレルギー対応食は１９７人の児童・生徒に提供しました。 

 栄養士と調理員の学校訪問による給食指導や、給食ゆうびん・給食センターだより等により

「食育」を推進しました。 

 和田のにんじん、笹賀のたまねぎ、寿のきのこ、松本一本ねぎ等、地元産の安全で安心でき

る食材を使用した献立の「松本の日」を５回実施しました。 

 職員・調理員に対し、衛生・安全管理の研修を行いましたが、前年度より労働災害が増加し

てしまいました。 

 平成２７年４月から、四賀センターの給食費を改定し、市内５センターの給食費の統一を図

りました。 

  ウ 今後の課題 

 ノロウィルス等による食中毒や異物混入等の事故を起こさないように、衛生管理や危機管理

を徹底し、安全で安心な学校給食の提供に努めます。 

 総合学習等で生産した野菜や契約栽培の地元産食材を積極的に使用する等、地産地消を取り

入れた食育を推進します。 

 対象者が増え続けるアレルギー対応食提供事業について、現施設での許容食数等の検証を行

い、今後の対応を検討することが必要となっています。 

 西部、梓川、波田センターの施設・設備の老朽化に伴い、大規模改修及び新センター建設に

向けた具体的な検討が求められています。 

 労働災害に向けた取り組み強化が必要です。 

  エ 重点目標 

１ 食育・地産地消推進事業（継続） 

 

⑴ 内容 

  栄養教諭を中心に地産地消を取り入れた食育を推進します。 

  地産地消を推進し、安全で安心な食材を使用します。 

⑵ 具体的な進め方等 

 ア 栄養教諭・調理員が学校に出向き食育の指導と交流を行います。また、家庭にき

め細かな食育資料を配布します。 

 イ 農林部と連携し、児童・生徒が栽培した農産物等を給食で使用し、地産地消を推

進します。 
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 ウ 地元産を中心にした安全な地域からの食材調達と放射線検査により、安全で安心 

な食材の確保に努めます。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

  児童・生徒が総合学習として栽培した松本一本ねぎを給食で使用し、地産地消

による食育の推進ができました。 

  放射線検査により、放射線が検出された食材（干しいたけ）を使用せず、安全

な食材を使用することができました。 

評
価
Ａ 

２ アレルギー対応食提供事業（継続） 

 ⑴ 内容 

  食物アレルギー対応マニュアル及びアレルギー対応食提供事業実施要綱に沿った 

事業を全市統一した内容で実施します。 

⑵ 具体的な進め方等 

 ア 児童・生徒一人ひとりの症状に合ったアレルギー対応食を提供します。 

 イ アナフィラキシー等の緊急時対応のための講習会を全校対象に行います。 

 ウ 誤食事故防止のため、学校側への指導を行います。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

  １９７人の児童・生徒へ安全にアレルギー対応食を提供し、各学校でエピペン 

講習会等、緊急時対応のための講習会を実施しました。 

評
価
Ａ 

３ 学校給食費関係（継続） 

 ⑴ 内容 

  平成２７年度四賀給食センターの給食費について、検証・検討し決定します。 

  学校給食費の滞納整理を進めます。 

⑵ 具体的な進め方等 

 ア 四賀給食センターの初年度１年間の運営状況を検証し、市内学校給食費の統一を 

図りながら、平成２７年度の給食費を決定します。 

 イ 債権管理条例の策定を経て、不納欠損処理による過年度滞納繰越分の整理を実施 

します。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

  平成２７年度の四賀給食センターの給食費を決定したことにより、市内５セン 

ターの学校給食費を統一することができました。 

  家庭訪問等の実施により、過年度滞納額を減少させることができました。 

  今後は、平成２７年４月施行の松本市債権管理条例に基づき、関係課と協議の 

うえ対応していきます。 

評
価
Ａ 

４ 学校給食のあり方について（新規） 

 ⑴ 内容 

  西部給食センターの老朽化に伴い、大規模改修に向けて検討します。また、梓川、 

波田給食センターの建替えあるいは統合センターの新設に向けて検討します。 

⑵ 具体的な進め方等 

  検討会を立ち上げ、給食センターの中長期的な基本計画について検討します。 
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⑶ 自己評価（成果・課題） 

  平成２６年度は４回の検討会を行いました。今後は、給食センター運営委員会

にセンターのあり方等を諮問し、具体的な基本計画の検討を行う必要があります。 

評
価
Ｂ 

 

  オ 外部委員の意見 

 

⑴ 食育・地産地消 

ア 松本市のレベルはとても高いので、このまま頑張って継続されたい。給食の楽しさを   

 子どもたちに知ってもらうため、地元の食材でも子どもが喜ぶもの（リンゴ１個丸かじ 

りの日とか、レタス１個を食べる日など）があったら、楽しいと思う。 

イ ありとあらゆる食品が混在する中、常に、一人ひとりに対応していることに敬意を表 

したい。地元の食材があるという点で、松本市は非常に恵まれていると思う。規模も大 

きく大変なことと思うが、引き続き対応してほしい。 

ウ 旬の新鮮な農産物を使う「松本の日」はもっと増やしてほしい。また、スクールファ

ーム等で自らが育てた農産物を使用することは、食育・地産地消推進以外にも大きな効

果が得られるように思う。 

エ 地産地消を取り入れ、また生徒たちが理解して食事できるよう工夫されたい。 

⑵ 給食費 

ア 子どもたちが給食で栄養バランスを補っている現状もあり、食育という面でも給食は

重要である。給食費の滞納も成果をあげており、職員の努力の結果とは思うが、他課と

の連携などで効率よく納入できる方策も検討されたい。 

イ アレルギー対応について保護者が敏感になっており、本当にアレルギー食が必要かも

含め、給食費の値上げをおさえるための検討が必要 

⑶ 労働災害 

労働災害は絶対起こしてはならないことなので、施設、設備の点検、職員の教育や、健

康管理の徹底をお願いしたい。 

⑷ 給食センターの改修等 

給食センターの改修・建替えは、アレルギー対応食への対応も含め、安全対策として取

り組まれたい。 

 

 

カ 教育委員会の改善方針 

 

⑴ 食育・地産地消 

 ア 現在、献立一口メモや「きゅうしょくゆうびん」等で地元食材の紹介を行っていますが、

さらに児童・生徒に興味をもってもらえる資料づくりを心がけます。 

 イ 「松本の日」については、平成２７年度は１回増やし、６月から１１月にかけて年６回

行います。野菜や果物の旬を考えるとこの時期が適当と考えます。今後も地元を中心とし

た食材調達に努めます。 

⑵ 給食費 

 ア 平成２６年度の給食費滞納額は約１１５万円ですが、学校現場担当者の努力や就学援

助、児童手当からの徴収により前年度を下回りました。 

 イ アレルギー対応食の提供数には、施設・設備、人員等により限界があります。今後は医

師会と連携し、アレルギー対応食の解消に向けた取組みも検討していきます。 

⑶ 労働災害 

  朝礼時に労働災害防止の標語等を全員で復唱し、発生防止に努めています。衛生管理者、

安全衛生委員を中心に、外部研修に積極的に参加し、職員の意識向上につなげていきます。 

⑷ 給食センターの改修等 

  改修・建替えについては、給食センター運営委員会等に相談しながら対応していきます。 

  アレルギー対応食については、引き続き、学校、保護者と連携し、誤食事故等防止に努め

ます。 
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⑷ 生涯学習課・中央公民館 

 

  ア 平成２６年度の事務事業の概要 

生涯学習課・中央公民館では、松本市生涯学習基本構想の精神（「学びの森づくり」）を踏ま

え、松本市教育振興基本計画に掲げる、「学都松本」としてめざすまちの姿の実現に向け、学

習の場である施設の整備を進めるとともに、住民の豊かな個性を伸ばす自発的な学習活動等へ

の支援を通じて、地域住民が主体となって自治能力を高める学習活動の推進と生涯学習による

地域づくりを目指します。 

 また、地域の公民館では市民一人ひとりの幅広い学習や活動を支援し、総合的な地域づくり

の拠点としての役割を担うことができる体制づくりを進めるとともに、学習活動などを通じて

地域課題と向き合い、市民自らが地域課題の解決に向けた学習機会を充実させ、実践していく、

松本らしい地域づくりを目指した公民館活動を展開します。 

  イ 平成２６年度の取組結果 

重点目標の学校サポート（学校応援団）他６事業のうち、特に全公民館職員参加による松本

モデルを目指した文部科学省２年目の委託事業として、「健康寿命延伸都市・松本」の創造と

地域づくりの推進に向けて、開講式、合同学習会、報告会等を行い、６つのテーマ型講座（工

芸、景観、交通、若者、高齢者、自然エネルギー）を、関係課・大学・市民等と連携して企画・

運営し、地域づくり、人づくりにつなげる活動をしました。計５１回の学習会等を開催し、延

べ１，１９３人の参加を得ました。 

主な成果として、 

①講座の参加者を中心に、市民ネットワークができ、コミュニティづくりに向けて、動き出

しています。 

②この地域で生きることに誇りと責任を持ち、地域づくりへの参画に喜びを感じる参加者が

増えました。 

③地域づくりを学習で担う公民館の役割を確認し、市民主体で課題を解決していく、まちづ

くりの理念と仕組み、地域活性化への道筋が見えています。 

 文部科学省からは、「目指す都市像に向けて、主役である市民と行政施策（職員）をつなぎ、

市政課題と地域課題を学習し、課題解決に結びつけていく松本モデルの公民館」として、高く

評価されました。 

 また、学習の場である施設整備として、西部公民館の大規模改修など地区公民館整備方針に

基づき計画的に取り組みました。 

  ウ 今後の課題 

文部科学省委託事業を通じて、課題解決に向けた目標を共有することができました。今後は、

時間をかけながら、より多くの市民に主体的な参画を促すとともに、学習成果を実践へつなげ

ていく地域のコーディネータを育成していきます。また、地域課題解決には、地域と行政をつ

なぎながら進めていく必要があるため、地域における公民館の役割を庁内で共有しながら、地

域づくりに向けた庁内連携の仕組みを作っていきます。 

  エ 重点目標 

１ 学校サポート（学校応援団）事業 

 

⑴ 内容 

「地域に開かれた学校づくり」と「特色ある地域づくり」を目指し、①学校との課 

題共有、②学区内公民館の連携・協働、③地域の人材発掘を主眼に置き、市内小中学 

校を対象に学校サポート（学校応援団）事業に取組みます。 

ア 市内全３５地区公民館で実施 

イ 事業パンフレット配布(４月) 
これまでの学校支援の実績を活かし、学校への「参画・支援・評価」を運営委員会 

で一体的に行う、信州型コミュニティスクールの設置に向けて、協力していきます。 

⑵ 具体的な進め方等 
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ア 学校と地域との関わり、信頼関係を更に深めるため、学校と地区公民館の職員が

定期的に話し合う懇談の機会を充実していきます。 

イ 学校職員と公民館職員による懇談会を中信教育事務所と協同して実施します。 

ウ 学校サポート事業研究会を定例的に実施し、実践事例、課題等の実証的研究から

事業のあり方や今後の方向性を検証していきます。 
エ 信州型コミュニティスクールの設置に向けて、各学校長からの相談に応じ、その

地域にふさわしい運営委員会組織を検討します。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア パンフレットを配付し、市内全３５地区で実施しました。 

イ 中信教育事務所とともに、学校職員と公民館職員による懇談会を、７校と１ 

７地区公民館で実施しました。 

ウ 地域と学校の連携を進めるつどいを開催し、実践事例、課題等の実証的研究 

から事業のあり方や今後の方向性を検証し、公民館研究集会の分科会の準備、 

設営につなげました。 

エ 学校サポート（学校応援団）事業の実績を活かし、信州型コミュニティスク 

ールの運営委員会の設置に協力しました。 

評
価
Ａ 

２ 地域づくり懇談会（地域力・人材力の構築）事業 

 ⑴ 内容 

公民館が、総合的な地域づくりの拠点としての役割を担いながら、地域の活力やつ 

ながりを再生し、松本らしい地域づくりを基盤に据えた地域コミュニティの再構築を 

めざし、地域住民や各種団体との情報交換と学習の機会づくりを支所・出張所、福祉 

ひろば、地区教育機関等職員と連携を図りながら進めます。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 平成２６年４月、公民館、福祉ひろば、支所・出張所が一体となり、市民と協働

で地域づくりを進める「地域づくりセンター」が設置され、公民館は「総合的な地

域づくりの拠点」として、地域づくりを地域課題学習で担います。 
イ 公民館職員、地区担当職員、地域住民、関係団体等のつどいとして地域づくり懇

談会を設け、学習支援、意識啓発等から人材育成、地域力向上を目指します。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 地区担当職員会議は、３５地区の実情に応じた意見交換会を開催し、課題を 

共有しています。 

イ 地域づくり懇談会は、３５地区の実情に応じた懇談会を開催し、課題を共有 

しています。 

ウ 地域づくりの推進など全市対象の地域課題学習会は文科省委託事業として、 

開催してきました。 

エ 平成２６年４月、公民館、福祉ひろば、支所・出張所が一体となり、市民と 

協働で地域づくりを進める「地域づくりセンター」が設置され、公民館は「総 

合的な地域づくりの拠点」として、地域づくりを地域課題学習で担っています。 

評
価
Ａ 

３ 公民館の学びがつなぐ松本らしい地域づくり、人づくり事業 

 ⑴ 内容 

学都松本として地域・暮らしの課題を全体的に捉え、「健康寿命延伸都市・松本」 

の創造に向けた地域課題、市政課題を学ぶ講座を展開します。行政の関係部局の垣根 

を越えた連携、協働から、新しい公民館像を考え、地域の先進的な取組みを全国に広 

く周知する「公民館の学びがつなぐ松本らしい地域づくり、人づくり事業」を開催し 

ます。 
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⑵ 具体的な進め方等 

ア 文部科学省の「公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム」に２年目

の企画を提案し、継続して、総合型講座とテーマ型講座を実施します。 

イ 総合型講座は「健康寿命延伸都市・松本の創造」をめざして、課題解決に向けた

関係課との連携を図り、市政課題と地域課題を結ぶ講座の企画検討、開講式、合同

学習会、報告会等の開催、教育委員長講話など。課題別講座は工芸、景観、交通、

若者、高齢者、自然エネルギーをテーマに 住民生活の足元を見つめ、地域の課題に

向き合った学習を推進します。 

ウ 庁内では、これまでの「呼びかけ」を超えた連携の仕組み、市政課題解決に向け

た学習推進のため、公民館が市長部局と連携し、市政課題と地域課題解決の学習を

推進する庁内調整会議を検討します。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

 ア 主な成果 

  (ｱ) 講座の参加者を中心に、市民ネットワークができ、コミュニティづくりに

向けて、動き出しています。 

  (ｲ) この地域で生きることに誇りと責任を持ち、地域づくりへの参画に喜びを

感じる参加者が増えてきました。 

  (ｳ) 地域づくりを学習で担う公民館の役割を確認し、市民主体で課題を解決し

ていく、まちづくりの理念と仕組み、地域活性化への道筋が見えてきました。 

 イ 課題 

  (ｱ) 課題解決に向けての「目標の共有」はできますが、実践していく「人材」

と「時間」がさらに必要です。 

  (ｲ) 庁内連携の仕組みづくりは、公民館の役割を「庁内で共有」する必要があ

ります。 

評
価
Ａ 

４ 「生きる力（キャリア教育）」育成事業 

 ⑴ 内容 

次代を担う児童・生徒が将来、社会で自立してより良く生きる力を育成するため、 

キャリア教育を実施します。プログラムは、地域・社会で児童・生徒が自ら考え、行 

動する内容とし、「生きる力」を身につけるための実践を行います。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 地域の様々な機関、団体と連携し、多様な学びや体験の機会を子どもたちに提供

します。 

イ 平成２６年度からは新しく「キャリア教育支援プログラム」を実施し、地域の特

色を活かした学校でのキャリア教育を支援します。 

ウ 子どもたちの地域活動への参加を促す「学都松本いきいきノート」の実施校を４

校から１２校に拡大します。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 小学生が地域での体験活動を行う「子ども地域チャレンジ」や、小学生が保 

護者の職場を訪れ、働く姿を参観する「子ども参観日」等の実施団体数は年々 

増加しており、地域や企業におけるキャリア教育の取り組みが広がってきてい 

ます。 

イ 学校に対するキャリア教育の支援については、学校と地域の連携を強化し、 

一体となって子どもの育成に取り組むことを目的とする「松本版・信州型コミ 

ュニティースクール」と連携しながら行っていきます。 

ウ 今後も、地域の様々な機関・団体と連携し、子どもたちの多様な学びや体験 

の機会の充実を目指します。 

 

評
価
Ａ 
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５ 地区公民館大規模改修事業（継続） 

 ⑴ 内容 

地区公民館整備方針に基づき、建築後３０年目に大規模改修工事、設置後１５年目 

に暖房設備更新工事、冷房設備保守点検などを順次実施します。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 大規模改修工事     西部公民館 

イ 大規模改修工事実施設計 今井公民館 

ウ 暖房設備更新工事    城北公民館 

エ 冷房設備保守点検    城北公民館 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

地区公民館整備方針に基づき、計画的に事業が進みました。今後も計画的に事 

業を進めていく予定です。 

評
価
Ａ 

６ （仮称）白板地区公民館建設事業（継続） 

 ⑴ 内容 

基幹公民館（城北、安原、白板地区）として整備し、現在は白板地区の地区公民館 

として位置づけられている北部公民館を移転し、名称を（仮称）白板地区公民館とし 

て新築するものです。今年度は、引き続き新築工事を実施します。 

⑵ 具体的な進め方等 

平成２６年度  新築工事（Ｈ２６年１２月竣工、Ｈ２７年１月供用開始） 

平成２７年度  北部公民館解体工事 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

工事期間中、廃棄物が出土し、工事を中断せざるを得ない状況になりましたが、 

年度内に竣工することができました。 

評
価
Ａ 

７ あがたの森文化会館文化財利活用事業（継続） 

 ⑴ 内容 

「学都松本」の生涯学習、情報発信、交流活動拠点としての様々な事業を推進する 

とともに、この建物を将来に渡って良好な状態で保存し安全に活用していくための、 

耐震診断および保存活用計画の策定に向けた事業を行います。 

⑵ 具体的な進め方等 

当館利用団体や地域の人材とともに、生涯学習活動の成果発表や情報発信、交流の 

場となるような事業を開催します。また文化庁の診断指針に基づいた耐震基礎診断を 

行い、現状の耐震性能の把握を行います。その結果を基に平成２７年度以降は補強案 

の検討、保存活用計画の策定に向けた検討へと継続して取り組んでいきます。 

【全体計画】 

平成２６年度   耐震基礎診断（現状の耐震性能を把握） 

平成２７年度   耐震基礎診断（補強案提案） 

保存活用計画策定委員会（補強案検討） 

平成２８年度   保存活用計画策定委員会（保存活用計画作成） 

平成２９年度以降 補強工事等検討 
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⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 当館利用団体や地域の人材と協働して企画運営する音楽祭・作品展・サタデ 

ーコンサート等の事業を開催しました。 

イ 文化庁の指針に基づく耐震基礎診断を実施し、現在の耐震性能を調査しまし

た。 

(ｱ) 取組み結果 

耐震基礎診断により、現状の耐震性能を把握することができました。 

  【結果】 

○中地震時（おおむね震度５強程度）  

建物に大きな損傷が無く、機能が維持できる。 

○大地震時（おおむね震度６強から７程度） 

倒壊により、来館者の生命に重大な影響を及ぼす恐れがある。 

(ｲ) 今後に向けて 

今後は、文化財としての価値を損なわずに、大地震時に利用者の安全が確 

保できる補強方法の検討を、保存活用計画の策定と並行して、速やかに行っ 

ていきます。 

評
価
Ａ 

 

  オ 外部委員の意見 

 

⑴ 地域づくり 

 ア 町会側の意識が不十分な面があり、今後、町会と地域づくりセンター・公民館との連 

携を密にすることが必要だと思う。 

イ 地域づくりセンターが設置されたが、どう変わって、どう変わろうとしているのかが 

よくわからない面がある。 

⑵ 公民館事業 

ア 地区においては、人づくり、地域づくり等、すべて公民館が担っている状況のなか、

人材育成が課題となっている。 

イ 公民館に出向いて人と交わることが、健康づくりや認知症予防にも効果が期待される

が、イベント等については、全市的に見直しをしながら実施することが望ましい。 

 ウ 退職後も、持っている知識や技術を生かす場があり、活動する人が増えていることは 

よいことだと思う。 

⑶ あがたの森文化会館 

あがたの森文化会館は、是非、文化財としての価値を保持しながら現在の市民活動が存

続できる方向で検討を進めてほしい。生涯学習の拠点としての価値もあると思う。 

⑷ その他 

ア 公民館が積極的に地域で活用されていることを喜ばしく思うが、もう少し設備を充実

してほしい。特にピアノの管理（調律など）はかなりひどい状況で、「楽都」として恥ず

かしい限りである。大きなイベントへの費用的な負担が大きすぎないか、もっと日常的

なより市民に近いものへの配慮はできないか、検討されたい。 

イ 公民館施設の利用目的や利用率等がわかる資料を広く公開することにより、市民理解

が進むのではないか。 

 

 

  カ 教育委員会の改善方針 

   

⑴ 地域づくり 

地域づくりの推進は、身近な組織である町会と市との協働で進めていくことが重要と考

えています。３５地区に設置された地域づくりセンターでは、様々な機会を捉えて、町会

等を対象とした地域づくりについての説明を重ねてきました。 

地域包括ケアシステムの構築に向けた取組みとして実施している地域ケア会議の開催 

や、地域づくり懇談会などを通して、今後も町会と地域づくりセンター、公民館との連 
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携を密にしていきます。 

また、地域づくりセンターは、支所・出張所、公民館、福祉ひろばの機能を一体化して

連携を深め、それぞれの機能をそれぞれが補完することで業務の円滑化を図り、地域の各

種団体や町会による「緩やかな協議体」、大学、市民活動団体等と、行政の連携による住民

主体の地域づくりを支援するために設置されました。 

公民館は、教育委員会に所属する教育機関として位置づけられ、地域づくりセンターは

「地域課題解決のつなぎ役」として期待されています。公民館は、複雑化する地域課題に

対しその解決に向けた学習機能が、地域づくりにこれまで以上に活かされるよう取組みを

進めます。 

⑵ 公民館事業 

  公民館では、幅広い地域課題の解決に向け、各種講座や事業に取り組んでいます。また、

公民館運営委員会や体育委員会など各部門の委員会、町会・町内公民館などの地縁組織、

公民館を活動拠点とするサークルなどの利用団体等との関わりを深め、地域住民と共に学

び合うことで、地域課題を把握しています。 

こうした取組みを継続することで、住民が地域に関心を持つとともに、支え合い・認め

合い意識の向上につながり、地域づくりを担う人材の育成が図られるという認識のもと、

今後もより一層、人づくり、地域づくりを中心に据えた事業の充実に努めます。 

  また、公民館で行われている事業には、運動会や文化祭、夏祭り、スポーツ大会等、長

年続けられている伝統行事もあります。それぞれのイベントの目的、意義について常に考

え、各地区の実情に照らし合わせながら、住民相互理解のもと見直し等を行い、事業を実

施していきます。 

⑶ あがたの森文化会館 

耐震補強案を含む保存活用計画策定に当たっては、現在の活用状況を大きく変更するこ

となく、生涯学習施設として活用しながら文化財として保存していく方法を、保存活用計

画策定委員会とともに検討します。 

⑷ その他 

公民館の設備については、年々、住民の学習ニーズが多様化・高度化している中、的確

なニーズの把握によって、それらに適応した学習環境の整備を進めていく必要があると考

えています。今後とも、利用する住民の皆さんの声に耳を傾けながら、設備の整備に努め

ていきます。 

また、施設利用の促進については、近年、各公民館のホームページの充実を行っていま

す。公民館の設備の整備を図るとともに、こうした学習環境を広く住民の皆さんへ周知し

ていくため、情報発信のあり方等を検討し、より多くの方に利用していただけるよう努め

ます。 
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⑸ 中央図書館 

 

  ア 平成２６年度の事務事業の概要 

図書館の役割は、まちづくりの主役である市民が身近な地域で学び、考え、自己の目標を具

体的に実現するための学習機会を、資料の収集・整理・保存・提供することを通じて保障する

ことです。 

とりわけ、少子高齢化人口減少社会、高度情報化が進行する中で、デジタル情報配信サービ

スなど各種事業に取り組み、多様化する市民の要望に応えられる、市の教育・文化の中核施設

にふさわしい学習の場を提供することです。 

 平成２６年度は、「学都松本子ども読書活動推進計画」の推進、市民に分かりやすい開館日・

時間の検討と試行、デジタル情報配信システムの導入、他組織との共催事業・図書館全体イベ

ントの開催などを進めていきます。 

 

  イ 平成２６年度の取組結果 

ア 学都松本子ども読書活動推進計画について 

  計画の概要版は作成中で、子ども読書推進委員の立上について検討してまいりました。平

成２７年１月に書庫の入替により外国語絵本の充実が図れました。 

イ 図書館利用者サービス 

  中央図書館の夏期の土・日・祝日の開館時間延長については、平成２６年７月１２日（土）

から８月３１日まで実施しました。 

  中山文庫、空港図書館、梓川図書館の３分館では、土曜日と祝日の重なった日の臨時開館

を平成２７年３月２１日（土）に実施し、中央図書館では、火曜日の臨時開館を３月２４日

（火）に実施しました。 

ウ 図書館からの情報提供について 

高度情報化社会における図書館以外のデータベースの情報提供サービスとして、官報情報

は４月から、国立国会図書館の情報は１２月から提供を始めました。 

１０月にパンフレットスタンド４台を購入しパンフレット置き場を充実しました。 

エ 図書館全体イベントの開催 

図書館以外の組織との共催は、７月２日（水）に子どもプラザと共催で「三浦太郎氏講演 

会」を開催し、男性おはなし会は６月２９日（日）と学都フォーラムに合わせて９月６日（土） 

に開催しました。 

  ウ 今後の課題 

ア 学都松本子ども読書活動推進計画について 

  計画推進のためにも、庁内外の関係機関による、子ども読書計画推進委員会の立ち上げが

必要です。 

イ 図書館利用者サービス 

中央図書館夏期開館時間延長は実施期間の検討、土曜日と祝日の重なった日の臨時開館に 

ついては、他館でも実施できるか検討する必要があります。 

ウ 図書館からの情報提供について 

デジタル化したデータベースの情報提供サービスは、日本国会図書館、信濃毎日新聞、朝 

日新聞、官報情報を提供していますが、利用方法を含めて図書館利用者に周知が必要です。 

また、その他に提供できるサービスがあるか市民のニーズを把握する必要があります。 

エ 図書館全体イベントの開催 

学都フォーラムに合わせた共催事業の実施、図書館のイベントに子ども読書週間及び読書 

週間を活用する工夫が必要です。 
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 エ 重点目標 

１ (継続)学都松本子ども読書活動推進計画の推進について 

 

⑴ 内容 

  子ども読書活動を推進するために、 

ア 平成２６年６月を目標に「子ども読書活動推進委員会」を立ち上げ、計画を実施 

していきます。 

イ 委員会で「子ども読書計画の概要版」について１１月を目途に作成し、保育園、 

幼稚園、小学校等に配布し子ども読書活動の普及に役立てます。 
ウ 中央図書館の児童スペースの外国語絵本のコーナーの書架を入れ替え、外国語絵 

本の充実を図ります。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 図書館職員、関係各課の職員、学校司書、公募の委員等から構成する委員を立ち 

上げます（定員は１０名程度を予定）。 

イ 「子ども読書計画の概要版」については、子ども読書の大切さをわかりやすく伝 

えるとともに、子ども読書活動に役に立つ内容としていきます。 

ウ 現在、引き出しに入っている外国語絵本を開架書架に移すことにより、市民が利 

用しやすくするとともに、蔵書の充実を図ります。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

  児童スペースの書庫の充実は図れましたが、概要版は作成中であり、子ども読

書活動推進委員会の立上げは検討中です。 

  今後は、早急に概要版を完成させ、学校教育課等関係課と相談のうえ保育園・

幼稚園、小中学校に配布していきます。 

また、概要版の作成と並行し、子ども読書活動推進委員会を立ち上げ、具体的

な事業計画を策定し、子ども読書活動を推進していきます。 

評
価
Ｃ 

２ (継続)図書館利用者サービス 

 ⑴ 内容 

市民にわかりやすく、利用しやすい図書館とするため、図書館の開館日・開館時間 

について以下のとおり検討及び試行を行います。 

ア 中央図書館の夏期の土・日・祝日の開館時間延長については、広報等を行い試行 

します。 
イ 土曜日と祝日の重複日の休館日（平成２７年３月２１日(土)）及び中央図書館の 

火曜日の振替休館日（同２４日(火)）の開館について、関係各課との調整を図り可 

能な館について試行します。 

 ⑵ 具体的な進め方等 

ア 平成２３年度から実施し、広報等の効果等によりある程度周知ができ、若干利用 

が増えてきましたので、延長の曜日・時間等を検討したうえで「広報まつもと」「図 

書館ホームページ」等で広く市民に周知して試行します。 
イ 平成２５年度の試行では、どちらも通常の開館日以上の実績があり、利用者に好 

評でしたので、平成２６年度においても、中山、空港、梓川以外の分館でも実施で 

きるか、関係各課との調整を図り可能な館について試行します。 

 ⑶ 自己評価（成果・課題） 

  中央図書館の夏期の土・日・祝日の開館時間延長を１７日間実施しました。広

報や図書館ホームページ等での周知により、利用者が若干増えてきました。 

  分館の土曜日と祝日の重なった日の休館日及び、中央図書館の火曜日の休館日

の臨時開館については、どちらも通常の開館日以上の実績があり、利用者に好評

でした。今後は、実施館を増やせないか検討していきます。 

評
価
Ａ 
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３（新規）図書館からの情報提供について 

 ⑴ 内容 

高度情報化社会におけるデジタル情報配信サービスとして、すでに提供している信 

濃毎日新聞と朝日新聞に加えて、官報情報については４月から提供を開始し、国立国 

会図書館については、４月に申請を行い、できるだけ早期に情報提供を開始します。 

また、２階玄関にあるパンフレット置き場を充実します。 

 ⑵ 具体的な進め方等 

ア 国立国会図書館のデジタル化した資料の閲覧が、平成２６年１月から可能となり 

ました。情報閲覧用のＰＣの仕様に合わせて、４月に機器を更新し情報提供を開始 

します。 
イ 今まで教育委員会の主催・共済に限っていたパンフレットを、提供の範囲を松本 

市主催・共催の事業まで拡大します。 

ウ 松本市図書館の情報提供については、デジタル、アナログ両方の情報をハイブリ 

ッドに提供できる図書館を目指します。 

 ⑶ 自己評価（成果・課題） 

  デジタル化されたデータベースの提供は計画通りの実施が図れ、パンフレット

スタンドについては、当初予定した２階の他、１階とフリーペーパー置場の充実

を図ることもできました。 

評
価
Ａ 

４（継続）図書館全体イベントの開催 

 ⑴ 内容 

 図書館イベントを図書館以外の組織と共催で開催し、市民に図書館をもっと身近に 

感じていただき、もって図書館の利用促進につなげるため、以下の事業を実施します。 

ア 男性職員のおはなし会 

イ 子どもプラザ等との共催事業 

ウ 学都フォーラムに合わせた共催事業 

 ⑵ 具体的な進め方等 

ア 子どもへの読み聞かせは、母親が中心となっていますが、父親も子ども読書活動 

に楽しく参加できるようなおはなし会を開催します。 

イ 市民が読書を身近なものとして感じ、図書館を利用していない市民に図書館につ 

いて広く周知するために、図書館以外の施設で、講演会・おはなし会を図書館全体 

の事業として実施するものです。 

ウ 限られた予算を有効に利用するため、また、より多くの市民のイベント参加を促 

すため、他の部署との共催事業を実施するものです。 

 ⑶ 自己評価（成果・課題） 

  ほぼ計画通りの事業が実施できました。 

  男性職員のおはなし会は、６月２９日（日）に出前講座「父ちゃんのおはなし

会」、学都フォーラムに合わせて９月６日（土）に「リブメンおはなし会」を開催

しました。学都フォーラムでは単独事業となってしまったので、共催事業で開催

できればよかったと考えます。また、子どもプラザとの共催事業等として、７月

２日（水）に「三浦太郎氏講演会」を実施しました。 

  図書館のイベントを子ども読書週間、読書週間に関連付けて開催できればと考

えます。 

評
価
Ａ 
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  オ 外部委員の意見 

 

⑴ 図書館協議会 

図書館協議会の会議がほとんど実施されていませんが、会議を実施するとともに、協議

会委員と市内の図書館長との意見交換する場を設けてほしい。 

⑵ 図書の貸出し及び選書 

ア 月に２～３回利用しているが、職員の対応が大変気持ちよい。また、市内の各分館ご

とに置いてある本が違っていて嬉しい。 

 イ 大型絵本などが借りやすくなりありがたい。 

⑶ 図書館事業 

お父さんたちの読み聞かせ会などができればいい。 

⑷ 子ども読書活動推進 

子どもたちの活字離れを予防するため頑張ってほしい。読書活動推進委員会の立ち上げ

に当たっては、子どもに近い立場の人も入れて、現実的に実践できる方策ができるとよい。 

 

 

  カ 教育委員会の改善方針 

 

⑴ 図書館協議会 

機会を捉えて開催したいと考えます。なおその際は、事務局として分館館長も都合をあ 

わせ出席するようにしています。 

⑵ 図書の貸出し及び選書 

お褒めのことばをいただきましたので、これを励みに、今後とも質の高い図書館運営に

取り組んでいきます。 

⑶ 図書館事業 

男性職員による読み聞かせを４年前から実施しています。今後はお父さんを対象にした 

読み聞かせ講座の実施を検討していきます。 

⑷ 子ども読書活動推進 

活字離れがどの程度進んでいるのかを、的確に状況把握しながら、子ども読書活動推進 

活動を進めます。また、学校司書との連携等の在り方を調査研究し、さらなる読書活動の

推進を図ります。 
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⑹ 文化財課 

 

  ア 平成２６年度の事務事業の概要 

本市は、豊かな自然と歴史に恵まれて、多くの有形無形文化財が存在しています。 

 先人たちの努力によって今日まで引き継がれてきた、こうした文化財の一層の整備と活用を

進めるため、そのマスタープランとなる歴史文化基本構想の策定をはじめ、殿村遺跡史跡整備

事業、エリ穴遺跡遺物整理・報告書刊行事業などの主要事業を引き続き積極的に進めます。 

 特に、２６年度からは、２５年度の井川城跡の発掘をきっかけに取り組むこととなった小笠

原氏城館群史跡整備事業に着手するとともに、特別名勝及び特別天然記念物上高地の文化資産

としての価値を一層高めるため、その保存活用についての研究・検討を進めます。 

 また、長年課題となっていた埋蔵文化財の整理作業スペースの不足を解消するため、整理作

業所を建設します。 

 こうした事業に取り組むため、本市のたからである様々な文化資産の価値をわかりやすく市

民の皆さんに伝えることに主眼を置き、地域の歴史・文化への理解促進を図るとともに、次世

代を担う子どもたちの関心を高めるため小中学校等と連携した学習会などを開催することで、

地域の皆さんが中心となった文化財の保存・活用を進める気運を醸成し、魅力ある地域づくり

を推進します。 

  イ 平成２６年度の取組結果 

ア 文化財の指定については、百瀬家庭園（特別名勝）、上波田の御柱（重要無形民俗文化財）

を指定し、今井正覚院の観音堂他１０件の指定候補物件の指定について、文化財審議委員会

に諮問しました。また、近代水道施設の建造物等６件を登録有形文化財に意見具申し、答申

を受けました。 

イ 歴史文化基本構想策定事業では、全３５地区で住民主体による文化財調査を実施し、地区

として後世に伝えたい文化財の候補物件の抽出を行いました。また、文化庁からの依頼によ

り、全国３０道府県から６０名の参加者を迎え歴史文化基本構想策定研修会を開催しまし

た。 

ウ 殿村遺跡史跡整備事業では、第６次発掘調査を中心に文献調査等を実施し、遺跡の範囲や

性格の解明を進めました。また、地域の歴史資産に対する市民の関心を高めるため、現地説

明会や講演会等の普及公開事業を実施しました。 

エ 小笠原氏城館群史跡整備事業では、有識者の指導のもと、史跡指定を目的とした井川城跡

の確認調査を継続するとともに、一体的な保存に取り組む林大城ほか小笠原氏城跡の縄張り

調査を実施しました。 

オ エリ穴遺跡遺物整理・報告書刊行事業では、平成２９年度の報告書刊行に向けて、土器接

合や石器実測等の整理作業を実施しました。 

カ 埋蔵文化財整理作業所の整備は、考古博物館の向かいにおいて建設工事を完了し、平成２

７年度の稼働開始に向けて準備を行いました。 

キ 現行の上高地保存管理計画において不足を指摘されている箇所について、文化庁の指導を

受け、見直し案を作成し、上高地保存管理協議会において承認いただいたうえで、資料収集・

調査研究等の準備を行いました。 

ク 「特別天然記念物白骨温泉の噴湯丘及び球状石灰石」の指定地内にある「隧通し」の崩落

防止工事に伴う現状変更許可に際して、文化財の現状把握が不十分なことから、その判断に

必要な地質調査等を補正予算により実施しました。 

  ウ 今後の課題 

 歴史文化基本構想策定事業、殿村遺跡史跡整備事業、エリ穴遺跡遺物整理・報告書刊行事業、

小笠原氏城館群史跡整備事業に加え、本年度補正予算で着手した白骨温泉の噴湯丘及び球状石

灰石保存管理計画策定事業はいずれも平成２９年度の完了予定事業であり、計画的に実施する

ことが肝要です。 

 また、これからの文化財保護は、官民一体となって保存活用に取り組んで行くことが求めら

れているため、地域の歴史・文化に対する市民の関心を高めるため、普及公開事業を積極的に

展開していくとともに、歴史文化基本構想策定のなかで、そのための仕組み作りを行っていく
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必要があります。 

  エ 重点目標 

１ 歴史文化基本構想策定事業（継続） 

 

⑴ 内容 

文化財をその周辺環境まで含めて総合的に保存・活用していくための計画で、今後、

歴史文化を活かしたまちづくりを進めていくためのマスタープランとなるものです。 

  平成２５年度から、３５の地区ごとに公民館を拠点として文化財の把握を行い、平

成２９年度策定を目指します。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 昨年度に続き、地区単位の文化財の把握を、市内３５地区に拡大し、住民主体の

調査に取り組みます。 

イ 庁内検討委員会を開催し、関連施策への反映について協議・検討を行います。 

ウ 地区代表者や有識者等で組織する(仮称)松本市歴史文化基本構想策定委員会を設

置し、策定に向けた協議を行います。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

  市内全３５地区で文化財調査に着手し、１９地区で文化財把握が終了し、残り

１６地区でも来年度のまとめには支障のない段階まで調査が進んでいます。こう

した住民主体の取組みが文化庁から評価され、文化庁主催の研修会の実施を依頼

されました。 

  現在は、文化財調査結果のデータベース化を行っていますが、予想以上に時間

がかかっています。 

  今後は、文化財調査に当たっていただいた地区住民のみなさんが、今後の保存

活用のための中心を担っていただく組織へ、円滑に移行していくための仕組み作

りが重要になります。 

評
価
Ｂ 

２ 小笠原氏城館群史跡整備事業（新規） 

 ⑴ 内容 

中世に信濃守護を務めた小笠原氏の居館とされる井川城跡及び、県史跡小笠原氏城

跡（山城５城）について、一体的な史跡として整備するため、学術調査を実施するも

のです。 

  まず第１次として平成２７年度を目途に、井川城跡と林大城の調査を実施し報告書

を刊行します。その後、残る４城についても調査を継続していきます。 

 ⑵ 具体的な進め方等 

ア 井川城跡の範囲確認調査と地形測量を実施します。 

イ 林大城の現地調査を実施します。 

ウ 有識者による懇話会を設置し、調査方針等の検討を行います。 

 ⑶ 自己評価（成果・課題） 

  平成２５・２６年度の発掘調査により、室町時代の大規模な造成跡が確認され、 

礎石建物跡や有力な武士の威信財である中国産陶磁器等も出土しました。造成跡 

の規模や遺構の状況は、江戸時代の歴史書『信府統記』に記された「井河ノ城」 

とも整合するものです。また、林大城をはじめとする小笠原氏城跡については、 

専門家の指導による縄張り調査を開始しました。 

  平成２７年度は調査報告書を刊行するとともに、開発による破壊の懸念がある 

井川城跡と林大城を第１期とする史跡指定に向けての計画と条件整備に取り組 

んでいきます。 

評
価
Ａ 
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３ エリ穴遺跡遺物整理・報告書刊行事業（継続） 

 ⑴ 内容 

内田地区にある縄文時代の集落エリ穴遺跡は、国内最多の２，５００点近い土製耳

飾りが出土した全国的に著名な遺跡です。 

  平成２５年度から２９年度の予定で、整理作業を実施し、報告書を刊行して、松本

市としては初となる出土品一括の国重要文化財の指定を目指します。 

 ⑵ 具体的な進め方等 

  国庫補助を取り込み以下の事業を実施します。 

ア 遺構図の整理・トレース・一覧表作成 

イ 土器の接合・復元 

ウ 石器の分類・計測 

エ 石器の実測（委託） 

オ 土器の実測用写真撮影（委託） 

カ 出土土器胎土分析（委託） 

 ⑶ 自己評価（成果・課題） 

  年次計画に従い、報告書刊行に向けて上記ア～カの諸作業を実施しました。 

  平成２７年度以降は、新設の整理作業所を活用して、作業量が多い土器の接合 

作業を中心にさらなる作業の効率化を図っていきます。 

評
価
Ｂ 

４ 殿村遺跡史跡整備事業（継続） 

 ⑴ 内容 

現地保存が決定した殿村遺跡について、発掘調査と共に虚空蔵山麓一帯の総合調査

を実施するものです。 

  地域の歴史文化に対する市民の関心を高めるため、普及公開事業を積極的に実施し

ます。 

  平成２８年度までの計画で調査を実施し、２９年度に調査報告書をまとめ、史跡整

備に移行します。 

 ⑵ 具体的な進め方等 

ア 発掘調査（殿村遺跡） 

イ 発掘調査報告書刊行（殿村遺跡） 

ウ 古文書・絵図等の所蔵資料調査（継続） 

エ 現地説明会、報告会・講演会 

オ 講演会記録集の刊行 

 ⑶ 自己評価（成果・課題） 

  年次計画に基づき上記の事業を実施しました。これまでの発掘調査の積み重ね 

により、中世の造成跡が広い範囲に分布していることが判明し、また虚空蔵山城 

跡の発掘調査や古文書・絵図等の調査成果等も含めて総合的に判断すると、殿村 

遺跡の一連の造成跡は寺院跡である可能性が高まりました。 

  史跡指定も視野に将来的な遺跡の整備・活用ための材料を得るため、今後も調 

査を継続する一方、現地説明会や講演会、冊子の刊行など普及公開にも積極的に 

取り組み、市民の興味・関心を高めます。 

評
価
Ａ 
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５ 特別名勝及び特別天然記念物上高地の文化財的価値の掘り起こしと保存管理計画の見直

し（新規） 

 ⑴ 内容 

特別名勝及び特別天然記念物である上高地を適切に保存管理していくため、平成２

２年２月に保存管理計画を策定し、有識者等による協議会を設置して様々な検討を行

ってきましたが、この協議会で、現行の保存管理計画では、上高地の特別名勝として

の価値づけが不十分との指摘を受けているため、名勝として守るべき価値を明らかに

するための調査研究を行います。これをもとに計画を見直すとともに、上高地の文化

財としての価値を、より広く市民に周知するため、ＰＲ等に取り組みます。 

 ⑵ 具体的な進め方等 

ア 上高地の歴史的資料等の収集・調査・研究 

イ 守るべき価値の明確化 

ウ 保存管理計画への反映（改訂） 

エ 保存活用施策の検討 

オ 上高地の文化財的価値についての周知・ＰＲ 

 ⑶ 自己評価（成果・課題） 

  上高地保存管理協議会から、現行の『特別名勝及び特別天然記念物上高地保存

管理計画』において名勝としての価値付けが不十分との指摘を受けている箇所に

ついて、文化庁調査官の現地指導を受け見直しの方針を立て、同計画改訂版の章

立て、割付、原稿執筆分担等の案を作成し、協議会において承認されました。こ

れを受けて原稿執筆者の内諾まで漕ぎ着けました。 

  計画の見直し後は、現状変更許可の基準にとどめることなく、上高地の文化財

としての価値を多くの方に理解いただくため、パンフレット等を作成し周知して

いくことが必要です。 

評
価
Ａ 

 

  オ 外部委員の意見 

 

⑴ エリ穴遺跡 

エリ穴遺跡の整理の５か年計画に期待している。２９年度の報告書の刊行を終わりとす

るのではなく、松本地区にも大きな古代の文化圏があったことを、ストーリー性（物語性）

を持った形で広められたい。 

⑵ 文化財の保護 

今後、様々な文化財の保護案件が出てくると思うが、住民主体の保護活動には難しいと

ころもあるため、市として明確に保存した方が良いものに対しては、一定の指導をしてほ

しい。 

⑶ 子ども対象の文化財活動 

子どもたちが埋蔵文化財に興味を持つように、食品トレーのような材質で各遺跡のミニ 

模型を作って自由に持っていけるようにしたり、学校に配ったりできないか。 

⑷ その他 

遺跡等の調査、遺物の整理や管理など、膨大になって選択する必要性が問われる時も来

ると思う。 
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カ 教育委員会の改善方針 

 

⑴ エリ穴遺跡 

  エリ穴遺跡の特徴的な出土品である土製耳飾り等を考古博物館などに展示するとともに 

松本地域に栄えた縄文文化について広く理解してもらうため、講演会や学習会などを開催 

します。 

⑵ 文化財の保護 

  市民のたからである文化財については、文化財審議委員会の意見を聞きながら、積極的

な保護に努めます。その一方で、文化財を後世に引き継ぐためには、地域住民が自らの地

域文化財を再認識するとともに、主体的に参画し、地域文化財の保護を担っていくことが

求められており、こうした気運を醸成するため、歴史文化基本構想の策定作業を行ってい

ます。 

⑶ 子ども対象の文化財活動 

  将来にわたって文化財を保存活用していくために、子どもたちが文化財に触れる機会づ

くりについて、学校・地域とも連携して取り組みます。 

⑷ その他 

  すべての出土品について、適切な整理作業等を行うとともに、保存活用を図ります。 
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⑺ 松本城管理事務所 

 

  ア 平成２６年度の事務事業の概要 

国宝松本城天守・史跡松本城の文化財としての適切な公開・保存管理を行うとともに、史跡・

建造物・歴史的資料などの保存及び修復を計画的に実施しています。 

史跡松本城の歴史的整備については、平成１１年に策定した「松本城およびその周辺整備計

画」に基づき、早期に事業化すべきものから順次進めており、現在、松本城南・西外堀の復元

事業等に取り組んでいます。 

また、松本城にふさわしい行事の開催、ホスピタリティの向上、ＰＲ等を推進しています。 

  イ 平成２６年度の取組結果 

ア 南・西外堀復元事業 

城下町整備本部と連携をとりながら、南・西外堀の史跡松本城への追加指定、復元事業用 

地の取得に取り組みました。 

イ 松本城保存管理事業 

国宝松本城天守保存活用計画を策定しました。また、史跡松本城保存管理計画（案）の検 

討を行いました。 

ウ 石垣改修事業 

二の丸御殿跡西側内堀東面石垣及び埋門南側石垣の改修工事を実施し、両石垣とも平成２ 

６年度に竣工しました。 

エ 国宝松本城世界遺産登録推進事業 

(仮称)国宝四城世界遺産登録推進会議準備会、専門家を交えたワーキンググループを開催 

し、「顕著な普遍的価値」の証明等、学術研究を実施しました。 また、平成２７年度からは 

文化・スポーツ部文化振興課に世界遺産推進担当を設置し、世界遺産登録推進に係る事務を 

一本化することとしました。 

オ 国宝松本城天守耐震診断事業 

平成２６～２８年度の３か年事業として取り組んでおり、平成２６年度は耐震診断に必要 

となる各種調査を実施しました。 

カ 松本城ホームページ開設事業 

インターネットによる充実した情報発信を行い、松本城を広く知っていいただくために独 

自のホームージを開設しました。 

  ウ 今後の課題 

ア 史跡松本城保存管理計画を平成２７年度に策定します。 

イ 石垣改修事業は、平成２７年度からは本丸北外堀南面石垣に着手し、順次計画に沿って進

めていきます。 

ウ 国宝松本城世界遺産登録推進事業は、平成２７年度からは文化スポーツ部文化振興課世界

遺産推進担当が所管します。 

エ 国宝松本城天守耐震診断事業は平成２８年度までの事業として取り組みます。 

オ 歴史文化財及び観光名所として、松本城の魅力をさらに発信できるように取り組みます。 

エ 重点目標 

１ 松本城保存管理事業（継続） 

 

⑴ 内容 

松本城を後世にしっかりと引き継ぐため、国宝松本城天守保存活用計画及び史跡松

本城保存管理計画を策定するものです。 

ア 国宝松本城天守保存活用計画 

事業年度：平成２４～２６年度 

イ 史跡松本城保存管理計画 

事業年度：平成２５～２７年度 
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⑵ 具体的な進め方等 

ア 国宝松本城天守保存活用計画 

平成２５年度に引き続き国宝松本城天守保存活用計画策定委員会を２回開催し、

文化庁から示された保存活用計画の標準構成に基づいて総合的に検討を進め、２６

年度末に計画策定をするものです。 

イ 史跡松本城保存管理計画 

史跡松本城保存管理計画策定委員会を設置し、２回の委員会を開催するとともに、

堀の堆積物調査等を行い、保存管理計画の内容の検討を進めます。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

  国宝松本城天守保存活用計画は、策定委員会での検討を経て策定をしました。

史跡松本城保存管理計画は、委員会の開催ができませんでしたが、計画（案）の

検討と堀堆積物調査を実施しました。 

評
価
Ｂ 

２ 石垣改修事業（継続） 

 ⑴ 内容 

松本城二の丸御殿跡西側内堀東面石垣及び埋門南側石垣の積み直し工事を実施す

るものです。 

ア 二の丸御殿跡西側内堀東面石垣 事業年度：平成２２～２６年度 

イ 埋門南側石垣         事業年度：平成２４～２６年度 

 ⑵ 具体的な進め方等 

ア 松本城での開催行事と日程調整をしながら、石垣の積み直し工事を実施し、整備

事業報告書を刊行します。 

イ 工事期間中に、石垣修理現場の見学会を開催し、松本城の保存整備事業に対する

市民の理解を深める機会を設けます。 

ウ 二の丸、埋門の石垣改修事業は２６年度で終了になりますが、引き続き危険度の

高い石垣の改修に取組みます。 

 ⑶ 自己評価（成果・課題） 

二の丸御殿跡西側内堀東面石垣、埋門南側石垣とも工事が終了し、健全な石垣

に復旧することができ、整備事業報告書を刊行しました。工事期間中に、修理現

場を見学する機会を設けました。２７年度以降は本丸北外堀南面石垣の改修に着

手することとしました。 

評
価
Ａ 

３ 国宝松本城世界遺産登録推進事業（継続） 

 ⑴ 内容 

平成２７年度以降に予定されている暫定一覧表の補充に向けて、国宝四城等でのス

トーリー案作成、顕著な普遍的価値の証明のための調査及び研究を実施します。また、

「国宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会事務局の政策課と連携を密にしながら進

めます。 

 ⑵ 具体的な進め方等 

ア (仮称)国宝四城世界遺産登録推進会議準備会、担当者会議及び専門家によるワー

キンググループを開催します。 

イ 会議等での調査研究結果に基づき、暫定一覧表補充に向けた提案書の提出に係

る、構成資産、評価基準及びストーリー案等について、２６年度末までに決定する

予定です。 
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 ⑶ 自己評価（成果・課題） 

  （仮称）国宝四城世界遺産登録推進会議準備会、担当者会議、ワーキンググル

ープを開催し、「顕著な普遍的価値」の証明等について検討しました。構成資産、

ストーリー案については決定に至りませんでしたが、一定の方向性を見出すこと

ができました。 

  なお、平成２７年度からは文化スポーツ部文化振興課に世界遺産推進担当を設

置し、世界遺産登録推進に係る事務を一本化することとしました。 

評
価
Ｂ 

４ 国宝松本城天守耐震診断事業(新規) 

 ⑴ 内容 

重要文化財(建造物)耐震診断指針に基づき、地震時の安全を確保するため、国宝松

本城天守(５棟)について耐震基礎診断を行い、診断結果をもとに平成２８年度までに

補強案を作成するものです 

⑵ 具体的な進め方等 

平成２６年度は、構造体調査、地盤調査、石垣調査及び振動調査を委託事業として

実施します。また、実施にあたっては、観覧者の支障にならないように、配慮して行

います。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

  ２６年度は３か年の初年度として、診断に必要となる基本データを得るための

各種調査を委託により実施しました。調査実施にあたっては、観覧者の支障とな

らないよう配慮しました。 

評
価
Ａ 

５ 松本城ホームページの開設 

 ⑴ 内容 

  インターネットによる情報発信は時代の要望でもあり、松本城独自のホームページ

を開設し、充実した情報発信を行うことにより、世界遺産を目指す松本城を国内外へ

広く周知するものです。平成２６年度末までに試験運転の開始を目指します。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア ４ケ国語表記による情報発信 

   フル対応：日本語、英語  一部対応：中国語、韓国語  

利用案内、歴史等の要約表示 

イ リアルタイムな情報提供 

   桜の開花状況など 

ウ 利用案内 

   料金、交通アクセス、イベント情報など 

エ 松本城の歴史、構造、建築技術の紹介 

オ ギャラリー（写真の掲載） 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

  市の公式ホームページなどで掲載していなかった松本城の歴史や構造、松本城 

の価値、収蔵品のほか、イベント情報、松本城周辺の街歩きルート、松本城の四 

季の写真など、観光面だけでなく文化面の情報も充実させ、松本城の歴史文化財 

としての価値及び魅力を発信することができました。 

評
価
Ａ 
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  オ 外部委員の意見 

   

⑴ 来館者へのサービス 

ア 松本城は、現在来館者（特に外国人）が増えており、こうした時こそチャンスと捉え、 

美しい松本、人の温かさ、松本のおもてなしの心をアピールすべきと考える。松本でな 

ければ食べれない美味、ここに来たなら絶対買うべきというお土産が欲しい。また松本 

の水を冷やして売店で売ってはいかがか。 

イ 夏季を中心に、長い行列ができる場合は、座る所や日陰、水などのサービスも検討さ 

れたい。 

ウ 松本城を訪れる観光客が、ゆったりとお城を堪能できる施設に整備されたい。また、 

松本城周辺も城下町の風情の中、高山のように街の散策を楽しめるとまちの賑わいにつ 

ながるのではないか。様々なしがらみがあり大変かもしれないが頑張って取り組んでほ 

しい。 

⑵ 世界遺産登録 

市全体での盛り上がりに欠けていると思われるので、もっと議論すべき。 

⑶ 松本城の衛生面での管理 

ア 堀の浄化に取り組まれたい。 

イ 国宝松本城は松本の観光面で大きなウエイトを占めており、堀の水質、汚泥、公園 

のトイレ・ベンチなど、観光の側面からの対応も積極的に取り組まれたい。 

⑷ その他 

今後も、適切な国宝松本城の維持・管理が行われること、また南・西外堀の復元事業に

に期待する。 

 

 

  カ 教育委員会の改善方針 

⑴ 来場者へのサービス 

 ア 近年増加している外国人観光客に対しては、英語併記の案内看板、７ヶ国語の観覧者 

  用パンフレットを整備し、利便性を図っており、今後さらに充実していきたいと考えて

います。また通訳ボランティア団体との連携をとりながら、外国人観光客へのおもてな

しに努めていきます。 

 イ 松本城内売店においては、お城の土産としてふさわしいものを選定しており、松本の 

水も冷やして販売しています。今後も商品の充実を図っていきます。 

ウ 夏場の繁忙期においては、テント、椅子を用意し、さらに２年前からミストシャワー 

を設置するなど、暑さ対策を講じていますが、今後もできる限り来場者が気持ちよく過 

ごしていただけるよう、またスムーズに観覧が行えるよう研究していきます。 

エ 松本城を訪れる観光客が市街地に長時間滞在できるような手法の検討、整備は、市の 

重要な課題であり、今後も関係各課と連携しながら検討を進めます。 

⑵ 世界遺産登録 

  国宝松本城の世界遺産登録推進については、「国宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会

と連携しながら、普及啓発を政策部政策課が、調査研究を松本城管理事務所が実施してき

ました。平成２７年度からは、文化スポーツ部文化振興課に世界遺産推進担当を設置して、

事務を一本化し、体制を強化しました。目標達成のため今後も引き続き調査、研究面で積

極的に協力していきます。 

⑶ 松本城の衛生面での管理 

  堀の浄化については、現在週３回の清掃、地下水の注入、ＥＭ菌の定期散布を行ってい

ますが、堆積物の除去が今後の浄化対策の課題と考えており、計画的なしゅんせつの実施

に向けて検討を進めます。また、公園のトイレ・ベンチ等については、南・西外堀復元事

業に合わせ松本城公園の整備の中で改修等を実施します。 

⑷ その他 

  松本城を次世代に確実に引き継ぐため、国宝松本城天守保存活用計画及び史跡松本城保 

存管理計画の策定、天守耐震診断、石垣改修事業等の取組みを推進します。また、南・西

外堀復元事業等の整備事業の実施により、松本城の歴史的価値の向上を図ります。 
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⑻ 美術館 

 

  ア 平成２６年度の事務事業の概要 

美術館が目指す４つの場「鑑賞の場、表現の場、学習の場、交流の場」の実現に向け、展覧

会や教育普及事業を実施し、芸術文化の振興と文化の香り高い市民生活の充実を目指します。 

  イ 平成２６年度の取組結果 

４本の企画展を開催し、多くの皆様に様々な美術作品を鑑賞いただくよう取り組みました。 

「伊万里展」では、「工芸の五月」の事業として市民団体との協働や、博物館、松本民芸館

等との連携を通して有機的な事業展開を進めましたが、その魅力を十分に周知することができ

ず、観覧者数は伸び悩む結果となりました。 

自主企画である「たぐ展」では、小学生向けの鑑賞教材を作成するなど教育普及活動にも積

極的に取り組みました。地元作家の顕彰として開催した「秋山白巖展」は、多くの市民からの

作品借用や高校生対象の書道パフォーマンス大会を開催するなど新たな試みを行いました。 

 教育普及事業では、「未来の学都を支える子ども育成事業」として学校の先生方の教科研修

会に合わせた事業を実施し、連携の強化に努めました。また、館長による連続講座は定員を大

きく上回り、多くの方に美術の魅力について聴講いただきました。 

  ウ 今後の課題 

より多くの皆様にお楽しみいただけるような企画展を計画・実施すること、美術資料の調

査・収集・研究に努め作家の顕彰につなげていくという本来の任務の遂行とあわせて、観覧料

と事業費、収支のバランスにも配慮しながら事業展開をしていくことが必要です。 

 「未来の学都を支える子ども育成事業」においては、今後も学校現場の先生方との連携を深

め、鑑賞教育の実践に向けた取り組みを進めてまいります。 

 また、建設から１０年以上が経過し、設備等の老朽化が進む中で、適切な維持管理を行うと

ともに計画的な補修を行っていく必要があります。 

  エ 重点目標 

１ 展覧会事業(継続)【鑑賞の場】 

 

⑴ 内容 

  企画展、コレクション展の開催及び次年度以降の企画の検討・決定 

⑵ 具体的な進め方等 

 ア ４本の企画展を開催し、多くの市民等が美術作品に間近に接する機会を提供しま

す。 

平成２６年度企画展【目標観覧者数】 

(ｱ) 伊万里展                (4/12～6/8)   【14,000人】 

(ｲ) たぐ展                  (7/19～9/28)  【15,000人】 

(ｳ) 秋山白巖展              (10/11～11/30)【 7,000人】 

(ｴ) 第６回老いるほど若くなる(2/17～3/29)  【 6,000人】 

 イ コレクション展を通して、美術館の収蔵作品を様々な観点から紹介し、地元なら

ではの芸術文化振興を推し進めます。 

 ウ 地元はもちろん国内外における情報収集や関係者との調整、企画検討会議の定期

的な開催を通じて、次年度以降の企画を検討し、計画的に具体化していきます。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 平成２６年度企画展【観覧者数】 

(ｱ) 伊万里展      【10,013人（対目標Δ3,987人）】 

(ｲ) たぐ展       【13,940人（対目標Δ1,060人）】 

(ｳ) 秋山白巖展     【 6,117人（対目標Δ  883人）】 

(ｴ) 老いるほど若くなる 【 5,501人（対目標Δ  499人）】  

イ すべての展覧会で目標人数を達成できず、周知方法等に課題を残しました。 

評

価 

Ｂ  
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ウ ２７年度事業案を決定し、関係予算を当初予算案に計上しました。 

エ 引き続き複数年先を見据えながら事業計画を立案します。 

オ 松本出身の芸術家である草間彌生の顕彰と作品紹介を兼ねてコレクション展 

を拡大開催します。 

２ 未来の学都を支える子ども育成事業の推進(継続)【学習の場】 

 ⑴ 内容 

未来の学都を支える子どもたちの豊かな感性を育むため、子どもたちが美術に触れ、

親しむための取組を継続的に実施します。 

鑑賞教育教材や鑑賞・マナーガイドの２８年度本格導入に向けた活動を進めるとと

もに、現場の先生方との協働体制を構築しながら、学校現場への鑑賞教育の機能的な

導入を進めます。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 鑑賞教育教材の試作 

(ｱ) 学校の先生方と意見交換を行い、教材、利用内容を検討 

(ｲ) モデル学級でのテスト運用 

(ｳ) テスト運用の結果に基づいて現場での利用方法を具体化 

イ 鑑賞・マナーガイドの試作 

(ｱ) 他館のツールの研究 

(ｲ) ガイドの試作 

ウ 学校教育における美術館活用策の検討 

(ｱ) 先生方を交えた勉強会の開催 

(ｲ) 高校生講座（ワークショップ）の開催 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 展覧会での鑑賞を深めるため、子供向けの鑑賞ガイド(たぐノート)を作成し

ました。 

イ 小中学校の先生のためのギャラリートークなどを実施しました。 

ウ 美術の先生方との連絡会を開催し、鑑賞教材の作成に向けた打ち合わせや課 

外活動への展開に向けた意見交換会を行いました。 
エ 学校との連携を深め、美術館を活用した美術教育の充実に向けて、具体的な
プログラム案の作成を進めました。 

評

価 

Ａ 

３ 教育普及事業【表現の場】【学習の場】【交流の場】 

 ⑴ 内容 

各種ワークショップや講座の開催等、美術館を活用した生涯学習を推進することに

より、健康寿命の延伸と地域の美術活動の充実を図ります。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 各世代に向けた講座等の充実 

  (ｱ) 年間を通じて各種講座等を開催 

  (ｲ) 子どもから大人までそれぞれの年齢を対象とした親しみやすいワークショップ

や事業の開催 

  (ｳ) シリーズ講座の充実を図り、生涯美術に親しむきっかけや実践の機会の充実 

  (ｴ)「工芸の五月」事業等、関係課や市民組織と連携した市民協働事業の充実 

イ 館長講座、学芸員講座の充実 
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⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 子供から大人まで、各対象別に多彩なワークショップ等を年間を通じて開催

しました。 

  親子対象の「はじめてのびじゅつかんさんぽ」、高校生講座「アーティストと

作ろう！話そう！」、流木を使った「キャンドルの素敵な容器づくり」など学芸

員の企画のもと１２講座を開催しました。 

イ 展覧会関連プログラムとして各種講演会や対談会、ワークショップ等を行い、 

展覧会の魅力発信に努めました。 

ウ 館長講座をはじめ全学芸員が日頃の研究成果を市民に伝える学芸員講座を開

催しました。 

評

価 

Ａ 

４ 美術館公式ホームページリニューアル事業(新規) 

 ⑴ 内容 

既存ホームページをリニューアルし、見やすさ・操作性の向上と多言語化の充実、

また新たにスマートフォンやＳＮＳにも適用させ、国内外からの誘客を促進するもの

です。 

平成２６年度末までに試験運用の開始を目指します。 

⑵ 具体的な進め方等 

 ア プロポーザル方式による発注を実施 

  (ｱ) 実施要綱と審査委員会の要綱の策定 

(ｲ) 庁内に審査委員会を設置 

(ｳ) ７月初旬に指名業者への提案書の提出を依頼 

(ｴ) ９月下旬にプロポーザル選考会を開始し最も評価の高い業者と随意契約 

イ 平成２６年度中の試験運用を目指し進めます。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

 ア プロポーザル方式による発注を実施しました。 

 イ スマートフォンやＳＮＳにも対応するホームページを設計しました。 

 ウ 審査委員会の立ち上げの遅れから計画全体が２ケ月ほど延びたことから、年

度内の試験運用期間を十分に取ることができませんでした。 

 エ 今後は、より充実したホームページとなるよう、運用の中で調整を進めてい

きます。なお、新ＨＰは、開館記念日である４月２１日(火)からオープンとな

ります。 

評

価 

Ｂ 

 

  オ 外部委員の意見 

 

⑴ 企画展 

ア 昨年のたぐ展は広報も含めとても良かった。 

イ 企画展については、古典的な内容のほか斬新的な内容での開催も面白いと思う。 

⑵ 子どもの参加 

なるべく多くの子どもの参加を募り、小・中・高の子どもの絵の展示会を行うのはいか

がか。子どもの作品があれば、親や兄弟も来場し、賑わいが増すと思う。 

⑶ 美術館の役割、今後の事業の企画 

ア ＩＴの時代になり、芸術が疎遠となりがちな今日、美術館の役割は大きい。鑑賞する 

だけでなく、学習の場として来館者が体験できる機会を増やす取組みも進められたい。 

イ 鑑賞の場として、観覧者数が目標に達してない中、確かにより多くの観覧者を呼び込 

む努力は必要だが、人口減少社会が進展する中だからこそ、これからは美術館が市民に

与える価値を見出すなど、質的な向上を目指していくことも必要と考える。 

 ウ 開館から１０年以上経過し、停滞していると感じる。もっと企画を検討し、市民の声 

を聞いたりしてはいかがか。 
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エ 社会教育委員会議では賛否両論あったが、草間弥生さんの作品展示を充実していくこ 

とは地元として必要と考える。 

 

 

  カ 教育委員会の改善方針 

 

⑴ 子どもの参加 

   美術館が掲げる４つの柱の１つである「表現の場」の実現のため、小中学生のポスター 

展、生徒の作品展、全県対象の高校書道展のほか、今年度は「長野県児童生徒美術展 松本 

市小中学校及び中信地区ブロック展」など様々な展示が予定されています。今後も学校等 

と連携を図りながら、子どもたちが美術に触れる機会の充実と、学校教育における美術館 

の活用方法の検討を進めていきます。 

⑵ 美術館の役割、今後の事業の企画 

 ア 松本市美術館にふさわしい作品、資料の収集を積極的に進めるとともに、郷土ゆかり

の作家、作品及び美術全般に関する調査、研究を行い、その成果を随時公開していきま

す。 

イ 国内外の優れた美術や郷土に密着したテーマの展示など、地域美術館としての特色を 

生かした展覧会を開催するため、全国の美術館と積極的に連絡、連携を図るとともに、 

来館者アンケートの実施など、市民の声を大切にしながら検討を進めます。 

ウ 松本市が世界に誇る芸術家である草間弥生作品の価値を、地元の方にもっと知ってい 

 ただくだくための活動として、学芸員講座の開催や学校の授業等で活用できる教材の製 

作を行い、草間芸術に親しむ機会を創出します。 

また、特集展示の開催など、作品展示公開方法の充実を図るとともに、多言語による 

紹介パンフレットを作成し、海外からの来館者を含めた観覧者の作家理解を進めます。 

 

 

MATSUMOTO_TOGO
タイプライターテキスト
44



 

⑼ 博物館 

 

ア 平成２６年度の事務事業の概要 

博物館では、松本市域全体を博物館と考える「松本まるごと博物館構想」のもと、本館と 

１４分館が下記の事業を実施しています。 

ア 松本市域の歴史・民俗・自然・産業等に関する市民の学習意欲に応えるため、本館・分 

館が各施設の特徴を活かして、様々な資料の収集・保管、専門的な立場から調査研究をし 

てその成果を活用していきます。 

イ 市民の生涯学習活動を支援するため、展示（常設展示・特別展示）、刊行物の編集・発行、

講座・講演会・体験学習会等を開催します。 

ウ 「地域づくり」「ひとづくり」に資するための様々な博物館事業を市民協働により実施し

ます。 

イ 平成２６年度の取組結果 

ア 松本市立博物館の特別展として、「松本城下町の繁栄・祈り・信仰―天神様４００年―」

「戦争と平和展 近代都市・松本－戦争と軍隊、その遺産」を開催しました。 

イ 博物館連携事業として、「工芸の五月参加企画展」（本館「松本民芸の夜明け前」、松本民

芸館「手仕事の技光る 木工展」、はかり資料館「中町の民芸」、歴史の里「くらしの中の竹

細工」）を開催しました。また、「第４回戦争と平和展」（本館のほか、旧開智学校「戦時下

の開智学校－鍛錬となった遠足・修学旅行」、歴史の里「刑務官が見た巣鴨プリズン」）を開

催しました。 

ウ 博物館分館の企画展として、松本民芸館「里山のおくりもの ざる・かご展」、考古博物

館「中山に牧があった頃」、旧制高等学校記念館「松本高校の教育掛図展」、窪田空穂記念館

「空穂と水穂」、時計博物館「時計から見る世界の国々」、重文馬場家住宅「松本平の御柱展」、

山と自然博物館「里山の野鳥展」など特別展、講演会などの記念事業を開催しました。 

エ 学都松本・博物館「勧館楽学」対談、「復活 話を聞く会」、特別展に関連した講座・講演

会を開催しました。 

オ 市民学芸員養成講座の修了生からなる市民学芸員の会と協働して、展示解説・体験学習指

導を行ったほか、民俗行事調査とその成果を「道祖神祭り・コトヨウカ行事－市民学芸員に

よる民俗調査発表－」展、城下町の文化遺産を紹介する地図を作成して市民学芸員が市民を

案内する「まる博ｄｅウォーキング」などの事業を開催しました。 

カ 市民団体「楽知ん見遊会」との協働による『子どもまる博ガイドブック』の刊行、松本ま

るごと博物館友の会・博物館ボランティア エムの会との協働により各種事業を開催しまし

た。 

キ 中信地区（江戸時代の松本藩領）を対象とした歴史・民俗系博物館を紹介する地図「松本

藩領ミュージアムマップ」を作成し、広域博物館と連携する準備をしました。 

  ウ 今後の課題 

ア 松本まるごと博物館の中核施設である市立博物館が老朽化・狭隘化しているため、学習支

援・市民交流・情報交換等の機能を備えた基幹博物館の移転整備が必要となっています。 

イ 松本らしい文化を創造するため、市民自らの学びの場となるような博物館事業を展開し、

より市民の学習支援が図れるよう博物館職員の資質向上に努めます。 

エ 重点目標 

１ 基幹博物館整備事業（継続） 

 

⑴ 内容 

ア 国史跡内にある現施設の改築ができないこと、築４４年が経過し施設の老朽化・ 

狭隘化が進行していることから、基幹博物館の建設場所を早急に選定します。 

イ 基幹博物館の建設について、博物館協議会で意見交換します。 

ウ 基幹博物館の必要性を市民に周知する機会を設けます。 
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⑵ 具体的な進め方等 

ア 建設候補地の選定に向けて、庁内関係課と調整会議を行い、庁内コンセンサスを 

得ます。 

イ 博物館協議会で、基幹博物館に対する有識者・市民の声を聞くほか、先進博物館 

への視察を行います。 

ウ 基幹博物館の必要性について市民に周知する講演会を１１月までに開催します。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 成果 

(ｱ) 基幹博物館の建設候補地を選定するため、庁内関係部・課と調整会議を開 

催し、一定のコンセンサスを得ることができました。 

(ｲ) 博物館協議会の中で基幹博物館の整備に向けた意見を聞くことができまし 

たが、基幹博物館の敷地・建築面積などが特定できていないため、先進博物 

館の視察は見送りました。 

(ｳ) 基幹博物館の建設候補地を調整するのに時間を要し、市民に具体的なビジ 

ョンを伝えるための講演会開催は見送りました。 

イ 課題 

(ｱ) 基幹博物館に必要な延床面積で建設できる敷地の確保と、具体的な施設構 

成・室内面積を早急に確定することが必要です。 

(ｲ) 基幹博物館建設業務を担当する職員体制の充実が急務です。   

評
価
Ｃ 

２ 松本まるごと博物館構想の実現(継続) 

 ⑴ 内容 

ア 学都松本の創造をふまえ、まる博構想に沿って、対談・講座・地域との連携事業 

を実施して、人づくり・まちづくりに寄与します。 

イ 市民団体との協働事業を充実し、学校ほかの教育機関や老健施設との連携事業に 

取り組みます。 

ウ 松本市域を越えて、中信地区の博物館との連携事業に取り組みます。 

エ 現行の博物館資料管理システムとホームページを更新し、従来よりも市民サービ 

スの向上が図れるシステムに移行します。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 「勧館楽学対談」「学芸員松本モノ語り」などを通年で開催、また月遅れの七夕な 

どの年中行事に合わせて、地域と連携する事業を展開します。 

イ 博物館友の会、博物館ボランティア エムの会、楽知ん見遊会との協働事業をより 

充実させるほか、学校や社会福祉施設等と連携を図り、出前講座や資料貸出しを積 

極的に行います。 

ウ 大町市・安曇野市・塩尻市の歴史・民俗系博物館と広域連携し、博物館の回遊性 

を高める事業を行います。 

エ 新しい博物館資料管理システム（クラウド対応）に 7月から移行し、資料情報の 

活用と市民に親しみやすいホームページを導入します。 
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⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 博物館本館・分館で通年を通して、さまざまな講座・講演会・体験学習会を

開催することができました。 
 イ 博物館友の会をはじめとする市民団体との協働を引き続き継続したほか、市

内小中学校の体験学習受入れ、松本大学などへの出張講義などの博学連携の事

業を実施することができました。 

 ウ 名古屋大学重要文化財馬場家住宅研究センターと連携し、松本の文化に関す

る大学研究者と職員との研究交流会や、市民公開講座を実施することができま

した。 

 エ 広域博物館を紹介する「松本藩領ミュージアムマップ」ができたので、地図

を活用した教育普及事業の充実が今後の課題です。 

評
価
Ａ 

３ 市民学芸員との協働事業の推進（継続） 

 ⑴ 内容 

ア 平成２４年度に発足した市民学芸員の会との協働事業を通年で実施します。 

イ 市民学芸員の資質向上のため、市民学芸員を対象とした研修会・講習会を実施し

ます。 

⑵ 具体的な進め方等 

 ア 市民学芸員と協働で、本館の民俗行事調査・展示をはじめ、各分館で展示解説・ 

体験学習等の事業を通年で実施します。 

イ 市民学芸員の資質向上のため、全体研修、部門研修を実施するとともに、研修成 

果の一端を博物館刊行物に掲載します。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 「市民学芸員の会」の会員と博物館本館・分館が連携し、展示説明・体験学

習の指導・民俗調査とその成果の発表展示などの協働事業を実施しました。 
 イ 博物館と市民学芸員が協働で行った、文化遺産を巡るまち歩き「まる博 deウ

ォーキング」では、公募した市民を市民学芸員がまちなかを案内することで、

日頃の学びの成果を市民に還元することができました。 

評
価
Ａ 

４ 博物館特別展開催計画（継続） 

 ⑴ 内容 

ア 博物館本館では、松本市の自然環境・歴史・文化・産業など、先人が培ってきた 

ものを紹介しながら、未来を考える機会を提供する特別展を開催します。 

イ 博物館分館では、各施設の特徴に応じた施設間連携展、特別展を随時開催します。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 博物館本館では、「松本城下町の繁栄・祭り・信仰―天神様４００年―」（６･７月）、

「第４回戦争と平和展」（８月）などを開催します。 

イ 博物館分館では、旧開智学校「開智学校の校長先生」(４～６月)、旧制高等学校

記念館「松本高校の教育掛図展」(７～９月)、窪田空穂記念館「松本の子どもの短

歌２０１４」展などを開催します。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

  博物館の本館・分館で、各施設の特徴に応じた特別展を開催しました。なお、 

詳細は、平成２６年度の取組結果ア～ウのとおりです。 

評
価
Ａ 
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５ 博物館資料の保管場所確保と有効活用（継続） 

 ⑴ 内容 

ア 合併５支所所管の歴史・民俗資料を保管場所として、旧中川小学校の空き教室を 

整備します。 

イ 上記歴史・民俗資料を博物館資料として活用するため、資料整理と資料管理シス 

テムへの登録作業を行います。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア 旧中川小学校音楽室に物品棚・遮光カーテン等を配備し、資料収蔵庫とします。 

イ 波田・四賀地区の歴史・民俗資料の資料整理を実施し、完了したものについては 

資料収蔵庫へ搬入します。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

ア 四賀地区の歴史・民俗資料を中心に資料整理を行い、物品棚等の備品を配備 

して収蔵庫として条件整備を行った旧中川小学校の空教室に、整理済み資料を 

移設しました。 

イ 合併５支所の歴史・民俗資料点数は膨大であり、移転後の基幹博物館での展 

示に向けても資料整理の継続が必要です。 

評
価
Ｂ 

 

  オ 外部委員の意見 

 

⑴ 小中学生への取組み 

ア 博物館の学芸員が、小・中学校へ資料を持参して説明や話に行く「出前講座」は、と 

てもいい試みだと思うので、学校でも大いに活用したい。 

イ 小学校に博物館のパンフレットが置いてあり、持ち帰ってきた小学生の孫と何度か訪 

れたが、全館訪れたい。親子連れの来館はどのような状況か。 

ウ 歴史的なものというと難しいというイメージが強いため、子どもたちにも興味がわき 

惹きつけられるような昔人体験のイベントなども検討されたい。 

⑵ 本館移転 

ア 松本城から離れることで、入場者が激減することも予想されるため、本館建替えは、 

 是非市役所の場所も検討されたい。市役所からみるお城は絶景であり、こうした景色を 

観光資源として活用することは、松本の未来の活性化に必ずプラスに働くと思う。 

イ 移転については、西部地域も考慮されたい。 

ウ 伝統あるものを継承していくことは重要であり、移転場所については、よく吟味し、 

他の施設との関連等も考慮して、人々が訪れやすい工夫をされたい。 

⑶ その他 

あまり博物館のことを知らない市民もいると思うので、もっとＰＲに努められたい。 

 

 

  カ 教育委員会の改善方針 

 

⑴ 小中学生への取組み 

ア 平成２７年度は、小学校の授業として博物館の本館・分館で体験できる講座メニュー

を紹介するパンフレットを作成し、市内小学校などに周知する「学びのサポート事業」

を実施します。また、学校の求めに応じて出前講座を行うなど、アウトリーチ活動にも

力を入れます。 

イ 毎年、市内の小中学生全員に「小・中学生親子博物館パスポート」を配布し、博物館 

施設を親子（保護者１名を全免観覧）で観覧できるようにしています。平成２６年度の 

パスポート利用者は、約４，７００名で、全体で約２割の小・中学生の利用がありまし 
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たので、本事業については発行を継続し、親子連れの来館を促します。 

四賀化石館・考古博物館などで実施している体験学習は継続します。 

⑵ 本館移転 

  本館（基幹博物館）の移転先について、松本市役所敷地は予定をしていませんが、松本

城周辺の中心市街地への移転を前提に、平成２７年度中に移転先を庁内で調整していきま

す。 

⑶ その他 

  博物館のホームページを平成２７年度からリニューアルしましたので、よりわかりやす

い本館・分館の施設情報と、展覧会・講座などのイベント情報を積極的に周知していきま

す。併せて、ミュージアムショップにつきましてもＰＲに努めていきます。 
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⑽ スポーツ推進課 

 

  ア 平成２６年度の事務事業の概要 

 スポーツ推進課では、「健康寿命延伸都市・松本」の確かな実現に向け、健康づくりを核と

して、市民一人ひとりの生活にスポーツを定着させ、地域や仲間同士のコミュニケーションづ

くりを進めるため、生涯スポーツの普及・推進に取り組んできました。 

 しかしながら、近年の社会環境や、生活様式の変化、プロスポーツの発展等により、各々の

関心、適正に応じて日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、スポーツを支える活動に

参画できる機会の確保が求められています。 

また、スポーツを通し人と人、地域と地域の交流を促進することにより、地域の一体感や活

力が醸成され、地域社会の再生に寄与するといった効果が改めて着目されています。 

このような市民の多様なスポーツニーズへの対応やスポーツの影響力を着実に生かすため、

松本市独自のスポーツ推進計画を策定します。 

併せて、スポーツ施設等の環境を整え、より多くの市民が主体的に、継続的にスポーツに関

われるよう各種スポーツ教室や大会の開催、及び都市間交流の推進にも取り組んでいきます。 

  イ 平成２６年度の取組結果 

ア 市民の多様なニーズに細やかに対応するために、松本市総合計画、松本市教育基本計画と

の整合性を図りながらスポーツによる「健康寿命延伸都市・松本」の確かな実現を基本理念

とする松本市ならではのスポーツ推進計画を策定しました。 

イ スポーツ教室や熟年体育大学の参加者に対し、満足度調査を実施し、講座の内容に高い満

足度があるという結果が得られました。 

また、熟年体育大学では、参加者の筋力アップや個々の活動量の増加と運動習慣 

の定着化に一定の成果を得ることができました。卒業後も、継続して運動に取り組めるよう

熟年者健康スポーツ支援センターが同窓会活動などで卒業生を支援しました。 

ウ 市内２か所目となるサッカー場として「かりがねサッカー場」を平成２７年３月３１日に

竣工しました。 

四賀体育館耐震補強等工事も竣工し、次年度着工予定の総合体育館雨漏り等改修工事につ

いては実施設計を実施しました。引き続きスポーツを安全でより良い環境で楽しむことので

きる施設整備に努めます。 

一方、（仮称）美鈴湖自転車競技場は、工法の検討に時間を要したため、次年度に工事を

繰越し、平成２７年７月の供用開始に向けて工事を進めています。 

エ 市民相互の親睦と両市の親交を深めることを目的に実施している都市間交流事業につい

ては、金沢市、姫路市、鹿児島市とのスポーツ交流大会を実施し、鹿児島市については、初

めて鹿児島市に出向いて少年によるサッカーの交流を行いました。 

  ウ 今後の課題 

市民の多様なニーズにさらに細やかに対応するため、松本市独自のスポーツ推進計画を策定

しました。今後スポーツ推進審議会による施策の評価、検証を行い、本市のスポーツに関わる

施策の総合的且つ計画的な推進を図っていきます。 

 また、市民のスポーツを定着させるために、魅力のある充実したスポーツ施設の計画的な整

備や誰もが身近でスポーツ観戦を楽しめるよう、プロスポーツの振興や大会誘致を他部局と連

携して進めていく必要があります。 

  エ 重点目標 

１ （仮称）松本市スポーツ推進計画の策定 

 ⑴ 内容 

国のスポーツ基本法の中で、地域の実情に即して地方スポーツ推進計画を定めるよう

努めることとされています。 
本市の総合計画や教育振興基本計画と整合性を図り、市民の多様なスポーツニーズ

を考慮し、生涯スポーツの推進、競技スポーツの推進、スポーツ活動の環境整備等を
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基本構想として、松本市独自のスポーツ推進計画を策定し、平成２７年４月から施行

します。 

⑵ 具体的な進め方等 

「スポーツに関する市民アンケート」を実施した結果を解析し、計画策定の基礎資

料とします。 

スポーツ推進審議会及び教育委員会で協議し、庁内調整を図りながら素案の作成を

行います。 
その後、計画案を作成後、パブリックコメントで意見聴取して、結果を計画案に反

映させ、教育委員会、議会に諮ります。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

  スポーツ推進計画を策定し、今後はスポーツ推進審議会において、推進計画の 

施策の評価・検証を行う予定であり、計画の実行についてより具体化を図ってい 

きます。 

評
価
Ａ 

２ 社会体育施設整備事業(継続) 

 ⑴ 内容 

 ア （仮称）かりがねサッカー場の整備 

   平成２６年度は整備を完成させます。平成２７年４月の供用開始を予定していま

す。    

 イ 美鈴湖周辺再開発事業 

   かりがね自転車競技場をスケートセンター跡地へ移転改築するものです。 

   平成２６年度は建設工事を行います。平成２７年７月の供用開始を予定していま

す。 

 ウ 社会体育館大規模改修事業 

   平成２６年度は四賀体育館の耐震補強等工事、乗鞍体育館及び奈川寄合度体育館

の耐震補強工事実施設計を行います。 

 エ 野球場・総合体育館改修事業 

   建設後２３年経過し老朽化が見られる施設で、設備の更新や施設延命に必要な改

修工事を計画的に行います。平成２６年度は総合体育館の雨漏り改修工事実施設計

を行います。 

⑵ 具体的な進め方等 

ア （仮称）かりがねサッカー場の整備 

市内２か所めのサッカー場として整備されますが、松本山雅ＦＣの練習拠点とさ 

れるもので、サポーター等大勢の見学者が訪れる事が予想されます。地域への影響 

も大きく、地元や関係団体へ細やかな説明を行いながら整備を進めます。 

イ 美鈴湖周辺再開発事業 

周辺一帯を自転車のメッカとするための核となる施設として自転車競技場の整備 

を実施します。特色ある競技場の整備に向け、自転車関係者や地元と協議しながら 

事業を進めます。 

ウ 社会体育館大規模改修事業 

整備計画の下、計画的に実施していきます。 

エ 野球場・総合体育館改修事業 

総合体育館については、雨漏りの調査を行い、調査結果に基づき改修計画を立て、 

施設の延命を図ります。 
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⑶ 自己評価（成果・課題） 

 ア 成果 

   かりがねサッカー場が完成し、平成２７年４月に供用開始しました。 

また、四賀体育館耐震改修等工事が竣工し、総合体育館雨漏り等改修工事の

実施設計、乗鞍体育館及び奈川寄合度体育館の耐震補強工事実施設計について

も予定どおり完了しました。 

 イ 課題 

   かりがねサッカー場については、一部市民の反対運動があるため引き続き慎

重に対応する必要があります。 

   また、（仮称）美鈴湖自転車競技場は、工法の検討に時間を要し、年度内の竣

工が困難となったことから工事を繰越しました。平成２７年７月の供用開始に

向けて工事を進めています。 

評
価 

Ｂ 

３ 魅力あるスポーツイベントの開催（継続） 

 ⑴ 内容 

ア (仮称)松本マラソン大会の開催に向けて進めます。 

(ｱ) マラソン検討委員会の立ち上げ 

(ｲ) 大会基本計画の策定開始 

イ 松本山雅フェスティバルの開催 

   平成２６年８月に小学生チーム３２チーム、中学生チーム１６チームにて規模を 

拡大してサッカーの大会を開催します。 

ウ チラベルトカップの開催 
   ４月２０日（日）～５月２４日（土）に長野県内の小学生の７４チームの参加に 

よりサッカーの大会を開催します。 

⑵ 具体的な進め方 

ア マラソン大会の開催 

(ｱ) 「健康寿命延伸都市・松本」を全国に発信できる市民マラソンとするために、 

松本城、城下町、北アルプスを取り入れたコース設定となるよう関係団体と協議 

してまいります。 

(ｲ) 大会運営費確保のための協賛企業の募集や大会従事ボランティアの確保に取り 

組んでまいります。 

イ 松本山雅フェスティバルの開催 

(ｱ) 松本山雅フットボールクラブ、松本市（スポーツ推進課）、観光コンベンション 

協会、浅間温泉組合等による実行委員会が大会運営してまいります。 

(ｲ) 少年サッカーの競技力の向上及び地域の活性化を目指します。 

ウ チラベルトカップの開催 

   松本市サッカー協会を中心とした実行委員会が大会運営を行い、松本の少年サッ 

カーの競技力向上を目指します。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

 ア 大会実行委員会を設立する前段の、マラソン検討委員会を設立し、「大会基本 

計画」の策定に取り掛かりました。今後は、松本らしいコースが出来るように 

関係団体と協議し、「大会基本計画」を策定後、ただちに実行委員会を設立して 

いきます。 

 イ Ｊ1 の下部組織を含めた県外２３チームの参加により、レベルの高い大会の

開催及び宿泊等による浅間温泉等への経済効果に寄与することができました。 

 ウ 各地区のリーグ戦と重なり、７４チームの参加になってしまったので、新年

度の大会は、リーグ戦を回避した日程で実施していきます。 

 

評
価
Ｂ 
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４ 生涯スポーツ事業（継続） 

 ⑴ 内容 

ア 熟年体育大学総合体育館コースでは、平成２６年度１８期生として、新たに１１

８名の新入生を迎えます。「楽しく・仲良く・健康で」を基本理念とし、運動の必

要性を認識し、実践と継続を進めることにより、生きがいづくりと日常生活におけ

る自主的な体力・健康増進を図ります。 

 イ 熟年者健康スポーツ支援センターでは市民の皆さんが積極的に運動の継続ができ

るよう支援します。 

 ウ スポーツ教室等の開催 

   各スポーツ教室の内容については、ウォーキングの実施回数を増やすように教室

内容の充実や周知等に努めます。 

 エ 元気アップ体操の普及に努めます。 

⑵ 具体的な進め方等 

 ア 熟年体育大学総合体育館コース 

(ｱ) １年生はウォーキングを中心に運動の必要性を認識して、活動量の増加と運動 

継続ができるよう支援します。 

(ｲ) ２年生は個別トレーニングの効果が得られるように指導します。 

(ｳ) 卒業生は同窓会を発足させ活動を続けられるように支援します。 

  (ｴ) 平成２７年度募集は体験入学を実施して、１２０名の定員確保に努めます。 

 イ トレーニング室利用者が利用しやすい場の提供と利用者の増加に努めます。また、

卒業後の熟大生が運動継続できるようトレーニング室での支援を行います。 

 ウ 各健康教室の充実や参加者の増加に努めるため、健康教室の内容や実施方法等に

ついて検討し、アンケート調査をします。 

 エ 元気アップ体操が中高年齢層に普及できるように、学校教育課と連携して「シニ 

アバージョン」を作成しスポーツ教室などで普及に努めます。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

  熟年体育大学講座の出席率は、１年生７２．９％、２年生６４．５％でした。 

また、２年生のトレーニング回数は、平均３３回となり受講生の意欲が表れ、ア 

ンケート結果からも満足度が高く、平成２７年度も定員に達しました。トレーニ 

ング室利用者は前年比で２，９７４人増えましたが、講座内容の検討や元気アッ 

プ体操の地域への普及に課題が残りました。 

評
価
Ｂ 

５ 都市間交流事業(継続) 

 ⑴ 内容 

松本市と、鹿児島市・姫路市・金沢市のスポーツ団体同士による交流を毎年交互に

開催するものです。（日程、種目とも予定） 

 ア 鹿児島市との交流 

  (ｱ) 日程 Ｈ26.7.26（土）～Ｈ26.7.29（火）３泊４日 

(ｲ) 内容 松本市の小学生１６名が鹿児島市を訪れ、サッカーによる交流を行うも 

のです。 

 イ 金沢市との交流 

(ｱ) 日程 Ｈ26.7.12（土）～Ｈ26.7.13（日）１泊２日 

(ｲ) 内容 金沢市の小、中学生４０名を松本市に迎え入れ、バレーボールによる交 

流を行うものです。 

ウ 姫路市との交流 

(ｱ) 日程 Ｈ26.10.18（土）～Ｈ26.10.19（日）１泊２日 

(ｲ) 内容 松本市の大人４０名が姫路市を訪れ、軟式野球、卓球、バドミントンに 

よる交流を行うものです。 
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⑵ 具体的な進め方等 

両市がスポーツ交流を通じて、交流人口の増加を図るとともに、両市の文化振興と

地域経済の活性化に寄与することを目的に行うものです。 

スポーツ交流の他に、開催市の文化・芸術、自然環境など観光面にも触れることの

できる交流とします。 

⑶ 自己評価（成果・課題） 

  スポーツを通じて両市の小中学生が交流を深めることができました。 評
価
Ａ 

 

  オ 外部委員の意見 

 

⑴ 生涯スポーツ、市民の健康づくり 

ア 子どもの頃から遊びを通して、体を動かす楽しさを知っていることが生涯スポーツに 

つながると思う。 

イ 市民は、健康やスポーツの大切さは十分わかっており、町会や福祉ひろばなども取り 

組んでいるので、今後は市で計画しているマラソン大会だけでなく、二泊三日の歩け歩

け大会など、市民と一緒に開く様々な大会を検討されたい。 

⑵ 地区体協などとの連携 

地区とスポーツ推進課とのコミュニケーション不足があるように感じるので、２年に１ 

回程度、課（課長補佐、係長など）と地区体協、スポーツ推進員との意見交換会の場が欲 

しい。 

 

 

  カ 教育委員会（文化スポーツ部スポーツ推進課）の改善方針 

 

⑴ 生涯スポーツ、市民の健康づくり 

 ア スポーツ推進課では、親子体操教室等、各種教室の開催や共催及び地区体育館の開放 

等による青少年の居場所づくりを行っていますが、今後は、体育協会をはじめ総合型地 

域スポーツクラブ等とも連携し、小中学生がスポーツに親しむ機会を提供していきます。 

 イ 歩け歩け大会については、次のとおり松本観光コンベンション協会と連携し、春と秋 

に２日間ずつ開催していますが、今後もより魅力的なイベントの開催を検討していきま 

す。 

  (ｱ) ４月１８・１９日  信州松本梓川・桜ウオーク  ５７３名参加 

  (ｲ) １１月 ８・９日  松本城ウオーク（アルプス展望・松本歴史探訪） 

４０９名参加 

⑵ 地区体協などとの連携 

  地区推薦によるスポーツ推進委員については、スポーツ推進課も、推進委員協議会の一

員として参加しており、委員とのコミュニケーションに努めております。 

また、現在、地区体協とスポーツ推進課との直接的な意見交換の場はありませんので、 

今後は、体育協会の加盟団体代表者会議等の場を借りるなど、意見交換の場づくりを検討

していきます。 

 

 

※ スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）については、「松本市教育

に関する事務の職務権限の特例に関する条例」の制定（平成２７年４月１日施行）に伴い、平

成２７年度から、文化スポーツ部の所管となりました。これに伴い、スポーツ推進課も、教育

部から文化スポーツ部に組織が移管となりました。 
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Ⅳ　教育振興基本計画の進捗状況
（単位：件）

１　全体の件数

総事業数 239

（内訳）
⑴　継続等 200
⑵　新規 11
⑶　拡大 22
⑷　終了等 6
終了及び中止 4
他事業への変更 2

２　事業ごとの件数

施策項目
終了及び
中止

他事業へ
の変更

子どもの教育の充実 89 4 9 2 1 1

⑴ 子育て・幼児教育の充実 11 2
⑵ 学校教育の充実 21 1 1
⑶ 学校と家庭と地域の連携 37 4 6 1 1
⑷ 学校給食と食育の推進 6 1
⑸ 環境教育の推進 7
⑹ 子ども関係施設の整備・充実 7

生涯学習の推進 83 2 11 1 1

⑴ 生涯学習の推進 44 3 1 1
⑵ 公民館の学びを通した地域づくり 18 1 2
⑶ 図書館運営の充実 15 6
⑷ 社会教育施設の整備・充実 6 1

スポーツを通した健康づくり 17 2

⑴ 市民皆スポーツの推進 11 2
⑵ スポーツ団体・リーダーの育成 5
⑶ 社会体育施設の整備・充実 1

芸術を通した教育の推進 15 1 1

⑴ 鑑賞の場の充実 9 1 1
⑵ 表現・学習・交流の場の充実 6

歴史・文化資産の保護と活用 32 3 2 1 1

⑴ 松本まるごと博物館構想の推進 14 2 2 1 1
⑵ 博物館事業の推進 11 1
⑶ 松本城の保存・整備と活用 7

教育委員会の機能充実 3 2

⑴ 開かれた会議運営と市民意見の反映 3 2

239 11 22 6 4 2

事業数 新規 拡大
終了等施策名

合計
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施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

1
公立保育園・幼稚園の運
営管理

すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体
で支援するため家庭状況に応じた保育及び幼児教育を提供するもの

公立保育園就園児
童数
公立幼稚園就園児
童数

2
私立保育園・幼稚園への
指導、助成

私立保育園の経営の安定化及び児童処遇の均衡、幼稚園教育の振興及び教
育の充実を図るため各種助成金を交付するもの

助成金（千円）
私立保育園
私立幼稚園

3 特別保育の充実
延長保育、障害児保育、一時保育、休日保育、病後児保育、病児保育又は乳
幼児情操教育事業、食育の推進、アレルギー対応食等のきめ細かな保育サー
ビスの提供をするもの

-

4 子育て支援事業の推進
子育ての悩みを話し合ったり、親子の交流、学びを通して課題解決に向けた事
業を推進するもの

開催回数（回）
参加人数（人）

5 ブックスタート事業
乳児を持つ親が、本を読み聞かせながら赤ちゃんと楽しいひとときをもっていた
だくことを目的として、10カ月乳幼児健診時に、絵本一冊と絵本リストを贈るもの

配本数（冊）

6 両親学級
父母としての自覚と自立を促すため、妊娠、出産、育児について学び、合わせて
仲間づくりを支援するもの

参加人数（人）

7 育児学級
子どもの成長発達や離乳食等の食事やおやつについての情報提供と育児支援
をするもの

参加人数（人）

8
多言語版母子健康手帳
の発行

英語・中国語・韓国語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・インドネシ
ア語の８カ国語の母子健康手帳を交付するもの

交付部数（部）

9 子育て支援講座
「子どもが急病になったときの対応法」、「上手な病院のかかり方」、「予防接種、
服薬指導、栄養指導」等、小児（救急）医療にかかわる子育て支援講座を開催す
るもの

参加人数（人）

10 交通安全教室
幼児（保育園・幼稚園等）や保護者を対象とした交通安全教室や啓発活動を行
うもの

開催回数（回）

11 あるぷキッズ支援事業

発達障害児及び発達につまずきを抱えるお子さんと保護者の方を継続して総合
的に支援するシステムで、以下の４事業を実施するもの
①発達障害に関する相談窓口（あるぷキッズ支援室）
②保育園・幼稚園・小中学校への巡回支援
③あるぷキッズサポート手帳の配付
④ペアレントトレーニング等の保護者支援

巡回支援回数（回）

1
小学校適応指導・学習指
導改善教員配置事業

いじめや不登校にかかわる児童・生徒の心のケアを図り、学級不適応や発達障
害を有する児童・生徒等を支援するとともに、児童生徒の学力向上を援助するた
め教員を配置するもの

配置人員（人）
※中学校に配置の
10名を除いたもの

2
特別支援教育支援員
配置事業

小中学校に在籍する障害のある子ども等の支援ができるよう「特別支援教育支
援員」を該当の学校に配置し、特別支援教育の充実を図るもの

配置時間（ｈ）

3 不登校児童対策事業
不登校児童生徒を対象に、集団適応指導、学習指導、教育相談等の活動を通
して自立の援助を行い、学校復帰を図るもの

不登校児童生徒の
割合（%）

4
中学校適応指導・学力向
上推進教員配置事業

中学校における基礎的学力の向上と確実な定着を図るために、各学校において
特にきめ細やかな指導を必要とする教科に学習支援員を配置するもの

教員数（人）
※中学校の配置の
10名を加えたもの

5 花を育てる心の育成事業
いじめ、不登校、非行の低年齢化等の大きな社会問題の解決の基本となる「心
豊かな人間の育成」をめざすもの

全校実施

6
トライやるエコスクール
事業

特色ある学校づくりの一環として、地域の歴史・文化・自然等の活用による教育
実践活動や、環境教育の充実を図るもの

実施率（校／校）

7 ＡＬＴ配置事業
小学校においては、外国語を通してコミュニケーション能力の素材を養い、中学
校においては、生きた英語を通して国際感覚を身に付けた人間性豊かな生徒を
育てるもの

配置率（校／校）

8 私立学校補助 私立高等学校における奨学と振興を図るため 補助交付数（校）

9 教職員の研修
市独自に「教科等指導委員」を委嘱し、日常の指導に対する研修に役立てたり、
長期休業等を利用して、市内の身近な文化や歴史に触れる研修を行ったりする
もの

全小中学校
（全職員）

10 学校評議員制度
松本市立小・中・幼稚園管理規則に基づき、保護者及び地域住民等の意向を反
映させるとともに、その協力を得て、地域に開かれた特色ある学
校運営を推進するもの

実施校数（校）

11 通学区の弾力化
通学の安全確保、負担軽減を図るため、隣接する通学区の学校が指定校よりも
近い場合は、指定校の変更を認めるもの

弾力化の要件

（２）学校教育の充実

Ⅳ　教育振興基本計画の進捗状況

１　子どもの教育の充実

（１）子育て・幼児教育
の充実
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

43園4,747人
3園 241人

44園4,697人
３園 247人

44園4,685人
３園 253人

43園4,643人
３園 263人

43園4,622人
３園 243人

43園4,750人
3園 250人

継続 保育課

224,301
144,999

126,914
160,231

131,093
169,290

147,238
176,140

380,367
226,492

継続 継続 保育課

緊急長時間保育事
業を開始

- 継続 継続 継続
きめ細かな保育
サービスの提供

きめ細かな保育
サービスの提供

保育課

73
1,915

602
13,756

175
8,967

全館 全館
85
3,000

拡大
（子育てサーク
ルとのネットワー

ク化）

生涯学習課・中央公
民館

2,137 2,219 2,116 2,085 1,993 継続 継続 中央図書館

1,179 1,084 527

 1,214
(25年度からママパパクッキ
ングを単独実施でなく教室の
1回に組み込んで実施)

1,160 継続 継続 健康づくり課

2,637 2,572 1,779 2,199 2,406 継続 継続 健康づくり課

18 26 12 16 15 継続 継続 健康づくり課

871 334 488 527 485 継続 継続 医務課

102 111 110 109 113 継続 継続 交通安全課

155 184 224 216 197 400 拡大 こども福祉課

16 16 16 16 15 34 継続 学校教育課

23,520 23,520 23,520 34,020 34,020 34,020 継続 学校教育課

1.48 1.45 1.35 1.34 1.49 1 継続 学校教育課

26 26 26 26 26 継続 継続 学校教育課

更に地域団体との
連携を進めていく

2,040 2,060 2,000 1,960 継続 継続 学校教育課

100%
（50/50）

 100%
（51/ 51校）

 100%
（51/ 51校）

100%
(48/48校）

100%
(48/48校）

継続 継続 学校教育課

100%
（50 / 50）

100％
（50 / 50）

100％
（50 / 50）

100%
(47 / 47校）

100%
(47 / 47校）

継続 継続 学校教育課

市内設置校　5
市外設置校　2

市内５　市外２ 市内５　市外２ 市内６　市外２ 市内６　市外２ 継続 継続 学校教育課

研修回数・
内容の充実

45 60 60 78 継続 継続 学校教育課

全47校 50 50 47 47 継続 継続 学校教育課

隣接通学区限定 隣接通学区限定 隣接通学区限定
隣接通学区限定

距離要件を新たに設定
隣接通学区限定
距離要件設定

制度のあり方に
ついて継続検討

継続 学校教育課
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施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

12
小学校35人学級編制事
業

生活習慣・学習習慣の定着のため、教員一人が指導する児童数が35人以下に
なるように学級編成するもの

実施学校数
（校／校）

13 授業用校用備品整備
子どもの視点に立ち、学力の向上と豊かな心の育成を図るために、授業用備品
の充実に努めるもの

整備費用（千円）

14
外国由来児童生徒支援
事業

日本語を母語としない児童・生徒やその保護者に、日本語指導・適応指導等の
支援を実施するもの

　回数、時間

15
小中学校危機管理マニュ
ア
ルの見直し

深刻な災害などあらゆる危機に備え、適切に対処するため、「学校安全計画」及
び「学校危機管理マニュアル」を見直していくもの

実施学校数（校）

16
まつもとっ子元気アップ
事業

子どもの生活習慣病を予防するため、幼児期から中学生までの健康の実態調
査、体力づくり及び食生活の改善を図るプログラムを実施するもの

・体力向上プラン（１
校１運動）
・生活習慣病予防事
業（H23）

17
「生きる力（キャリア教
育）」育成事業（「キッズア
ントレ」の実施）

学校の総合的な学習の時間で、生きていくうえで重要となるテーマを取り上げ、
課題解決に挑戦して、生きる力を育成するもの

実施学校数（校）

18
広島平和記念式典参加
事業

毎年８月６日に開催されている広島平和記念式典に市内中学生代表が参加し、
被爆者講話の聴講、平和資料館の見学等を通して戦争の悲惨さ、平和の尊さを
体験するもの

参加者数（人）

19 小中学生平和ポスター展
市内小中学生から平和を題材としたポスターを募集・展示し、平和意識の高揚を
図るもの

出展数（点）

20
小学生自転車運転免許
証交付事業

小学生４年生を対象に、正しい自転車の乗り方や法規等の基礎知識を習得し、
交通安全意識の高揚を図るもの

実施校（校）

21
上下水道子供用パンフ
レットの配付

小学生４年生を対象に、上下水道の果たす役割等を理解するため「みんなの上
水道」、「みんなの下水道」を作成、配布するもの

配付数（部）
上水道
下水道

1 子ども見守り隊
地区住民、PTA、地区関係団体が、学校と連携してボランティア団体を組織し、
児童生徒を不審者や交通事故から守るもの

設置校割合　校／校

2 家庭教育学習の推進
高度情報化社会にどう対応するかなど、子ども達を取り巻く諸課題について学
び、子どもを守れる社会づくりを推進するもの

実施公民館

3
学校サポート（学校応援
団）事業

学校の活性化と家庭や地域の教育力の向上を図るため、学校・家庭・地域が一
体となって子どもの育成に取り組むもの

実施地区数（地区）

4
小中学校の総合学習の
支援

小中学校で行っている総合学習に、地域住民との交流や体験学習を行い支援
するもの

実施公民館

5 託児ボランティアの養成
家庭教育、子育て学習を必要とする親への学習機会を保障するため、託児ボラ
ンティア（地域からの支援）を養成する講座を開催するもの

実施公民館

6 世代間交流事業の促進
地域の伝承行事や遊び、又は伝統工芸等の教室を通じて、保育園・幼稚園児、
児童・生徒と高齢者との交流事業を促進するもの

実施公民館

7 放課後子ども教室
小学校の余裕教室や校庭等を利用し、地域住民の参加により、放課後の子ども
の居場所を確保するもの

延べ利用児童数
（人）

8
子どもの支援・相談ス
ペース「はぐルッポ」設
置・運営事業

　不登校などで引きこもり状態にある子どものための居場所の提供と学習支援、
相談等を行うもの。

居場所利用者数
（人）

9
松本市要支援児童放課
後等健全育成事業

障害児の放課後の生活・活動の場の確保（児童クラブ）、委託により実施 延べ利用人数（人）

10
フレンドシップキャンプ補
助

障害のある児童とない児童とが交流し、互いに理解を深めることを目的に実施さ
れるキャンプの実行委員会支援するもの

参加人数（人）

11
青少年健全育成学習の
推進

青少年の健全育成を図るため、家庭や地域の環境づくり等の課題に取り組むも
の

実施公民館

（２）学校教育の充実

１　子どもの教育の充実

（３）学校と家庭と地域
の連携
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

 （市立）31 ／ 31  （市立）31 ／ 31  （市立）31 ／ 31  （市立）28 ／ 28  （市立）28 ／ 28 継続 継続 学校教育課

小学校245,153
中学校184,796

小学校24１,479
中学校166,122

小学校208,472
中学校153,535

小学校　221,557
中学校　170,641

小学校　234,804
中学校　166,332

継続 継続 学校教育課

週２回、４時間程度
の日本語指導・相談

5,880 5,880 5,880 6,050 継続 継続 学校教育課

全47校 全５０ 全５０ 全47校 全47校 継続 継続 学校教育課

全校
小学校2（調整中）
中学校2（調整中）

モデル事業
小学校2校　6回105人
中学校2校　6回83人

モデル事業
小学校6校　27回1,776人
中学校5校　18回485人
モデル園：10園

全市小中学校で実施
(モデル事業も含む）
小学校　94回　4,321人
中学校　32回485人
モデル園：10園
※まつもと元気アップ体操：
全47校へDVD配布

「健康の学び出前講座」を全
市小中学校で実施
小学校　94回　6,464人
中学校　31回  2,151人

「まつもと元気アップ体操」講
習会を、全小中学校で実施
小学校28校
中学校19校

モデル校の成果
を市内全校、全
園に広げていく

継続

学校教育課
健康づくり課
こども育成課
保育課

 小学校　4
中学校　2

小学校　4
中学校　2

小学校　4
中学校　2

小学校　4
中学校　2

廃止
（「キャリア教育支援プロ
グラム」に変更）

信州型コミュニ
ティスクールと連
携し実施

信州型コミュニ
ティスクールと
連携し実施

生涯学習課・中央公
民館

39 42 43 44 43 継続 継続 行政管理課

142 238 241 422 295 継続 継続 行政管理課

27 33 33 29 29 30  継続 交通安全課

2,700
2,150

  上水道  2,620
　下水道　2,026

上水道  2,734
下水道　2,002

上水道  2,480
下水道　1,859

上水道2,494
下水道1,848

継続 継続 上下水道局

47 / 50
（94%）

47 / 50
（94％）

47 / 50
（94％）

47 / 47
（100%）

47 / 47
（100%）

47 / 47
（100%）

継続 学校教育課

全館 全館 全館 全館 全館
子育て支援団体
との連携強化と
学校との協働

継続
生涯学習課・中央公
民館

26 ／ 35 35 ／ 35 35 ／ 35 35 ／ 35 35/35 35 ／ 35

拡大
（全地区実施か
ら地区内の支援
体制づくりを検

討）

生涯学習課・中央公
民館

全館 全館 全館 全館 全館

地域の支援体制
の仕組みづくりと
応援団組織の
構成

継続
生涯学習課・中央公
民館

3 ／ 35 1 ／ 35 - - - 18 ／ 35 拡大
生涯学習課・中央公
民館

全館 全館 全館 全館 全館
学級・講座企画
委員等による学
習ニーズの把握

継続
生涯学習課・中央公
民館

6,163 10,001 11,734 8,656 6,859 9,500 拡大 こども育成課

- - - - 1,080 1,200 新規 こども育成課

 （2カ所）
2,426

2,394 2,727 2,308 2,972 継続 継続 こども福祉課

96 85 72 73 71  継続  継続 こども福祉課

全館 全館 全館 全館 全館 継続 継続
生涯学習課・中央公
民館
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施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

12
青少年健全育成事業の
推進

地域での伝承行事参加やスポーツ活動等を通じて、地域と青少年の交流を図る
もの

実施公民館

13
「生きる力（キャリア教
育）」育成事業

主体性や課題解決力等、児童・生徒が将来、社会の中で自立して生きるための
能力、態度の育成を目指し、各種事業を推進するもの

・ 社会参画体験プロ
グラム参加人数（人）
・ ジョブ・シャドウイン
グ参加人数（人）
・ 社会スタディゼミ参
加人数（人）
・ 子ども参観日実施
事業者数（社）
　参加人数（人）
・いきいきノート実施
校数（校）

14
中学生職場体験の受入
れ

中学生の職場体験として受け入れるもの 受入人数（人）

15
青少年の巣立ちクッキン
グ

近い将来、一人暮らしや、親になる世代の青少年に、料理を通して健康は自分
の手で作るという意識づけや、自分に合った健康的な食生活を営むための教室
を開催するもの

参加人数（人）

16 看護学生等実習指導
信州大学医学部保健学科等の県内の看護学生が、体験学習を通して看護職と
しての地域保健活動について学ぶもの

参加人数（人）

17
思春期の子どもたちと向
き合うための講座

地域の中で青少年の声に耳を傾け、きちんと向き合うことができる大人となるため
の講座（５回／年）

延べ参加人数（人）

18
メディアリテラシー教育事
業

インターネット・携帯電話が青少年の健全育成に及ぼす悪影響について、親子
で理解するための講座を開催するもの

講座実施校数（校）
（対象50校中）

19
子ども会育成連合会支援
事業

地区子ども会育成会の連絡調整を図り、市内全域の青少年育成活動を補助金
及び事務局の両面から支援を行うもの

・ チビッ子カーニバ
ル参加人数（人）
・ 子ども会育成会自
然観察会参加人数
（人）
・ リーダー講習会参
加人数（人）
・ ジュニア・リーダー
研修会開催数
・ 伝統行事（三九郎）
実施個所数
・ 子ども会育成連合
会補助金（千円）

20 松本子どもまつり
子どもの創造性・協調性の心を培い友情の輪を広げていくことを目的に開催する
もの

参加団体数（団体）
ボランティア人数
（人）

21 留守家庭事業対策事業
民間（13の学童クラブ）が実施している『放課後児童健全育成事業』に補助する
もの

登録児童数（人）

22
青少年の居場所づくり事
業

放課後や休日に気軽に立ち寄り仲間と一緒にスポーツをしたり、交流の輪を広
げたりすることができる場所を確保するもの

体育館（カ所）
学習施設（カ所）

23
青少年育成センター運営
事業

青少年の健全育成と非行防止のため、補導活動と毎月１回発行する｢育成セン
ターだより」による広報活動を行うもの

補導活動延人数
（人）

24
青少年相談窓口設置事
業

専任の相談員による電話・面接による相談の実施 相談件数（件）

25
青少年健全育成市民大
会

｢青少年は地域社会からはぐくむ」を観点に、明るく暖かい社会環境をつくるた
め、青少年関連団体をはじめ市民が集まる大会を開催するもの

参加人数（人）

26
子ども情報誌「集まれ松
本キッズ」の発行

子どもや親子が参加できるイベントなどを紹介するもので、保育・幼稚園、小・中
学校の全児童へ年６回隔月配布するもの

発行部数（部）

27
青少年薬物乱用防止事
業

青少年の薬物乱用防止のため市民総ぐるみの学習、啓発活動を行うもの
講座実施学校数
（校）

28
子どもの権利相談室「ここ
ろの鈴」運営事業

子どもの権利擁護に必要な支援をするため、子どもの権利相談室「こころの鈴」
で擁護委員と相談員が協力して、子どもの悩みや苦しみを受け止め、一緒に解
決を目指すもの。

相談件数

29 子どもの権利啓発事業
子どもの権利の普及・啓発を図るため、学習用のパンフレットを作成し、小中学
校に配布したり、広報まつもとに記事を掲載するもの。

パンフレット配布数
（部数）

（３）学校と家庭と地域
の連携

１　子どもの教育の充実
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

全館 全館 全館 全館 全館 継続 継続
生涯学習課・中央公
民館

418
236
1,116
5
102
－

471
280
277
4
73
―

380
185
350
8
188
4

235
253
106
10
263
4

549
196
192
13
153
12

600
廃止
250
5
100

希望地区を対象
に実施

拡大
廃止
継続
継続
継続

生涯学習課・中央公
民館

7 10 3 4 5 継続 継続 博物館

39 69 23

教室は廃止し、ライフス
テージの節目にあわせ、
より多くの方に情報提供
するため、新たに、生涯を
通じた情報提供として実
施

教室は廃止し、ライフス
テージの節目にあわせ、
より多くの方に情報提供
するため、新たに、生涯を
通じた情報提供として実
施

-
廃止
（変更）

健康づくり課

702 671 737 705 818 750 継続 健康づくり課

48 59 44 102 76 120 継続 こども育成課

小学校　　18
中学校　　12
小中合同　１

小学校　　　１９
中学校　　　１１
小中合同　 　1

小学校　　　20
中学校　　　11
小中合同　  2

小学校　　　20
中学校　　　14
小中合同　  3

小学校　　　18
中学校　　　13
小中合同　  2

小学校　29
中学校　21

継続 こども育成課

650
73
134
6
473
2,636

650
   0(中止)
133
   5
475
2,646

500
  50
126
   5
468
2,648

500
　0（中止）
125
　6
460
2,667

500
50
118
6
462
2,674

継続 継続 こども育成課

41
800

39
800

43
900

49
950

49
950

45
1,000

継続 こども育成課

426 385 386 382 400 385 継続 こども育成課

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

継続 こども育成課

2,557 2,687 2,601 2,678 2,604 2,500 継続 こども育成課

24 31 29 26 22 25 継続 こども育成課

300 300 400 380 150 400 継続 こども育成課

31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 継続 こども育成課

小学校　22
中学校　23

小学校 　　２４
中学校 　　１４
小中合同　　１
養護学校　　１

小学校 　　17
中学校 　　16
小中合同　　1
養護学校　　0

小学校 　　15
中学校 　　17
小中合同　　1
養護学校　　0

小学校 　　17
中学校 　　17
小中合同    2
養護学校　　0

小学校　29
中学校　21

継続 こども育成課

- - - 延相談件数　170件 延相談件数１３０件 拡大 拡大 こども育成課

- - - 25,000 25,000 拡大 拡大 こども育成課
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施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

30 まちかど保健室運営事業
心や体に不安を抱える中高生や保護者から相談を受け付けることで、中高生の
問題解決の手がかりとし、青少年支援の充実を図る。

相談数（件）

31 子ども交流事業
子どもの権利条例のあるまちの子どもたちと、学校、年齢、地域を越えて交流す
るもの

実施回数

32
まつもと子ども未来委員
会

子どもの意見表明や参加の促進を図るため、市政や地域の課題を学び、意見交
換し、松本のまちづくりを考える

会議開催回数

33
まつもと子どもスマイル運
動

地域や家庭において大人が積極的に子どもに関わりを持ち、共に笑顔で暮らせ
る地域社会をめざす

実施地区

34 保育サポーター配置事業
高齢者が保育サポーターとして園児と一緒に遊んだり話し相手になることにより、
園児の情緒の安定性、自主性の発達等を促すとともに、保育士に対しても子育
ての方法・知恵を伝えるもの

配置人数（人）

35
まつもと広域ものづくり
フェア

松本市、塩尻市、安曇野市三市の行政、商工団体を中心とした実行委員会を組
織し、子供たちにものづくりや理工学に関心を持ってもらうことにより、松本広域
の次世代を担う人材育成を図るもの（内容：ものづくり体験、科学実験教室、企
業・大学・高校等の技術・製品の展示等）

来場者数（人）

36
夏休み・水の研究お助け
隊

夏休みに小学生親子を対象として、飲料水の作られ方や、家庭排出の処理・再
生の仕方について学習の支援をするもの

参加者数（人）

37 親子農業体験教室
親子での共同作業により、「自然とのふれあい」や「収穫の喜び」を感じ、年間を
通じて広く学ぶことで農業への理解を深めてもらう。

参加家族数（組）

1
学校給食における地産地
消、食育

学校給食における新鮮で安全、安心な地元産食材の使用量増加と、学校訪問
等を通じて作り手の顔が見える給食の提供、食に関する指導を行うもの

地産地消率（％）
学校訪問数（校）

2
アレルギー対応食提供事
業

近年増加しつつある食物アレルギーを持つ児童・生徒に対しても、他の児童・生
徒と同様、学校における食育の機会均等化を図り「食物アレルギー対応マニュア
ル」に基づき、衛生管理の徹底とアレルギー物質の混入を防止し、安全・安心な
アレルギー対応食を提供するもの

提供児童生徒数
（人）

3
安全で安心な学校給食
の提供

ノロウイルス等の食中毒や異物混入等の給食事故を防止するため、徹底した衛
生管理の下、安全・安心で美味しい学校給食を提供するもの

給食提供数（食）

4 食育講座
消費者団体など地区内の「食」に関わる団体とともに、安心・安全な食材や食生
活に関する環境などについて学びながら、食と生活環境の視点から暮らしの質
を問いなおす学習機会（講座、料理教室）とするもの

開催回数（回）
参加人数（人）

5 地産地消食育推進事業
校外での農業体験、加工体験を通して、子ども達に地域の農業、伝統文化、バ
ランスの取れた食事の重要性を理解してもらい、合わせて、子どもたちの給食の
地産地消を推進するもの

事業主体数（団体）
延べ体験児童生徒
園児数（人）

6
家族団らん手づくり料理
を楽しむ日の推進事業

「家族団らん手づくり料理を楽しむ日」の普及啓発として、市内全小学校で市職
員等による食育の講話と、家庭に持ち帰り家族での手づくり料理を促すための、
地元産農産物の配布を行うもの。

市内全30校への配
布

1
（再掲）トライやるエコス
クール事業

特色ある学校づくりの一環として、地域の歴史・文化・自然等の活用による教育
実践活動や、環境教育の充実を図るもの

実施率（校／校）

2
ノーマイカーデー推進事
業

環境にやさしいまちづくりをめざすため、徒歩・自転車・公共交通機関の利用を
市民運動として推進しながら、ノーマイカー通勤実践・拡大、意識高揚、代替手
段の普及のための各種イベント、フォーラム等の開催をするもの

フォーラム開催（回）
イベント

（３）学校と家庭と地域
の連携

１　子どもの教育の充実

（４）学校給食と食育
の推進

（５）環境教育の推進
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

- - - 115 125 拡大 拡大 こども育成課

- - - - 2 2 新規 こども育成課

- - - - 2 10 新規 こども育成課

- - - - 全35地区 全35地区 新規 こども育成課

保育園　43
幼稚園　３

保育園　44
幼稚園　３

保育園　44
幼稚園　３

保育園　43
幼稚園　３

保育園　43
幼稚園　３

継続
（1日5時間、週2

回）

継続
（1日5時間、週2

回）
保育課

13,407 13,426 14,229

＜継続＞
日時：平成２５年7月12日
(金)～14日(日)
会場：松本大学　他
テーマ：将来を担う子ども
たちの、ものづくりや理工
学に対する関心を高める
こと及び将来の求職・求
人を見据え高校生と企業
とをマッチングすること
参加者：14,523名

12,804
H２５-２７開催結
果を受け検証

H２５-２７開催結
果を受け検証

商工課

132 68 93 82 89 継続 継続 上下水道局

30 31 34 23 42 継続 継続 農政課

78.4
小学校　21
中学校　12

79.8
小学校　21
中学校　11

88.8
小学校　20
中学校　11

81．1
小学校　21
中学校　11

82.6
小学校22
中学校１１

80.0
小学校　22
中学校　13

継続 学校給食課

134 160 176 193 197 220 継続 学校給食課

21,155 20,931 20,916 20,771 20,240 継続 継続 学校給食課

139
2,543

239
4616

141
2,593

155
3,492

101
3,484

150
2,800

地域関係団体と
の連携、協働

生涯学習課・中央公
民館

10
5,774

12
6,937

14
約4,800

13
7,503

10
7,149

　14
6,800

拡大 農政課

- - -

⑴期日　6月～７月
⑵配布農産物
　ぶなしめじ2校　1,400
パック
　えのきたけ11校　4,620
袋
　小ネギ 17校　8,130束
⑶費用　1,556千円

⑴期日　6月～７月
⑵配布農産物
　　ぶなしめじ10校
　　　3,450ﾊﾟｯｸ
　　えのきたけ5校
　　　2,970袋
　　小ネギ 5校
　　　2,940束
　　きゅうり10校
　　　14,640本
⑶費用　1,330千円

継続 継続 農政課

 100%
（50 / 50校）

 100%
（51 / 51校）

 100%
（51 / 51校）

100%
(48 / 48校）

100%
(48 / 48校）

継続 継続 学校教育課

2
モビリティウィーク、
カーフリーデー

4
モビリティウィーク、カーフ
リーデー、フォーラム２回

2
モビリティウィーク、カーフ

リーデー

４
モビリティウィーク、カーフ
リーデー、講演会

　　　　　　　　３
モビリティウィーク、カーフ
リーデー、ワークショップ

継続
（事業の統合）

継続
（事業の統合）

都市交通課
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施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

3 食品ロス削減事業

食育の推進、生ごみ削減の観点から、家庭における食品ロスを削減するため、啓
発用マグネット及びパンフレットを作成し、保育園、幼稚園での歯科栄養指導教
室（年中児対象）等で配布。保護者を含め、意識啓発、積極的な取組を依頼す
るもの。

パンフレット配布数
（部）

4 エコスクール事業
自然観察会の開催など市民が自然とふれあえる機会を増やし、市民の環境保全
意識を高め、特に次世代を担う子どもたちの環境意識を向上させることで、低炭
素社会の構築に寄与するもの

環境教育講座
参加人数（人）

5 こどもエコクラブ
環境省が、平成７年度から支援しているだれでも参加できる子どもたちの自主的
な環境学習や実践活動クラブで、２人以上の子どもと、活動を支える１人以上の
大人で構成するもの

クラブ会員数（人）

6
園児を対象にした参加型
環境教育事業

環境に対する意識を高めるため、感受性豊かな園児を対象に、「食べ残しはもっ
たいない、ごみは分ける」ことをテーマに参加型の環境教育を実施するもの。

実施園数（園）

7
松本市環境基本計画ハ
ンドブックの配布

当該計画を着実に推進するために、特に子どもの頃から自分たちのできることを
積極的かつ自発的に取り組めるよう、子ども用のハンドブックを配布するもの。

配布数（部）

1
保育園・幼稚園施設整備
事業

老朽化した施設、設備の計画的な改修、改築を行うとともに、人口動態、社会動
態を考慮した適正な整備を行うもの

改築整備園数（園）

2
児童館・児童センター整
備事業

地域の児童の遊びの拠点、又は放課後児童健全育成事業の実施場所として整
備するもの

整備施設数（園）

3 学校大規模改造事業
学校施設の消耗、機能低下に対する復旧措置及び用途変更に伴う改造により、
教育環境の改善及び建物の安全性の確保を図るもの

実施校数（校）

4 学校新・増・改築事業
30人規模学級編成や学習指導要領の改訂に伴う授業時間数の増加による教室
不足対応や校舎及び体育館の老朽化対応等のために新・増・改築事業を行うも
の

対象校

5 太陽光発電設置事業
小中学校に太陽光発電を設置し、環境負荷軽減や自然との共生を考慮した学
校整備を行い、環境・エネルギー教育の教材として活用をするとともに、地球温
暖化対策の推進、啓発を身近に感じられる学校施設とするもの

設置率％（校/校）

6
小中学校プール整備事
業

老朽化が著しいプールの改築、改修により教育環境の改善及び施設耐久性の
確保を図るもの

改築率（校/校）

7 歩行空間あんしん事業
すべての人にとって安心安全かつ快適で歩きやすい歩行空間を確保するため、
現道を有効利用し、波打ち歩道の改修を中心に、市民生活に直結した道路整備
を図るもの

波打ち歩道改修他
（ｍ）

1
まつもと市民生きいき活
動

この活動は、いつの時代にあっても変わることのない、今まで大切にされてきたこ
とを、市民一人ひとりが自ら目標を定めて地道に取り組む活動です。市民の活動
事例の収集・紹介、フォーラムの開催等により周知を図ります。

周知回数（回）
広報まつもと掲載回
数

2 学都松本推進事業
学都松本の推進を図るための協議会を設置し、教育事業の周知及び学びにつ
いて考える学都松本フォーラムの開催等を協議会で協議するとともに、教育部及
び関係部局との連携のうえ実施するもの

参加者（人）

3
教育文化センター各種講
座

天文、歴史・民俗、パソコン等の講座を開催することで市民へ生涯学習の機会を
提供・支援するもの

延べ開催日数（日）
参加人数（人）

4
わら細工と昔の遊び道具
作り講座

市民に伝統的な遊びや技術・文化の継承とものづくりへの関心を高めてもらうた
め、地元山辺地区の住民を講師に迎えて、なわない・わらぞうり作り等の体験学
習を行うもの

開催回数（回）
参加人数（人）

5
「学びの森いんふぉめー
しょん」発行

生涯学習に関するイベント情報や地域で活動する団体の情報等を生涯学習情
報誌としてまとめ、年４回全戸配布するもの

発行部数（部）

6 生涯学習支援登録制度
市民の生涯学習活動を支援するために、専門分野の知識を持つ指導者や、自
発的に活動している団体（グループ）を登録し、その情報を市民に提供するもの

指導者数（人）
団体数（団体）

7 平和学習の推進
戦争体験者の話を聞いたり、史跡等を巡るなど平和についての学習を進めるも
の

開催回数（回）
参加人数（人）

8 歴史学習の推進 近現代史の学習を進め、国際理解を深める学習につなげるもの
開催回数（回）
参加人数（人）

9
世界の飢饉や貧困問題
の学習の推進

途上国の飢餓や貧困の問題が南北問題等の格差から生じる課題であることを学
び、国際貢献につながる学習として進めるもの

開催回数（回）
参加人数（人）

10 人権啓発推進講座
知識としての人権にとどまらず、日常生活の中での人権感覚をもって行動できる
ように、人権講座を開催するもの

開催回数（回）
参加人数（人）

（５）環境教育の推進

（６）子ども関係施設
の整備・充実

１　子どもの教育の充実

（１）生涯学習の推進２　生涯学習の推進
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

- 3,000 10,000 4,000 6,000 6,000 継続 環境政策課

（6回）
240

（8回）
289

（5回）
191

（10回）
164

(14回）
275

（15回）
280

継続 環境政策課

 （6クラブ）272 （8クラブ）549 （5クラブ）204 （7クラブ）66 （2クラブ）61 75 継続 環境政策課

- - 47 46 46 46 継続 環境政策課

- - - 5,700 3,000 3,000 継続 環境政策課

保育園　37
幼稚園　３

保育園　38
幼稚園　３

保育園　39
幼稚園　３

保育園　40
幼稚園　３

保育園　41
幼稚園　３

保育園　43
幼稚園　３

継続 保育課

26 27 27 27 27 27 継続 こども育成課

8 10 11 14(累計） 17(累計） 23 継続 学校教育課

教育環境の公平性
に配慮した状況に
応じた改善

2 0 1 1 継続 継続 学校教育課

6.3%
（3/47）

8.5％
（4 / 47）

25.5％
（12 / 47）

56.8％
（25 / 44）

79.5％
（35 / 44）

100%
（44 / 44）

継続 学校教育課

38%
（18 / 47）

40%
（19 / 47）

42%
（20 / 47）

45%
（20 / 44）

47.7%
（21 / 44）

52%
（23 / 44）

継続 学校教育課

L=2,761m/6,181m 557 1,362 775 498
L=6,181m/6,181

m
継続 交通安全課

- 4 6 6 6 6 拡大 教育政策課

- - 1,500 1,200 1,943 1,500 継続 教育政策課

77
1,134

73
1,217

59
８１７

73
837

86
1,302

100
1,500

継続
教育政策課
教育文化センター

5
135

６
１２７

６
１３１

5
91

6
105

8
180

継続
教育政策課
教育文化センター

14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 継続 継続
生涯学習課・中央公
民館

215
441

221
452

198
432

206
451

186
441

220
470

拡大
生涯学習課・中央公
民館

19
417

23
362

10
434

20
241

23
510

20
450

継続
（学習ニーズの
把握と関係団体
（NPO等）との連
携、協働）

生涯学習課・中央公
民館

39
913

30
984

47
1,333

105
1,962

52
1,075

50
1,200

継続
（学習ニーズの
把握と関係団体
（NPO等）との連
携、協働）

生涯学習課・中央公
民館

0
0

2
55

0
0

0
0

1
24

3
90

継続
（学習ニーズの
把握と関係団体
（NPO等）との連
携、協働）

生涯学習課・中央公
民館

42
1,267

28
1,581

55
2,116

45
2,324

39
2,585

50
1,400

継続
（地区人権啓発
推進協議会との
連携、協働）

生涯学習課・中央公
民館
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施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

11 人権学習会
同和問題に関する資料館等の現地学習を行い、差別の歴史や人権侵害等の問
題について学習機会の充実をはかるもの

開催回数（回）
参加人数（人）

12 カウンセリング事業 組織や近隣の対人の円滑な関係を進めるためにアサーティブ学習を進めるもの
開催回数（回）
参加人数（人）

13 環境問題講座
身近な環境問題から地球規模での環境問題について、専門的な知識を学ぶこと
や自然観察等の体験学習を通じて環境問題に取り組むもの

開催回数（回）
参加人数（人）

14 福祉関係講座
障害者への理解や福祉ボランティア体験などを通じて、地域福祉の向上をはか
るもの

開催回数（回）
参加人数（人）

15
生涯学習コーディネー
ターの養成

各種指導者養成講座等を開催し、生涯学習コーディネーターを養成するもの
開催回数（回）
参加人数（人）

16 青年祭事業 青年の仲間づくりとスポーツ交流を実施するもの
参加チーム数
参加人数（人）

17 職業能力開発講座
求職者や女性、中高年齢者等を対象にして、パソコン教室等を開催して技術支
援をはかるもの

実施公民館（館）
開催回数　（回）

18 勤労青少年ホーム事業
35歳未満の勤労青少年を対象に職業的スキル、人間力を育成するための各種
講座や若者が社会の一員として、主体的に社会貢献活動に取り組むためのプロ
グラムを実施するもの

ヤングスクール、キャ
リアアップセミナー参
加人数（人）
ヤングリーダー塾参
加人数（人）

19
地域防災のまちづくりの
推進

災害への備えや災害発生時の初動体制について、本市の防災計画、又は各地
区で進める防災のまちづくりに取り組むもの

開催回数（回）
参加人数（人）

20 防災に関する講座
防災担当課との連携により、地域自主防災組織のあり方等の学習会を実施する
もの

開催回数（回）
参加人数（人）

21 女性センター講座
女性の自立及び社会参画の促進のための啓発、及び女性の職業能力の開発及
び就業支援等の講座を開催するもの

講座数（講座）

22 トライあい・松本講座
就労準備のため資格を取得する手助けする講座の開催、及び勤労女性の健康
の増進やスキルアップ講座を開催するもの

講座数（講座）

23 企業人権啓発推進事業
企業における人権啓発推進リーダー育成を目的に、各人権テーマの専門講師
を招き、研修会を実施　（年間６回）

参加者数（人）

24 多文化共生プラザ事業
　多文化共生の地域づくりのための拠点としてオープンした「松本市多文化共生
プラザ」への理解や協力を掘り起こしつつ、地域への啓発や外国人住民の自
立、交流を図る事業を行うもの。

参加者数（人）

25
松本市自主防災組織活
性化支援事業（防災と福
祉のまちづくり）

自主防災組織への支援を地区別の講座等により行い、地域防災力強化を地域
課題や地域特性を踏まえて推進し、要援護者の対応等、地域福祉の推進と連携
させて、防災と福祉のまちづくりを庁内連携と住民との協働により推進するもの

講座開催数（回）
参加者数（人）

26
ユニバーサルデザイン
（ＵＤ）普及啓発事業

民間団体のまつもとユニバーサルデザインネットワーク研究会が実施しているＵ
Ｄフォーラム、ＵＤアイディアコンクール（隔年実施）への後援及び市内の小学校
６年生を対象にしたＵＤパンフレットを作成し、普及啓発を図るもの

普及啓発活動

２　生涯学習の推進 （１）生涯学習の推進
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

31
1,672

3
76

19
2,133

22
1,171

21
827

40
2,000

継続
生涯学習課・中央公
民館

44
876

16
416

12
245

5
60

5
120

50
1,200

継続
生涯学習課・中央公
民館

111
3,545

118
3234

51
1,032

65
2,247

52
2,486

140
3,800

継続
（環境保全団体
等関係機関との
連携、協働）

生涯学習課・中央公
民館

37
519

92
3,254

67
968

93
1,273

40
1,142

35
500

継続
（地区福祉ひろ
ば（推進協議
会）との連携、
協働）

生涯学習課・中央公
民館

31
617

36
767

34
1,004

全館 全館
50
1,000

継続
地域課題、学習
ニーズの把握

生涯学習課・中央公
民館

18
150

177 廃止 ― ―
30
300

継続
（自主運営の仕
組みづくり）

生涯学習課・中央公
民館

8
118

104
497

9
86

62
794

14
179

継続 継続
生涯学習課・中央公
民館

2,337
10

2,283
5

2,033
-

1999
－

1837
－

2,500
30

継続
拡大

生涯学習課・中央公
民館

2
94

40
2,691

38
2,148

26
1,683

21
1,930

30
1,500

継続
（地区防災防犯
協会、日赤等関
係団体との連
携、協働）

生涯学習課・中央公
民館

29
2,732

92
4,586

40
2,080

４８
2,494

42
1,903

35
3,500

　　　　継続
（地区防災防犯
協会、日赤等関
係団体との連
携、協働）

危機管理課

26 28 25 39 35 26 継続 人権・男女共生課

17 19 16 17 13 13 継続 人権・男女共生課

95 153 131 111 118 120 継続 人権・男女共生課

0 0 5,999 9,154 7,726 12,000 継続 人権・男女共生課

41
3,848

41
6,144

 －  －
―

(※事業はすでに終了）
 －  H24終了 危機管理課

ＵＤフォーラム、コン
クール開催、パンフ
作成

・アイディアコンクール
応募総数215件
 (小中高大学、一般）
・ＵＤフォーラム
平成23年10月2日（日）
松本大学
テーマ：買物から考え
る暮らしやすい街づくり
来場者：100名
・ＵＤパンフレット配布
2,500部配布
（小学校6年生対象）

・ＵＤフォーラム
平成24年11月10日（土）
まつもと市民芸術館
テーマ：松本の健康を
　　　　　デザインする
来場者：１３０名
・ＵＤパンフレット配布
2,500部配布
（小学校6年生対象）

・アイデアコンクール
応募総数151件
（県内在住の小中学生）
・ＵＤフォーラム
平成25年11月4日（土）
まつもと市民芸術館
テーマ：学校のユニバー
サルデザイン
来場者：140名
・ＵＤパンフレット配布
2,500部配布
（小学校6年生対象）

・ＵＤフォーラム
平成26年11月8日（土）
ホテルブエナビスタ
テーマ：障がい者スポー
ツで安心・安全な街づくり
来場者：148名
・ＵＤパンフレット配布
2,500部配布
（小学校6年生対象）

民間団体との連
携による継続

民間団体との連
携による継続

政策課
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施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

27
国際姉妹・友好都市交流
事業

海外の４姉妹・友好都市との交流を通し、国際理解を進めるもの

４都市累計来松者数
（人）
４都市累計渡航者数
（人）

28
市民活動サポートセン
ター運営

人材・団体育成のための各種市民活動講座の開催、団体間のネットワーク化の
ための団体交流会等の開催、各種情報提供、相談業務などを行うもの

累計登録団体数（団
体）
講座数（講座）
参加人数（人）

29
市民活動フォーラムの開
催

市民活動への理解を促進し、活動の活性化につなげるための講演会等を実施
するもの

参加人数（人）

30
老人福祉センター管理運
営事業

地域の高齢者に対して、教養の向上、レクリエーション、健康増進のための便宜
を図ることを目的として、各種教養講座等を実施するもの

延べ利用者数（人）

31
南部老人福祉センター管
理運営事業

地域の高齢者に対して、教養の向上、レクリエーション、健康増進のための便宜
を図ることを目的として、各種教養講座等を実施するとともに、老人大学を実施
するもの

延べ利用者数（人）
老人大学入学者数
（人）

32
エイズ・性感染症予防普
及啓発事業

小中学校等の学校や企業、地域でのエイズ、ＨＩＶ 等性感染症の正しい知識の
普及啓発と予防活動事業を行うもの

講座等実施回数
（回）

33
食生活改善栄養指導教
室

食生活改善をとおして生活習慣病を予防し、市民の健康寿命延伸を図るため、
全地域で実施するもの

参加人数（人）

34
食生活改善推進員養成
教室

食生活の改善をとおして、健康づくりの輪を自分自身から家族へ、地域へと広げ
るボランティアを養成するもの

参加人数（人）

35
働き盛り世代の生活習慣
病予防事業

市内事業所等を対象に、生活習慣病予防やこころの健康についての各種プログ
ラムによる出前講座等を実施するもの

参加人数（人）

36
ライフステージに応じた健
康教育

松本市健康づくり計画スマイルライフ松本21に基づき、生活習慣の改善として、
病気の発生そのものを予防するための各種健康教育を開催するもの

参加人数（人）

37 特定保健指導
内臓脂肪症候群及びその予備群の改善のため、保健指導プログラムを実施する
もの

評価実施率（％）

38
保健センターだよりの発
行

市民向けに健康情報を提供するため、年６回保健センターだよりを発行するもの 発行回数（回）

39
生涯を通じた食育推進の
情報提供

学校卒業時、成人式、退職時などのライフステージの節目にあわせ、その後の
食生活の実践に結びつく情報を提供するものとして、松本市の食育推進に関わ
る栄養士が主体となって、レシピ集を作成、配布するもの。

レシピ集の作成、配
布（配布先、配布部
数）

40 若者職業なんでも相談
若い未就職者やフリーターを対象とした、産業カウンセラーによる相談事業を行
うもの

相談件数（件）

40 松本熟年農業大学
農業構造の変化や遊休農地の増加、担い手の高齢化に対応するため、理論講
習や先進農家での実践研修により農業技術を習得し、熟年者の生きがい対策及
び補完的農業労働力の育成を図るもの

参加人数（人）

41
農畜産物マーケティング
推進事業

地域の農産物の生産、流通、消費等について幅広く市民の意見要望等を聞くと
ともに農業への理解を深めてもらうため地産地消懇談会、パネルディスカション、
講演会等を実施するもの

参加人数（人）

42
観光ホスピタリティカレッ
ジ事業

「観光に磨きをかける」まちづくりを実現するため、観光事業者や市民を対象に、
観光とホスピタリティを体系的に学ぶ講座（15回程度）を開設するとともに講演、
シンポジウムなども開催するもの

参加人数（人）

43 松本検定事業
松本市の歴史、文化、自然、観光名所などを総合的に学び、地域への愛着や誇
りを高めるとともに、来訪者に地域の魅力を発信でき、心のこもったおもてなしが
できる人材を育成するもの

参加人数（人）

44 交通安全教室 地区高齢者クラブ等を対象とした交通安全教室や啓発活動を行うもの 開催回数（回）

２　生涯学習の推進 （１）生涯学習の推進
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

1,129
2,971

1,138
3,034

1,153
3,091

1,149
3,150

1,160
3,213

1,500
3,200

市民、学生など
の交流の拡大

広報国際課
（H27から都市交流
課）

246
6
103

259
7
144

277
7
211

310
10
683

325
6
508

260
6 継続 地域づくり課

57 38 33 118 106 継続 継続 地域づくり課

42,520 43,260 41,352 38,007 37,832 45,000

継続
（H27年度

(H28.3.31)に廃
止）

高齢福祉課

22,081
125

22,358
108

23,254
１３５

（24年度入学者数）

23,983
85

24383
92

23,900
130

継続 高齢福祉課

69 72 77 94 91 継続 継続 健康づくり課

1,792 1,770 1,869 2,423 2,677 1,800 継続 健康づくり課

281 326 309 319 320 330 継続 健康づくり課

742 1,216 531 1,343 1,558 2,000 拡大 健康づくり課

52,874 56,832 55,577 60,736 74,110 継続 継続 健康づくり課

22.2 18.2 18.4 18.3 未 45 継続 健康づくり課

6 6 6 6 6 継続 継続 健康づくり課

- - -

一人暮らしを始めるなど、
生活が大きく変化し、成
人期の生活習慣が確立し
ていく時期でもある、高校
３年生を対象に実施
⑴ 配布校　県立７校
　　　　  　　私立５校
⑵ 配布数　2,884部
⑶ 費用　　23,000円

生活応援レシピ配布
高校３年生

 　16校　2,986部
中学3年生

    27校  2,611部

継続 継続 健康づくり課

74 68 84 67 80 継続 継続 労政課

30 28 21 20 28 30 継続 農政課

104 120
120

（予定人数）
100 100 220

継続
（地域内で生産
された安全・安
心・新鮮な農産
物の消費拡大）

農政課

155 48 70

平成25年11月7日（木）～
2月21日（金）
松本大学5号館
受講人数　33名1企業

40
（9講座）

継続 継続 観光温泉課

265 252 募集前（H25.2開催）

平成26年2月16日（日）・
17日（月）
松本大学・勤労者福祉セ
ンター
受験者数　224名（内上級
コース44名、基本コース
160名、ジュニアコース20
名）

197 350 継続 観光温泉課

104 107 99 99 104 継続 継続 交通安全課
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施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

1 社会人教養学級・講座等
近年の社会情勢において、多様化、高度化する知識や技術ならびに研究能力
が必要となることから、求められるニーズに対応できる講座等を開催するもの

実施館

2 高齢者学習の推進
高齢者の生きがいを高め、仲間づくりや健康づくりを促進するため、教養講座の
開催、健康増進活動・スポーツ活動の振興、地域活動の振興等各種の生きがい
対策事業の振興をはかるもの

実施館

3 公民館サークル事業
公民館で活動するサークルの会員を講師に入門講座等を開催し、手話等学習
成果を活かしたボランティア活動を推進するもの

開催回数（回）
参加人数（人）

4
地域福祉のまちづくりの
推進

福祉ひろばとの連携を図った地域福祉事業に取り組むもの
開催回数（回）
参加人数（人）

5 公民館報の発行 隔月で年間６回、公民館活動の実施状況、お知らせなどの情報を提供するもの 発行状況

6 公民館だよりの発行 公民館が実施する行事・事業について随時住民にお知らせするもの 実施館

7
公民館運営審議会の運
営

総合的な地域づくりの拠点としての公民館のあり方など、公民館機能等について
審議するため開催するもの

開催回数（回）
延べ参加人数（人）

8
公民館委員会活動の充
実

地区公民館活動の推進を図るため公民館委員会の活動を充実させ市民の事業
への参画を図るもの

実施館

9 公民館研究集会の開催
公民館活動全般にわたる検証や課題解決に向けて、地域での実践発表や学識
者を招いた研究集会を開催するもの

参加人数（人）

10 町内公民館業務の振興 町内公民館活動の充実をはかるため、委託料を支出するもの

委託料
1～200世帯：30,000円
201～400世帯：31,000
円
401世帯～：32,000円

11
地域学習テキスト作成事
業

地域に対する関心を高め、公民館・地域活動等への参画意識を向上し、社会活
動を活性化するために、地域を総合的に捉えた「地域学習テキスト」の作成・配
布・活用を実施

３５地区での作成・配
布・活用

12
市民活動研究集会の開
催

地域住民、市民活動団体、職員が一堂に会して、地域課題等について学びあ
い、お互いの理解を深めることにより、地域づくりを推進していくため市民集会を
開催するもの

開催回数（回）

13
地域づくりシステム構築
事業

市と地区との関係性の整理、地区の事務局体制の検討、地区の課題の把握、市
民や職員の意識啓発等を行い、地区の仕組みづくり、庁内関係部署の連携強
化、地区における行政支援の体制づくりを推進するもの

実施内容

14 地区福祉ひろば事業
福祉ひろばを地域コミュニティ活動の拠点として、健康づくり・生きがいづくりを行
うことで、支え合いの福祉を軸にした地域づくりを実現するもの

延べ参加人数（人）

15 地域福祉計画推進事業
地区別地域福祉計画及び全市計画の策定・見直しと、策定された計画を実践す
るための支援を行うもの

実施地区数（地区）

16
災害時要援護者支援プラ
ン推進事業

災害時等に避難が困難になる障害者や高齢者、幼児などの要援護者を支援す
るプランを、地域（近隣）の共助を基本に地域住民と行政が協働で推進するもの

講座実施地区数（地
区） →出前講座等実
施数（H26より）

17 児童館管理運営事業
市内26児童館・児童センターで、18歳までの児童に健全な遊びの場を提供し、
留守家庭児童対策として「放課後児童健全育成事業」、さらには未就園児とその
保護者のための「つどいの広場事業」を実施するもの

年間延べ利用者数
（人）

18 保健センターの機能充実
市民の健康づくりの拠点となる４カ所の保健センターの事業推進のため、施設の
機能の充実を図るもの

年間利用者数（人）

1 図書館資料整備事業
より新しい情報や市民の求める資料等を的確かつ迅速に提供できるように資料
整備を行うもの

市民一人当り蔵書数
（冊）

2
レファレンス（調査相談）
対応

利用者の求める資料や情報を提供できるように窓口相談体制を整備し、調査研
究や課題解決のための支援を行うもの

相談件数（件）

3 図書館資料の貸出
図書館ネットワークにより、市内の図書館全10館の資料をどこの図書館でも貸
出、返却ができるようにし、所蔵していない資料については、他の図書館等から
の相互貸借により提供できるようにするもの

図書貸出利用者数
（人）
貸出冊数（冊）

（３）図書館運営の充
実

（２）公民館の学びを
通した地域づくり

２　生涯学習の推進
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

全館 全館 全館 全館 全館
継続

（学習ニーズの把
握）

継続
（学習ニーズの
把握）

生涯学習課・中央公
民館

全館 全館 全館 全館 全館
継続

（学習ニーズの把
握）

継続
（学習ニーズの
把握）

生涯学習課・中央公
民館

105
2,333

全館 全館 全館 全館
120
2,500

継続
生涯学習課・中央公
民館

83
2,932

57
7311

39
1,289

全館 全館
90
3,500

福祉ひろばとの
連携、協働

生涯学習課・中央公
民館

全戸配布 全館 全館 全館 全戸配布 継続 継続
生涯学習課・中央公
民館

全館 全館 全館 全館 全館 継続 継続
生涯学習課・中央公
民館

12
107

7
118

6
101

3
51

3
47

継続 継続
生涯学習課・中央公
民館

全館 全館 全館 全館 全館 継続 継続
生涯学習課・中央公
民館

350 400 327 大雪のため中止 410 400 継続
生涯学習課・中央公
民館

15,070千円
340町会
92町会
63町会

14977千円
338町会
91町会
63町会

14985千円
333町会
93町会
66町会

14,985千円
335町会
89町会
68町会

14,985千円
335町会
89町会
68町会

継続
（世帯数に応じて

対応）

継続
（世帯数に応じ
て対応）

生涯学習課・中央公
民館

- - - -

モデル３地区で、作成に
向けた編集委員会を組織
し、掲載内容等について

検討

モデル３地区で
の冊子活用・効
果検証

新規
生涯学習課・中央公
民館

1 1 1 1 1 拡大 拡大 地域づくり課

市民委員会の開
催、庁内検討会議
の開催、行動計画
の推進、モデル事
業の実施

地域づくり課の新設、市
民委員会の開催、庁内調
整会議の開催、モデル事
業の実施、町会等実態調
査の実施、地域づく実行
計画の策定

市民委員会の開催、（仮
称）地域づくり支援セン
ターの設置に向けた準
備、町会等実態調査の実
施、モデル的な取組みの
推進、地域力アップ提案
協働事業の創設、啓発パ
ンフレットを活用した各地
区での説明会の開催、職
員研修の開催

市民委員会の開催、地域
づくりセンターの設置に
向けた準備、町会等実態
調査の実施、地域力アッ
プ提案協働事業の実施、
啓発パンフレットを活用し
た各地区での説明会の
開催、職員研修の開催

市民委員会の開催、地域
づくりセンターの設置、地
域力アップ提案協働事業
の実施と新たな財政支援
施策の検討、啓発パンフ
レットを活用した各地区で
の説明会の開催、職員研
修の開催

左記のほか、地
区別地域づくり計
画の策定、職員

研修
拡大

地域づくり課

252,788 260,840 264,066
福祉ひろば事業参加者

267,033人
福祉ひろば事業参加者

285,451人
285,000 継続 福祉計画課

 計画策定地区34
支援補助6地区７件

 計画策定地区35
支援補助6地区6件

 計画策定地区35 計画策定地区35  計画策定地区35 計画策定地区35
補助金はH24で

廃止
福祉計画課

8 8 11
2

市民防災研修会、地域の
ささえあい研修会

6
出前講座実施数

継続 継続 福祉計画課

410,897 412,009 440,604 443,627 480,416 435,000 継続 こども育成課

111,717 117,027 96,423 83,243 78,822 継続 継続 健康づくり課

4.5 4.5 4.8 4.8 4.8 5 継続 中央図書館

6,423 8,221 13,191 11,245 10,640 拡大 拡大 中央図書館

374,686
1,576,160

371665
1,568,361

408,666
1,630,204

420,699
1,623,392

432,259
1,654,864

400,000
1,650,000

拡大 中央図書館

MATSUMOTO_TOGO
タイプライターテキスト
71



施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

4
インターネット利用サービ
ス

インターネットによる蔵書検索や資料の予約ができるほか、貸出状況が確認でき
るサービス等を行うもの

・ インターネットによ
る予約件数（件）
・ 市公式HPからイン
ターネット予約への
アクセス件数

5
オンラインデータベース
提供サービス

中央図書館にインターネットが利用できるパソコンを設置し、新聞記事等のデー
タベースを図書館で利用できるようにするもの

データベース数

6 大学図書館との連携
地域の大学図書館と図書館活動において相互に連携して、利用者サービスの
拡大を図るもの

-

7 公民館図書室との連携
公民館図書室と連携し、図書館からの貸出資料を公民館図書室で返却できるよ
うにして、利用者サービスの向上を図るもの

連携する公民館数

8 団体貸出
地区公民館や市の施設等に図書館資料の団体貸出を行い、身近な地域で図書
館資料が利用できるようにするもの

貸出団体数

9 障害者サービス
図書館利用に支障がある方に、本の宅配サービスや朗読サービス、デイジー図
書郵送貸出を行うもの

宅配利用者数（人）

10 ブックスタート事業（再掲）
乳児を持つ親が、本を読み聞かせながら赤ちゃんと楽しいひとときをもっていた
だくことを目的として、10カ月乳幼児健診時に、絵本一冊
と絵本リストを贈るもの

配本数（冊）

11 おはなし会の開催
中央図書館及び各分館で定期的に、こどもの年齢に応じて、絵本の読み聞かせ
やおはなし、紙芝居などによる「おはなし会」を行って、子どもたちや保護者に楽
しい本の世界を紹介するもの

-

12 講演会・講座等の開催
親しみやすい図書館となるように各種講座や講演会、図書館コンサート、図書館
まつりなどを開催するもの

-

13 貴重資料保存活用事業
中央図書館が所蔵する「山岳文庫」をはじめとする貴重資料を市民に周知すると
ともに保存活用を行うもの

貴重資料の保存活
用

14 地域資料の充実
地域住民の生活と密着した知識や情報を提供し、調査研究を支え支援するため
の地域資料を収集するもの

地域資料数（冊）

15 図書館施設の維持管理
利用者が安全で快適に図書館を利用できるように、施設の整備改修を計画的に
行い、より利用しやすくするも

-

1
地区公民館大規模改修
事業

築後30年で第１次整備、40年で第２次整備、60年以降で改築という方針を基本
に地区公民館を計画的に整備するもの

H22 ～ 28整備館数
（館）

2
地区公民館エレベーター
設置事業

高齢者、身体障害者、妊婦等が容易に利用できるよう地区公民館にエレベー
ターを設置するもの

設置公民館数（館）

3
町内公民館整備補助事
業

住民自治を促進するための施設である町内公民館に対し、建設、改修補助金を
交付することにより支援するもの

新築（件）
増・改築（件）
改修（件）

4
重要文化財旧松本高等
学校校舎耐震化事業

重要文化財旧松本高等学校の耐震基礎診断を行い、保存活用計画を策定する
ことで、利用者の安全を確保するとともに、生涯学習施設として活用しながら保存
しようとするもの

耐震化事業進捗状
況
（金額ベース）％

5
中央図書館整備改修事
業

平成３年に建設され老朽化が進んでいる中央図書館を計画的に改修するもの
（冷温水発生装置更新工事、外壁等改修工事、トイレの洋式化等）

施設、設備の更新改
修

6 公園整備事業
市民の潤い、やすらぎ、ふれあいの場として、また、災害時における避難場所とし
ての役割を果たすために、景観や地域の特性、住民の要望に配慮しながら、緑
の基本計画に基づいて総合的、体系的な公園整備をはかるもの

１人当り公園面積
（㎡）

1 健康づくり学習の推進
生活習慣病の予防や健康管理等に関する専門知識を学ぶことのできる講座を
開催するもの

開催回数（回）
参加人数（人）

2 健康増進事業
ウォーキングなど手軽に取り組める運動を実習し、日常生活の中で健康づくりに
取り組むもの

開催回数（回）
参加人数（人）

3 各種スポーツ大会
生涯体育の観点から、地区体育協会と連携を図りながら、各種スポーツ大会を
開催するもの

開催回数（回）
参加人数（人）

4 各種スポーツ教室
健康づくりや仲間づくりを進めるため、ニュースポーツ等に親しむ機会が持てるよ
う、各種のスポーツ教室を開催するもの

開催回数（回）
参加人数（人）

２　生涯学習の推進

（３）図書館運営の充
実

（１）市民皆スポーツ
の推進

３　スポーツを通した健康づ
くり

（４）社会教育施設の
整備・充実
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

74,320
28,166

78,339 108,351 121,123 124,972
120,000
45,000

継続 中央図書館

２種類 ２種類 ２種類 ２種類 3種 5種類 拡大 中央図書館

・ 信州大学医学部
付属病院患者図書
室との連携
・ 信州大学付属図
書館との連携

・ 信州大学医学部付属
病院患者図書室との連携
・ 信州大学付属図書館と
の連携

・ 信州大学医学部付属
病院患者図書室との連携
・ 信州大学付属図書館と
の連携

・ 信州大学医学部付属
病院患者図書室との連携
・ 信州大学付属図書館と
の連携

・ 信州大学医学部付属
病院患者図書室との連携
・ 信州大学付属図書館と
の連携

他の大学との連
携

拡大 中央図書館

２館
（奈川・四賀公民

館）

２館
（奈川・四賀公民館）

２館
（奈川・四賀公民館）

２館
（奈川・四賀公民館）

２館
（奈川・四賀公民館）

４館 拡大 中央図書館

65 55 65 60 58 70 拡大 中央図書館

43 46 37 43 57 50 継続 中央図書館

2,137 2,219 2,116 2,085 1,993 継続 継続 中央図書館

全館で実施 全館で実施 全館で実施 全館で実施 全館で実施 継続 継続 中央図書館

全館で実施 全館で実施 全館で実施 全館で実施 全館で実施 継続 継続 中央図書館

山岳文庫コーナー
の充実

-

山岳文庫　6,636冊
開架スペースの充実
約1,600冊→約4,000冊
山岳写真の展示
山岳図書目録の作成

山岳文庫　6,902冊
山岳図書目録作成

山岳文庫　7,123冊
山岳図書目録作成

松本藩関係の和
漢籍の保存と目

録化
継続 中央図書館

36,852 40,808 41,179 41,964 42,708 43,000 継続 中央図書館

計画的な施設改修 計画的な施設改修 計画的な施設改修 計画的な施設改修 計画的な施設改修 継続 継続 中央図書館

3 3 4 4 5 7 継続
生涯学習課・中央公
民館

22/32 25 27 28 30 31/32
H26から大規模
改修事業と併せ
て実施

生涯学習課・中央公
民館

3
2
45

2
1
53

1
2
48

2
3
40

1
3
54

継続 継続
生涯学習課・中央公
民館

- - - -
耐震基礎診断実施
（耐震性能の現況把握）

20％

耐震補強案を含
む重要文化財旧
松本高等学校保
存活用計画の策

定

新規
生涯学習課・中央公
民館

計画的改修

トイレ改修工事
吸収冷熱水発生装置更新工

事

外壁等改修工事

駐車場改修工事
中央図書館エレベーター

機能維持工事
空調配管漏水修理工事

ケヤキ北側枝打工事、
三菱エレベータ地震感知
工事、雨漏り改修工事
（臨時対応）

継続 継続 中央図書館

14.74 14.62 14.68 14.69 14.69
２０．０

見直し予定
継続 公園緑地課

35
1,311

4
228

44
1,133

全館 全館
35
1,400

継続
生涯学習課・中央公
民館

88
2,580

210
5,685

186
4,090

全館 全館
100
3,000

継続
生涯学習課・中央公
民館

232
39,377

324
33,408

275
50,513

35館 35館
245
42,000

継続
生涯学習課・中央公
民館

163
3,003

200
3,193

全館 全館 35館
170
3,500

継続
生涯学習課・中央公
民館
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施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

5 学校体育施設開放
地域住民の体育・スポーツ活動の場として、学校教育に支障のない範囲で登録
団体に学校体育施設を計画的に開放するもの

登録団体数（団体）

6 熟年体育大学
熟年者（40歳以上）を対象に、運動の必要性の認識と運動の継続を実践すること
で、日常生活における熟年者の自主的な体力・健康増進を図ることを目的に実
施するもの

・ 総合体育館コース
参加人数（1学年、2
学年：人）
・ いきいき健康ひろ
ば事業参加人数
（人）

7 健康スポーツ教室
健康意識の高揚を図るため、年齢層に合わせた親子体操教室、シニア健康教
室、ヘルスフィットネスなどの健康教室を年３回開催するもの

受講者数（人）

8
姉妹都市親善スポーツ交
歓大会

姉妹都市提携を記念し、市民相互の親睦とスポーツ交流により両市の親交を深
めるため、スポーツ交歓大会を開催するもの

本市参加人数（人）

9 市民歩こう運動
健康の維持増進を図るため、「歩くこと」の定着や、習慣化を図るため、イベントの
開催による啓発活動や地域への普及事業に取り組むもの

参加人数（人）

10
ピンピンキラキラ健康づく
り講座の実施

「市民歩こう運動」の一環として、地区を単位とした「歩き」を取入れることによる健
康講座を松本大学との協働で実施するもの

H26年度のまでの実施
地区　11地区
　延べ参加者数
　2,447人

11
四肢筋力アップ検証事業
の実施

　市長考案の「室内四肢筋力アップ装置」を活用した「四肢筋力アップ運動の効
果を検証し、効果と運動方法を市民に啓発する。
　H26　運動効果検証のためのモニター調査
H27～四肢筋伝道師の養成、四肢筋健診の実施

四肢筋伝道師養成地区
数
四肢筋健診実施数
（いずれも27年度以降
以降の実績）

1 スポーツ推進委員
スポーツに深い理解と熱意のある方を委嘱し、地域におけるスポーツに関する指
導・助言及び実技指導を行うもの

委員数（人）

2
スポーツ団体への団体補
助

スポーツ団体や指導者の育成と連携を図るため、団体運営補助金を交付し、生
涯にわたって健康でいきいきと暮らせる市民皆スポーツのまちづくりを進めるもの

交付団体数（団体）

3
競技大会実行委員会へ
の支援

競技スポーツの振興と充実を図るため、実行委員会へ大会運営の財政的支援を
行い、市民皆スポーツのまちづくりを進めるもの

支援団体数（団体）
大会参加人数（人）

4 競技会・大会開催補助
市内で開催されるブロック大会以上の競技大会に対して、申請に基づき開催補
助金を交付し、競技スポーツの振興と充実を図るもの

大会数（件）

5 大会出場祝金の交付
スポーツの振興を図るため、ブロック大会以上の各種競技会に出場する市民に
対して、申請に基づき祝い金を交付するもの

交付件数（件）

（１）市民皆スポーツ
の推進

３　スポーツを通した健康づ
くり

（２）スポーツ団体・
リーダーの育成
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

399 419 420 420 411 440 継続 スポーツ推進課

1学年　104
2学年　109
560

1学年　 93
2学年　 88
527

1学年　 74
2学年　 83
532

1学年　122
２学年 　68
504

1学年　118
２学年 114
504

1学年　120
2学年　 96

継続
継続

スポーツ推進課
福祉計画課

807 786 855 820 888 900 継続 スポーツ推進課

136 132 225 136 162 継続 継続 スポーツ推進課

4,605 6,789 6,029 7,976 8,613 5,100 継続 福祉計画課

- - - -

３地区（ロング講座２地
区、ショート講座１地区）
　延べ参加者726人

市内１９地区で開
催（毎年４地区）

すでにH23〜開
催していたが、
「市民歩こう運
動」の中に入れ
て報告してい
た。

福祉計画課

- - - -

四肢筋力アップ運動検証
のためのモニター調査
市民モニター55人、比較
対象者59人参加、6カ月

間実施

四肢筋力アップ
運動の有効性と
方法を身に付け
た「四肢筋伝道
師」をH28年度ま
でに26地区で養
成、体力測定と
運動方法の講習
を行う「四肢筋健
診」をH28年度内
に26地区で実施

新規
（四肢筋健診は
地区福祉ひろ
ばで行われて
いる「ふれあい
健康教室」の中
で行う。）

福祉計画課

78 86 86 84 84 86 継続 スポーツ推進課

42 49 51
85

(地区体育協会35団体を
入れたため増加)

85
(地区体育協会35団体を
入れたため増加)

51 継続 スポーツ推進課

5
6,086

3
7,864

2
3,260

2
3,050

2
1460

（クロスカントリー大会が
降雪により中止⇒減）

2
3,300

継続 スポーツ推進課

16 11 15 11 7 15 継続 スポーツ推進課

181 183 126 213 197 190 継続 スポーツ推進課
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施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

1 美術資料の収集事業
松本市美術館の収集方針に基き、かけがえのない美術遺産を収集し後世に引き
継ぐもの

作品購入数（点）
　寄贈数（点）

2 展覧会開催事業
国内外の優れた美術や郷土に密着したテーマの展示など、地域の総合美術館
としての特色を生かした展覧会を開催するもの

企画展数（本）

3
美術館施設維持保全事
業

開館10年を迎え、経年劣化等による設備更新などが必要となっているため、鑑
賞、表現、学習、交流の場として、来館者が快適に利用できる施設の維持保全を
行うもの

-

4
まつもと市民芸術館の自
主事業

市民福祉の増進、本市の文化芸術の振興のため、創造発信型事業、鑑賞・招へ
い型事業、教育普及・育成・市民参加型事業、アウトリーチ事業を行うもの

事業数（事業）

5
音楽文化ホールの自主
事業

市民の音楽文化の振興と福祉の増進のため、招聘事業、自主企画事業、共催
事業、セミナー事業を開催するもの

事業数（事業）

４　芸術を通した教育の推
進

（１）鑑賞の場の充実

こどもから高齢者まで、市民誰もが、身近な場所で、手軽にスポーツに親しむこと
ができ、いつでも、どこでも体力づくりや健康づくりに参加できるための施設整備
を計画的に進めるもの

－
３　スポーツを通した健康づ
くり

（３）社会体育施設の
整備・充実

体育施設整備改修事業1
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

5
13　　計18

9
38  計47

8
13　計21

9
6 計15

3
83計86

継続 継続 美術館

4 ～ 5
（H22は5）

4
①マイセン磁器の300年

展
②土門拳の昭和

③スタジオジブリ・レイアウト

展

④シャガール展

4
①モダンデザインの精華

展
②草間彌生展

③館蔵作品セレクション
展

④老いるほど若くなる展

4
①柳宗悦展

②メアリー・ブレア原画展
③藤松博展

④モローとルオー展

4
①伊万里展
②たぐ展☆
③秋山白巖展

④老いるほど若くなる展

継続 継続 美術館

防犯カメラ設置工事
他７事業

蔵棟冷暖房修繕工事
他7事業

中央監視システム更新
冷温水発生装置分解整

備
氷蓄熱ユニット修繕

監視カメラ改修
空調設備氷蓄熱システム整

備

吸収式冷温水発生機気
密検査、修理作業

他３事業
計画的施設整備 継続 美術館

46 51 24 48 49 50 継続 文化振興課

29 22 26 28 28 継続 継続 文化振興課

○あがた運動公園芝生広
場建設
（１１９，９４２千円）
○サッカー場改修工事
(210,336千円)H23繰越分
　・人工芝新設工事
　・照明灯設置工事
　・管理棟増改築工事
○総合体育館改修工事
(44,405千円)
　・得点板更新
　・空調中央監視盤更新
○波田体育館耐震補強
工事実施設計
(3,738千円)
○並柳運動広場擁壁改
修工事
(49,360千円)
○浅間温泉庭球公園改
修工事
(4,767千円)
　・内外壁塗装工事
　・トイレ改修工事
　・屋外時計設置工事
○野球場SBO表示改修
工事
(1,980千円)
○ゆめひろば庄内外構工
事（震災対応）
(10,059千円)

○あがた運動公園(仮)多
目的広場建設工事
○総合体育館改修工事
　・アリーナ改修工事
　・場内監視装置改修工
事
　・受電設備改修工事
　・屋外公衆トイレ改修工
事
　・バスケットゴール更新
　・トレーニング機器更新
○野球場改修工事
　・外周ゴムチップ弾性舗
装工事
　・観客席階段改修工事
　・ダックアウト選手ホール
床改修工事
○美須々屋内運動場雨
漏改修工事
○波田体育館耐震補強
工事
○扇子田運動公園改修
工事
　・人工芝張替工事
　・内壁塗装工事

継続 スポーツ推進課

○総合体育館改修工事
（24,764千円）
　・漏水調査
　・空調インバーター化等
改修工事
○野球場改修工事
(45,583千円）
　・屋内練習場防球ネット
改修等工事
　・スコアボード棟再塗
装、国旗掲揚塔移設工事
　・モニターカメラ、屋根
雪止設置、看板設置工事
等
○美須々屋内運動改修
工事（35,038千円）
　・人工芝生化等改修工
事
　・実施設計、工事監理
○四賀体育館耐震実施
設計（1,774千円）
○（仮称）美鈴湖自転車
競技場整備事業（65,598
千円）
　・スケートセンターリン
ク、製氷施設解体工事
　・地質調査、自転車競
技場建設工事実施設計
○社会体育館大規模改
修（9,660千円）
　・四賀運動広場基本設
計
○（仮称）かりがねサッ
カー場整備事業
（244,668千円）
　・かりがねサッカー場解
体工事
　・（仮称）かりがねサッ
カー場基本設計、実施設
計
　・管理棟実施設計　等
○かりがね運動広場改修
事業（68,196千円）
○陸上競技練習場改修
事業（62,916千円）
　・実施設計、走路等改
修工事
○弓道場整備改修事業
（1,575千円）
　・防矢ネット設置工事実
施設計

継続

○総合体育館改修工事
　・雨漏り等改修工事実
施設計（7,344千円）
　・大型映像装置改修工
事（42,336千円）
○社会体育館大規模改
修事業
　・四賀体育館耐震改修
等工事
　（148,316千円）
　・奈川寄合渡体育館耐
震改修等実施設計
　（1,696千円）
　・乗鞍体育館耐震改修
等実施設計
　（1,836千円）
○美鈴湖自転車競技場
整備事業
（245,426千円）
○かりがねサッカー場整
備事業
（1,070,496千円）
○四賀運動広場整備改
修事業実施設計等
（40,742千円）
○柔剣道場耐震改修等
実施設計
（8,316千円）
○弓道場坊矢ネット設置
工事（12,960千円）
○寿運動広場改修事業
（20,520千円）

耐震診断、耐震補
強工事、大規模改
修工事、体育施設
新設等施設を計画
的に改修し、施設機
能の充実、競技力
の向上及び各種大
会の招致を図るもの
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施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

6
波田文化センター自主事
業

鑑賞・招聘型事業、自主企画事業を開催するもの 事業数（事業）

7 まつもと演劇祭 実行委員会（まつもと演劇連合会ほかで構成）に補助金を交付するもの 公演数（公演）

8 国際音楽祭事業
「楽都」を標榜する本市の実践活動として「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」
への共催、支援協力を行うとともに、独自の関連事業を展開し、音楽文化の発展
と地域の振興を図るもの

観賞者数（人）

9 市芸術文化祭
市内で市民芸術・文化活動を専門的に行っている団体・個人が一同に会して、
それぞれの活動を披露する機会を設けるもの

出品数（点）
上演者数（人）
入場者数（人）

1 教育普及事業
参加・体験型のワークショップや講座など子供から大人まで美術の実践のきっか
け作りになる事業を実施するもの

講座数（講座）
利用人数（人）

2
美術館開館10周年事業
（再掲）

開館10周年を記念し、大型の展覧会を開催するとともに、展示作品を市民がより
深く理解するための出前講座や子供向け講座を新たに立ち上げるもの

出前講座の開催

3
美術館施設維持保全事
（再掲）

開館10年を迎え、経年劣化等による設備更新などが必要となっているため、鑑
賞、表現、学習、交流の場として、来館者が快適に利用できる施設の維持保全を
行うもの

-

4 地域文化事業の振興
市民の主体的・日常的な文化活動を促進・援助し、創作活動の発表の場と鑑賞
の機会拡充をはかるため、各種文化事業の実施や団体主催事業の後援など、
市民文化の普及と向上を図るもの

開催回数（回）
参加人数（人）

5 地区文化祭
各地域での市民芸術・文化活動の促進のため、作品の展示や上演団体・個人の
発表の機会を設けるもの

開催回数（回）
参加人数（人）

6 芸術・文化に親しむ講座
芸術・文化に親しみ、理解する機会として、絵画や音楽について学ぶ講座を開
催するもの

開催回数（回）
参加人数（人）

1
文化財保存活用推進事
業

松本市地域文化財連絡協議会に委託し、文化財環境整備や、講演会などを行
うもの

講演回数（回）
整備地区（地区）

2
指定無形民俗文化財保
存活用事業

無形民俗文化財として指定された行事に対し、活動の存続と、世代の継承がで
きるように補助金を交付するもの

補助金交付団体数
（団体）

3 史跡ゾーン整備事業
各地区の歴史研究会や史談会などに委託し、地区内の歴史案内看板や標識を
設置するもの

整備地区

4 文化財記録保存事業
市内の無形民俗文化財や近代化遺産等、今後失われるもの又は失われるおそ
れや、変容してしまうおそれのある文化財の現状を記録し、保存・伝承を図るもの

-

5 文化財修理事業 補助指定文化財の保存のために行う修理に対し、補助金を交付するもの
補助金交付件数
（件）

6
指定文化財保存等活動
団体補助事業

指定史跡を地域で保存していくための活動を行っている団体へ補助金を交付す
るもの

補助金交付件数
（件）

7 市内遺跡発掘報告会
毎年、その年に発掘された成果について、講座や現地報告会等を開催し、市民
の埋蔵文化財への理解と関心を高めるもの

参加人数（人）

8
市所有文化財保存整備
事業

市が所有する文化財の保存整備を計画的に実施するもの【当面の対象物件】橋
倉家住宅（県宝）、針塚古墳（県史跡）、戸田家廟園及び前山寺長屋門（市史
跡）、源智の井戸（市史跡）、槻井泉神社の湧水とケヤキ（市特天）、松澤家長屋
門（四賀地区・市重文）、松田屋（奈川地区・未指定）

-

9 殿村遺跡史跡整備事業
現地保存が決まった四賀地区の殿村遺跡の史跡整備に必要な調査を専門家の
指導を得て実施するもの

-

10
白骨温泉の噴湯丘及び
球状石灰石保存管理計
画策定事業

現状把握をしたうえで、文化財の守るべき価値を明らかにし、適正な保存活用を
行っていくための保存活用計画を策定するもの

平成２９年度の策定
完了（同３０年度周
知）

11
小笠原氏城館群史跡整
備事業

井川城跡及び県史跡小笠原城跡のさらなる保存・活用を推進するため、国史跡
の指定を受け整備を行うもの

-

５　歴史・文化資産の保護と
活用

（１）松本まるごと博物
館構想の推進

４　芸術を通した教育の推
進

（１）鑑賞の場の充実

（２）表現・学習・交流
の場の充実
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

6 6 5 5 6 継続 継続 文化振興課

22 30 32 37 46 27 継続 文化振興課

91,996 84,382 88,071
49762

※雨天によりパレードが
中止

54,274 継続 継続 国際音楽祭推進課

1,610
2,519
14,038

展示部門　14団体
上演部門　17団体
26,330人

展示部門　14団体
上演部門　19団体
24,664人

展示部門　12団体
上演部門　22団体
24,077人

展示部門　14団体
上演部門　20団体
特別公演　　2公演

25,383人

継続 継続
生涯学習課・中央公
民館

36講座
1,361人

47講座
1,529人

110講座
7,910人

41講座
1,106人

34講座
830人

継続 継続 美術館

シャガール展出前
講座

シャガール展
9回　370人

草間彌生展
9回　254人

 －  － 継続 終了 美術館

防犯カメラ設置工事
他７事業

蔵棟冷暖房修繕工事
他7事業

中央監視システム更新
冷温水発生装置分解整
備
氷蓄熱ユニット修繕

監視カメラ改修
空調設備氷蓄熱システム
整備

吸収式冷温水発生機気
密検査、修理作業

他３事業
計画的施設整備 継続 美術館

78
2,804

全館 全館 全館 全館
100
3,500

継続
生涯学習課・中央公
民館

76
41,890

45
35,241

35館 35館 35館 継続 継続
生涯学習課・中央公
民館

24
1,085

317
7,988

全館 全館 全館
35
1,300

継続
生涯学習課・中央公
民館

3
5

3
4

3
3

3
4

3
2

継続 継続 文化財課

6 6 6 6
平成２６年度から「６指定
文化財保存等活動団体
補助事業」へ統合

6 変更 文化財課

白板地区 田川地区 第一地区 松南地区 庄内地区 毎年１地区整備 継続 文化財課

山城測量、コトヨウ
カ調査

山崎歯科医院記録保存
調査

山崎歯科医院記録保存
調査

下條家住宅（徒士町）記
録保存調査

第３分団火の見櫓記録保
存調査

ぼんぼん・青山
様、

ミキノクチ 調査
継続 文化財課

5 4 2 8 5 継続 継続 文化財課

1 1 1 0 12 継続 継続 文化財課

128 365 86 130 133 500 継続 文化財課

戸田家廟園樹木剪
定

槻井泉神社欄干修
理、源智の井戸洗浄

中山古墳群炭焼場跡改
修

針塚古墳整備、戸田家廟
園樹木剪定、源智の井戸
整備、中山１５号墳整備

槻井泉神社の湧泉とケヤ
キ保存整備、松田屋応急
修理、松澤家長屋門応急
修理、中山６２号古墳整
備、波田小学校のアカマ
ツ林松枯れ防止、戸田家
廟園旧前山寺長屋門保
存整備工事実施設計

計画的保存整備 継続 文化財課

調査指導委員会の
設置、調査計画の
策定

第3次発掘調査、航空写
真測量の実施、虚空蔵山
城跡の詳細地形測量の
実施1/3、調査概要報告
書の作成

第4次発掘調査、虚空蔵
山城跡の詳細地形測量
の実施2/3、調査概要報
告書の作成

第5次発掘調査、虚空蔵
山城跡の詳細地形測量
の実施3/3、調査概要報
告書の作成、シンポジウ
ム開催

第6次発掘調査、現地説
明会開催、調査概要報告
書の作成、報告会開催

史跡整備 継続 文化財課

- - - -

崩落防止工事の現状変
更許可に必要な「隧通し」
の地質学的調査を先行
実施

地形測量から分
布調査へ移行

新規 文化財課

- - - -
井川城跡発掘調査、発掘
現地説明会(井川城跡)、
林大城縄張り調査

史跡指定（具申） 新規 文化財課
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施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

12
文化財建造物の耐震診
断

市が所有する県・市指定の文化財建造物の耐震診断及び耐震対策の実施及び
指導を行うもの。

耐震対策の実施

13
波多腰家住宅保存整備
事業

登録有形文化財の波多腰家住宅（波田地区）の保存整備を図るもの
 －

14
歴史文化基本構想策定
事業

文化財等を活かした特徴あるまちづくりのための基本構想を策定するもの  －

1 博物館パスポートの配付
市内の全小中学生全員に配布し、本人と保護者１人の観覧料を減免（当該年度
1年間有効）するとともに、市内への転入者に配布し、世帯全員の観覧料を減免
するもの（転入日から1年間有効）

利用者数（人）

2 特別展の開催
地域の歴史・文化・自然・産業・人物等をテーマにした館蔵資料の企画展、全国
規模の特別展を開催するもの

展覧会数

3
学都松本・博物館関連事
業

学都松本・博物館シリーズとして、勧館楽学対談と学芸員松本モノ語りを開催
し、市民と学芸員が「ひとづくり」「まちづくり」を語り合うもの

開催回数

4
市民学芸員養成講座の
開催

市民学芸員として、博物館事業に参画していただける人材の育成と組織化を図
るもの

参加人数（人）

5
七夕人形を活用した施設
間・地域間連携事業

松本地域独自の七夕人形を公共施設と中心商店街などで展示することで博物
館への関心を高めるとともに、市民協働によるまちづくりを推進するもの

展示施設数

6
子どもまる博ガイドブック
刊行事業

市民団体の楽知ん見遊会との協働で、市内小学５年生全員に子どもまるごと博
物館ガイドブックを10年間、刊行していくもの

刊行冊数

7 松本藩領ミュージアム
中信地区（江戸時代の松本藩領）を対象とする歴史・民俗系博物館を紹介し、松
本平の歴史・文化を学ぶ

講座・バス見学等の
開催回数　４回

8 学芸員実習の受入れ 学芸員資格取得希望者の実習指導をするもの 受入人数（人）

9
博物館施設全体事業の
広報

広報まつもと、まるごと博物館行事案内及び館ニュースを作成・配布するもの 配付部数（部）

10
（仮称）基幹博物館整備
事業

まるごと博物館構想の拠点となる（仮称）基幹博物館について、基本構想・計画
に基づき、松本城周辺整備計画と整合を図りながら整備を進めるもの

現市立博物館の老
朽化
（S43開館）

11
山辺学校歴史民俗資料
館特別展

山辺地区ゆかりの芸術家や地区の歴史・文化を広く知ってもらうとともに、県宝山
辺学校歴史民俗資料館を多くの方々に知ってもらうことを目的に絵画等の芸術
品を展示するもの

観覧者数（人）

1 南・西外堀復元事業
「松本城およびその周辺整備計画」及び「松本市歴史的風致維持向上計画」に
基づき、都市計画道路内環状北線整備事業と一体的に、南・西外堀を復元する
もの

-

2 松本城石垣改修事業
平成14年～ 15年度に文化庁の指導により実施した史跡松本城石垣現状調査
（危険度調査）を基に、長期的に石垣等の復元・修復を進めるもの

実施カ所

3
松本城歴史資料保存事
業

松本城調査研究のために必要な地図・絵図の保存と活用のため、平成22年度
からデジタルデータ化に取り組み、27年度までに約３０点程度の絵図等のデジタ
ル化及び補修・複製制作を計画的に実施するもの

実施点数

4 松本城保存管理事業
国宝松本城天守および史跡松本城を後世にしっかりと引き継ぐための保存、管
理の在り方や活用方法を検討し、整備計画の見直しを含めた｢松本城保存管理
計画（保存活用計画（建造物）、保存管理計画（史跡））｣を策定するもの

-

5
松本城各種行事運営事
業

有形文化財の国宝松本城において無形文化財の雅楽・薪能等を行うことで、市
民の文化財保護意識を高めるもの

参加人数（人）

（１）松本まるごと博物
館構想の推進

５　歴史・文化資産の保護と
活用

（３）松本城の保存・整
備と活用

（２）博物館事業の推
進
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

- - -

橋倉家住宅、司祭館、裁
判所、高橋家住宅、馬場
家灰部屋、宝来屋の予備
診断を実施

国指定文化財の耐震基
礎診断の実施計画管理

継続 継続 文化財課

調整中 調整中 活用方針決定 建造物調査 - - 中止 文化財課

調整中 調整中
各地区の文化財把握に
向け、各地区公民館に依

頼
文化財調査 地区ごとの文化財調査 未定 継続 文化財課

4,848 4,146 4,652 4,365 4,717 継続 継続 博物館

9 9 9 13 16 継続 継続 博物館

11 17 7 4 3 継続 継続 博物館

6 9
市民学芸員の会
の組織化

2
（市民学芸員の会
総会開催回数）

2
（市民学芸員の会
総会開催回数）

10 継続 博物館

173 221 284 280 287 継続 継続 博物館

1 1(2) 1(3) 1（4） 1（5） 7
継続

（H31終了）
博物館

- - - -
松本藩領ミュージアムマッ
プ（中信地区の博物館紹
介地図）の作成

継続 新規 博物館

11 13 9 6 8 継続 継続 博物館

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 継続 継続 博物館

（仮称）
基幹博物館整備

（仮称）
基幹博物館整備

（仮称）
基幹博物館整備

（仮称）
基幹博物館整備

（仮称）
基幹博物館整備

継続 継続 博物館

756 352 356 323 917 継続 継続
教育政策課
教育文化センター

松本城南・西外堀
復元に係る事業計
画の策定

地元相談窓口を一本化
するため、建設部に「松本
城周辺整備課」を設置し、
意向調査を実施

・建設部再編により「松本
城周辺整備課」を「城下
町整備本部」に改め、用
地測量、補償算定業務等
を実施
・松本城南・西外堀の史
跡追加指定に向けた取組
み

用地買収、建物補償、補
償算定、試掘調査、史跡
追加指定

用地買収、建物補償、補
償算定、試掘調査、史跡
追加指定

継続 継続 松本城管理事務所

松本城二の丸御殿
跡西側内堀東面石
垣（１/４）

・二の丸石垣（２／４）
・二の丸石垣（３／５）
・埋門石垣（１／３）

・二の丸石垣（４／５）
・埋門南側石垣（２／３）

・二の丸石垣竣工
・埋門南側石垣竣工

西側内堀東面石垣

改

修（1/4）
継続 松本城管理事務所

2点の大型絵図につ
いて、デジタルデー
タ化と複製版の作成

6点実施 7点実施中 ６点実施 ６点実施 継続 継続 松本城管理事務所

- -

 ・「松本城保存活用計画
（建造物）策定」に向け天
守の破損状況調査を実施

・国宝松本城保存活用計
画策定に向け委員会設
置・開催等
・史跡松本城保存管理計
画策定に向け、史跡平面
図を作成

・国宝松本城天守保存活
用計画策定
・史跡松本城保存管理計
画の検討

計画発効 計画発効 松本城管理事務所

209,254 205,932 175,795 163,878 198,969 継続 継続 松本城管理事務所
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施策名 施策項目 № 事業名 事業概要 指標

6 世界遺産登録推進事業
松本城を中核としたまちづくりを推進するため、また、世界遺産の登録に向けて、
現在世界遺産暫定一覧表への追加資産の検討を、(仮称)国宝四城世界遺産登
録推進会議準備会で調査研究の取組みをしていくもの

専門家を交えて世界
的視野で城郭群等
の普遍的価値を検証
する

7
松本城の教育普及・研究
推進事業

松本城を中心とした学習の場の提供を行い、市民の学習意欲に応え、松本城の
保存をすすめる市民を育む場としていくもの

・松本城床磨き（回）
・松本城の歴史夏休
み子ども勉強会（回）
　参加人数（人）

1 教育委員と語る会
市民や各種団体等と教育委員とが様々な教育課題について意見交換すること
により、市民ニーズを教育施策に反映させ、より地域に密着した教育行政の推進
を図るもの

回数及び参加人数
地区住民
教職員など
小中学生

2 移動教育委員会
地区に出向き教育委員会を開催することにより、地区住民に教育委員会の役割
を理解してもらうもの

開催回数（回）

3 他団体との意見交換等
PTA連合会等の関係団体や外部団体、附属機関との意見交換会を開催し、教
育委員会の取組みを説明するとともに、各種団体の意見を聞くもの

団体数（団体）

５　歴史・文化資産の保護と
活用

（３）松本城の保存・整
備と活用

（１）開かれた会議運
営と市民意見の反映

６　教育委員会の機能充実
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現状（H22） H23実績 H24実績 H25実績 Ｈ26実績 目標（H28） 方向性 担当課

国宝四城近世城郭
群研究会を開催（3
回実施）専門家のア
ドバイスを交え、複
数の遺産群を追加
する拡大登録をめ
ざす方向性につい
て確認

・研究会（３回）を開催
・担当者打合せ会議（３
回）を開催
・国宝四城近世城郭郡研
究会を（仮称）国宝四城
世界遺産登録推進会議
準備会へ移行し、準備会
（１回）を開催

・準備会(2回)を開催
・担当者打合せ会議（２
回）を開催
・専門家を交えたワーキン
ググループの設置及び会
議（２回）を開催

準備会(３回)を開催
・担当者打合せ会議（3
回）を開催
・専門家を交えたワーキ
ンググループ（２回）を開
催
・国宝松本城天守普遍的
な価値の調査委託

準備会(3回)を開催
・担当者打合せ会議（3
回）を開催
・専門家を交えたワーキ
ンググループ（2回）を開
催
・国宝松本城天守普遍的
な価値の調査委託

継続 継続
松本城管理事務所
（H27～文化振興
課）

大人6 　子ども5
１回
43人

大人6　子ども5
1回
765人
内訳　（床磨き）大人
326、子427
（夏休み）12

大人6　子ども5
1回
802人
内訳（床磨き）大人
348、子435
（夏休み）19

大人6　子ども5
1回
662人
内訳　（床磨き）大人
272、子361
（夏休み）29

大人6　子ども5
1回
867人

内訳　（床磨き）大人428、
子413

（夏休み）26

継続 継続 松本城管理事務所

1回 　46人
1回　 27人
1回　 20人

1回 　38人
1回　 18人
1回　 14人

2回 　102人(34+68)
1回　  7人
０回　　－

1回　51名
1回　24名
0回　－

１回　37人
２回　73人（39＋34）
０回　－

2回　100人
1回　 40人
1回　 40人

拡大
継続
継続

教育政策課

2
（あがたの森文化会
館、波田公民館）

2
（あがたの森文化会館、

寿台公民館）

3
（田川公民館、あがたの
森文化会館、教育文化セ

ンター）

2
（南部公民館、あがたの

森文化会館）
１

（入山辺公民館）
3 拡大 教育政策課

3 3 1 2 1 4 拡大 教育政策課

MATSUMOTO_TOGO
タイプライターテキスト
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