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Ⅰ 点検・評価とは  

１ 根拠法令 

  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２７条第１項の規

定に基づき、平成２４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２７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 

    験を有する者の活用を図るものとする。 

 

２ 点検・評価の方法 

  点検・評価の具体的な項目や指標、議会への報告や公表の方法については、国が特に基準を定

めず、各教育委員会が実情を踏まえて決定することとされているため、教育委員会の点検・評価

をもって報告とします。なお、教育委員会の点検・評価については、評価委員である社会教育委

員から外部意見を聴取して行ないました。 

 ⑴ 点検・評価の対象 

   今年度から、各課の重点目標と自己評価を含めた事務事業全体の報告書として、点検・評価

をすることとしました。 

 ⑵ 評価の方法 

   点検・評価に当たっては、指標の達成状況にこだわることなく質的な面で今後の事務事業の

充実を図りたいので、過程を重視して検証しました。 

   また、評価委員は、点検・評価の対象とする課の事業について、現地視察や現場職員との意

見交換などを通して事務事業の把握に努めました。 

   報告書の形式については、自己評価と評価委員による客観的な意見に対し、教育委員会の考

え方と方針を示す対話型の報告書としました。 

 ⑶ 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 
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Ⅱ 教育委員会の目標について  

   「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」 

  平成２３年度末に、本市の教育のめざすべき方向性及び目標を明らかにし、その目標ごとの具

体的な事業などを教育振興基本計画として策定しています。 

  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

な目標を「学都松本」の実現としたものです。 

 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、そこに全１９の基本施策を定め、

各基本施策は、本市の特色ある事業に配慮し、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ています。また、計画

では、教育委員会以外の関係する事業も含み、市長部局との連携を図っています。 

 

２ 「学都松本」の３つのめざすまちの姿について 

 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 教育振興基本計画では、学都松本の実現を図るための事業を推進しています。 

 ⑶ 「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 まつもと市民生きいき活動 

 ⑴ 平成２１年度にこれまでの「あいさつ運動」を発展させ、「まつもと市民生きいき活動」を

定めました。いつの時代であっても大切なことである「こころをみがき、からだを使おう」、「あ

いさつをしよう」、「きれいにしよう」という３つの視点で、市民一人ひとりが目標を定め、日々

の暮らしの中で地道に取り組むことにより、市民一人ひとりの力を高めていくものです。 

 ⑵ この活動を推進していくために、あらゆる機会をとらえた活動事例の収集と紹介、平成２２

年度に作成したロゴマークの活用により市民周知を図っています。 

 

 

 松本市教育委員会では、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「まつ

もと市民生きいき活動」を提案します。 

 具体的には、いつの時代にあっても大切なことである「こころをみがき、からだを使おう」

「あいさつをしよう」「きれいにしよう」という 3つの視点で、一人ひとりが活動を決めて

取り組むというものです。みなさんも、こつこつと続けてみませんか。 

 

  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 

 

 



- 4 - 

Ⅲ 点検・評価の報告 

 １ 教育委員会の全体総括 

   平成２４年度は、教育振興基本計画の１年目ということで、学都松本として、市民一人ひと

りが学びの大切さに気づき、日々の生活をより良いものとしていくための学習支援を進めてい

くための連携、協働を進める下地づくりの一年でした。学都松本としてめざすまちの姿の実現

のために取組指針に従い、教育委員会各課でいままで大切に取り組んできた各種事業を継続し

て取り組んできました。 

   特に、今年度は、多くの関係者の皆さんのご協力のもと、めざす学都松本に向かい、市民と

共に学びの大切さを考えるための「学都松本フォーラム」を開催しました。参加した実行委員

からの継続の申し入れもあり、めざすべきまちの姿を追求していくための不断の取組みとして、

今後も継続して取り組んでいくこととし、様々な教育課題を市民と共に考えながら、学びにつ

いて常に考える教育委員会でありたいと思います。 

 

  【「学都松本」としてめざすまちの姿】 

  ⑴ 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、学び続けるまちの実現を図るために、教育委員会では、

学習支援に力を入れてきました。特に、学びのきっかけになる学習プログラムとして、地域

の歴史や文化財などの学習に公民館、図書館、文化財課、松本城、美術館、博物館で力をい

れてきました。施設整備においても、梓川図書館の開館や学校、公民館、体育施設等の整備

を進めてきました。 

  ⑵ 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

進するまちの実現を図るために、公教育で確保しなければならない「学ぶ権利の保障」につ

いて検討してきました。特に、教育委員の研修では、教育の機会均等を積極的に保障してい

る先進地の取組みを視察し、また教育委員会の定例会では、日本語支援をしている活動者か

らの事例報告を受けるなど、現在の課題を確認し、困難を抱えた児童生徒への継続的な取組

みがされる必要性を教育委員及び事務局職員で共有しました。 

  ⑶ 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の実現を図る

ために、平成１８年度から開講してきた市民学芸員養成講座を修了した市民学芸員で市民学

芸員の会を組織し、博物館と市民学芸員が民俗調査を行うなどの協働事業に取り組みました。

生涯学習に取り組んだ講座受講者が、市民学芸員となり、博物館活動に積極的にかかわるこ

とで、来館者の学びが深まり、市民学芸員の取組みが組織的に体系的に整理されて、ひとづ

くりまちづくりの観点から様々な学びが展開されていくことを期待しています。 

 

  【「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 

    一人ひとりの学びを大切にし、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、学習の場である公民館等の施設の整備を進めるとともに、公民館では、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めざして取り組んでいます。 
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  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小中学生の豊かな感性を育むため、学校及び先生方との

連携を図りながら、小中学生の美術に触れる機会、親しむ機会の充実に向け取り組んでいま

すが、学校と美術館との連携を図るため、学校の美術担当教諭との連絡会を３回持ち、今後

の方向性を模索しました。 

  ⑶ 不易を貫き、変わらない大切なことを継続します 

    まつもとっ子元気アップ事業では、各学校においては、まつもと市民生きいき活動の一つ

目の視点「こころをみがき、からだを使おう」の運動について、学校運営の柱に据え、児童

生徒が生きいきとした生活を送ることができるように取り組みました。これからも、各校で

は、一人ひとりの児童生徒が運動習慣を身に付け、体力の向上が図られるように、時間や内

容を工夫しながら継続して進めます。 

  ⑷ 地域とともに歩みます 

    通学距離による指定校変更の制度については、平成２３年度にまとめた調査結果、関係団

体の意見、議会教育民生委員会の研究報告等を踏まえ、その課題解決の方法について、ＰＴ

Ａ連合会、町会連合会等の関係団体の代表者などで構成する検討委員会を設置し、制度の適

正なあり方について検討された提言書に従い、地域の声を大事にした制度の見直しをしまし

た。これからも、様々な地域の声に耳を傾け、地域の皆さんと共に課題を共有して、地域の

実情にあった各種施策、事業を展開していきます。 

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

    今年度１０館目の分館として開館した梓川図書館の運営では、梓川地区ボランティア等と

協働により、梓川地区住民と近隣地域住民の使いやすい図書館になるよう、地区ボランティ

ア育成のための講座を開催しました。また、毎月図書館を利用しておはなし会の練習してい

るボランティアの団体が、地区の保育園で「出張おはなし会」を開催することができるよう

になるなど、様々なグループとかかわることで、充実した図書館活動がスタートできました。

これからも、様々な施設や取組みの中でかかわりを大事にした教育活動が実現できればと考

えます。 

    また、「工芸の五月」、「サイトウキネンフェスティバル」及び「信州・まつもと大歌舞伎」

などに合わせて、美術館や博物館、図書館で関連する企画をするなど、部局の枠を越えて協

力し、市全体で「学都の実現」という動きをつくりだしていることは、今後も更に広げてい

きたいことです。 

 

  【施策別の取組みとして】 

  ⑴ 子どもの教育の充実については、多くの皆さんに子どもたちの育ちを支えていただきなが

ら進めてきた学校サポート（学校応援団）事業が全市に広がって２年目ということで、様々

な場所で、市民の皆様に子どもの育ちについて、関心を持って考え、支えていただく雰囲気

づくりが進んでいます。 
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  ⑵ 生涯学習の推進については、市民一人ひとりが学んだ成果を子どもたちに引継ぎ、子ども

達の学ぶ学校を支援していく学校サポート（学校応援団）事業では、全地区公民館で進めら

れ、様々な取組みがなされていますが、支援を受入れる学校側、地域と学校を結ぶコーディ

ネートを担う公民館側と地域のそれぞれの連絡・連携の体制づくりが課題です。学校と地区

公民館等関係する職員、市民が、地域や学校における諸課題を定期的に話し合う懇談の機会

を充実させていきます。 

  ⑶ スポーツを通した健康づくりでは、生涯スポーツの推進と市民歩こう運動で、市民ニーズ

に応えられるよう内容を工夫しウォーキングのきっかけづくりと定着化を図りました。今後

も、市民団体等の主催する各種ウォーキング事業にスタッフという形で支援するなど、市民

主体のスポーツを通した健康づくり、地域づくりを支援していきます。 

  ⑷ 芸術を通した教育の推進では、美術館開館１０周年記念展「草間彌生 永遠の永遠の永遠」

を開催しました。未来の学都を支える子どもの育成を図るため、学校の先生方との連携や、

学校教育における美術館の活用方法等の検討を進めた結果、今年度は、具体的な取組みを始

めることができました。今後も、美術館での展覧会や、各種ワークショップ等の教育普及事

業で生涯学習を推進するとともに、地域における美術活動の充実を図ります。 

  ⑸ 歴史・文化資産の保護と活用では、昨年６月に地震被害に遭った市重要文化財中田家住宅

を始め各種文化財を維持する所有者の負担軽減と文化財保護を推進するため、文化財補助事

業補助制度の改善に取り組みました。本市の豊かな自然と歴史に恵まれた多くの有形文化財、

地域に伝わる伝統的行事や技術など無形の文化財等の文化資産の積極的な整備と活用を進

め、市民の皆さんにその価値をわかりやすく伝え、魅力ある地域づくりのため文化財の保

存・活用を進める気運を醸成していきます。 

  ⑹ 教育委員会の機能の充実では、通学区の弾力化の影響が指摘される田川、里山辺地区で移

動教育委員会、地区の皆さんと語る会を開催し、地区の皆さんの率直な意見をお聞きする事

ができました。また、教育委員会に対する多くの報道や関心が向けられた１年でしたが、先

生方と語る会、学校訪問等で、現場の思いを受け止め、一人ひとりの子どものためを第一に

考えた施策の推進を図りたいと思います。また、初めての試みとして一般市民向けの「教育

委員による教育相談コーナー」を学都松本フォーラムの際に設けましたが、相談の申込みが

２件のみだったことから、継続した取組みと同時に、日常的に市民と教育委員との距離感を

縮める努力がなされていくことが必要と感じています。 

    平成２５年度も、開かれた教育委員会をめざして、継続して取り組んでいきたいと考えて

います。 
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２ 教育委員の活動状況 

 ⑴ 教育委員                       （平成２５年８月１日現在） 

氏
ふり

  名
がな

 委員の区別 任 期 
委員長等 

就任年月日 
備 考 

斉
さい

藤
とう

 金
きん

司
じ

 委 員 長 
Ｈ21. 4. 1～ 

Ｈ29. 3.31 
Ｈ17. 4. 1  

西 森
にしもり

 尚
なお

己
み

 職務代理者 
Ｈ21.12.26～ 

Ｈ25.12.25 
Ｈ22.12.27  

小 林
こばやし

 磨
ま

史
ふみ

 委  員 
Ｈ24.12.25～ 

Ｈ28.12.24 
  

花
はな

村
むら

  潔
きよし

 委  員 
Ｈ22.12.26～ 

Ｈ26.12.25 
  

吉
よし

江
え

  厚
あつし

 教 育 長 
Ｈ23. 4. 1～ 

Ｈ27.10.11 
Ｈ23. 4. 1  

 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３回） 

  イ 臨時教育委員会 不定期開催 １回（４月１日） 

 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（あがたの森文化会館）              ８月１７日 

    ・ 教職員との意見交換 

    ・ 学校での地域連携の様子等 

  （イ）田川地区（田川公民館）                     ７月１９日 

    ａ 通学区弾力化について 

      通学距離を理由とした指定校変更の現状や通学区弾力化制度の検討状況、町会の子ど

もたちが集まる行事について、今後の学校づくり、まちづくりについて 

    ｂ 学校教育現場における指導環境について 

      先生が子どもたちとかかわれる時間をいかに確保するか、地域で学校や先生をどう応

援していくかについて 

  （ウ）里山辺地区（教育文化センター）                 ９月２１日 

    ａ 話題提供「地域と学校や子ども達が共に学びあう実践」 

      山辺ドリーム大学の取組みや山辺児童センターの活動、学校サポート事業、中学生も

参加した町会の防災訓練等について 

    ｂ 懇談「通学区の弾力化と地域活動について」 

      通学距離がそんなに違わないのに、町会内で子どもの通学方向が分かれてしまうこと

や通学時の安全確保、中学校へ進学した際の指定校変更の取扱い等の現状について 

      また、地域での絆づくりへの影響や選んでもらえる学校づくりに取り組んでいる学校

の取組みについて 
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  イ 市長と教育委員との懇談会                    １１月１６日 

    学都松本の推進と学校教育の現状、公民館を中心とした地域づくりの現状について 

  ウ 関係団体との懇談会 

    ＰＴＡ連合会                          １２月１１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 

  エ 教育相談 

    学都松本フォーラムでの教育相談コーナーの開設           ９月 ２日 

    学都松本フォーラムの開催に合わせ、教育相談コーナーを設置し、教育委員が対応した。 

 ⑷ 教育委員の研修 

  ア 第５６回長野県市町村教育委員会研修総会（小諸市）        １０月１９日 

  イ 長野県都市教育委員会連絡協議会（小諸市）            １０月１９日 

  ウ 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（安曇野市）１０月５日 

  エ 教育委員研修視察                       ７月６日～７日 

  （ア）学校支援地域本部事業の概要と支援の具体的な取組みについて 

     京都府長岡京市 （長岡京市教育委員会、長岡中学校） 

  （イ）まちづくり、文化・スポーツ・芸術、子どもの健全育成等の事業について 

     三重県鈴鹿市  （一般社団法人 鈴鹿カルチャーステーション） 

  （ウ）多文化共生のための日本語教育事業等について 

     三重県鈴鹿市  （ＮＰＯ法人 愛伝舎） 

 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 

   学都松本フォーラム実行委員会等への参加等 
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３ 各課の報告 

教育政策課の事務事業報告 

１ 業務概要 

  教育政策課では、松本市の教育目標として、平成２３年度に策定した教育振興基本計画「学都松

本をめざして」に沿った各種取組みが出来るように教育委員会内外の調整や教育委員会の点検・評

価等を行っています。 

  また、教育委員会では、教育に関する様々な事業等についての基本的方針を決定し、教育をとり

まく様々な課題に対応できるように、開かれた会議運営に心がけ、市民意見を取り入れた事業が実

施できるように語る会等を開催しています。 

  また、社会教育の振興を図るため、社会教育委員会議を開催し、社会教育をとりまく課題などに

ついての研究・討議を行っています。 

  教育文化センターでは、教文学習（小学５年生、中学１年生が参加）の実施、理科離れ解消に向

けた科学館機能の充実、生涯学習の場としてパソコン関係、天文関係、歴史関係等の各種講座を実

施しています。 

 

２ 平成２４年度の取組結果 

  今年度は、学都松本を市民と共にめざしていくため、学びの大切さを市民と共に考える学都松本

フォーラムを教育委員会をあげて、市民実行委員とつくりあげました。また、実行委員会と連携す

る庁内体制として、教育部内外での連携を図るため事務局会議を設け、庁内の情報共有や連携を図

りました。 

  教育委員の事務局として、地区の皆さんとの語る会や先進地の視察等の研修の機会を設けまし

た。また、学都松本フォーラムでは、実行委員会に教育委員も加わり、教育委員による教育相談コ

ーナーなどの取組みを初めて行なうことができました。公開の場である教育委員会定例会では、日

本語指導の現場の状況を知るために事例報告の機会を設けました。社会教育委員会議では、提言書

のテーマ（子どもの育成に関すること）に関する調査のために、４カ所の教育関係施設の視察を行

ない、社会教育関係委員合同研修会を開催しました。 

  教文学習の理科実験では、学校ではできない液体窒素の実験が好評で、興味・関心が高められま

した。各種講座についても、多くの参加があり、生涯学習の場として機能することができました。 

 

３ 今後の課題 

  教育振興基本計画でめざす学都松本を実現していくためには、市民が学びに関心を持つことが必

要であり、そのためには、教育委員会の各課が、市民の日々の生活にある様々な学びに光を当てて

いく地道な取組みが必要です。教育政策課は、計画に沿った教育委員会及び市長部局の各課の取組

状況を管理し、調整や協力、後押しをする必要があります。 

  また、教育にかかわる現状や課題を的確に把握するため、まずは、積極的に情報を発信し、市民

や各種団体との懇談の場を設ける必要があります。そして、市民と共に学都松本を推進していくこ

とが求められています。 

  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充実のため、老朽化している科学展示

室の展示物を更新していくことが必要です。 
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教育政策課の事務事業報告 

４ 平成２４年度における重点目標と自己評価 

項目または 

事務事業名 

内容（いつまでに、どのような状

態にするのかを含めて記入） 

評

価 
自己評価（成果・課題） 

重
点
目
標 

（継続） 

教育委員と

語る会の開

催  

 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。  
Ａ 

 今年度は、田川、里山辺の２地区で語る

会を開催し、多くの参加者を得て、通学区

の弾力化について検討することができま

した。また、先生方と語る会では、先生方

や子どもたちの現状についてお聞きし、学

校教育を充実させるための貴重な意見交

換の場となりました。しかし、参加者が少

なく開催方法等の検討が必要です。 

（新規） 

学都松本の

推進 

⑴ 学都松

本フォー

ラムの開

催 

 教育振興基本計画や基本

構想である「学都松本」を

市民に知ってもらうととも

に、市民と学びについて考

える機会として、学都松本

フォーラムを開催します。 

 また、市民の継続的な取

組みが応援できるように、

生きいき活動の実践発表の

機会を設けます。 

Ａ 

 今年度は、第１回目の学都松本フォーラ

ムを教育部全課がかかわりながら取り組

むことが出来ました。当初は、節目の年に

開催する予定でいましたが、実行委員との

話し合いの結果、毎年継続していくものと

なりました。また、実行委員会の名称を学

都松本推進協議会に変え、学都松本を推進

するための会議と位置付けました。 

     （参加者 １，５００人） 

 今後は、このフォーラムの継続により、

参加者が何かを始めたり、変われたりする

きっかけになるように、新鮮な話題を提供

していくことが必要です。また、学都松本

の推進を図るため、イメージカラーの設定

等、親しみやすい取組みをします。 

（継続） 

学都松本の

推進 

⑵ まつも

と市民生

きいき活

動の推進 

 学都松本を目指した市民

の地道な取組みを進めるた

め、平成２１年度に策定し

た「まつもと市民生きいき

活動」について、平成２２

年度に作成したロゴマーク

の活用とあらゆる機会をと

らえた活動事例の紹介によ

り、市民への周知と更なる

市民一人ひとりの取組みの

拡大を図ります。 

 

 

Ｃ 

 市民周知を図るため、まつもと市民生き

いき活動を「広報まつもと」の定期コラム

として掲載するとともに、市民課ロビーの

モニターでもお知らせしました。 

 また、リーフレットを機会ある毎に配布

しましたが、地区へ出向くなどの機会が少

なく、積極的な発信ができませんでした。 

 今後は、この活動の趣旨や学校、地域で

の具体的な取組事例を伝えていくことで、

市民への周知を図ります。 
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教育政策課の事務事業報告 

（継続） 

教育文化セ

ンター運営

整備再構築

事業 

 平成２０年度の「科学博

物館展示室展示機器更新方

針」に基づき平成２３年度

は「ホログラム」の移設工

事を実施しました。展示機

器のほとんどが老朽化して

いることから、平成２４年

度の一部展示機器更新と、

平成２５年度からの取組み

について検討、見直しを行

います。 

 また、児童生徒の理科離

れ解消のための理科教科と

市民対象の親子科学工作教

室について、教育文化セン

ター専門委員会等の意見を

聞きながら内容の充実を図

ります。 

Ｂ 

 平成２４年度は展示機器の更新ができ

ませんでしたが、全体的に老朽化している

展示物の更新について、今後の科学博物館

のあり方等を含め検討していきます。 

 教文学習での理科実験については、参加

した児童・生徒の感想からも大変好評でし

た。 

 親子科学工作教室も毎回、定員いっぱい

になる状況で実施できましたが、更に内容

を検討し充実を図ります。 

 

５ 外部意見 

事業 内容 

教育委員と

語る会につ

いて 

 「教育委員と語る会」を地域、学校等で開催し、現場の方から聴き取るというき

め細やかな対応は大変良いことだと思います。今後も地域住民や学校現場の先生方

の声を大事にしいただきたい。 

まつもと市

民生きいき

活動につい

て 

 「まつもと市民生きいき活動」は、ポスターはどこかで目にしたかもしれません

が、内容についてはあまりよく知りませんでした。家庭・学校・地域で取り組めば、

自然と出来るのではないかと思います。広報活動だけでは、市民の活動につながら

ないため、自己評価欄にあるように、地区へ出向くなどして、地区・町会に直接入

りこんで具体的な取組事例をあげて趣旨を分かってもらえるように積極的に発信

し、町会連合会地区公民館、ＰＴＡ等と連携して実際に活動するところまでつなげ

ていくことが大切だと思います。 

学都松本に

ついて 

 学都松本を市民と共にめざしていくために、市民全体が実感するにはどうしたら

よいか。検討する必要があると思います。学都松本フォーラムは大勢集まり、良か

ったと思いますが、市民全体から見ればまだまだほんの一部であり、「学都松本」

という言葉さえ知らない人もいるし、言葉は知っていても、内容は知らない人が多

いと感じています。「学都松本」は、生涯にわたり学び続ける市民への意欲を推進

するうえにおいても、必要であり、また、郷土を愛する心を育てる意味でも重要で

すので、一層充実したものにしていただきたい。 
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教育政策課の事務事業報告 

教育委員会

の広報につ

いて 

 広報にしても、チラシやホームページにしても、きちんと読む人が少ないと思い

ます。この現状を踏まえたうえで、あまり興味を持たない多くの人達にどのように

推進していったらよいのかについて考えていくことが重要です。例えば、楽しいイ

ベント形式などの形で行なうなど、少し形を変えた方法も考えてはいかがでしょう

か。（歌、踊り他） 

教育文化セ

ンターにつ

いて 

 理科実験など好評ですが、より多くの子どもに経験して欲しいので、出前も考え

ていただきたい。 

 また、科学館なので、興味を持って来館してもらえるように、最先端技術にふれ

るものとして３Ｄプリンターなどを導入してもらえれば、感動を子どもや親にも与

えられるのではないでしょうか。 

 

６ 教育委員会の改善方針 

 教育委員と語る会については、教育振興基本計画の取組指針に従い、地域と共に歩む教育委員

会であるために、これからも引き続き地域へ足を運び、地域の実情や地域の皆さんのご意見をお

聞きしていきたいと思います。また、先生方と語る会については、校長会などとも相談して、内

容が充実したものになるように取り組んでいきます。 

 まつもと市民生きいき活動については、取り組み始めて４年経過しましたが、周知活動の見直

しが必要です。今後市民の身近な地域で取り組んでいただくには、公民館の協力が欠かせないこ

とから、公民館長会等へ協力を依頼して、地域で共有し、取り組んでもらえるような周知に取り

組んでいきます。 

 学都松本の推進については、市民に学都としてめざすまちの姿をわかりやすく伝えていくこと

と、市民の学習活動を支える各種施策の充実と、学習情報等を市民に伝えていくことが必要です。

平成２５年度に設置する学都松本推進協議会では、市民の学びに対する多様な意見を取り入れな

がら、市民と担当職員と共にめざす学都松本の姿を考えていきます。 

 教育委員会の広報については、教育委員会で取り組んでいる各種事業を、市民に知ってもらえ

るように、分かりやすい情報発信が学都松本フォーラムで取り組めるように進めていきます。 

 教育文化センターでは、平成２５年度の学都フォーラムの開催に合わせて、出前による親子科

学工作教室を実施します。また、３Ｄプリンター導入のご提案については、今後の科学博物館の

あり方等を含めた検討において参考とさせていただきたいと思いますが、科学展示室は、「さわる

（ハンズ・オン）」を基本コンセプトとし、「音、光、エネルギー」に関する物理的テーマを中心

とした内容で展開していますのでご理解願います。 
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学校教育課の事務事業報告 

１ 業務概要 

  学校教育課では、急激に変化する社会情勢のなかで、子どもたちが社会を主体的に生きていくた

めの資質や能力、豊かな人間性を身につけるための学習を進め、学校がその本来の機能を十分に果

たし、家庭や地域と連携しながら社会全体で取り組む教育を推進することや様々な違いを認め合い

共生できる社会の実現を図ること、さらに、将来を担う子どもの育成に関係する施設及び環境の充

実を図ることなど、これらの様々な教育課題に対応するための事業に取り組んでいます。 

 

２ 平成２４年度の取組結果 

  毎年の全国学力・学習状況調査などから、学力についての分析と考察を行い、各学校の授業改善

につなげています。 

  児童生徒が生活習慣病を予防し、生涯を心身ともに健康に暮らせるよう、学校・地域・医療が連

携して、「まつもとっ子元気アップ事業」を展開し、発達段階に応じて、健康への関心を高め、よ

り運動に親しもうとする態度を培う活動を充実させています。 

  不登校・集団不適応などに関する事例研究会や講演会を実施し、カウンセラーの派遣、不登校無

料相談会など、ＮＰＯと連携した取組みを行い、教育委員会に不登校支援アドバイザーを配置し、

学校訪問などをしながら児童生徒、保護者への支援を行っています。 

  特別支援教育支援員の配置や発達障害児への理解と対応方法についての教職員研修を充実させ、

困難を抱えた児童生徒への支援の充実を図り、幼稚園・保育園から小学校、中学校への切れ目のな

い連携を図っています。 

  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・安心に過ごし、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。 

 

３ 今後の課題 

  児童生徒の学力は、全国的な傾向と同様に、既存の知識を基に、目的や意図に応じ、資料や情報

を整理・活用して、問題解決につなげていく力に課題がみられることから、基礎学力を身につけ、

応用力を養う確かな学力を高めていくことが求められています。 

  また、学校外で運動する子どもとしない子どもの二極化、外での遊びや運動習慣の機会の減少な

ど、児童生徒を取り巻く環境が変化し、体力が低下していることから、たくましく生きるための健

康と体力づくりが必要となっています。 

  さらに、いじめや不登校、障害のある児童生徒への対策や支援の充実とともに、自らを律し、他

人と協調し他人を思いやる豊かな心の育成が必要となっています。 

  子どもたちをとりまく施設環境については、教育内容、教育方法などの変化に伴い、多様化が進

んでおり、そのスピードや高機能化、さらに地球温暖化や防災にも対応した安全で安心な施設環境

づくりを子どもの視点に立って整備する必要があります。 

  今後これらの取り組みを進めていくにあたり、教師の指導力の向上が必要となってきます。その

ため、平成２４年度に発生した教員の不祥事を反省し、防止に向けた研修の充実に努めてまいりま

す。 
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４ 平成２４年度における重点目標と自己評価 

項目または 

事務事業名 

内容（いつまでに、どのような状

態にするのかを含めて記入） 

評

価 
自己評価（成果・課題） 

重
点
目
標 

（継続） 

通学区弾力

化の課題解

決 

 町会連合会から見直しを

求められている通学距離に

よる指定校変更の制度につ

いて、平成２３年度にまと

めた調査結果、関係団体の

意見、議会教育民生委員会

の研究報告等を踏まえ、そ

の課題解決の方法を年内に

決定します。 

Ａ 

 ＰＴＡ連合会、町会連合会等の関係団体

の代表者などで構成する検討委員会を設

置し、制度の適正なあり方を検討した結

果、指定校までの通学距離の要件を設け、

その範囲を超える場合にのみ指定校変更

を可能とすることを要旨とする提言書が、

１２月１９日に教育委員会に提出されま

した。 

 教育委員会では、この提言を踏まえ、 

２５年２月１５日に制度の見直しについ

て最終決定しました。 

（継続） 

四賀小学校

建設事業及

び小中学校

の大規模改

造等事業 

⑴ 四賀小学校建設事業 

  平成２５年４月開校に

向けて、校舎等建設の早

期完成を目指します。四

賀地区４小学校、地元組

織との連携を一層図り開

校準備を進めます。 

  後利用については、関

係課と調整し進めます。 

⑵ 小中学校の大規模改造

等事業 

  環境保全の観点から断

熱工事、太陽光発電設置

事業を進めます。 

Ａ 

⑴ 平成２５年２月末に工事完了し、３月

１１日には、四賀地区４小学校の閉校式

を、４月８日には、四賀小学校の開校式

が執り行われることとなりました。 

  後利用については、政策課が主幹課と

なり調整が整い中川小学校は民間が利

用、他３校は計画的に解体することなり

ました。 

⑵ 今年度、旭町小、二子小、梓川中の３

校が第１期工事を実施し、来年度も小学

校３校が新たに事業予定で今後も計画

的に事業を実施します。 

（新規） 

まつもとっ

子元気アッ

プ事業 

 

 各学校においては「運動」

（生きいき活動＝からだを

使おう）を学校運営の柱の

一つに据え、児童生徒が生

きいきとした生活を送るこ

とで、活力ある学校を作り

出していきます。 

Ａ 

⑴ 「１校１運動」を全校で取り組むこと

ができました。今後は、運動習慣の形成

と体力向上に向けて、さらに各校が時間

や内容を工夫しながら進め、体力テスト

によって検証していきます。 

⑵ 子どもの生活習慣予防のために、健康

づくり課と連携し、健康プログラムを実

施、血液検査や質問紙によってその効果

を把握しています。 
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（継続） 

特別支援教

育の充実 

 各校の児童生徒の状況の

把握に努め、幼保小中の連

携を密にして、特別支援教

育の充実に取り組みます。

特に、増加傾向にある発達

障害や個別に支援の必要な

児童生徒、外国籍児童生徒

の支援の充実を図ります。 

 また、こども部との一層

の連携を図り、相談体制の

充実を目指します。 

Ａ 

⑴ 「連絡シート」の活用により、幼保小

と小中の連携を進めることができまし

た。 

⑵ 特別支援教育支援員を配置し、特に支

援を必要とする児童生徒の学習や生活

支援を行うことができました。 

⑶ 平成２５年度特別支援教育支援員の

時間数を増やす予算措置をしています。 

⑷ こども部と連携し、「あるぷキッズ巡

回支援」を実施し、障害のある児童生徒

に関わる先生方に指導、助言ができまし

た。 

（継続） 

不登校への

取組み 

 平成２３年度市内全校で

２８０名強いた不登校児童

生徒を、今年度減少させる

ために、各中間教室におい

ては、その特徴に応じ、教

室復帰に向けた支援計画の

作成等を行い、支援体制の

充実をはかります。 

 また、ＮＰＯとの連携に

より子ども・家庭・教職員

を支援する環境づくりを進

めていきます。 

 さらに、学校や教室への

復帰に向けての意欲を醸成

したり、新たな不登校を生

み出さないための学校・学

年・学級づくりや、家庭や

地域との連携を進めるため

に、教職員研修や校内支援

体制づくりを充実させてい

きます。 

Ａ 

⑴ 不登校児童生徒の適応指導や学校復

帰を支援するため、鎌田中間教室、山辺

中間教室、あかり教室を継続して開設

し、通室生への適応指導・学習指導及び、

不登校に関する保護者や教職員の相談

支援をおこないました。 

  この中で、県の‘笑顔で登校支援事業’

を活用して配置した、「不登校支援コー

ディネーター（山辺・鎌田へ各１名配

置）」を中心に、適応指導員が学校訪問

や家庭訪問を実施するなどの連携を積

極的に行った結果、１月末現在、３教室

への通室児童生徒６１名（６９）のうち、

２９名（１３）が学校復帰(部分登校含)

できるようになるなど改善がみられま

した。 ※( )内２３年度同期 

⑵ 地域で不登校児童生徒の支援活動を

行っている、ＮＰＯ「長野県子どもサポ

ートセンター」所属のカウンセラー１名

を、３中間教室へ計画的に配置したこと

により、通室生や保護者への日常的なカ

ウンセリングが実施でき、児童生徒の安

定につなげることができたほか、ＮＰＯ

不登校支援機関より外部講師を迎えて 

‘ひきこもり’や怠学傾向の不登校児童

生徒への支援や指導についての講演会

や事例研究会を実施し、研修の充実をは
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かることができました。今後も、ＮＰＯ

との連携や必要に応じて他課との連携

をとりながら取り組んでまいります。 

⑶ 平成２３年度より指導室に配置して

いる不登校支援アドバイザーが、のべ 

２０３回の学校訪問や家庭訪問を実施

し、‘引きこもり’を含む、不登校・不

登校傾向の児童生徒や保護者及び、教職

員との懇談や支援のためのケース会議

を実施しました。 

  また、市費任用の「適応指導教員」の

連絡・研修会や、松本市生徒指導主事連

絡協議会研修において、不登校の未然予

防につながる「自己肯定感を高める学級

経営」などに関する研修を実施しまし

た。 

 

５ 外部意見 

事業 内容 

学力につい

て 

 

 松本市の児童生徒の学力が本当に低下しているのかどうかは疑問、全国学力・学

習状況調査や松本市独自の方法によって、この点を明確に調査をしていただきた

い。また、担当課で指摘している課題解決のための具体的な方策を大事にして、現

場の指導につなげていただきたい。 

特別支援教

育について 

 

 多様化する子ども達の環境に対して、学校教育の立場から様々な対応（施策）を

講じていただき、大変ありがたいと感じます。特に、特別支援教育の重要性はいう

までもなく、今後も手厚い対応をお願いします。一方で、事が問題化してからの施

策（やむを得ないのかもしれませんが）対応となるため、どうしても初期のトラブ

ルは現場であるので、今後の課題と思われます。 

 例えば、小学校一年生の親への「発達障害への理解を深める講座、学習障害講座」

などを開催するとか、認識を親が共有出来ることも重要と思います。 

通学区弾力

化について 

 

 通学区の弾力化制度の見直しは良かったと思います。教育制度については、保護

者の要望ではなく、子どもの育ちを中心に考えること、教育的配慮については、限

られた特別なものに限定することが必要です。 

 今回の見直しで、指定校変更を制限したことは、一応の解決かもしれませんが、

制限範囲で許可された子どもの中には、町内に友だちがなく、行事に参加しずらい

などの理由から町会から分離される可能性が心配されます。 

 今後、家庭、地域が連携して、子ども達が地区の伝統行事を継承し、参加できる

ようにしていくことが必要と考えます。 
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体力につい

て 

 児童生徒の体力が低下してきているとのことですが、特に女子は、全国平均を下

回るとのこと、健康と体力向上をめざしていただきたい。 

 また、『まつもとっこ元気アップ事業』は成長を考える上で、とても良いことで

す。この時期の体力アップはスポーツのみならず、学力向上へも寄与するでしょう

し、健全育成への一歩と感じます。今後も、拡大した取り組みをお願いしたいと思

いますし、家庭や地域にも広げていただきたい。 

四賀小学校

について 

 四賀地区の四校合併に伴い廃校になった四校の後利用については、地区住民が気

軽に利用出来、地域の活性化につながると良いと思います。 

 

６ 教育委員会の改善方針 

 平成２５年度には悉皆調査として実施された全国学力・学習状況調査の結果をもとに、各校で

は児童生徒の実態を把握したうえで、授業改善を図りながら学力向上につなげる取り組みを進め

てまいります。また、松本市学力調査検討委員会を中心に市内の児童生徒の全体の傾向を分析す

ることで課題を明確にし、改善の方向を検討してまいります。 

 

 特別支援教育について、学校教育においては、児童生徒一人ひとりの特性を生かしながら指導

していくことが大切にされていますが、特別に支援を必要とする児童生徒については、ことのほ

か丁寧な指導が求められています。 

 ここ数年増加傾向にある発達障害をもつ児童生徒への指導については、教職員の研修を重ねる

中で指導方法について理解を深めているところです。また、市教委としては、各校においてきめ

細かな指導が行われるよう特別支援教育支援員の配置を行ってきました。今後も学校の実状に合

わせて対応していきます。 

 発達障害については、保護者の皆様にも障害の内容について正しい理解をしていただくことが

必要となります。就学前においては幼稚園、保育園との連携をとりながら保護者への働きかけを

行うとともに、小中学校においても保護者の理解が深まるような学習の機会を設けていきたいと

考えています。 

 

 通学区弾力化制度について、制度の見直しだけでは地域で起こっている問題は解決できないと

する検討委員会の意見を踏まえ、見直し後の状況を検証するとともに、今後も定期的に検討の機

会を設けていきます。 

 また、地域に根差した学校づくりを進める必要性から、地域づくりの課題解決に向けた取組み

ができるよう、関係課と調整していくこととしています。 

 

 体力について、全国小中学生体力実態調査の結果からみると、松本市の児童生徒の体力は全国

平均より下回っていることがわかりました。市教委としては、児童生徒たちが学校生活の中で今

まで以上に体を動かすことによって日常的に体力向上を図るために、「１校１運動」を推進してき

ました。また、学校生活の中でいつでも手軽に運動ができることを願って「松本元気アップ体操

（仮称）」を創作し、今年度中には市内小中学校で実践していく予定です。このような取り組みを

通して、松本市内の小中学生の体力向上を図ってまいります。 
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 四賀地区の廃校になった４小学校の後利用については、政策課が中心となり市の方針を決定し

ました。その方針では、耐震性のない会田小学校校舎、錦部小学校校舎、４小学校の体育館、後

利用の計画がない４小学校のプールは解体する予定です。 

 また、中川小学校校舎は、地域振興に貢献できる民間事業者等に貸し付けることとなり、現在

３団体に貸し付ける予定です。五常小学校校舎についても地域活性化に貢献できる活用要望があ

る場合は、積極的に対応するとしています。 

 さらに、錦部小学校グランドは、スポーツ推進課が管理し地域の運動広場として利用さ 

れています。 

 なお、会田小学校敷地は、殿村遺跡保存整備用地として整備される予定です。 
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学校給食課の事務事業報告 

１ 業務概要 

  学校給食課は、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、給

食を通して様々なことが学べるよう「食育」を推進しています。 

  食の安全が求められている中で、放射線対応としても安全・安心な地元産食材を中心とする「地

産地消」を推進しています。 

  また、すべての児童・生徒が等しく給食の時間を過ごせるように、食物アレルギーを持つ児童・

生徒にアレルギー対応食を提供しています。 

 

２ 平成２４年度の取組結果  

  学校給食は、４ヵ所の学校給食センター（西部、東部、梓川及び波田）と９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１７７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、松本一本ねぎ等、地元産の食材を使用した献立の「松本の

日」を４回実施しました。 

 

３ 今後の課題  

  今後は、牛乳や小麦粉等の価格の高騰及び消費税率の上昇が予定されていることから、学校給

食費の値上げを含めた検討が必要となっています。 

  ノロウイルス等の食中毒や放射線汚染に対する心配が寄せられる中で、より一層の「地産地消」

を中心とした食材の調達と放射線検査の実施により、安全で安心な学校給食の提供に努めます。 

  平成２６年４月より、本郷小学校の給食を東部学校給食センターから配送するように、準備を

進めていきます。 

  例えば、牛乳が肌に触れただけでも発症してしまう重症なアレルギーを持つごく一部の児童・

生徒は、みんなと一緒に給食を食べられませんが、アレルギーの症状をクラス全員で理解した上

で、できるだけ一緒に給食が食べられるように指導しています。また、緊急時のエピペンの使用

については、学校側で練習用キットを使った研修を行うなど、十分な対応ができる体制を整えて、

学校長が認めた場合にのみ医師から処方されたエピペンを児童・生徒が学校へ持参することがで

きます。このような対応ができるように、エピペンの使用方法の入ったＤＶＤを全学校に配布し、

マニュアルを再確認するよう指導しています。 
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学校給食課の事務事業報告 

４ 平成２４年度における重点目標と自己評価 

項目または 

事務事業名 

内容（いつまでに、どのような状

態にするのかを含めて記入） 

評

価 
自己評価（成果・課題） 

重

点

目

標 

（継続） 

食育・地産

地消推進事

業 

⑴ 栄養教諭等による食育

を各学校に出向き進めて

いきます。 

⑵ 地産地消を取り入れた

食育を推進します。 

⑶ 地産地消を推進し、安

全・安心な食材を使用しま

す。 Ａ 

⑴ 学校訪問を計画通り実施しました。 

⑵ 地元食材の「松本の日」等で、地産地

消の良さを子どもたちに伝えました。 

⑶ 放射線対応で子どもたちを守るため

にも、出来るだけ安全・安心な地元産食

材を使用するよう努めました。 

⑷ 地産地消は学校給食課の重点目標と

して取り組んでいますが、平成２４年度

は、「たまねぎ」を旬の時期に直接、笹

賀の生産者から納入していただき、給食

に使用しました。 

  また、平成２５年４月から開設された

四賀学校給食センターでは、地元の野菜

を使用するように、地元の無農薬栽培農

家と調整をしました。 

（継続） 

アレルギー

対応食提供

事業 

 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。 

Ａ 

 アレルギー対応食提供事業を、マニュア 

ルに従い、安全に実施しました。 

（継続） 

学校給食費

関係 

 学校給食費の滞納整理を

進めます。 Ａ 

 児童手当からの徴収を平成２５年２月 

から実施することができました。 

（新規） 

四賀給食セ

ンター開設

事業 

 （仮称）四賀学校給食セン

ターが平成２５年４月の開

設当初から円滑に運営でき

るように準備します。 

Ａ 

 計画通りに施設・設備が完成し平成２５

年２月２８日引渡しが行われました。 

 栄養士・調理員を含めた内部検討会議を

１４回開催し、調理作業等が円滑にできる

よう調整しました。 

（継続） 

東部学校給

食センター

関係 

⑴ 本郷小学校のセンター

編入に向けた取り組みを

します。 

⑵ 汚染土壌等撤去費用の

請求の訴訟を平成２１年

６月に提起、以後は法律に

沿って進めます。  

Ａ 

⑴ ＰＴＡ説明会を３回開催しました。 

  平成２６年４月のセンター編入に向

けた条件の提示があり、回答しました。 

⑵ 口頭弁論が終結し、平成２５年３月 

２７日判決の言渡しがありました。  
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５ 外部意見 

事業 内容 

学校給食に

ついて 

 以前、給食センターの見学をさせていただきましたので、ご説明の内容につい

てイメージすることができ、安全で安心な給食や食中毒対策、アレルギー対応な

ど大変なお骨折りがあるのだと実感できました。 

 アレルギー対応食については、きめ細かくやっていただき、子どもたちは安心

して食べることがができることに感謝していると思います。 

 アレルギー対応という大変なことに取り組んでいることは大切なことだと思い

ます。これから多種多様な症状を持つ子がますます増えていく現状で、どこまで

対応できるか心配です。 

食育・地産地

消について 

 「松本の日」４回実施（平成２４年度）とのことですが、「食育」も併せてもっ

と増やせないものでしょうか。食の安全を守るために、地元産食材を中心とする

地産地消を推進し、献立をたて実施することは、これからも進めて欲しいと思い

ます。 

給食費未納

問題につい

て 

 給食費滞納については、学校現場の苦労もあり、今回の児童手当からの徴収に

期待したいと思いますが、児童手当から徴収できるようになっても未納はゼロに

ならないとのことですが、なんとかしたいものです。 

 消費税の増税による給食費の値上げは止むを得ないが、成長盛りの子ども達に

栄養バランスの良い給食を提供していくことが大事なことだと思います。 

全体につい

て 

 自己評価が全て「Ａ」で安心しました。事故がなくて当たり前と考えられてい

るお仕事だと思います。今後もますます課題が増えていくことは想像に難くあり

ません。特に身体の小さいお子さんが食するわけですから、これからも十分に気

をつけて提供していただきたい。 

 

６ 教育委員会の改善方針 

 アレルギー対応食提供事業では、食物アレルギーに対する正しい知識と対応についての講演会

を３年に１回開催しています。食物アレルギーを持つ子どもたちが、少しでも症状の改善につな

がるよう、保護者や医師へ最新の情報を提供することにより、対象者数の一方的な増加傾向の抑

制を図ってまいります。 

 食育・地産地消推進事業については、今後も引き続いて取り組んでまいります。平成２５年度

は、地元の食材が豊富に収穫できる７月～１１月にかけて、松本地域産の食材による「松本の日」 

を各月に１回（５回）実施するよう計画します。今後も、地産地消を中心とした安全な食材を使

用することにより、安全で安心な学校給食の提供に努めてまいります。 

 学校給食費の滞納整理については、旧波田町の滞納に対する法的措置を進めながら、私会計に

ついても法的措置の実施に向けて研究を進める予定です。 
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生涯学習課・中央公民館の事務事業報告 

１ 業務概要  

  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

めざしています。 

  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めざした公民館活動を展開しています。 

 

２ 平成２４年度の取組結果 

  社会教育施設の整備として、公民館へより広範な住民参画が促されるよう、エレベーター未設

置館への設置や大規模改修事業による使い勝手の向上に取り組んでいます。 

  また、あがたの森文化会館では国の重要文化財である旧松本高等学校校舎の良好な保存を目的

に、平成１９年度より本館・講堂の塗装修繕を行っております。 

  勤労青少年ホームでは、小学３年から６年生を対象に、子どもたちが地域で行った活動を記録

し、その学びを深めるきっかけづくりとして「学都松本いきいきノート」を導入しました。今年

度はモデル校４校の３年生から５年生を対象に実施し、本格実施に向けた検証を行うとともに、

地域に関わる多くの方に本事業に対しての理解を深めていただく施策を進めます。 

  公民館運営審議会では、８月に出された諮問「松本らしい地域づくりに向けた公民館の役割に

ついて」を受けて、各地区の状況調査（聞き取り）、公民館職員との協働討議を通して課題整理を

進め、答申に向けた議論を展開しています。 

 

３ 今後の課題 

  超少子高齢型人口減少社会に伴い、地域の課題は増大、複雑化し、行政だけで解決できない、

また地域だけでの解決は困難になってきています。また公民館にはこれまでの理念や実践経験を

活かし、地域の住民から信頼される「総合的な地域づくり」の核として、地域に根ざした学習と

実践から地域振興に結びついた取組みが求められています。 

  地域の実態や生活課題、地域課題を的確に把握しながら、住民自治と地域連帯の力量に応じた、

「総合的な地域づくり」をめざしていくため、従来の縦割り意識を解消し、既存の地域関係団体

との連携を強化し、総合的な視点に立った地域コミュニティの再構築が課題となっています。 

  委員と職員の協働による公民館運営審議会「答申」（予定）を踏まえ、公民館とは何か、何が足

りないのか、何ができるのかなど、松本らしい地域づくりにおける公民館の役割を市民とともに

問い直す機会が必要となっています。 
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生涯学習課・中央公民館の事務事業報告 

４ 平成２４年度における重点目標と自己評価 

項目または 

事務事業名 

内容（いつまでに、どのような状

態にするのかを含めて記入） 

評

価 
自己評価（成果・課題） 

重
点
目
標 

（継続） 

地区公民館

大規模改修

事業 

 公民館は市民、住民が集

い、学ぶ拠点であることか

ら、安心・安全、快適な学

習環境づくりが求められて

いるため、地区公民館大規

模改修の整備方針に基づ

き、建築後３０年目に外部

主要部及び福祉対策に重き

を置いた「第１次整備」、築

４０年で内部主要部の「２

次整備」を順次実施するも

のです。今年度は、神林公

民館大規模改修工事を実施

します。 

Ａ 

 地区公民館対規模改修の整備方針に基

づきながら、地元地区が要望する内容に趣

きを置き、事業を実施しています。 

 今年度は建築後３０年目にあたる神林

公民館の大規模改修を実施しました。 

 計画に基づく本格的な大規模改修は神

林公民館が初めてであり、改修事業を実施

していく中で、整備方針を見直し、可能な

限り外内装を一括で改修する方向で今回

から実施しています。 

（継続） 

学校サポー

ト（学校応

援団）事業 

 児童・生徒をとりまく環

境が大きく変化し、学校の

活性化を家庭・地域の教育

力の向上が課題となってい

る状況を踏まえ、「地域に開

かれた学校づくり」と地域

住民の生きがい活動、創造

活動として学校を支援し、

「特色ある地域づくり」を

進めるため、市内小中学校

を対象とした学校サポート

（学校応援団）事業に取り

組むものです。 

 今年度は、全３５地区の

公民館で各種事業を行いま

す。 

 

Ａ 

 公民館がつなぎ役となり学校と地域と

の信頼関係を更に深め、市内３５の全地区

で支援活動を展開しました。 

⑴ 地域情報や課題共有の場として、学校

と担当地区公民館による定期的な懇談

会が展開されています。（明善中：内田、

寿台、松原） 

⑵ 小学校・ＰＴＡ、町会、子ども会育成

会、公民館の協同により魅力ある学校・

地域づくりに向けたアンケートを実施

しました。これをきっかけに、地区内の

小・中学校、高校が参加した「あがたの

森未来サミット」が実施されました。（源

池小：第三） 

⑶ 学校職員と公民館職員による懇談会

を実施しました。（１２小中学校、１９

地区公民館） 

⑷ 学校サポート事業を総括する研究会

を定例的に実施し、事業の意義から実践

事例等を紹介した学校・地域関係者向け

のリーフレットを作成しています。（４

月配布予定） 
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  本事業の課題としては、学校と地区公

民館の職員が地域や学校における諸課

題を定期的に話し合う懇談の機会を充

実させていきます。 

（継続） 

地域づくり

懇談会（地

域力・人材

力の構築）

事業 

 超少子高齢型人口減少社

会の進展などによる社会状

況の激変に伴い、地域課題

が増大、複雑化するなかで、

地域や生活に密着した地域

づくりとその人材育成が、

公民館の役割として強く求

められています。 

 そこで、公民館は、「総

合的な地域づくりの拠点」

として、「人の絆」づくり

を目指すため、地区公民館

がコーディネート役とな

り、地域住民や各種団体等

との情報交換と学習の機会

づくりを一層推進すること

で、地域コミュニティの再

構築を図るため、今年度、

全３５地区の公民館で機会

づくりを進めます。 

Ａ 

 地区担当職員による地域情報と課題の

共有から、課題解決に向けた住民と職員に

よる地域づくり懇談会を実施しました。 

⑴ 市内１５地区（内、合併５地区）にお

いて、地区担当職員会議を実施しまし

た。 

⑵ 市内８地区において、地域課題解決に

向けた学習・地域づくり懇談会を実施し

ました。 

⑶ 町会長、地区社協、民協等と行政関係

課によるプロジェクト活動から、地区

内・周辺部の店舗情報を掲載した「お買

い物マップ」を作成しました。（安原） 

⑷ 高齢化が進む地域状況を踏まえ、若者

と住民の交流機会として、新成人を対象

とした「集まれ！未来人」、新小学生を

対象とした「交流事業」を実施しました。

（田川） 

⑸ 大型商業施設の開発等、刻々と変化す

る地域状況を踏まえ、わが町を様々な視

点から見つめ直す継続的なまちづくり

講座を開催しています。（第三） 

（継続） 

生きる力

（キャリア

教育）育成

事業 

 次世代を担う児童・生徒

一人ひとりの「生きる力」

や「社会貢献力」など社会

の中で自立してより良く生

きるための能力、態度を育

成するキャリア教育事業を

推進します。 

 プログラムは、できるだ

け社会生活に即して、児

童・生徒が自ら考え、判断

し行動する内容として、「生

きる力」を身につける基礎

づくりと実践に努めます。

Ａ 

 各種プログラムを実施し、子ども達の社

会参画を推進しました。また、仕事に対す

る理解を深め、働く意義や将来の生き方を

考える様々な機会を提供しました。 

⑴ 小学生～高校生を対象に、社会参画体

験プログラムを実施しました。 

⑵ 中・高校生を対象に社会スタディーゼ

ミを実施しました。 

⑶ 小学生を対象に子ども参観日を実施

しました。 

⑷ 小・中学生を対象にジョブ・シャドウ

イングを実施しました。 

⑸ ６小・中学校で専用プログラム「キッ
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また、全３５地区の公民館

との連携も図りながら取り

組みます。 

ズアントレ」を使用し、社会的課題解決

に取り組みました。 

⑹ モデル校４校にて、小学生が地域で行

った活動を記録する「学都松本いきいき

ノート」を実施しました。 

  学都松本いきいきノートは、２８年度

の全市での実施に向け、内容の改善を行

っていきます。 

  学都松本いきいきノートは、子どもが

地域での体験や学びを記録し、地域を意

識するきっかけとして使用しています

が、２８年度の全市での実施に向けて、

地域の情報を書き込むページの作成や

１冊あたりの記録数の変更、高学年では

記録できる量を増やす等、より活用でき

るノートとなるよう内容の改善を行っ

ていきます。 

（継続） 

あがたの森

文化会館文

化財利活用

事業 

 昭和５４年に旧制松本高

等学校の校舎を活用して開

館したあがたの森文化会館

は、平成１０年度から平成

１７年度に大規模修復工事

を行い、平成１９年６月に

国の重要文化財の指定を受

け、学都松本を象徴する建

造物となっています。 

 そこで、今年度も、この

校舎を将来にわたって良好

な状態で保存するための保

存修理事業を行うととも

に、「学都松本」の学習活

動拠点として相応しい各種

事業を実施します。 

Ａ 

・ 平成２４年度は、木部の腐食等を防ぐ

ため、塗装の剥離が激しい本館南棟南面

及び講堂西面、玄関付近の外壁塗装工事

を行いました。２５年度も引き続き保存

修理事業を行います。 

  また、「学都松本」の拠点として当館

利用団体による音楽祭、作品展を２４年

度も開催し、音楽祭は１４団体、作品展

は１１団体の参加がありました。それぞ

れの学習成果を発表し、一般の来館者に

も活動を知ってもらうことができ、活動

の場を広げることができました。課題と

しては、参加希望団体の増加により時間

や場所が限界を迎えつつあるため開催

回数を増やすなどの検討を行っていき

たいと思います。 

・ その他にも子どものための天の川コン

サートや、サタデーコンサート、New Age 

Festival等の地域や次世代の力を生か

した事業運営に継続して取り組んでま

いります。 
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５ 外部意見 

事業 内容 

学校サポー

ト事業につ

いて 

 「学校サポート事業」をさらに充実させると共に長く継続していただきたい。

学校の要望を中心に、公民館が中心となって、地域の力の活用を大事にし、この

事業をもっと地域に周知してください。 

地域づくり

について 

 

 各地域の公民館では、市民が学習活動しやすいように支援し、学都松本として

めざすまちづくりの実現にむけ、松本らしい地域づくりを目指した公民館活動を

展開していることは素晴らしいことですので、今後も地域住民から信頼される地

域づくりの取組みをお願いします。 

生涯学習に

ついて 

 『学都まつもと』のソフト面を支える公民館の存在はとても大きいものがある

と感じます。私たち大人一人ひとりが、「与えられる行政サービス」という視点か

ら「自ら関わる地域づくり」という視点へ転換し学ぶ姿勢は、子どもの成長にも

大きく影響するものだと思います。引き続き、学習の場の提供、情報発信等をお

願いします。 

 高齢化、少子化の中でその役割は、ますます重要になっていると感じる。 

施設整備に

ついて 

 活動が活発になっていてとても良いと思いますが、もし、可能であるならば、

「ピアノの調律代、修理代」を毎年予定していただけるとありがたいです。音楽

団体は多く、活発であるわりには、公民館のピアノがあまりにひどい状態である

ところが多いと感じます。大きなイベントに目をうばわれがちですが、日常の普

段が大切であると思います。 

あがたの森

文化会館に

ついて 

 あがたの森文化会館は、重要文化財の指定を受けた建造物を文化会館として活

用し、学都松本にふさわしいことだと思います。 

キャリア教

育について 

 「学都松本いきいきノート」と「まつもと市民生きいき活動」と連携させて、

より実践的な活動にしていただきたい。 

 

６ 教育委員会の改善方針 

 学校サポート事業を充実させていくために、主事研修会、館長会、館長・主事合同研修会で、

実践例に学ぶ研修を行います。また、公民館職員を中心に「学校・家庭・地域で育てる子どもの

明日(みらい)を考える会」を設立し、学校サポート事業について、評価、研究していきます。 

パンフレットを作成し、地区公民館では該当する学校・地域住民への説明、周知に活用し、地域

の実情に合わせた学校応援団づくりを充実します。 

 地域づくりについては、今後も地域住民から信頼される取組みを進めるために、主事研修会、

館長会、館長・主事合同研修会で、研修を行い、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。 

 生涯学習については、引き続き、学習の場の提供、情報発信等を行う中で、地域づくりの総合

的拠点として、自ら関わる地域づくりを進めます。 
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 公民館におけるピアノの調律代・修理代については、必要台数の調律・修理について予算計上

を行い、実施しているところではありますが、適正な時期に調律・修理を実施するよう引き続き

各公民館へ啓発をしてまいります。 

 あがたの森文化会館の事業については、建物を良好に保存し、後世に学都松本の理念を伝えら

れるように、今後も適切な維持管理を心がけてまいります。さらに、生涯学習活動の拠点として

図書館や旧制高等学校記念館とも連携して、様々な学びの形を実現できるように市民の皆様と相

談しながら取り組んでまいります。（平成２５年度は、当館利用サークルが作成した絵本の閲覧・

展示を図書館で行う事業を計画しています） 

 学都松本いきいきノート事業については、学校の教科の活動の記録としても活用してもらえる

よう、引き続き学校への呼び掛けをしていきます。また、ノートには子どもたちに目標を書いて

もらい、「まつもと市民生きいき活動」とも連携していきます。 
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中央図書館の事務事業報告 

１ 業務概要 

  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、具体的に実践する

ため、知識、情報を求める市民に対して、公平に、自由に、資料を提供することを通して学習機

会を保障していくことです。 

  とりわけ今日の超少子高齢型人口減少社会、高度情報化社会が進行する中で、多様化する市民

の要望に応えられる資料を収集・整理・保存・提供するとともに、市民自らが学習する場として

の機能を果たし、市の教育・文化の中核的施設となれるように図書にかかわる各種事業に取り組

んでいます。 

 

２ 平成２４年度の取組結果 

  中央図書館と１０の分館では、資料の収集、貸出、調査相談支援（レファレンスサービス）、予

約サービス、児童向けサービスとしてブックスタート事業、おはなしの会の実施、身体の障害や

高齢などにより図書館へ通えない方への宅配サービス、視覚障害などにより文字を読むことが困

難な方へ朗読サービスの提供などを行っています。 

  平成１６年１０月からは、中央図書館本館において休日開館を開始、平成１７年６月からはパ

ソコンコーナーを設置しています。また、平成１９年５月からはインターネット予約の開始、平

成２１年度からは中央図書館本館の開館時間を３０分早め午前９時３０分にするなど、市民サー

ビスの充実に努めています。 

  また、民間との協働事業として、平成２１年５月から信州大学病院患者図書室、平成２２年  

７月から信州大学図書館との連携を開始しています。 

 

３ 今後の課題 

 ⑴ 高度情報化社会が進行するなかで、市民の要望は多様化及び高度化しており、知の拠点施設

としてさらなる図書館資料の充実、また、駅周辺の拠点については、次回のシステム更新に合

わせて検討したい。 

 ⑵ 乳幼児からお年寄りまで、だれでも、いつでも、気軽に利用し、学びのできる場として図書

館施設を整備 

 ⑶ 市民に学びの提案をすることや学びを支援できる図書館司書、職員のさらなる資質向上や相

談体制の充実 

 ⑷ 現在策定作業中の子ども読書活動推進計画の早期策定とその計画の推進 
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４ 平成２４年度における重点目標と自己評価 

項目または 

事務事業名 

内容（いつまでに、どのような状

態にするのかを含めて記入） 

評

価 
自己評価（成果・課題） 

重
点
目
標 

（継続）  

梓川図書館

建設事業 

 平成２４年５月に１０館

目の分館として開館する松

本市梓川図書館の運営につ

いては、梓川支所と協力し、

梓川地区ボランティア等と

協働を行いながら、梓川地

区住民と近隣地域住民の使

いやすい図書館とします。 

 
Ａ 

 地区ボランティア育成のために「読み聞

かせ講座」１０月、「紙芝居の演じ方講座」

１１月を開催しました。 

 梓川地区図書館ボランティアの団体「リ

ンゴの会」は毎月図書館を利用して練習を

実施し、当会と梓川図書館とが協働して地

区の保育園に「出張おはなし会」を１月・

２月に開催しています。 

 公民館図書室からの読み聞かせグルー

プ「良い子の時間」が月１回、読み聞かせ

会を開催し、クリスマス会を図書館と協働

で実施しています。 

 図書館でも地区の子ども・親子を対象と

して定例・臨時のおはなし会を月４回程度

開催しています。 

 「花を愛する会」に図書館の花壇の整備

をお願いし、地区と一体になり図書館の環

境整備を行っています。 

（継続） 

子ども読書

活動推進計

画の策定に

ついて 

 子どものより良い読書環

境を築くため、部内関係課

（教育政策課、学校教育課、

生涯学習課、中央図書館）

及び関係部局（子ども部、

健康福祉部）においては読

書活動の推進につながる事

業を進めているところで

す。更に連携を深めて読書

活動の推進を図るため、松

本らしさを反映した「子ど

も読書活動推進計画」の策

定を行います。  

Ｂ 

 平成２３年度に作成された素案をもと

に図書館内に子ども読書活動推進計画検

討のための検討委員会、「こども会議」を

組織しました。 

 検討の中で、①計画の基本的な考え方を

確認、②計画作りは計画を進めるための組

織作り、③両親、子どもが何を求めている

か、以上３点が必要であると考えました。 

① 概要版（案）を作成することで計画の

の基本的な考え方をまとめることがで

きました。 

② まず、計画の推進力となる図書館職員

全員が計画策定に関わるように「サブタ

イトル」等を通じて全員参加の体制をつ

くりました。 

  また、外部と連携しての組織作りが必

要ですので、まず、学校司書の会に参加

しました。今後他の団体等とも連携を図
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っていきます。 

③ 図書館や児童センター等で行われて

いるおはなし会等に参加している、親

子、学校の先生等に聞き取りを行い、こ

どもの読書ついての意見を聴取しまし

た。 

 以上の営みを行う中で、計画案の素案を

策定するに至りました。 

（継続） 

図書館シス

テム更新事

業について 

 平成２４年度に新しく稼

働したシステムの円滑な運

用を進め、利用者の利便向

上と事務の効率化を図りま

す。また、システム更新に

併せ図書館ＨＰの充実を図

ります。 

Ａ 

 ４月に、職員の習熟別に、３回に分けて

システムの操作研修を行いました。 

 また、利用者や職員提案の意見等につい

ては、システムに反映できるものは、でき

るだけ速やかに対応しました。 

 ホームページについても１２月に立ち

上げ、図書館からの情報発信に努めていま

す。 

（継続） 

図書館利用

者サービス

の充実 

 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

時間について検討を行いま

す。 

Ｂ 

 中央図書館の土・日・祝日の開館時間の

延長につきましては、広報・新聞等により

事前周知を図ったうえで、平成２４年７月

中旬から８月末まで開館時間の延長を行

いました。 

 しかし、延長日数１０日程で、1,500冊

程度の貸出冊数であり、必要となる人員体

制や経費等を考慮すると、延長効果がある

とは言うには難しい結果です。 

 市民からは、図書館の休館日がわかりに

くいとの意見も寄せられており、中央図書

館だけではなく、松本市図書館全体の開館

日・開館時間について研究を進めていきま

す。 

 （土曜と祝日が重なった日に、分館が休

館日となっている。分館の土曜日の貸出冊

数は約４，５００冊程度） 

（新規） 

松本市図書

館協議会委

員の任命に

ついて 

 図書館の運営、施設整備

促進に関する諮問機関及び

図書館事業に対する意見を

述べる機関として協議会委

員には、従来より、公募に

よる市民の委員を募集し、

Ａ 

 4月に図書館協議会の公募委員の募集要

領を作成し、６月には、適正な見識・知識

を持つ市民を、公募の図書館協議会委員の

候補者として教育委員会に諮ることがで

きました。 

 ７月に委嘱状を交付し、第１回の図書館
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より幅広い市民の意見を取

り入れてきましたが、適正

な見識・経験を持つ人材の

確保を図るため、募集要領

を作成し委員募集及び選定

を行います。 

協議会の開催を行いました。 

 

５ 外部意見 

事業 内容 

図書館サービ

スについて 

 図書館を身近に感じ、頻繁に利用している市民は多いと思いますが、市民の

要望に対して、いろいろなところで充実してきていると感じます。 

 インターネットでの予約など便利に利用させていただいているので、興味深

くお話をうかがいました。システムを新たにしてからインターネット利用者が

増えているそうですが、以前より格段に使い勝手が良くなりましたし、楽しく

利用することができています。また，インターネット予約分については翌朝す

ぐに準備をしてくださっているというお話をお聴きし、大変なご苦労をかけて

いるのだと知りました。 

 市民に資料の収集、貸出しだけではなく、いろいろなサービスを行ない、開

館時間を早め、市民サービスの充実に努め、職員の対応がとても良く、よい雰

囲気の図書館として市民が利用しやすいように運営されていることが分かり

ます。まだ、利用していない市民もいると思いますので、より多くの人、全市

民が利用するようになれば良いと思います。 

 保育園や子どもプラザ等で読み聞かせや紙芝居をするのに、大型絵本とか参

考になる本を借りれてありがたいし、出版されたばかりの新刊がもう貸しださ

れたりして、とてもうれしくなる時があります。 

休館日につい

て 

 休館日は、それぞれ違った方が、利用する人には良いと思います。 

 休館がわかりずらい所だけ考えていただきたい。 

子ども読書活

動について 

 子どもの読書離れが言われていますが、読書活動を進めていただきたい。 

公民館との連

携について 

 より身近な図書館として、地区公民館における図書コーナー等の充実が望ま

れます。 

施設整備につ

いて 

 難を言えば、駐車場がいっぱいで、車を停められない時もあるということで

す。 

 

６ 教育委員会の改善方針 

⑴ 休館日について 

  土曜日と祝日が重なった日の分館の開館日について、必要となる人員体制、経費、利用状況、

休日に開館した時の各館の管理体制等について調査を行い、実施可能なところから土曜日と祝

日が重なった日の分館の開館を試行したい。 
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⑵ 子どもの読書活動について 

  子どもの読書については、おはなし会等のボランティア、学校、幼稚園、保育園、公民館、

図書館等各施設・組織の努力により近年読書離れに歯止めがかかっている状況です。 

  一方、テレビ、ゲーム、インターネット、携帯等、様々なメディアが発達・普及し子どもた

ちだけでなく、社会全体の環境が大きく変化しています。 

  上記社会環境の変化により、関係各機関が子ども読書活動の推進に向けて、努力し連携して

いく必要性はより一層高まっていると考えます。 

  そのために、「学都松本子ども読書活動推進計画」を策定し、その実施に向けて各施設・組

織との連携を図り、子ども読書活動の普及を図りたい。 

⑶ 地区公民館の図書コーナーの充実 

  中央図書館では公民館等の施設に対して団体図書の貸し出しを行っており、公民館の図書の

充実・入れ替えのため、この制度を一層利用していただきたいと考えています。 

⑷ 中央図書館の駐車場について 

  中央図書館の駐車場については、平日でも一杯の場合があり、休日には車を止められない状

況もあります。 

  中央図書館の周辺には、駐車場の適地がありませんので拡大は難しい状況です。 

  平成２４年度に痛んだ舗装路面の改修や駐車ラインの２重線化等の、駐車場整備工事を行い

使い勝手が向上しています。 
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文化財課の事務事業報告 

１ 業務概要 

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

わる伝統的行事や技術など無形の文化財も、先人たちの努力によって今日まで引き継がれてきま

した。文化財課では、こうした文化資産の積極的な整備と活用を進めるとともに、市民の皆さん

にその価値をわかりやすく伝え、地域の歴史・文化への理解促進を図っています。またこのこと

を通して、地域の皆さんが中心となって文化財の保存・活用を進める気運を醸成し、これからの

魅力ある地域づくりを推進します。 

 

２ 平成２４年度の取組結果 

  国に意見具申をしていた候補物件のうち、重要文化財１件、登録有形文化財（建造物）１件の

文化財指定等がありました。また、市の特別史跡１件の指定を行いました。 

  しかし、昨年６月に地震被害に遭った登録有形文化財１件が解体され、市特別史跡１件が除却

され指定解除を行いました。こうした状況に鑑み、文化財を維持するための所有者の負担を軽減

し、文化財保護を推進するため、文化財補助事業補助制度の改善に取り組みました。 

  また「お城を中心としたまちづくり」の一環として、松本城大手門枡形跡の発掘調査を行い、

ビル解体の跡地から大手門袖塀の石垣の一部や破却された瓦等の遺物が発見され、松本城の魅力

を高める成果が得られました。この発掘調査を含め、埋蔵文化財の発掘調査１１件と発掘に伴う

遺物等の整理業務７件を行いました。 

 

３ 今後の課題 

  文化財は、歴史や文化を理解するうえで、欠くことのできない大切なたからですが、生活様式

の変化や少子高齢化といった社会情勢などにより、歴史や文化を守り、継承していく環境は厳し

さを増しており、身近な文化財が失われていく例も急速に増えています。人々の生活に密着した

地域の身近な文化財は、地域のコミュニティの再構築やアイデンティティの確立につながる貴重

な資源として、今後、大切に保存活用していくことが必要です。 

 

４ 平成２４年度における重点目標と自己評価 

項目または 

事務事業名 

内容（いつまでに、どのような状

態にするのかを含めて記入） 

評

価 
自己評価（成果・課題） 

重
点
目
標 

（継続） 

殿村遺跡史

跡整備事業 

 地元住民及び関係団体等

の要望により、学校建設予

定地を変更して現地保存を

決定した殿村遺跡につい

て、有識者で構成する調査

指導委員会から、背後の虚

空蔵山一帯を含めた総合調

査の必要性が指摘されたた

め、発掘調査をはじめとす

Ａ 

 調査指導委員会の指導の下、平成２２年

度から継続実施している発掘調査の進展

により、遺跡の詳細な姿が浮かび上がりつ

つあります。周辺の調査から、中世におい

て虚空蔵山麓一帯に宗教的な空間が広が

っていたこともわかってきており、今年度

は、殿村遺跡の第４次発掘調査に加え、虚

空蔵山城跡の発掘調査及び詳細地形測量

を行いました。 
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る所用の調査を継続して実

施します。 

 また、市民に地域の歴史

や文化を再認識してもらう

機会とするため、地元住民

を巻き込んだ学習の場とし

て、遺跡の整備及び活用を

進めます。 

【調査計画スケジュール】 

 平成２２～２８年度 総

合調査(発掘、文献、景観、

民俗ほか) 

 平成２９年度 報告書の

刊行（史跡指定を受けたう

えで）のちに史跡整備に移

行 

 また、聞取り調査により収集した文書資

料の整理作業を進めており、今後は、一連

の調査で得られた成果を基に、史跡整備と

活用の方法を模索します。 

調査が長期間におよぶため、現地説明会

や講演会の開催、冊子の刊行等、市民の興

味・関心を高めるための普及公開事業を積

極的に実施する必要がありますが、今年度

は、昨年度調査の報告書刊行作業を進める

とともに、現地説明会を２回（９月、１２

月）と、発掘調査報告会・講演会を２回 

（４月、３月）開催しました。 

（新規） 

歴史文化基

本構想策定 

 歴史・文化を活かした魅

力あるまちづくりを進める

上では、文化財行政と景

観・都市計画などのまちづ

くり行政とが連携すること

が重要となってきています。 

 また、魅力あるまちづく

りにつながる文化の薫り高

い空間を形成するために

は、指定等がされていない

地域の文化財も重要であ

り、今後なんらかの保護を

していくことが求められて

います。 

 これらのことから、市域

の文化財を、指定の有無に

とらわれることなく総合的

に把握し、周辺の環境等と

ともに保護し、歴史・文化

を活かした地域づくりに活

用するための基本構想を、

平成２９年度策定を目途に

取り組みます。 

Ａ 

 歴史文化基本構想策定の取組みの中で

は、平成２５年度から３年間かけて、文化

財の総合的把握調査を実施しますが、実施

に当たっては、住民の皆さんに、地域の文

化財の存在や価値を再認識いただくこと

が重要と考えています。 

 この住民主体による地区ごとの文化財

把握事業に、地区公民館の協力を得て取り

組むため、中央公民館及び公民館長会等と

調整し、取組方針を決定しました。 

 また、この構想を魅力あるまちづくりに

活かしていくためには、市の関連施策との

整合性も重要となるため、博物館、都市計

画課、地域づくり課等、関係課との調整を

行いました。 

 今後は、平成２５年度の事業着手に向

け、各公民館において説明会を開催してま

いります。 
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（新規） 

波多腰家住

宅保存整備

事業 

 中波田にある登録有形文

化財・波多腰家住宅の所有

者から、今後の維持管理及

び保存活用について相談を

受けています。 

 波多腰家の主屋は、重文

馬場家住宅より約１００年

早く建築された本棟造住宅

で、関連資料や什器類が整

っていること、幕末に藩

主・戸田光則が滞在し、そ

の際の増築部分や藩主から

の拝領品も残っていること

などから、総合的な文化財

的価値が高いと評価されて

おり、県宝指定を前提とし

た保存整備を行うため、所

有者からの寄附について調

整を行います。 

Ｂ 

 文献等の調査から、波多腰家住宅の文化

財的価値を再検証するとともに、さらなる

保存活用を進めるため、長野県宝の指定を

目指し、所有者及び長野県教育委員会と調

整を行いました。 

 敷地が良好に保存されているため、文化

財登録されている建造物とともに、こうし

た周辺環境を一体として保存活用できる

よう、調整を行ってまいります。 

（継続） 

埋蔵文化財

発掘調査 

 埋蔵文化財包蔵地内の開

発において、開発に伴う土

木工事等を行う場合は、法

に基づく発掘調査が必要と

なるため、開発スケジュー

ルと整合を図りながら、遺

跡の記録保存のための発掘

調査を実施し、調査報告書

の刊行など、必要な事務手

続きを行います。 

Ａ 

 平成２４年度は、これまでに県町遺跡、

出川南遺跡をはじめ８件の緊急発掘調査

（確認調査を含む）と松本城大手門枡形跡

等３件の学術発掘調査を実施しました。 

 また、これまでに７８件の試掘確認調査

と、２４１地点での立会調査を行い、埋蔵

文化財の保護に努めました。 

 また、今年度は、学都松本の取組みの一

環として、調査成果の周知等に重点を置い

て取り組んだ結果、現地説明会・報告会等

を計２４回開催し、２，４９１人の参加を

得ました。これは昨年度と比較すると回数

では２倍、参加人員では約５倍の成果とな

りました。 

（継続） 

市所有文化

財保存整備 

 市が所有する文化財（指

定候補物件を含む）を保

存・管理するため、計画的

に修理、整備等を実施しま

す。 

 

Ｂ 

 市特別史跡中山古墳群のうち、市の所有

する中山霊園内にある１５号墳、１６号

墳、４９号墳、６２号墳の支障木抜根等環

境整備を実施しました。 

 また、平成２５年度実施事業として、以

下の市所有文化財の整備計画を立て、実施
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【対象物件及び課題】 

旧前山寺長屋門の復元整備

(指定候補)……老朽化、近

隣の苦情 

戸田家廟園の内陣門修理

(市特別史跡）……木柵が老

朽化し危険 

源智の井戸外構整備(市特

別史跡)……管理主体であ

る地元との調整 

針塚古墳石室修理(県史跡）

……石室部分(レプリカ)の

繊維露出 

松澤家長屋門(市重文・四

賀)……土壁が崩落 

松田屋(指定候補・奈川）…

…土壁が崩落 

に向け準備を進めました。 

⑴ 長野県史跡針塚古墳石室修理事業 

⑵ 市特別史跡源智の井戸環境整備事業 

⑶ 市特別史跡戸田家廟園樹木伐採事業 

 今後は、支所から移管される市所有文化

財も含め、整備計画を見直し、計画的な保

存整備に努めてまいります。 

 

５ 外部意見 

事業 内容 

歴史文化基

本構想につ

いて 

 有形無形の文化財が多くあり、これを保存活用して魅力ある地域づくりの推進

ができる、歴史文化基本構想策定をまちづくりと連携して考えている点は将来的

にとても大切なことだと思います。 

 歴史に興味はあっても、なかなか松本の文化財には目を向けていませんでした

が、説明をお聞きして、自分が住んでいる近くでも、歴史のにおいを感じること

が出来ると知りました。身近に存在する文化財とポピュラーな歴史上の出来事や

人物とのつながりや対比などが出来ると、さらに良いと思います。 

 松本市がそっくり文化財になりそうで、それはまた喜ばしいことです。 

文化財の保

護について 

 予算の関係か、保護もなかなか困難であると感じていますが、お城を中心とし

たまちづくりを進めている中で、文化財を維持するための補助制度を確立して、

解体されることのないようにしてください。 

文化財の指

定及び解除

について 

 波多腰家住宅の県宝指定と保存活用の早期実現をお願いします。 

 百瀬陣屋跡指定解除について、今まで維持管理にどのような対策がとられてい

たのか、また、活用の状況はどうだったのか、指定解除する程度の価値だったの

か、市民にわかりやすく説明していただきたい。 

周知につい

て 

 一度失ったものは戻らないので、現地説明や報告会、講演会など、より広く市

民に伝わるようにしていただきたい。各人か市民にどれくらいまわりきれるかわ

からないが、少しでも知ってもらう必要があるように思っています。 
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６ 教育委員会の改善方針 

 歴史文化基本構想については、全市域を対象とした調査が必要となるため、最終的な構想策定

は平成２９年度を予定していますが、調査により掘り起こされた地域の文化資産の保存活用につ

いては最終年度を待たずに可能なことから取り組んでいきます。 

 また構想策定に当たっては、ご指摘のように、歴史上ポピュラーな出来事や人物なども含め、

松本市特有のテーマを持つ文化資産としてストーリーの中で結び付け、新たな松本市の文化の魅

力として活用していく予定です。 

 各指定文化財の維持管理については、今年度から拡充した補助制度について十分な周知を行う

とともに、地域の皆さんが文化財を守っている活動などに対しても使いやすい制度となるよう検

討していきます。 

 百瀬陣屋跡については、個人所有の居住資産内ということもあり、公開にも一定の制約がある

中で活用されてきた文化財ですが、所有者の判断による史跡内での開発事業により文化財の価値

が失われる結果となりました。今後は、こうした事態に至らないよう、かけがえのない文化財の

価値を地域の皆さんに理解していただくため、機会をとらえて様々な周知活動を積極的に行って

いきたいと考えています。 

 また、発掘調査の成果についても、各発掘現場の現地説明会をはじめ、「発掘された松本」（遺

跡発掘報告会）や殿村遺跡の報告会・講演会など、機会のあるごとに引き続き積極的に行ってい

きたいと考えています。 
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１ 業務概要 

  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・保全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・西外堀の復元整備等に

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。 

 

２ 平成２４年度の取組結果 

 ⑴ 南・西外堀の復元整備事業 

   城下町整備本部と連携をとりながら、地元説明会の開催、不動産鑑定、補償算定業務、松本城

公園の都市計画公園区域変更、南・西外堀の一部の史跡松本城への追加指定に取り組みました。 

 ⑵ 石垣改修事業 

   平成１４～１５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、長期的に石垣等の改修を進めており、平成２４年度は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事業を実施しました。 

 ⑶ 「国宝松本城」世界遺産登録事業について 

   平成２３年度に松本市、犬山市及び彦根市の３市により、新たに(仮称)国宝四城世界遺産登録

推進会議準備会を設立し、平成２４年度は、専門家を交えたワーキンググループを設置し、「顕

著な普遍的価値」の証明等に向け学術研究を実施しました。 

 ⑷ 国宝松本城天守保存活用計画の策定 

   国宝松本城天守保存活用計画策定に向け、天守の現状を把握する基礎調査を実施しました。 

 ⑸ 国宝松本城各種行事の開催等について 

   恒例の「国宝松本城夜桜会」、「国宝松本城薪能」、「国宝松本城月見の宴」、「国宝松本城古式砲

術演武」、「お城まつり」等に加え、各種お茶会、菊花展などの開催により、誘客効果を高め、文

化財としての松本城に対する関心の醸成に努めました。 

   また、平成２４年６月から、本丸庭園の市民無料開放及び正月三が日の本丸庭園無料開放を試

行的に実施しました。 

 ⑹ 国宝松本城おもてなし隊事業 

   松本城における歴史体験をより豊かに、記憶に残るものとして感じていただくための「国宝松

本城おもてなし隊事業」を実施しました。来城者への「記憶に残る松本城体験」の提供、周辺案

内等による松本城を基点とした回遊性創出のきっかけ作りに取り組みました。 

 

３ 今後の課題 

  松本城は、明治以来市民の思いによって大切に守られてきた文化資産です。松本城をはじめその

周辺には貴重な歴史的遺産が存在しますが、都市の近代化とともに歴史的なまち並みが変わりつつ

あります。本市のシンボルである松本城を後世にしっかりと伝え、城下町の歴史や魅力を生かした

まちづくりを推進することが必要となっています。 
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  そのためには、松本城の計画的な保存・整備を積極的に進めるとともに松本城を身近な憩いの場

や学びの場として活用し、直接触れ合うなかで歴史的、文化的価値を市民に伝えていく施策が必要

です。 

４ 平成２４年度における重点目標と自己評価 

項目または 

事務事業名 

内容（いつまでに、どのような状

態にするのかを含めて記入） 

評

価 
自己評価（成果・課題） 

重
点
目
標 

（継続） 

松本城保存

管理計画策

定事業 

 平成２４年度 松本城天

守に係る保存活用計画（案）

の策定【初年度】 

 国（文化庁）から示され

た指針に基づき、国宝松本

城天守５棟に係る保存活用

計画等を２４年度から２７

年度までの４カ年で策定す

るものです。当初、２３年

度から計画策定を予定して

いましたが、６月３０日の

長野県中部を震源とした地

震や東日本大震災を踏ま

え、計画策定の日程を見直

し、２４年度国庫補助事業

として天守の現状把握を基

礎調査を実施いたします。 

Ａ 

 平成２４年度国庫補助事業として天守の

現状を把握する基礎調査（委託）を予定ど

おり実施しました。 

 平成２５年度は、国宝松本城天守保存活

用計画策定委員会を設置・開催するととも

に、計画策定に向け一部業務委託を実施す

る予定です。 

（継続） 

二の丸御殿

跡西側内堀

東面石垣改

修事業 

 松本城内堀石垣の、孕み

出している部分の改修工事

を実施していきます。 

平成２２年度 準備工事、

石垣改修基本設計 

平成２３年度 石垣構造調

査(発掘調査等)、石垣改

修実施設計 

平成２４年度 石垣解体調

査・工事(解体一期工事) 

平成２５年度 石垣解体調

査・工事(解体二期工事)、

地盤調査 

平成２６年度 石垣修復工

事および報告書刊行 

 

Ａ 

 大型土のう移設や石材の取り外し工事及

び石垣背面側の発掘調査を予定どおり実施

しました。 

 特に、発掘調査では二の丸御殿敷地の南

限を示す塀基礎石垣が初めて発見され、開

催した発掘調査成果現地説明会には１４２

名もの市民・観光客の方にご参加いただき

ました。 

 平成２５年度は、解体二期工事を実施す

るととともに、今後も市民・観光客の方の

ご理解を得ながら事業を進められるよう、

情報発信に努めてまいります。 
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（新規） 

災害復旧事

業 

埋門南側石

垣改修事業 

 平成２３年６月３０日に

発生した長野県中部を震源

とする震度５強の地震によ

り崩落の危険性が高まっ

た、埋門南側石垣の改修を

実施します。 

平成２３年度 応急補強工

事・基本設計 

平成２４年度 準備工事、

石垣構造調査、石垣改修

実施設計 

平成２５年度 石垣解体工

事・調査 

平成２６年度 石垣修復工

事および報告書刊行 

Ａ 

 石垣改修準備工事、測量・発掘調査等の

石垣調査、実施設計について予定どおり実

施しました。 

 平成２５年度は解体工事を実施するとと

ともに、今後も市民・観光客の方のご理解

を得ながら事業を進められるよう、情報発

信に努めてまいります。 

（継続） 

国宝松本城

世界遺産登

録推進事業 

 平成２４年度中に、世界

遺産登録までのロードマッ

プの作成及び国宝四城でス

トーリー（素案）を作成し、

顕著な普遍的価値の証明の

ための研究や推進体制の在

り方の検討を実施します。 

 平成２４年３月に（仮称）

国宝四城世界遺産登録推進

会議準備会へ移行して、平

成２４年度は専門家を交え

た合同研究を継続して開催

（平成２４年度は３回予

定）いたします。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。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 （仮称）国宝四城世界遺産登録推進会議

準備会を３回予定どおり開催し、顕著な普

遍的価値の証明のための研究や推進体制の

在り方の検討を行いました。 

 また、「国宝松本城を世界遺産に」推進

実行委員会事務局と連携をし、事業を実施

しました。 

 平成２５年度は、引き続き準備会等の会

議開催や普遍的な価値の証明のための業務

委託を実施する予定です。 
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（継続） 

松本城歴史

資料保存事

業 

 平成２４年度 松本城歴

史資料保存事業【３年目】 

 平成２７年度までに、３

０点程をデジタルデータ化

等を実施し、平成２４年度

は、５～６点を補修・複製

制作を予定 

Ａ 

 平成２４年度松本城歴史資料保存事業と

して、絵図（７点）について、デジタルデ

ータ化及び複製製作を実施しました。 

 平成２５年度は、引続きデジタルデータ

化及び複製製作を実施する予定です。 

５ 外部意見 

事業 内容 

松本城の活

用について 

 

 松本城の管理と一口に言っても様々な事柄があると知りました。文化財としての

保存は勿論ですが、やはり松本の代表としての意味合いも強く、観光・商業の象徴

として、今後も取り組んでいただきたいと思います。 

 国宝松本城の保存及び修復は計画的に行ない、多くの観光客の記憶に残る松本城

になるように、様々な取組みをお願いします。 

松本城史跡

整備事業に

ついて 

 

 南西外堀の復元、世界遺産の登録、二の丸御殿の復元、大手門枡形の早期復元な

ど、松本城を中心にした遺構の長期的な整備計画と松本城の保存管理計画と一緒に

考えていただきたい。 

 松本市が世界遺産になるならないにかかわらず、維持管理、環境整備をしていく

ことは大事なことだからしっかりやっていただきたい。また、南西外堀を復元し昔

に近づけ、世界遺産へとつながればと思います。 

教育事業に

ついて 

 子どもたちには、子どものうちから出来る限り松本城に足を運ばせ、見たり、ふ

れたりすることで、市外からのお客様に自信をもって案内できるようにし、記憶に

残るようにする取り組みが大切だと思います。 

ボランティ

アの支援に

ついて 

 ボランティアの方々が活発に活動されているのは、すばらしいと思います。 

松本城の市

民開放につ

いて 

 提案ですが、１年に１度でよいから、市民一人ひとりに１年間有効期限の無料松

本城入場切符を配布したらどうでしょうか。 

 

６ 教育委員会の改善方針 

 松本城の活用については、平成２７年度までに策定する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に基づき、保存のため必要となる修理事業を、国庫補助を取り入れながら順

次行っていきます。 

 松本城史跡整備事業については、平成１１年度に策定した「松本城およびその周辺整備計画」

に基づいて行ってまいりましたが、今後整備計画の見直しを含めて、平成２７年度までに史跡松

本城保存管理計画を策定する予定です。 
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 教育事業については、小学生を対象とした床みがき及び勉強会を年数回実施し、松本城に親し

んでいただいています。また、小中学校及び公民館への出前講座の一環として、研究専門員が火

縄銃の体験講座等を行っています。さらに、市内の小、中学校から見学、職業体験の受け入れも

行っております。また、「私たちの松本城」という１００ページ程度の子供向け解説本を毎年市内

の小学校６年生全員に配布し松本城に対する理解を深めていただけるよう努めています。今後、

さらに機会をとらえて松本城に親しみを持っていただけるよう努めてまいります。 

 松本城の市民開放については、今年度４月より市民の本丸庭園への入場が無料となりました。 

 天守への入場については、市内の小中学生には博物館パスポートが交付されており、本人及び

子ども一人に対して保護者１名が無料となっています。また、転入世帯全員について転入日から

１年間有効の無料となる優待券の交付も実施しておりますし、７０歳以上の高齢者も入場無料と

なっています。さらに、５月１日の市制施行記念日も無料開放となっております。市民への無料

開放については現状でご理解願いたいと考えております。 
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美術館の事務事業報告 

１ 業務概要 

  美術館は、芸術文化の振興を図り、文化の香り高い豊かな市民生活を実現するため、地域や世

界の優れた美術作品を身近に鑑賞できる機会の提供や市民の芸術活動の発表・展示の場の提供な

ど、「鑑賞・表現・学習・交流」の４つの場の実現を柱に新たな美術を育む創造の母胎となるよう

取り組んでいます。 

 

２ 平成２４年度の取組結果 

 ⑴ 平成１４年４月の開館以来、１０周年を迎えました。平成２４年度は、開館１０周年記念と

して３本の特別展を開催しました。中でも草間彌生展は、市民を始め、予想を上回る多くのみ

なさまに観覧いただくことができました。また、館蔵作品セレクション展では、１０年間で収

蔵した中から選りすぐりの作品を中心に展示し、市民の財産である多彩な美術作品に親しんで

いただく機会としました。 

 ⑵ 市民ギャラリーを始めとした施設では、芸術活動の発表や創作の場として多くの市民にご利

用いただきました。また、各種ワークショップを実施し、将来の芸術文化の担い手となる人材

の育成を図るとともに、芸術文化に親しむ場の提供に努めました。 

 ⑶ 美術資料の充実に向け、購入、寄贈に係る手続きを進めました。 

    特に、開館１０周年を機に郷土出身作家・草間彌生氏の最新作の購入に向けて取り組みま

した。 

 ⑷ 附属施設である梓川アカデミア館では、資料展示のほか、発表・鑑賞の場の提供等に努めま

した。 

 

３ 今後の課題 

 ⑴ 多くの方に関心をもっていただける展覧会を研究し、周知方法や開催形態の検討をする必要

があります。 

 ⑵ 未来の学都を支える子どもの育成を図るため、学校の先生方との連携や、学校教育における

美術館の活用方法の検討が必要です。 

 ⑶ 経年による施設・設備の老朽化が進んでいることから、市民等の鑑賞・発表の場等にふさわ

しい快適な環境を提供するため、計画的な施設・設備の維持補修が必要です。 

 

４ 平成２４年度における重点目標と自己評価 

項目または 

事務事業名 

内容（いつまでに、どのような状

態にするのかを含めて記入） 

評

価 
自己評価（成果・課題） 

重
点
目
標 

（統合・継

続） 

展覧会事業 

【鑑賞の場】 

 

⑴ １０周年記念事業 

  ４月に開館１０周年を

迎える本年を美術館開館

１０周年と位置付け、１０

周年記念の企画展を３本

開催します。多くの市民が

Ａ 

⑴ 草間彌生展は、当初目標を大きく上回

る市民等に観覧いただくことができま

した。一方、館蔵作品セレクション展は、

目標人数を達成することができず、地味

な展覧会における周知方法に課題を残

しました。 
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美術館を利用するきっか

けとなるよう周知に努め

ます。 

⑵ 企画展の事業計画検討 

  鑑賞の場として多くの

人の心に届く企画展を数

年先を見据えながら検討

し、平成２５年度事業を平

成２４年度中に決定しま

す。 

⑵ ２５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。 

  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 

（変更） 

未来の学都

を支える子

どもたちに

美術の魅力

を伝える取

組み 

【学習の場】 

 未来の学都を支える小中

学生の豊かな感性を育むた

め、学校及び先生方との連

携を図りながら、小中学生

の美術に触れる機会、親し

む機会の充実に向け取り組

みます。 

Ｃ 

 学校と美術館との連携を図るため、学校

の美術担当教諭との連絡会を３回持ち、今

後の方向性を模索しました。 

 引き続き打合せを重ね、具体化していき

ます。 

（継続） 

教育普及事

業 

【学習の場】 

【交流の場】 

【発表の場】 

 美術に親しむ各種ワーク

ショップ、講座、教室等の

開催により、美術館を活用

した生涯学習を推進すると

ともに、地域における美術

活動の充実を図ります。 

 また、１０周年を機に教

育普及事業の検証を行い、

次の１０年を展望した教育

普及事業に向けて見直しを

進めます。 

Ａ 

 展覧会や各学芸員の専門分野に関連し

た講座や、様々な分野にわたり各世代がそ

れぞれに参加できるワークショップ等を

開催することにより、美術に親しむきっか

けづくりや生涯学習の推進に努めました。 

 また、学芸員が公民館等へ出向いて美術

作品の魅力や展覧会の見どころを紹介し、

後日の観覧をより深く楽しんでいただく

ための出前講座や、市民活動団体との協働

による「工芸の五月」関連事業についても、

前年までの内容を発展させる形で実施し

ました。 

 教育普及活動に関しては、今後とも実施

内容の評価を着実に行うことによって、よ

り効果的な実施を進めていきます。 

（継続） 

美術作品購

入事業 

 美術資料収集方針に基づ

き、美術作品の購入を進め

ます。 
Ａ 

 収集方針に基づき、４作家５作品、及び

開館１０周年記念事業としての草間彌生

氏の新作３点の購入について関係議案を

２月定例会に提出しました。 
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５ 外部意見 

事業 内容 

１０周年記

念事業につ

いて 

 開館１０周年を迎え、草間彌生展が目標を大きく上回る観覧者で賑わい、大成功

だったことは、鑑賞した私たちも、うれしく思いました。新作３点を購入すること

になり、地元出身芸術家の作品を身近に観ることができることは、素晴らしいこと

だと思います。 

 説明をお聞きし、展覧会を黒字にするのはいかに難しいことかよくわかりまし

た。利益追求が目的ではないことは承知していますが、今回のように黒字分を市民

に還元できるのなら、すばらしいことだと思います。“売れる展覧会”も期待して

います。 

未来の学都

を支える子

どもたちに

美術の魅力

を伝える取

組みについ

て 

 子ども達が年１回でも美術にふれ、親しむ機会を充実させるように取組みをお願

いします。 

 例えば、小中学生の教文学習のように、在学中は一度は全員が美術館を訪問し、

すばらしい芸術作品にふれ学習する機会を作っていただきたい。 

 また、学校との連携によって、子どもが美術館を身近に感じられるようになれば

大変良いことだと思います。特別支援学級の子どもたちが、美術館で鑑賞及びワー

クショップをさせていただきとてもよかったです。 

老いるほど

若くなる展

について 

 ７０歳以上の公募による美術展「老いるほど若くなる」も５回を迎え、すばらし

い作品が増えて、定着してきていますので、今後も続けていただきたい。 

所蔵品の利

活用につい

て 

 所蔵品の一部を地区公民館等での巡回展として活用できると住民にとっては、身

近なものになると思います。 

利用者支援

について 

 美術好きの友人より、年間パスポート（１０枚割引券でも可）が欲しいとの希望

がありました。 

 美術に興味のある人、美術にかかわってる人などが行くところと思っていて、一

回も行ったことがない人もいます。 

 

６ 教育委員会の改善方針 

 

 美術館における展覧会は、内容、規模や目的、対象等のバランスを図りながら、企画、実施を

進めています。その中で、これまであまり美術鑑賞の経験のない方々にとって美術館を訪れるき

っかけとなるような、親しみやすい内容の展覧会を織り込んでいくことや、メディア媒体との連

携や運営形態の工夫等により、集客面でも効果が上がる方策を検討します。年間パスポートに関

しては、実施している各地における効果を検証した上で対応を検討することといたしますが、い

ずれにせよ、より多くの方が美術館に興味を持ち、気軽に足を運んでいただけるよう、広報やサ

ービスの態勢について充実させていきたいと考えています。 
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 「未来の学都を支える子どもたち」への対応としては、より深い美術との出会いへとつながる

ように、現場の先生方や学校教育課指導室との協議を深め、連携を進めていきます。また、回を

重ねるごとに多くの出品をいただいている公募展「老いるほど若くなる」については、「健康寿命

延伸都市・松本」の推進の観点から、今後も継続的に取り組んでいきます。 

 なお、所蔵する美術資料の館外における利活用に関しては、資料の保全・管理上、種々の困難

があることから、先進事例の研究や関係者との協議を深める中で、今後の実際的な活用方法を模

索していきます。 
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博物館の事務事業報告 

１ 業務概要 

 ⑴ 市民の松本市域の歴史・民俗・自然・産業等に関する学習意欲に応えるため、様々な資料の

収集・保管をし、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。 

 ⑵ 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・体験学習会を開催します。 

 ⑶ 「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。 

 

２ 平成２４年度の取組結果 

 ⑴ 松本市立博物館の特別展として、「復活 みすず細工」「松本の七夕２０１２ 七夕人形の風

物詩」「戦争と平和－松本に来た特攻隊－」「長野技能五輪・アビリンピック開催記念 ラジオ

の不思議」「縄文の美と力」「ダルマの人 百瀬正堂―第３代松本市長のまなざし―」「月遅れの

ひな祭り 春を飾る押絵雛」を開催しました。 

 ⑵ 博物館分館の周年事業として、松本民芸館（５０周年）、重要文化財馬場家住宅（１５周年）、

山と自然博物館(５周年)で特別展、講演会などの記念事業を開催しました。 

 ⑶ 学都松本・博物館シリーズの「勧館楽学」対談・学芸員松本モノ語りのほか、「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。 

 ⑷ 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の協働、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。 

 

３ 今後の課題 

 ⑴ 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。 

 ⑵ 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できる

よう、博物館職員の資質向上が望まれます。 

 

４ 平成２４年度における重点目標と自己評価 

項目または 

事務事業名 

内容（いつまでに、どのような状

態にするのかを含めて記入） 

評

価 
自己評価（成果・課題） 

重
点
目
標 

（継続） 

基幹博物館

整備事業 

⑴ 現施設が国史跡内にあ

るため改築が認められな

いこと、開館から４４年

経過して施設の老朽化・

狭隘化が進行しているこ

とから、基幹博物館の建

設場所を年内に選定し庁

内コンセンサスを得ます。 

⑵ 建設候補地は従来の松

Ｃ 

（成 果） 

 基幹博物館整備事業を松本市の実施計

画第４３号の中で位置付け、平成２５年度

以降に松本市博物館協議会で基幹博物館

の機能・施設内容等の検討をする準備が整

いました。 

（課 題） 

 基幹博物館の具体的な建設候補地が決

まっておらず、早急な選定が必要です。 



- 48 - 

博物館の事務事業報告 

本城周辺の中心市街地に

加え、新たに周辺部の可

能性も検討しながら選定

を進めます。 

（継続） 

松本まるご

と博物館構

想の実現 

⑴ 博物館協議会を７月中

に設置し、松本まるごと

博物館構想の推進につい

て市民と協議し、構想実

現に向けての具体策を検

討します。 

⑵ 学都松本を推進する対

談会・講座を通年で開催

し、市民と博物館で人づ

くり・まちづくりを考え

る場を提供します。 

⑶ 市民・学校等と博物館

が協働する事業を実施し

ます。 

Ａ 

（成 果） 

・ 有識者、教育関係者、公募市民などの

計１０人からなる博物館協議会を１０

月に立ちあげました。協議会は２回開催

し、博物館の管理・運営の全般にわたっ

て、様々な意見を聴くことができまし

た。 

・ 「学都松本・博物館」を冠した勧館楽

学対談、学芸員松本モノ語りをはじめと

する各種講座を開催しました。 

 

（継続） 

市民学芸員

養成事業の

推進 

⑴ 市民と博物館の協働を

進めるため、平成１８年

度から開講してきた市民

学芸員養成講座の修了生

を５月中に組織化しま

す。 

⑵ 市民学芸員と博物館が

協働して松本まるごと博

物館構想を推進する機会

を創出し、事業を実施し

ながら人づくりに貢献し

ます。 

Ａ 

（成 果） 

・ 市民学芸員養成講座を修了した市民学

芸員を対象に市民学芸員の会を組織し、

博物館と市民学芸員が民俗調査を行う

など従前以上に協働事業を実施しまし

た。 

（継続） 

博物館特別

展開催計画 

 

⑴ 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。 

⑵ 博物館分館の開館年に

応じて周年記念事業を実

施します。（松本民芸館

Ａ 

（成 果） 

・ 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。 

・ 博物館の開館周年事業として、松本民

芸館５０周年、重文馬場家住宅１５周

年、時計博物館１０周年の展覧会・イベ

ントを実施しました。 
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５０周年、重文馬場家住

宅１５周年、時計博物館

１０周年ほか） 

（新規） 

博物館資料

の保管場所

確保と有効

活用 

 

⑴ 博物館資料の増加と合

併町村の歴史・民俗資料

により収蔵庫が狭隘化し

ているため、保管場所を

現博物館施設以外に確保

していきます。 

⑵ 合併町村の歴史・民俗

資料の有効活用を図れる

よう資料再整理計画を策

定するとともに、展示環

境の整備に努めます。 

Ｂ 

（成 果） 

・ 合併５地区の歴史・民俗資料の収蔵状

況を確認し、活保場所として平成２５年

度から廃校となる中川小学校での保

管・活用を検討しました。 

（課 題） 

・ 十分な保管場所が確保できていないの

で、新たな保管場所の確保と、博物館で

活用するための資料整理・登録作業が必

要です。 

 

５ 外部意見 

事業 内容 

基幹博物館

の整備につ

いて 

 松本まるごと博物館の基幹博物館が築４４年で老朽化しているための整備につ

いては、建設地を含め早期に進めていくことが必要です。 

 学都松本の一翼を担う重要な施設なので、失う前にその価値に気付けるように、

ＰＲ活動を粘り強く行ってください。 

松本まるご

と博物館構

想の推進に

ついて 

 松本まるごと博物館構想は大変すばらしく「松本らしさ」「学都松本」にふさわ

しいものであり、一層の推進をお願いします。 

特別展につ

いて 

 七夕人形・縄文の美と力・ダルマの人は、見学することができ、得るところが多

く、大変よかったが、もっと多くの人達に参加していただきたい。 

 勧館楽学対談、学芸員松本モノ語りは時々参加させてもらっていますが、もっと

大勢の市民が参加すると良いと思っています。これからも続けてください。 

博物館サー

ビスについ

て 

 なにかわからないとき、すぐに説明してくださる方が大勢いると良いと思いま

す。 

 例えば、各地域や家庭に眠っている「お宝」の保存の方法って教えていただける

ような場所も作っていただきたい。それが本当に価値のあるものかどうか、その家

のものとしての価値なのか、博物館入りする価値があるものかどうか、テレビほど

のものでなくてもよいので、そういうことに明るい相談員がいたらいいと思いま

す。 

利用者支援

について 

 「松本まるごと博物館」の全容がわかるもの（博物館の中に大きなジオラマなど）

をつくったら、みんな興味を持ってくれると思います。パンフレットや地図だけで

はなかなか見てくれないし、行く人は少ないと思います。 
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６ 教育委員会の改善方針 

 基幹博物館の整備については、平成２４年度専決補正予算で整備に備え５億円の積立てを行い、

また、平成２５年度は当初予算に、調査・研究費を計上し、担当として嘱託職員１名を増員しま

した。今後、財源等をふまえる中で松本城南・西外堀の復元完成時期との整合を図りながら、早

期の完成を目指し取り組みます。 

 松本まるごと博物館構想の推進については、平成１２年の３月に策定以来、地域の文化財、習

俗等についての調査や分館との連携事業の開催等を行い、松本の歴史・文化における様々な側面

を公開し、周知することができました。また７０人もの市民学芸員が誕生するなど、現在までに

一定の成果をあげております。今後もより一層の推進に取り組みます。 

 特別展については、年間数回開催しており、平成２５年度につきましても計８回の特別展の開

催を予定しております。勧館楽学対談、学芸員松本モノ語りについても同様です。今後も、それ

ぞれ継続して取り組みますが、周知の方法を検討し、より多くの方にご観覧、ご参加いただける

よう努めます。 

 博物館サービスについては、資料の性質や博物館の配置人員等によりちがいはありますが、様々

なサービスを実施しております。しかし、すべての面でサービスを提供することには限界があり

ます。今後、配置人員や事業の内容等各種総体的に勘案し、実施の可否について検討します。な

お、現状では博物館および分館に学芸員が配置されており、各館の対象分野ごと資料の有する価

値等について、個別のご相談には対応しています。 

 利用者支援については、今後、松本まるごと博物館の全容をよりわかりやすくご紹介するため、

従前、使用していたパンフレットや地図の内容の見直し及び新たな媒体の創出等について検討し

ます。将来の基幹博物館の整備を見すえながら、今後一層取り組みを強化していきます。 
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スポーツ推進課の事務事業報告 

１ 業務概要 

  近年の社会環境や、生活様式の変化により、人々に生涯スポーツの必要性が高まるとともに、

余暇時間の増加とあいまってスポーツに対する欲求は増大し、かつ多様化してきています。市民

の多様なスポーツニーズを考慮しながら、より多くの市民が気軽に参加できるスポーツ教室や各

種大会の開催、スポーツクラブ等の団体の育成やスポーツリーダーの養成を進めることにより、

市民の主体的、継続的なスポーツ活動を促進しています。 

  また、スポーツ施設については、総合体育館、野球場等の基幹体育施設をはじめ、７９施設の

整備を行っています。子供から大人まで安心・安全に使えるスポーツ施設としての整備及び維持

管理を行い、時代にあったスポーツ環境の整備に取り組んでいます。 

 

２ 平成２４年度の取組結果 

 ⑴ 市民の多様なスポーツニーズに対応できるよう、スポーツ教室において参加者に対しアンケ

ート等によりニーズを把握し、スポーツ教室の計画に反映させながら参加者の拡大や内容の充

実を図りました。また、熟年体育大学においては、参加者の筋力アップや血液検査等で改善効

果が図れるなど、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の活動を通じて支援しています。 

 ⑵ 大会開催については、継続的に実施している大会に加え、今年度北信越地区で開催された全

国高等学校総合体育大会のサッカー、弓道競技の開場市として運営支援等、積極的に取組みま

した。 

 ⑶ 施設整備については、予定された建設工事、改修工事を終え、スポーツを安全により良い環

境で楽しむための環境整備に努めました。 

 

３ 今後の課題 

  市民がスポーツやレクレーション活動に親しむ機会が増えており、健康や体力づくりに対する

関心は益々高くなっています。 

  進展する超少子高齢型人口減少社会に向けて、スポーツ教室や各種大会の開催の充実、地域に

根差したスポーツ指導者の育成などに引き続き積極的に支援し、市民・団体による主体的、継続

的なスポーツ活動を定着させることが課題であります。さらに、充実したスポーツ施設の計画的

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。 
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４ 平成２４年度における重点目標と自己評価 

項目または 

事務事業名 

内容（いつまでに、どのような状

態にするのかを含めて記入） 

評

価 
自己評価（成果・課題） 

重
点
目
標 

（継続） 

市民歩こう

運動の充実 

 市民歩こう運動の一環と

して、ウォーキングのきっ

かけづくりとなるよう「気

分爽快ウォーク」をより充

実させた事業としていきま

す。また、市民団体等の主

催するウォーキング事業に

ついても出来る限りの支援

をしてまいります。 

Ａ 

 春・秋と年２回開催する中で春は松本広

域公園内のウォーキングコースで実施し、

秋の開催を市街地の湧水を巡る企画とし

た結果、定員（１００人）を超える応募が

ありました。 

 次年度以降も市民ニーズに応えられる

よう内容を工夫しウォーキングのきっか

けづくりと定着化を図ってまいります。 

 市民団体等の主催する、みずウォーク

（６００人参加）新春市民初詣ウォーキン

グ（１３０人参加）にスタッフという形で

支援しました。次年度も事業実施を補完し

ていくという形で支援してまいります。 

（継続） 

スポーツ教

室の開催 

 各スポーツ教室の内容に

ついては、参加者が増える

よう情報収集により教室内

容の充実や周知等に努めま

す。 

Ｂ 

 各健康教室の充実や参加者の増加に努

めるため、毎回アンケート調査を実施し、

市民ニーズに応えながら教室を開催でき

ました。 

 次年度はシニア健康教室にウォーキン

グ講座を取り入れるなど「歩き」を促す取

組みにも努めます。 

（継続） 

スポーツ大

会等の開催 

⑴ 市民体育大会、ファミ

リースポーツカーニバ

ル、クロスカントリー大

会は、より多くの市民に

参加いただけるよう関係

団体等と協力し、事前周

知に努めます。 

⑵ 本市開催の全国高等学

校総合体育大会の協力を

してまいります。 

⑶ 本市で開催される。関

東スポーツ推進委員研究

大会の協力をしてまいり

ます。 

Ａ 

⑴ 各大会参加者は、ほぼ昨年並みでし

た。市民の健康維持・増進を図る上でも

大切な大会であり、次年度も、より一層

の周知を行い多くの市民の皆様に参加

いただけるよう努めます。 

⑵ 松本市ではサッカーと弓道競技が行

われ、体育施設の優先提供、競技運営等

の協力を行いました。期間中は選手、観

客など延約５０，０００人の参加があり

ました。次年度も多くの競技大会を積極

的に支援し、競技スポーツの普及や競技

力向上に努めてまいります。 

⑶ 関東スポーツ推進委員研究大会はス

ポーツ推進委員の協力により、分科会で

は、本市で盛んなマレットゴルフの体験

やウォーキング講習、総合型地域スポー
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ツクラブの事例発表など、心と体の健康

づくりをテーマに開催することができ

ました。（参加者１，５００人） 

（継続） 

生涯スポー

ツ振興事業 

⑴ 熟年体育大学総合体育

館コースでは、「楽しく・

仲良く・健康で」を活動

の基本理念とし、新たに

１６期生を迎え、運動の

必要性の認識と運動の継

続を実践、推進すること

により生きがいづくりと

日常生活における熟年者

の自主的な体力・健康増

進を図ります。 

⑵ 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て

いきます。 

⑶ 教育部で検討中の松本

独自の元気アッブ体操が

普及できるように努めま

す。 

Ｂ 

⑴ １６期生はウォーキングを中心に運

動の必要性が認識され、体力測定など積

極的に参加することができました。ま

た、１５期生も筋力アップが図れ、血液

検査等のデータが改善されました。卒業

後も同窓会を発足させて活動を続けま

す。新入する１７期生には、体験入学を

試み、募集を働きかけた結果、締切前に

１２０名の定員を超える応募状況とな

りました。 

⑵ ランニングマシン・自転車等の機器を

まとめて更新したことにより、トレーニ

ング室利用者が増加しています。熟年者

が運動継続に励むよう働きかけ利用し

やすい場の提供と利用者の増加に引き

続き努めてまいります。 

⑶ 元気アップ体操は関係課と連携が取

れないまま、検討が行われませんでし

た。引き続き情報収集しながら、連携に

努めてまいります。 

（継続） 

社会体育施

設整備事業 

⑴ あがた運動公園（仮）

多目的運動広場建設事業 

  平成２５年４月１日供

用開始に向けて、建設工

事を進めます。 

⑵ 社会体育館耐震補強工

事 

  平成２４年度中に波田

体育館耐震補強工事を完

了します。 

⑶ スケートセンター後利

用の検討 

  ７月～８月までに具体

案を示します。 

Ａ 

⑴ 新設のあがた運動公園(仮)多目的運

動広場建設については、予定通り平成２

５年４月１日供用開始になります。全面

人工芝で、より良好な競技環境を整える

ことができ、多くの利用が見込まれま

す。 

⑵ 波田体育館耐震補強工事は予定通り

平成２４年度内に竣工します。来年度以

降につきましても、社会体育館整備方針

に沿い、計画的に耐震補強工事及び大規

模改修工事を進めていきます。 

⑶ スケートセンター後利用については、

美鈴湖周辺を自転車に特化した再開発

を行うという方針の下、かりがね地籍に

ある自転車競技場を移転改築していき

ます。 
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５ 外部意見 

事業 内容 

スポーツ教

室について 

 説明をお聞きし、市民の健康や体力づくりに対する関心が高いことを感じまし

た。健康増進につながる親しみやすい取組みもあり、市民のニーズに合った中身

になっていると感じました。スポーツとは縁がないと思い込んで参加できない人

にはもったいないので、さらにわかりやすくアピールしてください。 

熟年体育大

学について 

 熟年体育大学は、生涯スポーツとして、目的を持って参加でき、結果が出るの

で、大変素晴らしい取り組みだと思います。参加者からは、体育も楽しいが、仲

間もできていいとお聞きしています。 

市民歩こう

運動につい

て 

 市民歩こう運動の一環としてのウォーキング、軽スポーツなどは、市民が主体

的に活動できるような支援を、関係機関や団体と連携し体育課を中心に、地域活

動や健康寿命延伸都市の一助としていただきたい。 

 健康寿命延伸都市松本のアピールを含め、観光や温泉も入れた２泊３日から５

泊くらいのプログラムで全国大会はできないものでしょうか。 

元気アップ

体操につい

て 

 松本独自の元気アップ体操を検討中とのことですが、完成させてラジオ体操の

ように定着すると良いと思います。 

 松本市独自の元気アップ体操は、様々な世代で使えるよう、テンポ、編曲等変

えて行なうとよいと思います。（小中学校向き、成年向き、お年寄り向き） 

体育施設の

維持管理に

ついて 

 体育施設の備品の管理・点検を定期的に行ない、不備があれば補充してくださ

い。例えば、総合体育館の備品は比較的揃っていて、壊れたり裂けたりすれば、

早い時期に新しいものに替えていただいているようですが、その他の体育館では、

ポールが壊れていたり、ネットが破けていたり、また備品が足りなかったりして

も、長い間そのままの状態であったりして、不自由を感じています。掃除用具の

モップに関しても、同様で、総合体育館では、業者が定期的に交換してくれてい

るようですが、他の体育館では、いつまでもほこりだらけのモップのまま置かれ

ていたり、ほうきやちりとりもかなり使い古された物だったりしますので、定期

的な点検を望みます。 

利用者との

懇談につい

て 

 各地区の体協組織とのコミュニケーションが不足していると思います。地区で

は、自分たちの施設として自己管理もできるので、よい関係づくりができるよう

に、コミュニケーションをとる機会を設けていただきたい。 

 

６ 教育委員会の改善方針 

 スポーツ教室については、スポーツに縁がないと思い込んで参加できない（スポーツが苦手な）

人にわかりやすくアピールするために、実施内容を明記するなど誰でもが参加しやすいようにし

ていきます。 

 市民歩こう運動については、平成２５年度新たにシニア健康教室にウォーキング講座を取り入

れるなど「歩き」を促す取り組みを行い、体協、スポーツ推進委員とともに市民自らが主体的に

活動できるよう支援を行っていきます。 
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 また、観光や温泉も取り入れた２泊３日から５泊くらいのプログラムの全国規模の大会につい

ては、平成２５年４月に立ち上げましたスポーツコミッションを活用して企画することを検討し

ていきます。 

 元気アップ体操については、学校教育課が小中学生向けの体操を実施する予定をしていますの

で、体操が年齢層に応じてできるように試行し、ＰＲをしていきます。 

 体育施設管理につきまして、地区体育館・地区運動広場等の無人体育施設５７箇所をスポーツ

推進課職員が管理しています。地区体育館は、月１回のモップ交換及びロビートイレ等の清掃業

務を業者に委託しながら、体育課職員による巡回清掃等を週１回行い、その中で用具等の点検も

行ってきました。用具点検については、今回のご指摘を生かし、他の業務と一緒に行うのではな

く、月１回を点検の日として、確実に行う事とし、業務改善を図りました。 

 松本体協には、体育施設について地区体協代表を含む競技団体等との意見交換を行う施設委員

会があります。また、地区体育振興を図るための地区部会といった組織もあります。これまで、

これら組織を通じてご意見を伺ってきたところですが、より身近な意見交換の場が必要というご

意見をいただきました。地域の実情はそれぞれかと思いますが、先ずはブロック単位等での開催

を念頭に松本体協と調整してまいりたいと考えています。 

 

  

 



Ⅳ　教育振興基本計画の進捗状況

施策名
施策項
目

№ 事業名 事業概要

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

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

3 特別保育の充実
長時間保育、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

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

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

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

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

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

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

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

1

小学校適応指導・学習
指導改善教員配置事業
※Ｈ２５年度より事業名
変更
中学校の適応指導教員
10名は、中学校適応指
導・学力向上推進教員
へ

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

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

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

4

中学校適応指導・学力
向上推進教員配置事業
※Ｈ２５年度より事業名
変更

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

5 花を育てる心育成事業
小・中学校において環境及び情操教育の一環として花（花壇）を育てると
ともに、「花いっぱい運動」発祥の地として運動推進の一助とするもの

１　子どもの教育
の充実

（１）子育
て・幼児
教育の
充実

（２）学校
教育の
充実
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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

公立保育園就園
児童数
公立幼稚園就園
児童数

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4,750人
3園 250人

保育課

助成金（千円）
私立保育園
私立幼稚園

224,301
144,999

126,914
160,231

131,093
169,290

継続 保育課

緊急長時間保育事業
を開始

継続 継続
きめ細かな保
育サービスの
提供

保育課

開催回数（回）
参加人数（人）

73
1,915

602
13,756

175
8,967

85
3,000

生涯学習課・中
央公民館

配本数（冊） 2,137 2,219 2,116 継続 中央図書館

参加人数（人） 1,179 1,084 1,045 継続 健康づくり課

参加人数（人） 2,637 2,572 2,409 継続 健康づくり課

交付部数（部） 18 26 16 継続 健康づくり課

参加人数（人） 871 334 349 継続 医務課

開催回数（回） 102 111 110 継続 交通安全課

巡回支援回数
（回）

155 184 224 400 こども福祉課

配置人員（人）
16

＊中学校に配置の10
名を除いた人数

16 16 34 学校教育課

配置時間（ｈ） 23,520 23,520 23,520 34,020 学校教育課

不登校児童生徒
の
割合（%）

1.48 1.45 0.89 1.20 学校教育課

教員数（人）

　　　　　　２６
＊中学校に配置の10
名の適応指導員を加
えた人数

26 26 継続 学校教育課

全校実施
更に地域との連携を
進めていく

2,040 2,060 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

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

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

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

9 教職員の研修
市独自に「教科等指導員」を委嘱し、日常の学習指導への研修に役立て
たり、全職員を対象に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

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

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

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

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

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

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

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

17
生きる力（キャリア教育）
育成事業

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

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

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

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

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

（３）学校
と家庭と
地域の
連携

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

１　子どもの教育
の充実

（２）学校
教育の
充実
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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

実施率（校／校） 100%（50 ／ 50）  100%（51 ／ 51校）  100%（51 ／ 51校） 継続 学校教育課

配置率（校／校） 100%（50 ／ 50） 100％（50/50） 100％（50/50） 継続 学校教育課

補助交付数（校）
 市内設置校　5
市外設置校　2

市内５　市外２ 市内５　市外２ 継続 学校教育課

全小中学校（全
職員）

研修回数・
内容の充実

45 60 継続 学校教育課

実施校数（校） 全47校 50 50 継続 学校教育課

弾力化の要件 隣接通学区限定 隣接通学区限定 隣接通学区限定
制度のあり方
について継続
検討

学校教育課

実施学校数（校
／校）

 （市立）31 ／ 31  （市立）31 ／ 31  （市立）31 ／ 31 継続 学校教育課

整備費用（円）
 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

継続 学校教育課

　回数、時間
週２回、４時間程度の
日本語指導・相談

5,880 5,880 継続 学校教育課

実施学校数（校） 全47校 全50 全50 継続 学校教育課

・体力向上プラン
（１校１運動）
・まつもと元気
アップ体操
・生活習慣病予
防事業（H23）

全校
小学校　2（調整中）
中学校　2（調整中）

小中学校4校

（生活習慣病予防事
業）

小中学校10校
保育園10園

モデル校の成
果を市内全
校、全園に広
げていく

学校教育課
健康づくり課
こども育成課
保育課

実施学校数（校）
 小学校　4
中学校　2

小学校　4
中学校　2

小学校　4
中学校　2

継続
生涯学習課・中
央公民館

参加者数（人） 39 42 43 継続 行政管理課

出展数（点） 142 238 241 継続 行政管理課

実施校（校） 27 33 33
33
30

交通安全課

配付数（部）
　上水道
　下水道

2,700
2,150

  上水道  2,620
　下水道　2,026

上水道  2,734
下水道　2,002

継続 上下水道局

設置校割合　校
／校

47 ／ 50
（94%）

47 ／ 50
（94%）

47 ／ 50
（94%）

47 ／ 47
（100%）

学校教育課
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施策名
施策項
目

№ 事業名 事業概要

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

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

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

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

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

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

8
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

9
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

10
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

11
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

12
生きる力（キャリア教育）
育成事業

次代を担う青少年の「生きる力」、「社会貢献力」等社会の中で自立できる
能力及び態度を育成するための事業を推進するもの

13
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

14
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

15看護学生実習指導
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

（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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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

実施公民館 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

生涯学習課・中
央公民館

実施地区数（地
区）

26 ／ 35 35 ／ 35 35 ／ 35 
35 ／ 35 生涯学習課・中

央公民館

実施公民館 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

生涯学習課・中
央公民館

実施公民館 3 ／ 35 1 ／ 35 - 18 ／ 35
生涯学習課・中
央公民館

実施公民館 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

生涯学習課・中
央公民館

延べ利用児童数
（人）

6,163 10,001 11,734 9,500 こども育成課

延べ利用人数
（人）

 （2カ所）　2,426 2,394 2,727 継続 こども福祉課

参加人数（人） 96 85 72  継続 こども福祉課

実施公民館 全館 全館 全館 継続
生涯学習課・中
央公民館

実施公民館 全館 全館 全館 継続
生涯学習課・中
央公民館

・ 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
事業者数（社）
　参加人数（人）
・いきいきノート

418
236
1,116
5
102
－

471
280
277
4
73
―

380
185
350
8
188
４

600
300
250
5
100

小学生対象

生涯学習課・中
央公民館

受入人数（人） 7 10 3 継続 博物館

参加人数（人） 39 69 23 65 健康づくり課

参加人数（人） 702 671 744 750 健康づくり課
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施策名
施策項
目

№ 事業名 事業概要

16
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）

17
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

18
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

19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

20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

21
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

22
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

23
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

24
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

25
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

26
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

27
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

28
まつもと広域ものづくフェ
ア

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）

29
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

30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。

（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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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

延べ参加人数
（人）

48 59 44 120 こども育成課

講座実施校数
（校）
（対象50校中）

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　29
中学校　21

こども育成課

・ 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）

650
73
134
6
473
2,636

650
   0(中止)
133
   5
475

2,646千円

500
  50
126
   5
475

2,648千円

継続 こども育成課

参加団体数（団
体）
ボランティア人数
（人）

41
800

39
800

41
900

45
1,000

こども育成課

登録児童数（人） 426 385 386 385 こども育成課

体育館（カ所）
学習施設（カ所）

3
3

3
3

3
3

3
3

こども育成課

補導活動延人数
（人）

2,557 2,687 2,601 2,500 こども育成課

相談件数（件） 24 31 29 25 こども育成課

参加人数（人） 300 300 400 400 こども育成課

発行部数（部） 31,200 31,200 31,200 31,200 こども育成課

講座実施学校数
（校）

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

小学校　29
中学校　21

こども育成課

配置人数（人）
保育園　43
幼稚園　３

保育園　44
幼稚園　３

保育園　44
幼稚園　３

継続
（1日5時間、週

2回）
保育課

来場者数（人） 13,407 13,426 14,229 継続 商工課

参加者数（人） 132 68 93 継続 上下水道局

参加家族数（組） 30 31 34 継続 農政課
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施策名
施策項
目

№ 事業名 事業概要

1
学校教育における地産
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

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

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、安全で安心な学校給食を提供するとともに、地産地
消の取組みを中心に、美味しい給食づくりに努めるもの

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

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

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

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

3 食品ロス削減事業
食育の推進、生ごみ削減の観点から、食品ロス削減の取組みを実施する
もの　・「残さず食べよう！ 30・10運動」　・児童対象の意識啓発事業等

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

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

6
幼児対象の環境教育事
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参加型の環境
教育を実施。

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

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

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

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

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

（５）環境
教育の
推進

（４）学校
給食と食
育の推
進

１　子どもの教育
の充実

（６）子ど
も関係施
設の整
備・充実
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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

地産地消率（％）
学校訪問数（校）

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

80.0
小学校　22
中学校　13

学校給食課

提供児童生徒数
（人）

134 160 176 220 学校給食課

給食提供数（食） 21,155 20,931 20,916 継続 学校給食課

開催回数（回）
参加人数（人）

139
2,543

239
4,616

91
3,243

150
2,800

生涯学習課・中
央公民館

事業主体数（団
体）
延べ体験児童生
徒園児数（人）

　　10
5,774

12
6,937

14
約4,800

　14
6,800

農政課

実施率（校／校）  100%（50 ／ 50校）  100%（51 ／ 51校）  100%（51 ／ 51校） 継続 学校教育課

フォーラム開催
（回）
イベント

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

3
モビリティウィーク、
カーフリーデー、
フォーラム１回

継続
（事業の統合）

交通政策課

パンフレット等啓
発グッツ配布数
（部）

3,000 6,000 69,500 69,000 環境政策課

環境教育講座
参加人数（人）

（6回）
240

（8回）
289

（5回）
191

継続 環境政策課

クラブ会員数
（人）

 （6クラブ）272 （8クラブ）549 （5クラブ）204 継続 環境政策課

環境教育

７月末～２月
全公立保育園、幼稚
園にて実施
(経費183,000円）

継続実施
５月末～１２月
内容を更に充
実し、参観日に
合わせて実施
するなど、保護
者にも参加を
働きかける。
(経費　0円)

環境政策課

改築整備園数
（園）

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　43
幼稚園　３

保育課

整備施設数（園） 26 27 27 27 こども育成課

実施校数（校） 8 10 11 25 学校教育課

対象校
教育環境の公平性に
配慮した状況に応じ
た改善

2 0 継続 学校教育課

設置率％（校/
校）

6.3%（3/47） 8.5％（4/47） 25.5％（12/47） 100%（44/44） 学校教育課
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施策名
施策項
目

№ 事業名 事業概要

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建物耐
久性の確保を図るもの

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

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。

2
教育文化センター各種
講座

天文、ビデオ、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

3
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

4
「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

5 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

6 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

7 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

8
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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14
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

15 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

（６）子ど
も関係施
設の整
備・充実

１　子どもの教育
の充実

２　生涯学習の
推進

（１）生涯
学習の
推進
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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

改築率（校/校）
 小学校　32%（10/31）
中学校　55%（10/18）

 小学校　32%（10/31）
中学校　55%（10/18）

 小学校　39%（12/31）
中学校　55%（10/18）

小学校　50%
（14/28）
中学校　61%
（11/18）

学校教育課

波打ち歩道改修
他（ｍ）

L=2,761m/6,181m 557 955
L=6,181m
/6,181m

交通安全課

あいさつする割
合（％）
生涯学習してい
る人の割合（％）
（H23教育に関す
るアンケート調査
から）

71.4
69.2

不明 不明
74.0
72.0

教育政策課

延べ開催日数
（日）
参加人数（人）

77
1,134

73
1,217

59
８１７

100
1,500

教育政策課
教育文化セン
ター

開催回数（回）
参加人数（人）

5
135

６
127

６
131

8
180

教育政策課
教育文化セン
ター

発行部数（部） 14,500 14,500 14,500 継続
生涯学習課・中
央公民館

指導者数（人）
団体数（団体）

215
441

221
452

198
432

220
470

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

19
417

23
362

10
434

20
450

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

39
913

30
984

47
1,333

50
1,200

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

0
0

2
55

0
0

3
90

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

42
1,267

28
1,581

55
2,116

50
1,400

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

31
1,672

3
76

19
2,133

40
2,000

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

44
876

16
416

12
245

50
1,200

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

111
3,545

118
3,234

51
1,032

140
3,800

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

37
519

92
3,254

67
968

35
500

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

31
617

３６
767

34
1,004

50
1,000

生涯学習課・中
央公民館

参加チーム数
参加人数（人）

18
150

177 廃止
30
300

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

16 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

17 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

18
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

19 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

20 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

21 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

22 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、年5回程度研修会を実施

23
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

24
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ＵＤ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

25
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

26
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

27
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

28
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

29
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

30
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

（１）生涯
学習の
推進

２　生涯学習の
推進
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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

実施公民館（館）
開催回数　（回）

8
118

104
497

9
86

継続
生涯学習課・中
央公民館

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）

2,337
10

2,283
5

2,033
-

2,500
30

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

2
94

40
2,691

38
2,148

30
1,500

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

29
2,732

92
4,586

41
2,080

35
3,500

危機管理課

講座数（講座） 26 28 25 26
人権・男女共生
課

講座数（講座） 17 19 16 17
人権・男女共生
課

参加者数（人） 95 153 122 190
人権・男女共生
課

講座開催数（回）
参加者数（人）

41
3,848

41
6,144

41
4,321

 － 危機管理課

普及啓発活動
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）

民間団体との
連携による継
続

政策課

４都市累計来松
者数（人）
４都市累計渡航
者数（人）

1,129
2,971

1,136
3,034

1,153
3,091

1,500
3,200

広報国際課

累計登録団体数
（団体）
講座数（講座）
参加人数（人）

246
6
103

259
7
144

277
7
211

260
6 地域づくり課

参加人数（人） 57 38 42 継続 地域づくり課

延べ利用者数
（人）

42,520 43,260 41,352 40,000 高齢福祉課

延べ利用者数
（人）
老人大学入学者
数（人）

22,081
125

22,358
108

23,254
135

（24年度入学者数）

26,000
130

高齢福祉課

講座等実施回数
（回）

69 72 101 70 健康づくり課
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施策名
施策項
目

№ 事業名 事業概要

31
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

32
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

33
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

34
若者職業なんでも相談
（適職発見探索ルーム）

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

35 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

36
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

37
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

38 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

39 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

40 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。

41 学都松本推進事業
学都松本の推進を図るための協議会の設置、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教育委員会をあげて取り
組むもの。

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

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

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

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

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

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

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

（１）生涯
学習の
推進

２　生涯学習の
推進

（２）公民
館の学
びを通し
た地域づ
くり
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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

参加人数（人） 1,792 1,770 1,869 1,800 健康づくり課

参加人数（人） 281 326 309 330 健康づくり課

参加人数（人） 742 1,216 842 6,000 健康づくり課

相談件数（件） 74 68 80 継続 労政課

参加人数（人） 30 28 19 30 農政課

参加人数（人） 104 120
120

（予定人数）
220 農政課

参加人数（人） 155 48 70 継続 観光温泉課

参加人数（人） 265 252 募集前（H25.2開催） 350 観光温泉課

開催回数（回） 104 107 99 継続 交通安全課

参加者数（人）
0

0 430 600
人権・男女共生
課

参加者（人） - 1,500 1,500 教育政策課

実施館 全館 全館 全館
継続

（学習ニーズの
把握）

生涯学習課・中
央公民館

実施館 全館 全館 全館
継続

（学習ニーズの
把握）

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

105
2,333

全館 全館
120
2,500

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

83
2,932

57
7,311

39
1,289

90
3,500

生涯学習課・中
央公民館

発行状況 全戸配布 全館 全館 継続
生涯学習課・中
央公民館

実施館 全館 全館 全館 継続
生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
延べ参加人数
（人）

12
107

7
118

7
118

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

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

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

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

11
（仮称）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

12
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

13 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

14 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

15
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

16 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

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

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

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

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

２　生涯学習の
推進

（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
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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

実施館 全館 全館 全館 継続
生涯学習課・中
央公民館

参加人数（人） 350 400 350 400
生涯学習課・中
央公民館

委託料
1～200世帯：
30,000円
201～400世帯：
31,000円
401世帯～：
32,000円

15,070千円
340町会
92町会
63町会

14,977千円
338町会
91町会
63町会

14,985千円
333町会
93町会
66町会

継続
（世帯数に応じ
て対応）

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回） 1 1 1 拡大 地域づくり課

実施内容

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

左記のほか、
地区別地域づ
くり計画の策
定、職員研修

地域づくり課

参加人数（人） 252,788 260,840 264,122 285,000 福祉計画課

実施地区数（地
区）

 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
福祉計画課

講座実施地区数
（地区）

8 8 11 継続 福祉計画課

年間延べ利用者
数（人）

410,897 412,009 440,604 435,000 こども育成課

市民一人当り蔵
書数（冊）

4.5 4.50 4.75 5 中央図書館

相談件数（件） 6,423 8,221 13,191 拡大 中央図書館

図書貸出利用者
数（人）
貸出冊数（冊）

374,686
1,576,160

371,665
1,568,361

408,672
1,630,204

400,000
1,650,000

中央図書館

・ インターネット
による予約件数
（件）

74,320 78,339 111,368 120,000 中央図書館
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施策名
施策項
目

№ 事業名 事業概要

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

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

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

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

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

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

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

15 図書館からの情報発信 読書活動や図書館利用の推進を図るための情報発信

16 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

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

3
町内公民館施設整備事
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

4
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）

（３）図書
館運営
の充実

（４）社会
教育施
設の整
備・充実

２　生涯学習の
推進
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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

データベース数 ２種類 ２種類 ２種類 5種類 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

他の大学との
連携

中央図書館

連携する公民館
数

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）

３館 中央図書館

貸出団体数 65 55 65 70 中央図書館

宅配利用者数
（人）

43 46 37 50 中央図書館

配本数（冊） 2,137 2,219 2,116 継続 中央図書館

　－ 全館で実施 全館で実施 全館で実施 継続 中央図書館

　－ 全館で実施 全館で実施 全館で実施 継続 中央図書館

貴重資料の保存
活用

山岳文庫コーナーの
充実

　

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

松本藩関係の
和漢籍の保存
と目録化

中央図書館

地域資料数（冊） 36,852 40,808 43,000 中央図書館

取組み
図書館ホームページ
の開設（12月から）

図書館便りの
発行（月1回発
行）

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 継続 中央図書館

H22 ～ 28整備館
数（館）

3 3 4 8
生涯学習課・中
央公民館

設置公民館数
（館）

22/32 25 27 31/32
生涯学習課・中
央公民館

新築（件）
増・改築（件）
改修（件）

3
2
45

2
1
53

1
2
48

継続
生涯学習課・中
央公民館

施設、設備の更
新改修

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 継続 中央図書館
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施策名
施策項
目

№ 事業名 事業概要

２　生涯学習の
推進

（４）社会
教育施
設の整
備・充実

5 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 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

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

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

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

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

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

6
熟年体育大学
いきいき健康ひろば事業

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

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

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

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

10
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

11 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

12
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

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

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

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

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

（１）市民
皆スポー
ツの推進

（２）ス
ポーツ団
体・リー
ダーの育
成

３　スポーツを通
した健康づくり

- 76 -



指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

１人当り公園面積
（㎡）

14.74 14.62 14.68 14.89 公園緑地課

開催回数（回）
参加人数（人）

35
1,311

4
228

44
1,133

35
1,400

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

88
2,580

210
5,685

186
4,090

100
3,000

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

232
39,377

324
33,408

275
50,513

245
42,000

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

163
3,003

200
3,193

175
1,717

170
3,500

生涯学習課・中
央公民館

登録団体数（団
体）

443 419 429 440 スポーツ推進課

・ 総合体育館
コース参加人数
（人）

1学年　104
2学年　109

1学年　 93
2学年　 88

1学年　 74
2学年　 83

1学年　120
2学年　 96

スポーツ推進課

参加人数（人） 560 527 532 600 福祉計画課

受講者数（人） 807 786 855 900 スポーツ推進課

本市参加人数
（人）

136 132 225 継続 スポーツ推進課

参加人数（人） 4,605 6,789 8,273 5,100 福祉計画課

参加人数（人） 16,926 18,056 55,577 20,000 健康づくり課

評価実施率（％） 22.2 18 未 45 健康づくり課

発行回数（回） 6 6 6 継続 健康づくり課

委員数（人） 78 86 86 86 スポーツ推進課

交付団体数（団
体）

82 83 85 継続 スポーツ推進課

支援団体数（団
体）
大会参加人数
（人）

2
4,027

3
7,864

2
3297

継続 スポーツ推進課

大会数（件） 14 11 16 15 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

（２）スポー
ツ団体・
リーダー
の育成

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

（３）社会
体育施
設の整
備・充実

1 体育施設整備改修事業
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

2
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

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

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

3 美術館開館10周年事業
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

３　スポーツを通
した健康づくり

（１）鑑賞
の場の充
実

４　芸術を通した
教育の推進
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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

交付件数（件） 181 183 188 継続 スポーツ推進課

－

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

○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

年間利用者数
（人）

155,939 117,027 96,423 継続 健康づくり課

作品購入数（点）
　寄贈数（点）

5
13　　計18

9
38  計47

8
21　計29

継続 美術館

企画展数（本）
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

継続 美術館

記念事業の開催 － 1展開催

4展開催
・シャガール展
・モダンデザインの精
華
・草間彌生展
・館蔵作品セレクショ
ン展
（シャガール展はＨ23
から継続）

シャガール展、
草間弥生展の

開
催（H24）

美術館
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施策名
施策項
目

№ 事業名 事業概要

4
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

5
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

6
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

7
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

8 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

9 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

10 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

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

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

3
美術館施設維持保全事
業（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

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

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

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

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

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

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

（１）鑑賞
の場の充
実

４　芸術を通した
教育の推進

（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

（２）表
現・学
習・交流
の場の充
実
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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

 －
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
他

計画的施設整
備

美術館

事業数（事業） 46 51 40 50 文化振興課

事業数（事業） 29 22 26 継続 文化振興課

事業数（事業） 6 6 5 継続 文化振興課

公演数（公演） 22 30 32 27 文化振興課

観賞者数（人） 91,996 84,382 88,071 継続
国際音楽祭推
進課

出品数（点）
上演者数（人）
入場者数（人）

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

継続
生涯学習課・中
央公民館

講座数（講座）
利用人数（人）

36講座
1,361人

47講座
1,529人

110講座
7,910人

継続 美術館

出前講座の開催
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 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　他

計画的施設整
備

美術館

開催回数（回）
参加人数（人）

78
2,804

全館 全館
100
3,500

生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

76
41,890

45
35,241

46
31,025

継続
生涯学習課・中
央公民館

開催回数（回）
参加人数（人）

24
1,085

317
7,988

175
8,967

35
1,300

生涯学習課・中
央公民館

講演回数（回）
整備地区（地区）

3
5

3
4

3
3

3
4

文化財課

補助金交付団体
数（団体）

6 6 6 6 文化財課

整備地区 白板地区 田川地区 第一地区
毎年１地区整

備
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
新村駅記録保存調査

ぼんぼん・青山
様、ミキノクチ
調査

文化財課
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施策名
施策項
目

№ 事業名 事業概要

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

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

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

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
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

11
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）

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

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

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

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

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

7 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

8
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

9
（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。なお、整備には一定期間が必要と見込まれるため、現博物館の老
朽化対策も併せて実施するもの。

10
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

（２）博物
館事業
の推進

（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
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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

補助金交付件数
（件）

5 4 2 継続 文化財課

補助金交付件数
（件）

1 1 1 継続 文化財課

参加人数（人） 128 365 2,491
130
750

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

計画的保存整
備

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
空蔵山城跡の第2次
発掘調査と詳細地形
測量の実施2/3、調査
報告書の作成

史跡整備 文化財課

 －
調整中 調整中 活用方針決定 未定 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

関連文化財群
の設定と保存
活用方針の検
討

文化財課

利用者数（人） 4,848 4,146 3,559 継続 博物館

展覧会数 9 9 9 継続 博物館

開催回数 11 17 7 継続 博物館

参加人数（人） 6 9
市民学芸員の会
の組織化

10 博物館

展示施設数 173 221 284 継続 博物館

刊行冊数 1 1(2) 1(3) 7 博物館

受入人数（人） 11 13 9 継続 博物館

配付部数（部） 30,000 30,000 30,000 継続 博物館

現市立博物館の
老朽化
（S43開館）

ー ―
博物館の運営につい
て審議を行う博物館
協議会を設置

継続 博物館

観覧者数（人） 756 352 356 継続
教育政策課
教育文化セン
ター
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施策名
施策項
目

№ 事業名 事業概要

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

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 全20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

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

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

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

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

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

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

（３）松本
城の保
存・整備
と活用

５　歴史・文化資
産の保護と活用

６　教育委員会
の機能充実

（１）開か
れた会議
運営と市
民意見
の反映
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指標 策定時（H22） H23実績 H24実績 目標（H28） 担当課

 －
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、
補償算定調査業務等
を実施
・松本城南・西外堀の
史跡追加指定に向け
た取組み

継続
松本城管理事
務所

実施カ所
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）
・埋門南側石垣（１／
３）

継続
松本城管理事
務所

実施点数
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 継続
松本城管理事
務所

 － 調整中  －

 ・国宝松本城保存活
用計画策定に向け天
守の破損状況調査を
実施

計画発効
松本城管理事
務所

参加人数（人） 209,254 205,932 186,253 継続
松本城管理事
務所

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

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(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
キンググループの設
置及び会議（２回）を
開催

継続
松本城管理事
務所

・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）

大人6 　子ども5
１
43

・大人６　子ども５
・１
・765
　（床磨き大326、子
427 夏休み12）

・大人６　子ども５
・１
・802
　（床磨き大348、子
435 夏休み19）

継続
松本城管理事
務所

回数及び参加人
数
地区住民
教職員

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　　－

2回　100人
1回　 40人
1回　 40人

教育政策課

開催回数（回）
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）

3 教育政策課

団体数（団体） 3 3 1 4 教育政策課
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Ⅴ 点検・評価の取組経過 

 

 

 

年月日 会議名 内容 

H25・1・17  
第１０回教育委員協議会 平成２４年度の点検・評価の方法の見

直しについて 

H25・2・26 
各課自己評価の提出 報告資料の提出 

H25・3・15 
第１回教育委員協議会 平成２４年度の重点目標の結果報告に

ついて 

H25・3・16  
評価委員会 

「第９回社会教育委員会議」 

各課自己評価の説明① 

報告資料の調整① 

H25・4・25  
評価委員会 

「第１回社会教育委員会議」 

各課自己評価の説明② 

報告資料の調整② 

H25・5・29 
評価委員会 

「第２回社会教育委員会議」 

報告資料の調整③ 

H25・5・31 
各課の改善方針の提出依頼 改善方針の依頼 

 

H25・6・ 7 
各課の改善方針の提出 改善方針の提出 

 

H25・6・26 
評価委員会 

「第３回社会教育委員会議」 

報告資料の調整④ 

 

H25・7・18 
評価委員会 

「第４回社会教育委員会議」 

報告資料の調整⑤ 

H25・7・31 
第４回教育委員協議会 

 

報告資料の調整 

H25・8・ 1 
各課指摘事項のとりまとめ 指摘事項の修正 

H25・8・22 
第５回定例教育委員会 点検・評価報告書について協議 

H25・9・ 2 
９月議会へ資料の提出 議会への提出 

市公式ホームページで公開 
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