教育に関する事務の管理及び執行の
状況の点検及び評価報告書
（平成 23 年度分）

平成 24 年９月

長野市教育委員会
長野市教育委員 会

長野市教育委員会委員名簿
（平成 24 年４月１日現在）

委員長

近

藤

守

委員長職務代理者

夏

目

潔

委

員

塚

田

和

子

委

員

藤

澤

令

子

委

員（教育長）

堀

内

征

治

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）
第 27 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委任さ
れた事務その他教育長の権限に属する事務（同条第三項の規定により事務局職員等に委任された
事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関す
る報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の
知見の活用を図るものとする。
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一．教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価の概要
長野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は、平成 19 年 6 月
に公布された「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）」の一
部改正において、新たに同法第 27 条に「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び
評価等」が規定されたことに伴い、同規定に基づき実施するもの。

二．長野市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施
１

点検及び評価の目的

（1）長野市教育委員会は、毎年、その取り組んでいる事務事業の取り組み状況について点
検及び評価を行い、課題や取り組みの方向性を明らかにすることにより、効果的な教
育行政の一層の推進を図る。
（2）また、点検及び評価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、
公表することにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政の推進
を図る。
２

点検及び評価の対象
「長野市教育委員会が平成 23 年度に重点事業として取り組んだ主な事務事業」

３

点検及び評価の実施方法

（1）点検及び評価は、前年度に重点事業として取り組んだ主な事務事業について、点検及
び評価するとともに、第四次長野市総合計画に基づき、教育委員会が取り組む事業の
体系ごとに、課題や今後の取り組みの方向性を示すものとし、毎年 1 回実施する。
（2）長野市教育委員会が取り組む主な事務事業について、学識経験を有する者の意見を聴
取した上で、教育委員会において点検及び評価を行う。
（3）教育委員会において、点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を長
野市議会に提出する。また、報告書は公表するものとする。
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三．平成 23 年度の主な事業の概要と評価
平成 23 年度において取り組んだ、教育委員会及び教育委員会事務局の所属ごとの主な事業
について、その概要と評価を記載した。
１

教育委員会
教育委員会は、市長が市議会の同意を得て任命した５人の委員により組織される合
議制の執行機関で、その権限に属する教育に関する事務を管理執行している。
①

教育委員会の会議は原則として毎月第１水曜日に定例会を開催し、必要に応じて
臨時会を開催するとともに、視察等を行った。

事

平成 23 年度は、定例会 12 回及び臨時会４回を開催し、協議事項 45 件、報告事項
58 件について審議等を行った。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に
基づき、予算等に関する市長との懇談会を行った。

業 概
要

また、学校訪問を 72 回実施し、授業参観、校長等との懇談を行ったほか、長野市
小学校合同音楽会、長野市中学校連合音楽会や市立中学校吹奏楽祭、学校周年行事、
８公民館合同成人式などへ参加した。
②

長野市教育委員会では、昭和 62 年５月に「長野市教育大綱」を定め、その具現に
取り組んできたが、教育基本法第 17 条第２項の規定に基づく「長野市教育振興基本
計画」の策定に当たり、現在の教育課題や社会情勢に応じて、教育大綱の改訂を平
成 23 年 12 月に行い、
「広い視野」から「思いやりの心」を育み、
「自律心」
「情操豊
かな心」
、伸びやかな「創造力」を養い、長野市に住んでいることに誇りを抱くこと
で市民の絆を深めることにより、「深く豊かな人間性の実現」を目指すこととした。
また、長野市教育の４つの基本的方向と 10 の基本施策等を定めた｢長野市教育振
興基本計画｣を平成 24 年４月に策定した。

評

会議の開催及び協議内容等は、ほぼ例年と同様であるが、学校訪問に関しては、
22 年度に比べて 19 回増加しており、積極的に訪問活動を実施できた。

②

教育大綱の改訂及び教育振興基本計画等の策定に当たっては、定例会･臨時会での
協議のほか、定例会後や別日程で勉強会を積極的に開催し、長野市教育の基本理念
及び施策について、教育委員の意見を反映した、充実した内容となった。

価

①

２

事業概要

教育委員会事務局・教育機関
●総務課
① 小・中学校の施設整備については、安全で安心な教育環境の確保に向けて、学校
耐震化の計画的な推進に努めるとともに、児童・生徒数の増加に伴う教室不足に対
応すべく、学校施設の増築工事を進めた。特に、喫緊の課題である学校耐震化につ
いては、国の緊急経済対策等を積極的に活用し、事業の前倒しに努めた。
①
評
価

平成 23 年度は、耐震化事業に約 80 億円（現年）を予算計上し、改築により４棟、
補強により６棟の耐震化が完了した。これにより、耐震対策が必要な施設は、平成
23 年度末で残り 73 棟、耐震化率は昨年に比べ 3.2 ポイント上昇して 82.2％となり、
概ね順調に事業を進めることができた。さらに国の有利な緊急経済対策等を活用し、
４棟の耐震補強工事を予算化するなど前倒しで事業に取り組むことができた。
また、生徒数の増加及び 30 人規模学級編制の導入に伴い、平成 25 年度以降教室
不足が生じる可能性があった川中島中学校の校舎増築を事業化し、将来の教室不足
回避の目途をたてることができた。
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事業概要

●学校教育課
① 不登校対策については、不登校の予防と早期発見・早期対応のため、市内の全小
学校の高学年で２学年（対象者 7,294 人）
、全中学校の１・２学年（対象者 6,843 人）
で年２回、楽しい学校生活を送るためのアンケート「Ｑ－Ｕ」を実施した。
また、県の「笑顔で登校支援事業」を活用し、不登校及び不登校傾向児童生徒の
教育相談や家庭訪問等を行う「笑顔で登校支援員」及び家庭等と社会福祉関係機関
等との調整を行う「笑顔で登校家庭支援員」の配置により、不登校生徒や不登校児
童生徒の家庭への支援を行った。
更に、緊急雇用創出事業の活用により、欠席が長期にわたっている児童生徒への支
援を行う指導員を配置して、校内相談室や中間教室等において相談や個別学習支援
を行い、児童生徒の学校復帰を図った。
② 特別支援教育については、障害による特別な教育的支援を必要とする児童生徒数
が年々増加しており、一人一人に応じた指導・支援が求められている。そのため、
平成 23 年度は 70 校に 104 人の特別支援教育支援員を配置し、また、臨床心理士等
の専門的な知識・経験を有する巡回相談員の学校への派遣や、特別支援教育への対
応のため、新たに学校教育課に配置した指導主事の学校訪問による支援を行うなど、
学校全体での支援体制の構築と充実に努めた。また、特別支援教育コーディネータ
ー連絡会を開催し、特別支援学校、障害福祉関係機関等との一層の連携を図った。
①

Ｑ－Ｕを活用して、個別支援や学級集団づくりを行った結果、
「居心地の良いクラ
スである」と感じている児童生徒の割合が向上した。また、
「笑顔で登校支援員」の
配置では、不登校傾向にある生徒の学校復帰を実現させることができた。

評

更に、欠席が長期にわたっている児童生徒への支援を行う指導員の配置では、不登
校が長期化している児童生徒に対するきめ細かな支援を行うことにより改善を図る
ことができ、併せて、学校全体としての取り組みとして、関係機関との情報交換や
連携強化が図ることができた。

価

②

巡回相談員の学校への派遣や指導主事の支援により、特に発達障害のある児童生
徒に係る教育的ニーズの的確な把握が進展した。また、特別支援教育コーディネー
ター連絡会に、障害福祉関係機関の相談担当者が参加することにより、特別支援教
育コーディネーターとの連携を深めることができた。特別支援教育は学校全体とし
て行われるべきものだが、各学校の取り組みに温度差が認められるため、すべての
学校で適切な指導及び必要な支援を受けられるようにする必要がある。
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事業概要

●市立長野高等学校
① 平成 21 年４月に入学した第２期生 163 人が、総合学科の多様な学習課程を修了し、
それぞれが選択した進路に向かって市立長野高等学校を卒業した。
市立長野高等学校では、社会人講師や体験学習などによる多様な学びを通して、
学習意欲を高め、進路希望の実現と個性・能力の伸張を図り、また、学校間の連携
協定を締結した信州大学教育学部、清泉女学院大学・短期大学等の協力により、大
学の教員による授業や生徒への進路ガイダンス等を行った。
また、市立長野高等学校の特色を示すものとして、スピードスケート部やサッカ
ー部等の部活動について充実を図った。
① 市立長野高等学校における多様な学びや大学等が持つ知識等の導入は、社会を知
り、自己実現を図るために有意義であり、生徒の学習意欲を高め、希望する進路の
実現と個性・能力の伸張に資することができた。
第２期生の卒業時のアンケートでも、
「総合学科の特色を生かした個性的で魅力あ
る学校づくりを行っているか」
「生徒一人一人の個性や想像力を育てる指導を進めて
いるか」等の項目について、多くの生徒・保護者から肯定的な回答を得られている。
また、部活動の充実により、生徒の身体の鍛錬や責任感、連帯感の涵養等に資す
ることができた。スピードスケート部やサッカー部等が大会で一定の成績を収めた
こと等により、部活動の充実が市立長野高等学校の特色として一般に認知されつつ
ある。
評
価
事業概要

●保健給食課
① 学校給食施設改修については、第三学校給食センターのボイラー及び豊野学校給
食センターの攪拌装置付回転釜の更新のほか、過疎債を活用した鬼無里学校給食共
同調理場、中条学校給食共同調理場の回転釜の更新など、学校給食センター及び共
同調理場施設の維持補修や計画的な設備機器の更新を実施した。
② 安全・安心な学校給食の提供に向けて、食材の地産地消に取り組むとともに、学
校での食育支援に向けた給食センターからの学校訪問のほか、
「地域食材の日」や季
節行事に合わせた献立の作成、児童・生徒が給食献立の作成に関わる「お楽しみ献
立」などを実施した。
① 学校給食センター及び共同調理場施設の適切な管理運営及び計画的な維持補修や
設備機器の更新を実施し、安心・安全な学校給食の安定的な提供ができた。
② 食育の推進に向けて、給食センター及び共同調理場で「地域食材の日」2～3 回、
季節行事に合わせた献立作成、児童・生徒が給食献立の作成に関わる「お楽しみ献
立」を毎月実施することができた。
評
価
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事業概要

●生涯学習課
① 子どもの放課後対策については、平成 20 年２月に策定した「長野市版放課後子ど
もプラン」に基づき、既存の児童館等のほか小学校施設を活用して 44 校区で実施し
た。できるだけ早期に全 56 小学校区での実施を目指し、校内施設の開設の目途が付
いた校区から、順次、プラン実施に向け、各校区の運営委員会と協議を進めた。
また、保護者から要望が寄せられていた放課後対策事業の開館時間延長について
は、事業受託者との調整、保護者アンケートの実施、各校区運営委員会との実施時
間の協議、料金徴収システム準備を行うなど、平成 24 年度からの実施体制を整備し
た。
また、老朽化した大豆島児童センターの移転改築工事を行った。
② 生涯学習の推進については、平成 13 年度に策定し 10 年が経過した「長野市生涯
学習基本構想・基本計画」を見直し、
「長野市教育振興基本計画」の個別分野の計画
として、今後の生涯学習推進の行動計画となる「長野市生涯学習推進計画」を平成
24 年４月に策定した。
また、市民の生涯学習の拠点となる市立公民館については、大豆島公民館の改築
に伴う工事契約を行った。川中島町公民館の改築については、実施設計を行った。
③ 文化芸術については、市民等との協働により多彩な文化を創造し、文化の香りあ
ふれるまちを目指す「長野市文化芸術振興計画」に基づき、平成 26 年度末に完成予
定の新市民会館を文化芸術振興の拠点とするため「運営管理基本計画」を策定した。
① 平成 23 年度までの 44 校区に加え、新たに７校区でプランの実施体制を整え、平
成 24 年度当初から 51 校区で実施することができた。また、実施体制の整った 85 施
設（91 施設の内）において、開館時間の延長が可能となった。
大豆島児童センター移転改築については、工事の進捗に遅れもなく、予定通り平
成 24 年 4 月からの供用開始に間に合わせることができた。
② 「長野市生涯学習推進計画」は庁内関係課との連携を図り、課題や今後の取り組
みについて掲載することができた。特に、東日本大震災等により防災意識が高まる
中で、防災学習の推進の必要性など、現状に即した内容となるよう努めた。川中島
町公民館の実施設計については、実施設計及び構造計算適合性判定に日数を要した
ため、繰越となってしまったが、新年度早期に解体工事に着手できるよう公民館事
務室の移転等準備を進めることができた。
③ 「新市民会館運営管理基本計画」では、「育む」「楽しむ」「創る」「つなぐ」とい
う４つの役割を持つ文化芸術振興の拠点施設としての、基本方針を設定することが
できた。
評
価
事業概要

●長野図書館・南部図書館
① 図書館サービスについては、国の地域活性化交付金（住民生活に光をそそぐ交付金等）
を活用し、図書購入、南部図書館消火栓ポンプ設備改修、長野図書館照明設備増設
など、図書館の資料及び設備の充実を図った。
② 南部図書館では、
「読みがたりボランティア養成講座」受講終了者に、図書館で行
っている「おはなし会」にボランティアとして参画していただいた他、図書館司書
を読みがたり講師として、小学校へ派遣した。また、移動図書館の開設場所や開設
時間の見直しを行った。
① 国の交付金により、設備改修やこれまで購入を控えていた高額な専門書や、団体
貸出用の絵本なども購入することができ、利用者へのサービス向上に繋がった。
② ボランティアの育成が図られたほか、子どもたちに本に興味を持ってもらうきっ
かけづくりになり、貸出利用者数と貸出冊数の増加に繋がった。
評
価
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事業概要

●文化財課
① 重要伝統的建造物群保存地区選定に向けて、善光寺とその周辺地域の伝統的建造
物群保存予定地区の建築物、工作物、環境物件の特定作業を行い、宿坊、仲見世の
方々に予定地区の全体概要の説明会を開催した。また、保存条例、保存条例施行規
則の策定に向けて準備を進め、長野地方検察庁との協議も終了した。
② 松代地区寺町商家保存整備事業については、公募の市民によるワークショップを
開催し、提案された意見を参考に整備後の利活用についての基本的な方針を定め、
庁内合意に基づき補正予算を計上し、実施設計に入った。
① 善光寺とその周辺地域の伝統的建造物群保存予定地区内には、祈りの空間と都市
機能が融合し全国に類例のない稀有な生活空間を形成しており、修理、修景基準の
整備にあたっては細心の注意を払うよう、文化庁から指導を受けてきた。平成 23 年
度には、善光寺伝建台帳の作成作業を進め、その内容について文化庁主任調査官の
指導を仰ぎ、概ねの了解を得ることができ、「保存計画」策定の基礎固めができた。
② 松代地区寺町商家保存整備事業については、市民意見を反映させる形で実施設計
に入ることができたものの、整備後の利活用の具体策については庁内合意に時間を
要し、当初計画より時間的な余裕がなくなってしまった。しかし、単なる「公開施
設」という位置づけではなく、地域住民が「使って保存する」という新たな発想の
施設整備に着手することができた。
評
価

●博物館
①
事業概要
評
価

博物館資料を活用した体験型の教室として、
「子ども体験のひろば」を主に土曜日
に開催した。また、小学校３、４年生を対象とした民具クイズやたわら編みなどの
体験を取り入れたメニューを開発し、対応を行った。これらの事業は、ボランティ
アと職員が協働で実施したものである。
② 本館･分館・付属施設の膨大な収蔵資料の整理に関しては、博物館の懸案事項とな
っていたが、平成 21 年度から「ふるさと雇用再生特別基金」事業を利用して、委託
により重点的に資料整理を行っており、平成 23 年度はその最終年度であった。
① ｢子ども体験のひろば｣は、次第に参加者が増え、また、リピーターも増えていき、
土曜日は子どもたちでにぎわうようになった。また、学校の団体利用も、市内 58 校
のうち、40 校(延べ 54 校)が体験メニューを行った。これは、平成 22 年度に比べて
60％増であった。
また、博物館全体の入館者合計も平成 22 年度より 40％増となり、これは、体験
型事業、それを取り入れた学校対応及びボランティア活動の大きな成果であった。
② 収蔵資料の整理、写真撮影などによって、本館･分館あわせて 15 万点ほどある収
蔵資料の約 90％のデジタルデータ化が完了した。残りの資料整理やデータベース化
を完成させるためには、資料に関して専門的な知識がないとできないため、今後は
学芸員･専門員により実施していく。
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●体育課
①

事業概要
評
価

オリンピック開催都市として、次代を担う子どもたちに、スポーツによる平和と
友好の大切さを継承し、夢と希望を与えていくことは大切な使命であり、オリンピ
ック施設の有効利用等によるスポーツ及びオリンピック・ムーブメントの推進に取
り組んだ。また、国の拠点づくり事業を活用して、平成 19 年度から 10 年間の継続
開催としている全国中学校スケート大会をはじめ、各種スポーツイベントを開催し
た。
② 平成 20 年９月に策定した「長野市スポーツ振興計画」の計画期間が終了したこと
から、長野市教育振興基本計画の基本施策を具体的に実施する行動計画として「長
野市スポーツ推進計画」を平成 24 年４月に策定した。
③ オリンピック施設であるエムウェーブとスパイラルは、国のナショナルトレーニ
ングセンター（NTC）の競技別強化拠点として再指定されており、国の委託費を受け
て選手の強化と競技普及のための事業に取り組んだ。
① スポーツ及びオリンピック・ムーブメントの推進については、ワールドカップバ
レーボール（3 日間の観客を含む延べ人数は、7,630 人）、リュージュアジアカップ
をはじめとした国際大会やオリンピックデーラン（延べ参加人数約 1,400 人）など
を開催し、多くの市民の参加を得るなかで、オリンピックムーブメントの推進を図
ることができた。また、平成 23 年度で継続開催５回目となる第 32 回全国中学校ス
ケート大会は、多くの市内小中学校の学校単位での観戦があり、入場者数の合計は、
11,280 人であった。これは、前年より 2,729 人の増加であり、過去最高を記録した。
また、スピードスケート競技では、近年、北海道内校が独占していた団体優勝を、
長野県内校が男女とも達成したほか、市内からフィギュアを含め長野市開催以降最
も多い９人（男子５人、女子４人）の選手が出場するなど、継続開催の成果が徐々
に現れてきている。なお、平成 22 年度に創設した「冬季競技振興基金（ながの夢応
援基金）」への寄付は、平成 23 年度末では目標のペースを下回った。
② 「長野市スポーツ推進計画」は、平成 22 年度に実施した長野市スポーツ振興市民
アンケートの分析等による市民ニーズや課題の把握及び長野市スポーツ推進審議会
の審議により、今後取り組むべき施策を計画に反映することができた。
③ エムウェーブとスパイラルについては、国からの委託費を活用して、平成 23 年度
から新たに医科学スタッフを配置し、更なる選手強化に取り組むことができた。ま
た、スパイラルでは、夜間滑走の開設(15 日間)や、長野市スポーツフェスティバル
の冬季メニューとして、初めて滑走体験会を開催するなど、施設に対する理解とそ
り競技に親しんでもらうことができた。
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１０ページ以降の報告書の見方
１０ページ以降の報告書の見方
第四次長野市総合計画の「基本
四．施策別の事務の点検･評価と今後の方向性
施策」とその「方針」を転記し
たもの
１ 住民自治の推進
「自分たちの地域は自分たちでつくる」という自治の意識を高めるとともに、市民の自主的な活動を
支援することにより、住民主体によるまちづくりを目指します。

第四次長野市総合計画の
「施策」を転記したもの
（１）コミュニティ活動の支援
【主な取り組み】
①

第四次長野市総合計画の「施
策」の「主な取り組み」を転記
したもの

コミュニティ活動の中心となる地域公民館などの整備や地域のコミュニティ活動リーダー
の育成を支援します。

【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 地域公民館建設事業補助金
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】

平成 23 年度に取り組んだ事務
事業名を記載したもの
52 ページ以降に詳細を記載

・ 地域の自治活動や学習活動を支援し、地域のコミュニティ活動を促進するため、その中核

平成 23 年度に、重点的に取り
組んだ事業の実施状況を記載
したもの

となる地域公民館の新築、改修工事に対する補助を行った。
【重点的な取り組みの評価】

・ 地域公民館建設補助金の申請のあったものは全て対応し、支援を行った。
【現況と課題】
・ 少子高齢化、地方分権の流れの中で、都市内分権を進めるため市内
32 地区で住民自治協
平成 23 年度に、
重点的に取り
議会が設立され、地域の課題を住民自ら解決する新たな仕組みづくりが構築されている中
組んだ事業の評価を記載した

事業実施状況と、明らかに
で、地域公民館の役割が一層重要になっている。
もの
なった課題を記載したもの
【平成 24 年度の重点的な取り組み】

平成 24 年度に重点的に取り
組む事業やその方向性を記
・ 地域のコミュニティ活動を促進するため、その中核となる地域公民館の施設整備に対する
載したもの
地域公民館建設事業補助金を交付する。

【今後の取り組み】
・ 地域のコミュニティ活動を促進するため、その中核となる地域公民館の施設整備に対する
補助は継続して実施していく。

継続的に取り組む事業やそ
の方向性を記載したもの

・ 市立公民館等において、地域公民館役員の研修会を行い、留任役員と新任役員との意見交
換を行い地域活動の活性化につなげていく。

報告書の表中のゴシック、
下線は、平成 23 年度の実績
を示したもの

○放課後子どもプラン実施校区数の目標
区

分

実施校区数(目標)

H20 年度

H21 年度

H22 年度

H23 年度

H24 年度

H25 年度

４校区

17 校区

34 校区

44 校区

52 校区

56 校区
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四．施策別の事務の点検･評価と今後の方向性
第四次長野市総合計画前期基本計画の施策体系に沿って、平成 23 年度に重点的に取り組んだ事務事業
の状況とその評価を行った。
また、平成 24 年度における課題を抽出するとともに、今年度の重点的取り組みと今後の方向性を明ら
かにした。

１ 住民自治の推進
「自分たちの地域は自分たちでつくる」という自治の意識を高めるとともに、市民の自主的な活動を
支援することにより、住民主体によるまちづくりを目指します。
（１）コミュニティ活動の支援
【主な取り組み】
① コミュニティ活動の中心となる地域公民館などの整備や地域のコミュニティ活動リーダーの育
成を支援します。（生涯学習課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 地域公民館建設事業補助金
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 地域の自治活動や学習活動を支援し、地域のコミュニティ活動を促進するため、その中核と
なる地域公民館の新築、改修工事に対する補助を行った。
・ 市立公民館等において、地域公民館役員の研修会を行った。
・ 長沼公民館では、地域の話題情報誌「熱人ワークながぬま」を発行し、
「住民自治」について
漫画で解説するなど、地域住民等に地域活動に対する情報の提供を行った。
【重点的な取り組みの評価】
・

地域公民館建設補助金の申請のあったものは全てに対応することができた。

・ 市立公民館が主体となり、管内の地域公民館役員を対象に研修会を実施し、活動支援を行う
ことができた。
・ 公民館報・地域の話題情報誌を通して地区の魅力や各地域公民館の活動などを発信し、地区
住民が自らの地区の良さに気づくきっかけを作ることができた。
【現況と課題】
・ 少子高齢化、地方分権の流れの中で、都市内分権を進めるため市内 32 地区で住民自治協議会
が設立され、地域の課題を住民自ら解決する新たな仕組みづくりが構築されている中で、地域
公民館の役割が一層重要になっている。地域公民館建設補助金については、市の施策との整合
性を持たせ、適宜見直しを図っている。建物の耐震化が重要視される中で、住民の活動拠点と
なる地域公民館についても耐震性を確保するため、地域では改修工事を行っているが、補助対
象となる工事費以外の耐震診断委託費についても補助を希望する声が出ている。下水道の供用
開始に伴う接続工事、老朽化による修理が増加する中で、限られた財源の中でどこまでの支援
が可能か課題となっている。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 地域のコミュニティ活動を促進するため、その中核となる地域公民館の施設整備に対して補
助する。
・ 住民自治協議会の公民館部会や地域公民館役員を対象に、事業支援につながる研修会を実施
する。
・ 住民が地域活動に参加するきっかけとなるような公民館事業を計画し、コミュニティリーダ
ーの育成に努める。
【今後の取り組み】
・ 地域のコミュニティ活動を促進するため、その中核となる地域公民館の施設整備に対する補
助は継続して実施していく。
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・ 市立公民館等において、地域公民館役員の研修会を行い、留任役員と新任役員との意見交換
を行い地域活動の活性化につなげていく。
・ 市立公民館等において、コミュニティリーダーの育成につながる情報の提供、講座・勉強会
を企画していく。
・ 地域の特性や住民のニーズを捉えながら、若い世代が地域活動に興味を持ち、足を運ぶよう
な事業や、世代間交流が深まる事業の実施を検討していく。
・ 住民自治協議会と共催し、ＡＥＤの使用方法・救急法など地域全体で学び、安心・安全な地
域づくりにつなげる。
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２ 子育ち・子育て環境の整備
社会全体で子育ち･子育てを支えあいながら、多様なライフスタイルに合わせて安心して子どもを産み
育てることができ、子どもが健やかに育つまちを目指します。
（１）子育ち・子育て支援の推進
【主な取り組み】
① 地域･学校等との連携により、放課後や週末等に子どもが安全で健やかに過ごせる居場所づくり
を整備･充実します。
（生涯学習課）
②

母親クラブ(児童館等利用児童の保護者及び子どもたちの健全育成を支援してくれる地域住民)
等の児童育成活動を行なう地域組織の育成を図り、地域の大人と子どもとの世代間交流を支援し
ます。
（生涯学習課）

【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 放課後子どもプラン推進
・ （仮称）大豆島児童センター建設
・ 児童育成地域組織活動補助金
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 児童館等 42 施設、児童クラブ 4 箇所、子どもプラザ 39 箇所の管理運営委託を行った。
・ 放課後子どもプラン施設の登録児童数は 6,157 人
・ 放課後子どもプランの拡充（H23 までに実施済：44/56 小学校区）を図った。
・ 開館時間延長実施準備を行った。
・ 老朽化した大豆島児童センターの移転改築工事を行った。
【重点的な取り組みの評価】
・ 各校区の状況把握を行う中で、安全・安心な放課後等の居場所の確保やアドバイザーの活用
等による活動内容の充実などについて運営委員会と協議を進め、平成 23 年度までの 44 校区に
加え、新たに７校区で平成 24 年度当初からスタートするプランの実施体制を整えることができ
た。
・ 開館時間の延長について、関係者との調整・協議など実施に向けた準備を進め、実施体制の
整った 85 施設において平成 24 年 4 月からの実施が可能となった。
・ 大豆島児童センター移転改築については、工事の進捗に遅れもなく、予定通り平成 24 年 4 月
の供用開始に間に合わせることができた。
【現況と課題】
・ 昨今の児童を取り巻く社会的環境の変化に伴い、登録を希望する児童が増えていることから、
早期の受け入れ態勢の整備が求められている。
・ 小学校内施設の活用に当っては、施設開放を前提に作られていない校舎が多いため管理上の
問題がある。また、児童数の推移から、教室の確保が困難な校区では、受入対象の学年を制限
しているため、引き続き学校の理解を得て居場所の拡充を図り対象学年の拡大を図る必要があ
る。
・ 開館時間延長については、対応する職員の確保が難しいことや、子育ちの観点で慎重な判断
が必要とのことから、延長を実施できない校区や、まずは 30 分の時間延長で様子を見るとした
校区もあり、利用者のニーズに対応できていない校区が多い。
・ 児童館等を拠点に、地域住民・児童の保護者などが参加し組織された母親クラブ等の地域組
織が行なう児童育成活動を支援するため、補助金を交付(30 組織)している。地域組織は施設の
清掃や、本の読み聞かせ活動、餅つき行事などの世代間交流を計画実施している。
・ 他の保護者や地域住民とのふれあいの機会が減少することで、地域と子どもたちの関係が希
薄化してきている。
・ 既存の児童館等は老朽化している施設が多く、厳しい財政状況のなかで優先度を見極め維持
修繕している。
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・ 集団生活での配慮が必要な登録希望児童が増えてきており、可能な範囲(施設面、職員体制面)
で受け入れしている。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 放課後子どもプランを拡充する。
・ 開館時間の延長について、24年度の利用状況や施設アンケートなどを基に、延長時間の見直
しの要否を各運営委員会で検討するよう依頼していく。職員体制が整わない施設については、
事業受託者に対し体制の整備を依頼する。
・ 新耐震基準以前に建設した児童館 12 棟のうち 3 棟について耐震診断を実施する。
【今後の取り組み】
・ 全 56 小学校区での早期のプラン実施を目指し、学校、運営委員会等との調整・協議を行う。
○放課後子どもプラン実施校区数の目標
区 分
H20 年度 H21 年度
実施校区数(目標)
４校区
17 校区

H22 年度
34 校区

H23 年度
44 校区

H24 年度
51 校区

H25 年度
56 校区

・ 受入対象学年を制限している校区については、児童数の推移や学校施設の工事計画に合わせ
学校施設内に拠点を確保し、対象学年の拡大を図っていく。
・ 職員の研修について、障がいに関するものを含め資質向上を図るため充実させていく。
・ 児童育成活動を行なう地域組織については、その多くが参加する母親クラブ連合会等を通じ
て活動が活発化するよう働きかけを行う。また、未設置の小学校区について、機会を捉え活動
の紹介を行い、新規の設置を促していく。
・ 新耐震基準以前に建設した児童館 12 棟について、計画的に耐震補強を行う。
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３ 障害者（児）福祉の充実
障害のある人もない人も互いを尊重した支え合いのもと、障害者が自らの意思で選択･行動し、その能
力を最大限に発揮しながら、自分らしく自立して暮らせるまちを目指します。
（１）早期療育体制・教育の充実
【主な取り組み】
① 幼稚園・保育所・小学校･中学校において、障害のある子どもとない子どもが、自然に接するこ
とのできる育成支援体制を整備します。
（学校教育課）
② 障害児が能力と可能性を伸ばし、自律するための基礎が身につくような療育の充実と保育・教
育を受ける環境を整備します。
（学校教育課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 特別支援教育推進事業
・ 小学校特別支援教育コーディネーター就学時支援事業
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 特別支援教育に関わる指導主事を新たに学校教育課に配置し、学校への支援の充実を図った。
・ 臨床心理士等の専門的な知識・経験を有する巡回相談員の学校への派遣を行った。
・ 特別支援教育コーディネーター連絡会等において、障害福祉関係機関との連携を図った。
・ 障害のある児童が小学校に就学する際、幼稚園・保育所等から送付される、児童の障害等に関
する情報の管理・活用状況について、現状把握するための調査を実施した。
【重点的な取り組みの評価】
・ 学校教育課への特別支援教育に関わる指導主事の配置により、各学校における個々のケース
に対し専門的アドバイスを行うことができるようになった。
・ 巡回相談員を学校へ派遣することにより、特に発達障害のある児童生徒に係る教育的ニーズ
の的確な把握が進展した。
・ 特別支援教育コーディネーター連絡会に、障害福祉関係機関の相談担当者が参加することによ
り、特別支援教育コーディネーターとの顔が見える連携を深めることができた。
・ 児童の障害等に関する情報の管理・活用状況を把握するための調査の実施により、当該情報の
小学校における活用状況が明らかになった。
【現況と課題】
・ 心身障害児就学指導委員会において、障害のある児童・生徒が、適切な指導・必要な支援を
受けられるよう判断している。しかし、特別な教育的支援を必要とする児童・生徒の増加や、
保護者等のニーズの多様化等により、判断と異なる措置をとらざるを得ないケースがあり、市
立小・中学校での受入れに苦慮することがある。
・ 特別支援教育は学校全体として行われるべきものだが、特別な教育的支援を必要とする児童
生徒に対し、特別支援学級と通常の学級がそれぞれの役割を担う体制づくりや、特別支援教育
コーディネーターを中心とし、管理職始め他の教職員の協力体制の充実等、学校によりその取
り組み状況に温度差がある。特別支援教育研究協力校７校による実践的な取り組みの発信、学
校現場での研修の実施等により、どの学校でも適切な指導及び必要な支援を受けられるように
する必要がある。
・ 庁内の関係各課の連携は進みつつあるが、小学校就学に至るまでの保健・福祉部門における
相談内容が庁内で共有されていないため、相談者がその都度、重複した相談を行わなければな
らず、負担となっている。
○巡回相談員派遣回数の年次推移

（※平成 17 年 11 月から事業開始）

年度

平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

学校数

48 校

56 校

58 校

66 校

59 校

回数

793 回

616 回

733 回

817 回

756 回
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【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 特別支援学校と市立小・中学校との交流、並びに、特別支援学級における原学級等との交流
及び共同学習の充実に努める。
・ 障害のある児童が小学校へ就学する際に、幼稚園・保育所等で実施していた支援等が確実に
引き継がれる体制を整えるため、小学校の特別支援教育コーディネーターを支援する、
「小学校
特別支援教育コーディネーター補助員」を配置する。
【今後の取り組み】
・ 障害の早期発見及び早期療育を図りながら、子どもに関係する部局である保健所、保育家庭
支援課、障害福祉課及び教育委員会並びに医療機関、相談機関等が一層連携して、市全体とし
て総合的かつ一貫した支援体制の充実を図る。
・ 特別支援学級の教育課程及び指導のあり方、特別支援学級と原学級の連携による適切な交流
及び共同学習のあり方について研究を進め、一人一人の教育的ニーズに応じた、適切な指導・
支援を推進する。
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４ 魅力ある教育の推進
子どもの個性を尊重し、発達段階に応じた魅力ある教育を推進することで、意欲を持って自主的に行
動し、豊かな人間性を兼ね備えたたくましい人材の育成を目指します。
（１）小・中学校の教育内容の充実
【主な取り組み】
① 指導内容や指導方法の工夫・改善により、基礎学力の定着を図るとともに、自ら学び、考え、
行動する力を育成します。
（学校教育課）
② 教職員研修や研究の充実により、教職員の資質・能力の向上を図り、児童･生徒や保護者から、
より一層信頼される教職員を養成します。（学校教育課）
③ 社会人講師の招へいなど地域の特色や教育力を活用した特色ある学校づくりを進めます。また、
学校間の連携や交流を推進します。
（学校教育課）
④ 一校一国運動の継承と発展など国際理解教育を推進するとともに、情報教育・環境教育･キャリ
ア教育などにより、社会の変化に対応できる力の育成を図ります。（学校教育課）
⑤ 学校図書館の充実を図り、児童・生徒の読書活動を推進します。
（学校教育課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 基礎学力調査事業
・ 学校マイプラン推進事業補助金
・ 学校図書館運営
・ 情報教育推進
・ 小・中学校国際理解教育
・ 教職員研修
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 新学習指導要領に対応するため、市独自に作成した『小・中学校教育課程指導書 長野市教
育大綱「敬愛の心」の具現をめざして』を用いて、授業実践を通した教職員研修の充実を図っ
た。
・ 小学校５、６年生に導入された外国語活動については、実践事例を紹介することにより指導
方法を示した『小学校外国語活動ハンドブック』を作成し、授業における活用を図った。また、
ＡＬＴの配置については、パートＡＬＴを用いることにより、きめ細かな配備を行うことがで
きるようにした。
・ 住民生活に光をそそぐ交付金を活用して、学校図書標準未達成校に対して図書購入費の増額
配分を行い、学校図書館の蔵書の充実を図った。
【重点的な取り組みの評価】
・ 市独自で作成した教育課程指導書を用いて教職員の研修を行うことにより、具体的な指導方
法を深め、学力の定着とともに心を育む授業へとつなげることができた。
・ 小学校外国語活動では、授業の準備段階から進め方まで授業づくりを「小学校外国語活動ハ
ンドブック」を参考に行うことができ、特に学習カードはすぐ取り入れることのできる教材と
して、非常に好評であった。またＡＬＴについては、パートＡＬＴを用いることにより、学校
の要望に沿う形でのＡＬＴ配備が可能となった。
・ 図書購入費の増額により、学校図書館の蔵書の充実を図り、子どもの読書活動のための環境
整備を推進することができた。一方、この機会に、これまで滞っていた蔵書整理・更新を大幅
に行った学校では、図書標準を割り込む結果となってしまった。
【現況と課題】
・ 標準学力調査（NRT）の結果等を基に、学校では授業改善や学習指導、教育課程の改善に努め
ている。その一方で、校内での学年間、教科間で取り組み状況に差がみられる。また中学校区
単位での小中合同の授業改善の取り組みが十分とはいえないといった課題がある。

16

・ 児童・生徒の学力の向上、人間形成や情操教育等のため学校図書館の役割は重要であること
から、学校図書館の蔵書の整備等を進めてきているが、まだ標準図書数の未達成の学校が 17 校
（小学校 10 校、中学校７校）ある。今後、図書の充実を図ると共に、計画的な蔵書整理を行っ
ていく必要がある。また、学校図書館職員の学校図書館における重要な役割に鑑み、学校図書
館職員の手当に対する補助金の増額を行ってきたが、平成 24 年度において、全小中学校で基本
目標（１日５時間、年間 210 日勤務）が達成となる見込みである。また、生活・学習意識実態
調査によると、小学校５、６学年、中学２学年の８割弱が読書が「大変好き」「わりあい好き」
と回答しており、一週間の読書時間が１時間以上である児童生徒の割合は５割弱となっている。
○学校図書館図書標準達成状況の推移
平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

区分
校数

割合

校数

割合

校数

割合

校数

割合

校数

割合

小学校

39 校

72.2%

41 校

75.9%

42 校

77.8%

47 校

83.9%

46 校

82.1%

中学校

12 校

52.2%

13 校

56.5%

16 校

69.6%

19 校

76.0%

17 校

68.0%

・ 教職員の資質向上のため、教育センターにおける研修の充実を図っているが、10 年経験者研
修から管理職研修までの期間の研修が、一般の選択研修のみとなっており、中堅教職員対象の
研修が必要となっている。
・ 国の「ＩＴ新改革戦略」が掲げられている中、校務用パソコン、電子黒板、デジタルテレビ
等の物的環境の整備を進めてきている。
「ＩＣＴ活用推進のための授業支援」や「ハードウェア
やネットワークの環境支援」に対する人的環境も充実してきている。長野市の教員のＩＣＴ活
用指導力は、文部科学省の「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」の結果から見
ると、全国に比して比較的高いレベルにはあるものの、十分であるといえる状況ではないため、
今後も継続して教員のＩＣＴ活用指導力をバランスよく高めていく方策が必要であり、教師間
学校間の格差解消に向け、更なる研修に努めている。
・ 学習指導要領の改訂に伴い導入された小学校外国語活動については、教職員の研修の充実を
図っている。今後、ＡＬＴの有効な活用方法についてその周知啓発を図っていく必要がある。
・ 国際理解教育活動の推進に当たって、一校一国運動については事業の継続性や統一性を図る
ため、マニュアルを見直し、改訂することが必要となっている。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 教職員のライフステージに応じた研修が必要であるため、教育センター研修にカリキュラム・
マネジメント研修を取り入れ、中堅教職員の力量向上を図る。
・ 学校図書標準未達成校に対して、昨年度に引き続いて図書購入費の増額配分を行い、学校図
書館の蔵書の充実を図る。
・ 学校図書館職員の手当に対する補助金を増額し、24 年度は基本勤務形態（１校当たり１日５
時間、年間 210 日勤務）を可能とするための予算を計上している。
・ 教育ネットワークのセンター設備を更新し、利用環境の安定化を図る。
【今後の取り組み】
・ 教育センターにおいて学校での課題や教職員のライフステージに応じた教職員研修の充実を
図るとともに、学校現場での研修を充実させるため、指導主事の授業指導等の充実を図ること
で現在の各課題の解消を図り、教育内容の充実に努めていく。
（２）一人ひとりの児童・生徒に応じた支援
【主な取り組み】
① 家庭･学校･関係機関の連携を強化し、不登校やいじめなどの未然防止と相談体制の整備･充実を
図ります。
（学校教育課）
② 医療機関･福祉機関と連携し、発達障害を含め、障害のある児童･生徒の支援体制を整備します。
（学校教育課）
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③

幼稚園･保育所･小学校･中学校において、障害のある子どもとない子どもが自然に接することの
できる育成支援体制を整備します。
（学校教育課）

【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 心の教育推進
・ 教育相談センター事業
・ 長期欠席児童生徒改善指導員配置事業
・ 特別支援教育推進事業
・ 小学校学級サポーター配置事業
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 不登校やいじめなどを未然に防止するため、
「Ｑ－Ｕ」の活用により、個別支援やより良い学
級集団づくりを図った。Ｑ－Ｕは、年２回全小中学校で実施し、平成 23 年度の対象者数は、小
学生 7,294 人・中学生 6,843 人であった。更に、不登校の長期化防止のため、県の「笑顔で登
校支援事業」を活用して、
「笑顔で登校支援員」及び「笑顔で登校家庭支援員」の配置により不
登校児童生徒及びその家庭の支援を行った。また、不登校対策コーディネーターを中心とした
校内支援体制の充実を図り、家庭・学校・関係機関との連携を強化した。
・ 緊急雇用創出事業を活用し、欠席が長期にわたっている児童生徒への支援を行う指導員を配置
して、校内相談室や中間教室において不登校児童生徒の個別相談や学習支援を行った。
・

特別支援教育支援員の配置の充実を図った。

・

特別支援教育の理解を深めるための、管理職を始めとする教職員研修を実施した。

・ 緊急雇用創出事業を活用した小学校学級サポーターを配置し、発達障害等に起因する集団不
適応等の児童への支援を行うことにより、学級崩壊傾向にある学級の機能回復に努めた。
【重点的な取り組みの評価】
・

「Ｑ－Ｕ」を活用して、個別支援や学級集団づくりを行った結果、平成 22 年度小学校５学年
と平成 23 年度小学校６学年を比較すると、
「居心地の良いクラスである」と感じている児童生徒
の割合が６％増となった。中学校においては、増減がなかったが、多くの学校でクラス替えが行
われているためと考えられる。また、「笑顔で登校支援員」については、要請のあった４中学校
へ配置し、不登校傾向にある生徒を対象に、学習指導を中心に延 551 時間稼動し、学校復帰の支
援が実現できた。また、各種研修会を通じて、不登校対策コーディネーターの資質の向上を図る
とともに、教育相談センターや巡回相談員・スクールカウンセラーとの連携・校内支援会議の開
催により、児童生徒や保護者の支援に当ることができた。また、「笑顔で登校家庭支援員」の配
置により、不登校の背後にある家庭環境への支援を行うことができた。

・ 欠席が長期にわたっている児童生徒への支援を行う指導員の配置で、不登校が長期化している
児童生徒に対するきめ細かな支援により改善に向かうことができ、併せて、学校全体としての取
り組みとして、関係機関との情報交換や連携強化を図ることができた。
・ 特別支援教育支援員を 70 校に 104 人配置し、校長を始め教職員による学校全体での支援体制
の構築に努めたが、学校間での取り組みに格差がある。
・ 管理職、特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、通常の学級・特別支援学級担任及び特別支援教育支援員へ
の研修を実施することにより、児童生徒への適切な指導及び必要な支援が行われ始めた。
・ 小学校学級サポーターを必要な小学校に配置することにより、教室外への飛び出し、発達障
害等に起因する粗暴等の問題行動を起こさないよう、学級担任の支援を行い、学級全体の安全
を確保するとともに安定を図ることができた。
【現況と課題】
・ 市の独自集計による平成 23 年度の不登校児童・生徒の在籍比は、小学校が 0.31％で前年と比
べ 0.10 ポイント減少、中学校が 3.40％で前年と比べ 0.15 ポイント減少している。しかし、中
学１年生では、不登校生徒 98 人のうち、62.2％が中学校に入って新たに不登校となった生徒で
ある。これは、小学生から中学１年生にかけて不登校等が急増する現象（中１ギャップ）を顕
著に示していることから、改善に向けた、更なる取り組みが必要となっている。
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その解消のため、小・中学校間で不登校に焦点を当てた情報交換や体験入学、交流授業の実
施など、小･中学校の連携強化に努めるほか、不登校の早期発見・予防のための取り組みを行っ
ている。また、不登校児童生徒のうち、小学校で 45.5％ 中学校で 41.1％が指導の結果登校で
きるようになっており、その要因として、児童･生徒の様々な活動の場面において、本人が意欲
を持って活動できる場を用意することなど、きめ細やかな指導援助をすることや、スクールカ
ウンセラーや相談員等が専門的に相談に当たることなどが挙げられているため、家庭との関わ
りの強化や専門家の活用による不登校の改善に努めている。
その他、「Ｑ－Ｕ」の活用や、教育委員会及び学校関係者による「不登校対策委員会」を設置
し、効果的な不登校対策の確立や中間教室等の充実について検討している。
○不登校児童・生徒等の推移（平成 23 年度の市の数値は、長野市の独自集計による。)
小学校
中学校
区 分
在籍比（％）
在籍比（％）
人数
人数
（人）
（人）
市
県
国
市
県
国
平成 20 年度

99

0.46

0.50

0.32

408

3.97

3.32

2.89

平成 21 年度

87

0.39

0.42

0.32

369

3.53

2.96

2.77

平成 22 年度

90

0.41

0.40

0.32

368

3.55

2.76

2.74

平成 23 年度

66

0.31

未発表

未発表

355

3.40

未発表

未発表

○平成 23 年度学年別不登校児童・生徒数（長野市独自集計）
学年

小１

小２

小３

小４

小５

小６

中１

中２

中３

人数

4人

4人

7人

12 人

19 人

20 人

98 人

116 人

141 人

○不登校児童・生徒へ指導した結果、登校する又できるようになった児童・生徒数の推移
（平成 23 年度の数値は、長野市の独自集計による。)
年度

平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

小学校

30 人

40 人

31 人

39 人

30 人

中学校

179 人

171 人

144 人

117 人

146 人

・ 発達障害等を含め障害のある児童・生徒が増加しており、また、障害の態様も複雑・多様化
している。このため、学校内の支援体制の整備が急務となっている。しかし、そのことに対す
る取り組みには学校間で温度差があるため、研究協力校７校による実践的な取り組みの発信、
学校現場での研修の実施等により、どの学校でも適切な指導及び必要な支援を受けられるよう
にする必要がある。
・ 庁内の関係各課の連携は進みつつあるが、保健・福祉・教育が一体となった、市民にわかり
やすい相談支援体制の構築が必要である。
○特別な支援を必要とする児童・生徒数の推移（各年度５月１日現在）
年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

特別な支援を必要とする児童・生徒数

1,587 人

1,847 人

1,924 人

上記の内発達障害のある児童・生徒数

399 人

445 人

490 人

・ 教育センター教育相談室における就学相談件数が年々増加しているとともに、相談内容も複
雑・多様化してきている。保健・福祉・医療・教育が連携し、乳幼児期からの発達に伴う相談
を引継ぎ、その後の就学相談へとつなげていく体制を整備することが必要である。
○教育相談件数の推移
年度

平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

件数

360 件

372 件

387 件

369 件

376 件

19

○就学指導判断件数
年度

平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

件数

228 件

236 件

276 件

257 件

249 件

【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 引き続き不登校やいじめなどを未然に防止するため、
「Ｑ－Ｕ」の活用により、個別支援や学
級集団づくりを図っていく。不登校の長期化防止のため、県の「笑顔で登校支援事業」及び「緊
急雇用創出事業」を活用し、引き続き、笑顔で登校支援員や欠席が長期にわたる児童生徒への
支援を行う指導員を配置して不登校児童生徒の支援を行う。併せて、家庭環境等に起因する不
登校が増加しているなか、保護者を含めその不安や悩みを解消するため、スクールソーシャル
ワーカー等を配置するなど、学校への復帰を支援する体制づくりを強化していく。
・ 特別支援教育支援員の効果的な活用が行われているかどうかを確認するため、フォローアッ
プを実施し、学校全体での支援体制の構築をより一層進める。
【今後の取り組み】
・ 不登校対策については、研修をはじめ中核教員の養成や不登校率の高い学校への支援及び家
庭環境等に起因する不登校児童生徒のいる家庭への相談員やスクールソーシャルワーカーの派
遣を積極的に行っていく。また、学校内や関連機関との連携体制についてマニュアル化を行い、
体制整備を図っていく。
・ また、障害のある児童・生徒が増加している中、児童・生徒個々の実態に応じた相談、支援
及び指導体制の充実が図れるよう対応していくとともに、適切できめ細かな対応を行うために、
庁内関係課や福祉、医療等との連携体制を強化していく。
・ 通常の学級に在籍する児童生徒への支援体制について、研究協力校の実践をもとにその充実
を図るとともに、特別支援学級におけるより効果的指導等について研究を推進し、二つの方向
から各校の特別支援教育の体制強化を図る。
（３）快適で安全な教育環境の整備
【主な取り組み】
① 耐震補強や老朽化した施設の計画的な改修を進めるとともに、災害時や緊急時の危機管理体制
を強化し、安全で安心して学習できる教育環境の整備を図ります。（総務課・学校教育課）
② 通学区域制度の弾力化などにより、学校規模の適正化を図ります。（学校教育課）
③ 地域食材の利用促進など学校給食の充実、食育指導の推進、定期健康診断の充実により、子ど
もたちの健康管理を図ります。
（学校教育課・保健給食課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 小・中学校耐震補強
・ 小・中学校増・改築
・ 学校給食施設改修
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 小・中学校の耐震補強事業として、古牧小学校西体育館外３棟の耐震診断、七二会小学校南
校舎外９棟の耐震補強設計及び豊野西小学校南校舎外８棟の耐震補強工事を実施した。
・ 小・中学校の増・改築事業として、川中島中学校増築の事業化及び三輪小学校外 15 校の改築
事業を実施した。
・ 第三学校給食センターのボイラー１基及び豊野学校給食センターの回転釜の更新のほか、過
疎債を活用した鬼無里学校共同調理場及び中条学校共同調理場の回転釜の更新など、各施設に
おいて改修、備品の新設、更新等を実施した。
【重点的な取り組みの評価】
・ 23 年度事業の着実な遂行に努めたほか、補正予算対応により、24 年度に予定していた４棟の
耐震補強工事の前倒しや、生徒数の増加及び 35 人学級編制の導入に伴い平成 25 年度以降教室
不足が生じる川中島中学校の校舎増築の事業化を図ることができた。
・ 学校給食施設改修等は、計画的に実施することができた。
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【現況と課題】
・ 学校耐震化については、耐震診断結果に基づく耐震化の優先度に応じた目標年次を定め、計
画的な取り組みを進めている。その結果、耐震化率は平成 24 年４月１日現在で 82.4%となり、
長野県平均及び全国平均を下回ったが、対前年度伸び率は、全国平均の 4.5 ポイント増は下回
ったものの、県平均の 3.1 ポイント増を若干上回る 3.2 ポイント増となった。
○耐震化率の推移（非木造）（各年度４月１日現在）
平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

長野市

57.8％

65.5%

72.7%

79.2%

82.4%

長野県

71.0%

76.0%

82.5%

88.5%

91,6%

全

62.3%

67.0%

73.3%

80.3%

84.8%

国

・ 平成 14 年度に第一学校給食センターで発生した、腸管出血性大腸菌Ｏ26 の集団感染事例の際
に、国立感染症研究所から現在の調理食数が施設規模に比して過剰であるとの指摘を受けてい
ることから、食数の適正化に向けて検討する必要がある。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 小・中学校の耐震補強事業として、若槻小学校中校舎外 19 棟の耐震補強設計及び安茂里小学
校南校舎外 13 棟の耐震補強工事を行う。
・ 小・中学校の増・改築事業として、三輪小学校外 15 校の改築事業を行う。
・ 第一学校給食センターのマイコンスライサー３台の更新、第二学校給食センターの調理場内
の床塗装、第三学校給食センターの蒸気配管の改修、豊野学校給食センターの食器洗浄機等の
修繕など、学校給食センター及び学校給食共同調理場施設の維持補修や計画的な設備機器の更
新等を行う。
・ 食数の適正化に向けて、
（仮称）第四学校給食センターの建設用地の確保に向けた事務を進め
る。併せて（仮称）第四学校給食センターの運営計画や第一及び第三学校給食センターの改築
を含めた基本計画を策定する。
【今後の取り組み】
・ 平成 31 年度を完了年次とする耐震化計画に沿って確実に事業を推進する。特に当面の目標で
ある「大規模地震で倒壊の危険性が高い」と診断された建物（IS 値 0.3 未満）の耐震化を早急
に進める。
・ 学校給食センター及び学校給食共同調理場施設の計画的な管理運営を行うとともに、食数の
適正化に向けた（仮称）第四学校給食センターの建設用地の先行取得等について、市土地開発
公社等と調整を行う。
（４）高等学校・大学等の教育の充実
【主な取り組み】
① 市立長野高等学校では、多様な学びを通して生徒一人ひとりの個性･能力を伸ばします。また、
地域社会や大学等が持つ専門的･実践的な知識･技術の導入により、社会とのかかわりの中で自己
実現を図ることができる教育を推進します。
（総務課・学校教育課）
② 私立の高等学校や大学･専修学校の教育環境の充実に向けて支援します。
（総務課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 市立高等学校建設
・ 市立高等学校管理運営
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 社会人講師や体験学習などによる多様な学びを通して、学習意欲を高め、進路希望の実現と
個性・能力の伸張を図った。
また、学校間の連携協定を締結した信州大学教育学部、清泉女学院大学・短期大学等の協力
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により、大学の教員による授業や生徒への進路ガイダンス等を行った。
・ 基礎学力の定着と自ら積極的に学ぶ意識を育てるとともに、基礎的生活習慣を身に付け、市
立長野高校の生徒としての意識を育てた。
・ 市立長野高等学校の特色を示すものとして、スピードスケート部やサッカー部等の部活動に
ついて充実を図った。
・ 東日本大震災の影響により資材の調達が間に合わず、22 年度から繰越したグラウンド整備工
事を竣工した（延長工期 H23.5.13）
。
【重点的な取り組みの評価】
・ 多様な学びや大学等が持つ知識等の導入は、社会を知り、自己実現を図るために有意義であ
り、生徒の学習意欲を高め、希望する進路の実現と個性・能力の伸張に資することができた。
第２期生の卒業時のアンケートでも、
「総合学科の特色を生かした個性的で魅力ある学校づく
りを行っているか」
「生徒一人ひとりの個性や想像力を育てる指導を進めているか」等の項目に
ついて、多くの生徒・保護者から肯定的な回答を得られている。
・ 基礎学力の定着や基礎的生活習慣付け等により、社会の形成者として必要な資質を養うこと
ができた。
第２期生の卒業時のアンケートでも、
「授業は基礎的・基本的な内容を身につけるものとなっ
ているか」
「規律ある生徒一人ひとりの個性や想像力を育てる指導を進めているか」等の項目に
ついて、多くの生徒・保護者から肯定的な回答を得られている。
・ 部活動の充実により、生徒の身体の鍛錬や責任感、連帯感の涵養等に資することができた。
また、スピードスケート部やサッカー部等が大会で一定の成績を収めたこと等により、部活動
の充実が市立長野高等学校の特色として一般に認知されつつある。
・ 東日本大震災の影響により市立高等学校建設に工期延長が生じたが、予定していた施設面に
おける教育環境を整えることができた。
【現況と課題】
・ 市立長野高校が男女共学の単位制総合学科高校として開校して５年目を迎え、５期生 163 名
（男子 68 名、女子 95 名）が入学した。学校間の連携協定を締結した信州大学教育学部及び清
泉女学院大学・短大等の協力をいただいている。また、スピードスケート部やサッカー部をは
じめとした部活動の充実に努めている。
・ 市立長野高校の特色のひとつである国際交流の充実を図る。また、生徒の進路希望の実現を
図るために、更に教育内容の充実を図る必要がある。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 自主的な学習の定着を図る。
・ 基本的な生活習慣を確立する。
・ 総合学科の主旨を徹底し、実践の中で更なる研究を進める。
【今後の取り組み】
・ 生徒の進路希望の実現のため、更なる教育内容の充実を目指す。
・ 高大連携を締結した大学等と協議し新たな事業展開を図り、教育内容及び生徒の進路指導に
資する。
・ 部活動及び国際交流の充実を図り、市立長野高校の特色を確立する。
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５ 家庭･学校･地域の連携による教育力の向上
基本的な生活習慣や豊かな情操を培う場である家庭の教育力を向上するとともに、家庭･学校･地域が
それぞれの責任を果たしながら連携交流し、社会全体で子どもたちを守り育てるまちを目指します。
（１）家庭・地域の教育力の向上
【主な取り組み】
① 啓発活動や家庭教育講座などにより、保護者の子育てに対する意識改革と家庭の教育力の向上
を図ります。（生涯学習課）
② 子どもキャンプのつどいの実施や、子ども会活動への支援を通して異なる年齢の子どもたちの
交流や体験活動の場を増やすことで、自立心や協調性の育成に取り組みます。（生涯学習課）
③ 青少年錬成センターや少年科学センターなど、子どもたちの体験活動の拠点となる青少年育成
施設の活用を促進します。
（生涯学習課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 家庭教育力向上
・ 青少年対策
・ 青少年育成環境整備
・ 青少年団体育成補助金
・ 青少年関係施設（科学センター・錬成センター）の管理運営及び整備
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 各学校 PTA 主催の家庭教育力向上のための懇談会等が広く実施されるよう、校長会や市ＰＴ
Ａ連合会を通じた周知と実施回数の変更など制度内容の見直しを行った。
・ シニアリーダーや成人指導者の会の育成会等への派遣活動が、子どもが主体となった育成会
活動（地区育成会の子どもリーダーの養成）につながるように力を入れた。
・ 青少年健全育成情報交換会を開催し、各地域の課題について情報交換を行うとともに、青少
年健全育成について話し合う機会を設けた。
・ 「青少年健全育成フェスティバル」においては、青少年健全育成を市民で考える会にすると
ともに、子ども自身も参加できる会とした。
・ 少年科学センターについては、展示品の老朽化も見られることから、既存の展示品に頼らな
いイベントの開催、また、出前講座も取り入れた。
・ 青少年錬成センターについては、利用者増を図るため各種スポーツ団体への PR、地域との連
携等の経営改善指導を行った。
【重点的な取り組みの評価】
・ さまざまな取り組みにおいて、保護者、青少年健全育成関係者から子育てに関する新たな視
点に気付くことができたという声が聞かれた。
・ 子どもたちが自ら企画運営する子ども会活動を目指す取り組みがみられたことは、これまで
の成果のあらわれと考える。
・ 少年科学センターに関しては、様々なイベントによる効果で、入場者数が対前年比 114.0％と
伸びた。
○家庭教育力向上講座開講数等の推移
区

分

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

19(20)

24(32)

開催単位 PTA 数（講座）

13(14)

11(11)

参加者数

3,755 人

2,582 人

6,810 人

○出前講座及び地域主催の家庭教育に関わる講座へ講師役として出向いた件数
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9,512 人
10 件

【現況と課題】
・ 集団生活や協調することが苦手な子どもが増えている中で、保護者や地域住民に対する、
「家
庭や地域の教育力」の重要性と、大人が子どもに向き合う姿勢が不足している。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 家庭教育力向上に向けて、各学校 PTA 主催の懇談会等が更に積極的に実施されるように教頭
会を通じた周知を行い、全地区で開催されるよう目指す。
・ 青少年健全育成情報交換会をはじめとする市主催の行事において、家庭・学校・地域の連携
について各地域の状況を捉えた上で、実践に結びつく内容とする。
・ シニアリーダー派遣事業及びリーダー研修会への子ども会リーダーがより多く参加するよう
努める。
【今後の取り組み】
・ 家庭・地域の教育では、大人は子どもの姿に注意し、家族そろって子どもの自主性や豊かな
情操を育むことを大切にしていく。
・ 少年科学センターについては、展示品の老朽化がみられることから、既存の展示品に頼らな
い方法を継続的に実施していく。また、青少年錬成センターでは、育成会や社会体育の団体な
どを中心に利用者を増やすための PR 活動や、県外の団体への PR を積極的に行う。
・ 青少年健全育成推進のため、
「子どもわくわく体験事業補助金」を多くの地域で利用していた
だけるよう、PR 活動を行う。
（２）家庭・学校・地域の連携と交流の推進
【主な取り組み】
① 学校評議員制度や外部評価の充実により、地域に開かれた学校づくりを推進します。
（学校教育
課）
② 放課後や週末における様々な体験活動や地域住民との交流活動等の支援により、子どもが安心
して過ごせる居場所づくりを促進します。（生涯学習課）
③ 地域が一体となった子どもの安全確保の取り組みを促進します。
（生涯学習課）
④ 住民自治協議会の活動を支援し、子どもたちを取り巻く有害環境対策や青少年の健全育成を推進
します。（生涯学習課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 放課後子どもプラン推進
・ 学校評議員会運営
・ 少年育成センター運営
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 青少年保護育成条例に基づいた巡回指導と有害図書販売の立入り調査を行った。
・ 少年育成委員（学校推薦）により巡回活動を行った。
・ 住民自治協議会が行う街頭指導や環境浄化活動の実施に対する研修及び巡回指導を行った。
【重点的な取り組みの評価】
・ 少年育成センターが行う巡回指導や立入り調査については計画的に実施された。また、住民
自治協議会が中心となる街頭指導については、住民自治協議会本格稼働 2 年目になり、それぞ
れの地区の実情にあわせて活動の必要性を再検討する地区が出てきた。
【現況と課題】
・ 地域の意向を取り入れた特色ある教育活動を推進し、地域に開かれた学校づくり・学校運営
を行うため、全市立学校で、地域の代表者を学校評議員として委嘱し、学校運営について意見
等をいただいている。学校教育法の改正により、学校評価制度が新たに制度化されたことから、
平成 21 年度は、長野市学校評価システムを試行実施したが、平成 22 年度からは試行により明
らかになった課題について改善を行なった上、同システムの本格実施をしている。その際、各
校の｢自己評価｣を総合的に評価する｢学校関係者評価｣を学校評議員に依頼して行なっている。
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・ 住民自治協議会による街頭活動は、一部地域となったため減少した。また、有害図書類の設
置台数、区分陳列については、事業者の理解と協力により減少、改善されているが、引き続き
ねばり強く取り組む必要がある。
○有害図書類自動販売機設置状況
区

分

設置台数

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

22 台

13 台

9台

6台

【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 巡回指導と有害図書販売の立入り調査を行う。
・ 少年育成委員（学校推薦）による巡回活動を行う。
・ 一日少年育成委員による巡回体験を行う。
・ 住民自治協議会が行う街頭指導や環境浄化活動の実施に際し研修及び指導を行う。
【今後の取り組み】
・ 学校評議員に対し、学校の教育方針や重点取組事項について情報提供を行い、授業参観等行
事への積極的参加を促し、引き続き学校運営の改善について意見を求めていく。また、平成 22
年度から本格実施している長野市学校評価システムにおいては、学校評議員による｢学校関係者
評価｣を引き続き実施し、外部評価において「保護者や地域との連携の成果と課題について」な
どの評価を受け、今後の学校運営に反映させていく。
・ 住民自治協議会による地域での巡回指導活動及び環境浄化活動については、研修や指導に一
層力を入れるとともに、立入調査・相談活動及び広報啓発活動を継続的に行うことで、非行に
走る前段の問題行動を起こす青少年を減らし青少年の健全育成を図る。
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６ 活力ある地域を創造する生涯学習の推進
だれもが生涯にわたりいつでもどこでも自由に学び、互いに高めあうとともに、学びの成果が活力あ
る地域づくりにつながる生涯学習のまちをめざします。
（１）生涯学習環境の整備
【主な取り組み】
① 全市的な視野に立つサービスを行う生涯学習センターを中心に、生涯学習だよりの発行や相談
体制の充実など総合的･体系的に生涯学習を推進します。
（生涯学習課）
② 市民･高等教育機関･民間教育事業者等と連携しながら、多様化･高度化する市民ニーズに対応し
た学習機会の提供に取り組みます。
（生涯学習課）
③ 生涯学習情報誌の発行やインターネットを利用した施設予約など、学習情報の提供の充実を図
ります。（生涯学習課）
④ 地域教育力の源であるとともに、コミュニティの拠点となる市立公民館の充実を図ります。ま
た、地域公民館の整備や活動を支援します。
（生涯学習課）
⑤ 図書館のサービス機能の充実を図るとともに、図書館分館設置の検討を進めます。
（生涯学習課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 生涯学習センター管理運営
・ 地域公民館建設事業補助金
・ おひざで絵本事業
・ 大豆島総合市民センター建設
・ 川中島町公民館建設
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・

地域住民の活動拠点となる地域公民館の建設、改修等に係る経費に対し補助金を交付した。

・ ７～８か月児健康教室において、乳児及びその保護者に対して、乳児からの絵本の読み聞か
せの大切さや方法などを伝えながら絵本を手渡した。
・ 老朽化した市立公民館の改築に向けた実施設計業務を実施した。
【重点的な取り組みの評価】
・ 地域公民館建設補助金の申請のあったものは全て対応することができた。
・ おひざで絵本事業については、絵本の配付に加え、絵本の選び方、読みきかせ方のアドバイ
スを通して絵本の大切さを保護者に啓発することができた。また、健康教室へ参加する保護者
の増加にもつながり、絵本の配付率も向上した。
・

地域の要望を踏まえて、老朽化した市立公民館の改築に向けた取り組みができた。

【現況と課題】
・ 生涯学習センターの利用者は、平成 23 年度は 153,936 人と前年を下回ったが、利用件数は、
4,884 件で前年度と比較し 259 件の増加となっており、中心市街地活性化の観点から、十分役割
は果たせたものと受け止めている。更に利用者のニーズに応じた講座の開設や PR 等の周知によ
り、全市的な生涯学習の拠点施設としての役割を果たすことが求められている。
○ 生涯学習センター利用状況（目標値：Ｈ23 90,000 人）
平成 18 年度
平成 20 年度
平成 21 年度
平成 22 年度
平成 23 年度
区
分
(10 月開館)
利用者数

44,808 人

101,956 人

185,907 人

174,886 人

153,936 人

・ 自己の能力向上や生きがいを求める傾向が強まる中、多様なニーズに対応した学習機会の提
供や誰もが利用しやすい生涯学習の環境づくりが必要である。
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・ 市立公民館（29 館 66 棟）は、老朽化や狭隘化している施設が多く、都市内分権により地域活
動が活発化になる中で、地域からも改築等の強い要望が寄せられているが、厳しい財政状況の
下では、なかなか要望に応えられない状況にある。
・ 地域公民館建設補助金については、市の施策との整合性を持たせ、太陽光発電設備設置工事
も対象とするなど適宜見直しを図っている。建物の耐震化が重要視される中で、住民の活動拠
点となる地域公民館についても耐震性を確保するため、地域では改修工事を行っているが、補
助対象となる工事費以外の耐震診断委託費についても補助を希望する声が出ている。下水道の
供用開始に伴う工事の発生、老朽化による修理が増加する中で、限られた財源の中でどこまで
の支援が可能か課題となっている。
・ おひざで絵本事業については、2,821 人（絵本配付率 89.9％）に絵本の配付を行った。絵本
の配付に加え、絵本の選び方、読みきかせ方のアドバイスを通して絵本の大切さを保護者に啓
発することができた。また、健康教室へ参加する保護者の増加につながり、絵本の配付率も向
上した。今後も読書や読み聞かせの重要性を PR しながら、より多くの乳児と保護者に絵本を配
布できるよう広報していく必要がある。
・ 市立公民館の駐車場の拡大要望が増加してきており、用地や財源の確保が課題となっている。
・ 祝日開館など市立図書館の開館日数増やインターネット予約などサービス充実がひと段落し
たことから、これまで順調に増加してきた貸出数、利用者数が初めてわずかであるが減少した。
地区別の貸出数については、図書館との距離や交通の利便性などにより利用に大きな差が生じ
ているが、分室の充実を図るとともに、移動図書館をより利用しやすくするため、ステーショ
ンの見直しを行っている。
○市立図書館利用状況
区

分

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

貸出数

（冊数） 1,698,030 冊

1,718,447 冊

1,743,062 冊

1,728,876 冊

貸出利用者数

（人数）

359,411 人

361,081 人

364,440 人

361,934 人

4.5 冊

4.4 冊

4.5 冊

4.5 冊

市民一人当たりの貸出数

・ 図書館分館の設置については、平成 17 年度に市民を委員とした長野市立図書館分館設置検討
委員会で検討を行い、犀川以北の北部地域と犀川以南の南部地域に、それぞれ最低１館の図書
館分館の設置が必要であるとの意見をいただいた。しかし、厳しい財政状況の下、新たな施設
の建設は困難な状況にあることから、市立公民館に設置している分室の機能強化など、より実
現性の高い既存施設の利用を含めて、検討していく必要がある。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 生涯学習センター管理運営事業を行う。
・ 地域公民館建設事業補助金を交付する。
・ 大豆島総合市民センター建設工事を竣工する。
・ 川中島町公民館建設工事に係る実施設計を完了させ、建設工事に着手する。
・ おひざで絵本事業を実施する。
・ （仮称）第二次長野市子ども読書活動推進計画を策定する。
【今後の取り組み】
・ 生涯学習センターが市の生涯学習の拠点としての役割を果たすため、アンケート等で広く利
用者等からの声をお聴きし、自主講座の充実や運営面での改善を図り、利用率の向上とその機
能を高めるよう努めていく。
・ だれもが生涯にわたり自由に学び、学びを生かしていく環境を整えるため、地域における生
涯学習の拠点となる公民館の施設整備を、順次行っていく。
・ 平成 19 年に策定し 5 年が経過した「長野市子ども読書活動推進計画」の二次計画となる「
（仮
称）第二次長野市子ども読書活動推進計画」を策定し、おひざで絵本事業を含め、子ども達の
読書活動推進のための環境整備に向けた取り組みを進める。
・ 図書館利用格差解消のため、分館設置を含め、方策について検討を進める。
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（２）学習成果の活用と地域づくりへの参加
【主な取り組み】
① 学習成果を発表する機会や活用する場の充実を図るとともに、学習グループやサークルなどの
情報提供や活動支援により、仲間づくりを促進します。
（生涯学習課）
② 生涯学習リーダーバンクの活用により、生涯学習指導者の養成と活動体制の整備を図ります。
（生涯学習課）
③ 市民が主体的に講座やイベントの企画運営に参画できる仕組みづくりを進めます。（生涯学習
課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 生涯学習センター管理運営
・ 城山公民館ほか管理運営
・ 成人学校
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 地域住民が気軽に訪れることができる公民館づくり、地域課題に沿った講座の開設、学んだ
成果を生かす機会の提供など、地域の特性を生かした公民館事業を行った。
・ グループ、サークル情報、リーダーバンク登録者をホームページに掲載し市民への情報提供
を図った。
【重点的な取り組みの評価】
・ 学んだ成果を発表するため、作品展、文化芸能祭を開催すると共に、市立公民館講座で学ん
だ市民や活動しているサークルが講師となった。
・ 市立公民館では、地区の特色に応じた講座を開催することができた。例として、朝陽公民館
では、公民館で学んだ市民や、地域住民が登録制の指導者となり公民館事業の中で講師を務め
る「かるかむ広場」を開催した。また、長沼公民館では、公民館事業を地域住民で企画する「ろ
ばた懇談会」を開催するとともに、事業・活動を進めていく上で、地域在住の知識・技術・経
験の豊富な方が「ながぬま熱人ワーク応縁団」として登録し、公民館活動に協力していただく
など、地域の活性化に向けた取り組みを行い、学びあう仕組みづくりや仲間づくりを進めるこ
とができた。他にも、昭和 48 年の開設以来、1,100 名を超える方が卒業されている更北公民館
の高齢者大学講座の「作新大学園」・「作新大学院」の特色ある運営や、大豆島公民館の地域の
特産である大豆に拘った取り組みがマスメディアにも取り上げられた。また、若い市民が城山
公民館を利用して演劇活動を行うなど、新たな取り組みも見られた。
・ 平成 21・22 年度に行った公民館職員プロジェクトに基づき、成人学校の試行講座として、合
併により広くなった長野市の魅力・味力の発見をする講座など地域資源をめぐる講座を実施し
た。
・ 市立公民館への指定管理者制度導入に伴う住民自治協議会等地区役員との勉強会を全地区で
39 回実施し、地区の状況の把握につながった。
【現況と課題】
・ 市民の生涯学習に対するニーズは高まっており、誰もが学びたいときに学び、学んだ成果を
地域づくりに生かしていくことができる機会や場の充実が必要である。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 新たに策定した長野市生涯学習推進計画に基づき、各種施策の推進と検証を行なう。
・ 地域団体との連携を図り、地域課題に沿った講座を企画するなど、学習機会の提供、地域づ
くりに向けた活動のきっかけづくりをする。
・ 成人学校試行講座の状況を検証し、より良いあり方を検討していく。
・ 市立公民館の指定管理の委任先となる住民自治協議会へ出前講座、勉強会を引き続き行うと
ともに、受任に前向きな地区と重点的に勉強会を行う。
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【今後の取り組み】
・ 今年度スタートした「長野市生涯学習推進計画」を踏まえ、講座を計画・実施していく。
・ 生涯学習に関心の薄い市民には生涯学習のきっかけになる講座を、また関心の高い市民には
情報やニーズにあった講座を提供するとともに、講座の学習過程に集団学習の良さを感得する
機会や地域の素晴らしさを学ぶ内容を取り入れる。
・ 講座のほかに、公民館報や地域住民への情報誌の発行を通して、地域の歴史を学び、地域へ
の愛着を高めてもらうことで地域活動のヒントや話題の提供を行う。
・ 日本語講座の受講生が母国の料理を教える講師になるなど、住民同士の交流を図り多文化理
解や国際交流の推進につなげていく取り組みを継続していく。
・ 農家民泊実施地区の市立公民館において、受け入れ時の食事の参考となる講座を開催するな
ど、活動の支援、地域の活性化、受講者の地域貢献につながるような環境を提供する。
・ 救急法・ＡＥＤの使用法など地域ぐるみで必要な技術を学ぶ講座を開催し、地域住民の交流
を図り地域づくりに生かしていく環境を作る。
・ 平成 24 年度以降、成熟した住民自治協議会に市立公民館の管理運営を委任する方針であり、
指定管理への移行を見据え、地域課題や時代に即した学級・講座内容の見直しや、より利用し
やすい運営形態などを引き続き検討していく。
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７ 多彩な文化の創造と文化遺産の継承
多彩な文化の創造と文化遺産の継承
貴重な文化遺産や伝統芸能を継承するとともに、新たな芸術文化を創造し、国内外に発信することで、
地域への誇りと愛着を育む文化の香りあふれるまちを目指します。
（１）芸術文化活動への支援と文化の創造
【主な取り組み】
① 芸術文化活動の拠点となる施設の設備や発表する機会の充実を図り、市民の自主的で創造的な
芸術文化活動を支援します。（生涯学習課）
② 歴史と風土に育まれた“ながの”独自の文化を効果的に情報発信するとともに、郷土の文化や
質の高い芸術文化にふれる機会の充実を図ります。
（生涯学習課）
③ 学校･文化施設･地域の芸術文化団体などの連携を促進し、幼年期からの芸術文化体験を推進し
ます。
（生涯学習課）
④ 野外彫刻の配置方法の検討やより広範囲に積極的な PR の展開を工夫することにより、野外彫刻
の魅力向上を図ります。
（生涯学習課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 新市民会館運営管理基本計画策定
・ 野外彫刻ながのミュージアム
・ 街角に音楽があるまちづくり事業
・ 芸術文化振興事業助成金
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 平成 27 年 3 月に完成予定の新市民会館が、長野市の文化芸術振興の拠点としての機能を果た
せるよう、新市民会館運営管理基本計画を策定した。
・ 新規事業として「街角に音楽があるまちづくり事業（オープン・マイク）」を開始し、JR 長野
駅コンコース自由通路にて 9 月から 2 月まで 7 回実施。延べ 51 団体・721 名が出演した。
【重点的な取り組みの評価】
・ 新市民会館運営管理基本計画の策定に当たっては、「育む」「楽しむ」「創る」「つなぐ」とい
う 4 つの役割を持つ、長野市文化芸術振興計画に基づく文化芸術振興の拠点施設としての基本
方針を設定することができた。
・ オープン・マイクには多くの団体が出演し、長野駅コンコースに多彩な音楽が響き渡り、行
き交う人々の好評を得た。音楽による街角の賑わいづくりに貢献したと考えられる。
【現況と課題】
・ 新市民会館運営管理基本計画は、新市民会館を文化芸術の振興拠点とするための基本計画で
あり、引き続き具現化するための実施計画の策定する必要がある。
・ 野外彫刻については、昭和 48 年の創設以来、毎年継続的に新規設置を行うとともに、市民に
親しんでいただくよう野外彫刻巡りや写真コンテストなどを実施しているが、野外彫刻の魅力
を、より一層広報周知し、その有効活用を図っていく必要がある。
・ 新規事業である「街角に音楽があるまちづくり事業」は、多くの団体・出演者を得て好評で
あったので、音楽が溢れるまちづくりを推進するため、事業をより充実させる必要がある。
・ 文化芸術に携わる個人・団体が数多いにもかかわらず、その日常的な活動場所や発表の機会
の確保は困難が多く、また、財政的基盤も乏しく充実した活動ができない状況にあるため、芸
術文化振興基金運営委員会を通じ自主事業や活動助成金の交付等を実施している。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 新市民会館を文化芸術の振興拠点とするため、新市民会館運営管理実施計画を策定する。
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【今後の取り組み】
・ 野外彫刻新規設置については、毎年設置していくことで、長野市全域を美術館になぞらえた
「野外彫刻ながのミュージアム構想」の発信力が保持されているため、引き続き設置していく。
また、市民等の認知度・関心度を高めるため、野外彫刻のあり方や魅力を高める事業・ＰＲの
方策等については、市民の意見を取り入れながら検討を行った上で実施するとともに、設置場
所を含めまちづくり事業と連動させていく。
・ 23 年度から実施している「街角に音楽があるまちづくり事業」を拡充すると共に、
「子どもの
ための文化芸術プログラム」を新規に実施し、音楽や演劇などの鑑賞会を行い、子どもたちへ
の鑑賞機会の充実・各種プログラムの積極的展開を図る。
・ 芸術文化振興基金については、長野市の芸術文化振興に、より寄与する事業を検討した上で、
基金運営委員会に補助し、事業を実施していく。
（２）歴史・文化遺産の継承と活用
【主な取り組み】
① 地域の文化的資源の再発掘や、埋蔵文化財や民俗文化財等の調査を進めます。また、その結果
が学校教育や生涯学習で活用されるような迅速な公開に努めます。（文化財課）
② 伝統芸能の指導者･後継者の育成や保存団体を支援し、地域に根ざした伝統芸能継承活動を促進
します。（生涯学習課）
③ 歴史的建造物や庭園など伝統環境の保存･整備を進めるとともに、関係者間の合意を図りなが
ら、善光寺と門前町の世界遺産登録に向けて取り組みます。
（文化財課）
④ 市民と行政が一体となった文化財の保存体制を整備し、学習や憩いの場としての新たな活用策
を展開するとともに、観光と結びつけた効果的な情報発信を図ります。（文化財課）
⑤ 市民ニーズに応じた展示や案内ボランティアの配置を進め、博物館や真田宝物館など展示公開
施設のサービス向上を図ります。（文化財課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ ボランティア活動推進
・ 善光寺周辺の重要伝統的建造物群保存地区選定に向けた準備
・ 大室古墳群保存整備
・ 新御殿跡保存整備
・ 松代地区寺町商家保存整備
・ 旧松代藩鐘楼保存整備
・ 旧文武学校保存整備
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ ボランティア活動推進として、真田宝物館など文化施設のガイドや、旧白井家表門内の休憩
所での湯茶の接待、真田邸土蔵などでの各種ワークショップ及び、宝物館事業と連携し各種事
業への協力や共同開催事業を実施した。
・ 善光寺周辺の重要伝統的建造物群保存地区選定に向けた準備として、保存予定地区内の建造
物、工作物、環境物件についての台帳を拡充・更新して文化庁協議を実施するとともに、選定
対象候補の絞り込み、修理・修景・許可基準等を作成した。
・ 大室古墳群保存整備として、発掘調査及び古墳保存修理ならびに環境整備工事を実施した。
・ 新御殿跡保存整備として、役人詰所保存修理工事、庭園整備・避雷針設置工事等を実施した。
・ 松代地区寺町商家保存整備として、公募市民によるワークショップで提案された意見を参考
に整備後の利活用についての基本的な方針を定め、補正予算を計上し、実施設計に入った。
・ 旧松代藩鐘楼保存整備として、保存整備工事を実施した。
・

旧文武学校保存整備として、土塀等調査解体工事を実施した。
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【重点的な取り組みの評価】
・ ボランティア活動については、ボランティア自身の意識も高揚し、多くの来館者に対し的確
に対応することができ好評をえている。案内をしたお客様の総数も増加している。
・ 善光寺周辺の重要伝統的建造物群保存地区の選定に向けて、基礎資料となる台帳を整備して
文化庁と協議を実施するとともに、修理・修景・許可基準等の策定に着手し、今後の方向性を
明確化した。
・ 大室古墳群は、整備が完了した古墳に説明板を、周遊することのできる園路脇には案内板
を設置するなど 見学者の利便性を高めた。また、これまで未着手であったＥ区の整備に着手し、
エントランスゾーン全域に整備範囲を広げることができた。
発掘調査はＥ区 31・33 号墳で実施し、今後の公開活用に関わる成果を得ることができた。
・ 新御殿跡保存整備では、各工事等の進捗に伴い、より往時に近い姿の建物等を来訪者に見ても
らうことが可能となった。
・ 松代地区寺町商家保存整備は、文化財として保存整備するだけでなく、地域住民の相互交流や
観光振興を目的とした地域活性化の拠点として整備することが可能となった。
・ 旧松代藩鐘楼保存整備は、整備の過程で構造補強を施す必要が生じたため受託者ならびに文
化財保護審議会委員と協議を重ねた。その結果、設計変更を行い文化財としての保全及び一般
公開上の安全性を確保したうえで復元し有効活用ができる見通しとなった。
・ 旧文武学校では、より積極的な公開活用を進めるための保存整備に着手し、崩壊の危険性の
あった土塀等を解体し、格納することができた。
【現況と課題】
・ ボランティア活動は、松代地区において文化財の調査、町内の案内、宝物館等の展示案内、
湯茶の提供など年間を通じて行っている。今後は、大室古墳群などでも古墳群の案内や維持管
理などを行うボランティアを育成したいと考えており、さまざまな場面での市民と行政との連
携による来訪者に対するきめ細かな対応が課題である。
・ 善光寺の世界遺産登録に向けて、継続して取り組むとともに、新たな「近世の社寺とその門
前町関連の文化資産」という主題の下で地域横断的に信州大学と連携協力して調査研究を進め、
その研究成果による新たな提案書を今後作成することが課題である。
・ 松代地区においては、旧文武学校、寺町商家、旧横田家住宅、旧酒井家住宅など、保存修理・
整備を要する案件が複数あり、財源確保に留意して事業の運営にあたるとともに、整備後の魅
力的な利活用・効率的な管理運営を進めるための組織づくりが必要である。
・ 真田宝物館は、旧館が昭和 36 年、新館が昭和 52 年の竣工、象山記念館は、昭和 40 年竣工と、
いずれも老朽化しており、松代地区の中核的な施設として、建替え計画の早期の立案を行う必
要がある。
・ 博物館は、昭和 56 年９月の開設から 30 年が経過し、この間に研究の発展が生じている。加
えて、平成 17 年に１町３村の合併、平成 22 年に１町 1 村の合併などがあり、分館が 6 施設、
付属施設が 6 施設に増大した。そのため、博物館の再編と本館の常設展示をリニューアルする
必要がある。
・ 平成 24 年３月 31 日現在、444 件の指定文化財があり、このうち平成 17 年１月の１町３村合
併分の文化財が 148 件、平成 22 年 1 月の 1 町 1 村の合併分の文化財が 27 件という内訳となっ
ている。合併に伴い指定文化財の増加とともに市域がさらに広くなったため、文化財保護とい
う観点からの目が届きにくくなり、文化財補助金の増額拡大も困難なことから、文化財の維持
管理、継承という点からは厳しい状況となっている。
旧長野市
269 件
国 90
県 36
市 143

旧豊野町
30 件
国 0
県 1
市 29

旧戸隠村
40 件
国 2
県 3
市 35

旧鬼無里村
68 件
国 1
県 3
市 64
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旧大岡村
10 件
国 0
県 1
市 9

旧信州新町
12 件
国 0
県 5
市 7

旧中条村
15 件
国 0
県 3
市 12

【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 善光寺周辺伝統的建造物群保存予定地区内の所有者個別説明会等を開催し、指定への理解を
求める。また、庁内各課との調整により、関連法令に関する課題の解決を図る。
・ 旧文武学校の保存整備事業として、破損の著しい文学所等の保存整備実施設計を進める。
・ 松代地区寺町商家の保存整備事業について、公募市民によるワークショップを開催し、提案
された意見を参考に整備後の利活用を踏まえた実施設計を進める。
【今後の取り組み】
・ 大室古墳群保存整備事業（第 1 期）は、平成 25 年度までの事業であるため、事業完了まで継
続的に事業を進めるとともに、第 2 期の基本設計の策定に向けた準備を進める。
・ 新御殿跡保存整備事業は、平成 24 年度での事業完了を予定しており、継続的に事業を進める。
・ 松代の文化財や真田宝物館の収蔵物及び行事予定などをインターネットで発信する「松代デ
ジタル宝物館」を構築し、有効活用を図る。
・ 旧文武学校の保存修理及び利活用について、文化庁の指導および利活用団体等との意見交換
を踏まえて、整備を進める。
・ 松代地区寺町商家については、庁内関係課およびワークショップの意見を参考にしながら整
備を進める。
・ 博物館の再編に関しては、館内及び教育委員会内で統廃合を視野に入れた付属施設、分館の
方向性を検討していく。また、そのほかの市有博物館施設も含めて、そのあり方を調査･研究し
ていき、博物館本館のリニューアルへつなげていく。
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８ スポーツを軸としたまちづくりの推進
だれもが生涯を通してスポーツを楽しみ互いに交流し、健康な心と身体を培い、活力に満ちた明るく
豊かな生活を送ることができるまちを目指します。
（１）生涯スポーツの振興
【主な取り組み】
① 市民ニーズに応じたスポーツ教室やイベントを開催し、スポーツ･レクリエーションに親しむ機
会を充実するとともに、健康の保持増進と体力の向上を図ります。（体育課）
② 地域の特性に応じた総合型地域スポーツクラブなどの創設･育成を支援するとともに、地域に根
付いたクラブチームの活動を促進します。また、地域間のスポーツ交流を促進します。（体育課）
③ 障害者のスポーツ大会･講習会の開催や、障害のある人とない人の交流などユニバーサルスポー
ツの振興を図ります。（体育課）
④ 多様なニーズに合わせて適切な指導ができる質の高いスポーツ指導者やスポーツ推進委員の養
成と活躍の場の提供を進めます。（体育課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ スポーツ教室開催事業
・ 体育指導･普及啓発事業
・ スポーツ団体活動補助金
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 若返り体操教室（19 会場、30 コース、1,029 名）ほか 6 教室（14 コース、339 名）を開催し、
計 1,368 名が参加した。
・ スポーツ推進委員協議会を運営し、各種会議や研修会・講習会を開催したほか飯綱高原健康
マラソン等のスポーツ大会の運営を支援した。
・ 第 21 回県市町村対抗駅伝競争大会及び第 60 回県縦断駅伝競走大会に出場する長野市チーム
へ補助金を支出した。（長野市チームは市町村駅伝が優勝、縦断駅伝では準優勝）また、市内全
32 地区で独自のスポーツ事業が実施され、その運営経費の一部を補助した。
【重点的な取り組みの評価】
・ 市内全 32 地区で実施していたスポーツ事業への補助金について、平成 24 年度から各地区住
民自治協議会への一括交付金とすることで調整し、事務の簡素化を図ることができた。
【現況と課題】
・ スポーツ教室については民間事業者、
（財）長野市体育協会、指定管理者が行っているスポー
ツ教室等数多くのメニューがあるため、内容・対象者など重複しないよう整理し、適切な教室
の企画・開催・料金設定等をしていく必要がある。また、参加者の固定化が見受けられるため、
今まで開催していなかった地区においても教室を開催するなど、新たな受講者の獲得を図る必
要がある。
○スポーツ教室開催数等の推移
区

分

教 室 数
（コース数）
参加者数

平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

６教室
６教室
６教室
７教室
７教室
（42 コース） （44 コース） （42 コース） （45 コース） （44 コース）
１，４１２人

１，４８６人

１，４１６人

１，４１９人

１，３６８人

・ 生涯スポーツの環境を整えるための施策として、地域の特性に応じた総合型地域スポーツク
ラブづくりを支援しているが、活動の場や会員の確保が課題となっており、今後の周知方法等
の検討が必要となっている。
※H24.3.31 現在、５団体が設立済、長野スポーツコミュニティクラブ東北（H12.7）、ゆたかの
スポーツクラブ（H20.2）、信州新町スポーツクラブ（H21.12）、ながの北部スポーツクラブ
（H23.3）、東和田総合型スポーツクラブ（H24.3）
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・ プロ野球独立リーグの信濃グランセローズやサッカー・日本フットボールリーグ（JFL）の
ＡＣ長野パルセイロなど、地域密着型スポーツチームの活動が活発になっており、活動場所の
提供、施設利用料の一部免除等の支援を行っている。今後は、ＡＣ長野パルセイロについて、
目標であるＪリーグ昇格が実現するためにはホームスタジアムの整備が必要となる。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 魅力ある各種スポーツ教室を、企画・実施することで多くの市民に参加いただき、生涯スポ
ーツの振興を図る。
・ 定期的な研修会を開催することで、地域におけるスポーツ振興の担い手としてスポーツ推進
委員の資質向上を図る。
・ 各種大会への負担金・補助金について、その効果を検証し交付基準の見直しへ向けた準備を
進める。
【今後の取り組み】
・ 民間で行っている同様なスポーツ教室やイベントについては整理縮減し、これらの団体が行
うことができない、または行っていない教室やイベントを中心に、地域の誰もがスポーツ・レ
クリエーションを経験できるよう、各年代層に求められる内容で事業を実施していく。
・ 総合型地域スポーツクラブについて、市民への周知を進め、活動場所の提供などの必要な支
援を行いながら、長野市内の各地域にて、地域特性を生かしたクラブの設立を推進する。
（２）競技スポーツの振興
【主な取り組み】
① トップレベルの競技者等によるスポーツ教室やイベントの開催を通じ、スポーツへの関心を高
め、競技スポーツ人口の拡大を図ります。（体育課）
② 全国中学校スケート大会(スピードスケート･フィギュアスケート)を継続的に開催し、青少年の
あこがれや目標となる地域づくりを推進します。
（体育課）
③ オリンピック･パラリンピック･スペシャルオリンピックスの資産を生かし、スポーツの国際大
会や全国大会を誘致･開催するとともに、長野マラソン･長野車いすマラソン大会の充実を図りま
す。（体育課）
④ 競技団体や各種スポーツ団体の選手強化への支援や団体間の連携を強化するとともに、専門的
能力を持つ指導者の養成･確保を図ります。（体育課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 競技力向上事業
・ スポーツ拠点づくり推進事業
・ 国際競技大会等負担金
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 長野市体育協会により競技力向上のための事業が実施された。
・ 第 32 回全国中学校スケート競技会を開催した。
・ 次の６つの大会へ負担金を交付した。
① 第 13 回長野マラソン大会
② 全日本スピードスケート距離別選手権大会
③ 2011 オリンピックデーラン
④ ジャパンカップスピードスケート競技会
⑤ ドリーム・リンク・NAGANO（スピードスケート競技の選手育成及び普及推進事業）
⑥ ワールドカップバレーボール 2011 女子長野大会
【重点的な取り組みの評価】
・

市体育協会により競技力向上のための事業が効率的に実施されたことにより、スピードスケ
ート、アイスホッケー、スキー等、多くの競技で全国大会等の上部大会へ出場できた。
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・ 全国中学校スケート大会は開催５年目となり、今まで以上により効率的な大会運営や、必要
最小限の経費で開催できた。また、市内小中学生が観戦し易いよう競技日程を工夫したほか、
教育委員会借り上げによる観戦バスを運行した結果、多くの学校観戦があり、過去最高の入場
者数となった。
・ 平成 22 年度に創設された「冬季競技振興基金（ながの夢応援基金）
」への寄付については、
東日本大震災の影響等もあり、予定額を下回った。
【現況と課題】
・ 競技力の向上、アスリートの育成については、
（財）長野市体育協会が主に実施している。
・ 長野オリンピック記念基金（ムーブメント）を活用して実施していた各種冬季競技大会やオ
リンピックムーブメント推進イベント等を継続して開催するため、
「冬季競技振興基金」を活用
している。今後もこの基金を活用し、継続的に大会等を支援するため、寄付金を確保する必要
がある。
・ スポーツ拠点づくり推進事業として全国中学校スケート大会を 10 年間継続開催する意義は大
きいが、開催市として、スケートの競技人口を広範囲に開拓し、優秀なスケーターを育成する
などスケート競技の普及と強化が課題である。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 競技スポーツ振興のため（財）長野市体育協会が主となって競技力の向上事業を実施する。
・ 全国中学校スケート大会を開催都市として盛り上げるため、市内小中学生の競技観戦を促進
する。また、10 年経過した後も引き続き長野市にて大会を開催できるかどうか関係方面との調
整を行う。
・ 今後も継続的に国際競技大会等を開催するため、財源となる「冬季競技振興基金」への計画
的な寄付の確保と補助対象となる事業（大会）の競技バランスや開催目的とその効果を検証し
ながら継続開催に努める。
【今後の取り組み】
・ 競技力の向上、アスリートの育成については（財）長野市体育協会が主となって実施する。
・ ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点に再指定されたエムウェーブとスパイラル
を活用し、国内トップレベル競技者の国際競技力の向上と、若手競技者の強化育成を図ってい
く。
（３）スポーツ環境の整備・充実
【主な取り組み】
① 大規模スポーツ施設を計画的に改修し、国際的･全国的スポーツ大会の開催や強化選手のための
使用など有効活用を図ります。また、エムウェーブとスパイラルはナショナルトレーニングセン
ターとしての競技別強化拠点機能を生かしながら施設の有効活用を図ります。（体育課）
② 各市営スキー場の特色を生かした効果的な整備を進めるとともに、雪などの資源を生かした冬
季スポーツの一層の振興を図ります。（体育課）
③ 地域のスポーツ･レクリエーション活動の拠点となる社会体育施設などの充実を図ります。ま
た、学校体育施設の利用拡充を進めます。（体育課）
④ インターネットを利用したスポーツ施設やスポーツ教室の予約案内システムなど、利用しやす
い情報提供体制の整備･充実を図ります。
（体育課）
⑤ 体育施設愛護会活動や大規模大会の運営に関わるスポーツボランティアを育成し、その活動を
支援します。（体育課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ (仮称)北部地域スポーツ･レクリエーションパーク建設
・ ボブスレー・リュージュパーク管理運営
・ 千曲川リバーフロントスポーツガーデン管理運営
・ 大規模体育施設改修
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【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ ボブスレー・リュージュパークの中央監視設備が老朽化により不具合が生じたため、更新工
事を実施した。
・ 平成 25 年度完成を目指し、（仮称）北部地域スポーツ・レクリエーションパークの建設工事
を実施した。
・ 長野運動公園総合運動場のテニスコートが磨耗・劣化していることから２面について人工芝
の張替えを実施した。
・ 真島総合スポーツアリーナにおけるメインアリーナの照明設備の照度が不足しているため、
照明設備の更新工事を実施した。
【重点的な取り組みの評価】
・ (仮称)北部地域スポーツ・レクリエーションパーク建設事業は一部繰越されたが、平成 24 年
６月に平成 23 年度分が完了し、平成 25 年度末の完成を目指し、概ね順調に工事が進んでいる。
その他の施設の改修事業については、施設の安全性が向上し、快適なスポーツ環境の提供がで
きた。
【現況と課題】
・ 老朽化に伴う体育施設の改修について、平成 20 年度から 10 年間の年次計画を作成し実施し
ているが、オリンピック施設等の大規模施設は建設時期がほぼ同じことから、今後の改修時期
が重なることとなり、多額の費用が必要となる。
・ 長野運動公園、南長野運動公園の大規模スポーツ施設において、大会が重複開催される際に、
駐車場不足が生じている。
・ 指定管理者制度の導入により、経費の削減と市民サービスの向上は一定程度図られたが、経
費削減が優先されており、指定管理者の民間としてのアイデアが十分に生かされていない。ま
た、行政側も指定管理者側も事業を委託・受託するという意識がある。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 老朽化により不具合が生じている施設を改修し、安全で快適なスポーツ環境を提供するため、
下記の改修等の工事を行なう。
① (仮称)北部地域スポーツ・レクリエーションパークの建設
② 篠ノ井体育館・戸隠体育館耐震補強工事
③ ボブスレー・リュージュパークスタートハウス改修工事
④ 更北体育館建設工事（県への負担金）
・ 社会体育施設について、無料施設においては有料化を、有料施設においては適正な料金体系
であるかどうかの見直しをそれぞれ検討する。
【今後の取り組み】
・ 施設改修の年次計画の見直しにより、効率的で確実な実施に努める。
・ 利用者の少ない施設の利用率の向上、また、統廃合等による再編を検討する必要がある。
・ 指定管理者による公共サービスについては、適正かつ確実なサービス提供が確保されるよ
う、指定管理者への適切な指導・監督を行う。
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９ 国際化の推進
国際交流を通じて市民の国際感覚を高めるとともに、互いの異なる文化や価値観を尊重し合い共生で
きる国際都市ＮＡＧＡＮＯを目指します。
（１）国際交流の推進
【主な取り組み】
① 姉妹都市アメリカ･クリアウォーター市、友好都市中国･石家庄市をはじめとした、諸地域との
教育･文化･スポーツなどさまざまな国際交流活動を推進します。
（学校教育課）
【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 姉妹都市・友好都市交流事業
【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 東日本大震災の影響で見送りとなった、平成 22 年度の姉妹都市・友好都市への中学生派遣は、
平成 23 年 10 月に延期して実施した。
・ 平成 23 年度の姉妹都市・友好都市交流事業については、姉妹都市との交流事業は中止となっ
たが、友好都市との中学生交換派遣は実施できた。
【重点的な取り組みの評価】
・ 東日本大震災により見送りとなった、平成 22 年度の姉妹都市・友好都市への中学生派遣につ
いては、平成 23 年 10 月まで延期とはなったものの、実施することができた。
・ 平成 23 年度の姉妹都市との交流事業については、姉妹都市の生徒・教師の来日がすべてキャ
ンセルとなったことから、やむを得ず中止となるに至ったが、友好都市との交流事業について
は、友好都市の中学生を受け入れ、学校において交流活動を行うことにより、生徒のコミュニ
ケーションを図る態度を育成し、国際理解を深めることができた。友好都市への中学生派遣に
ついても、全中学校代表生徒を派遣することができ、また派遣生徒の個人的な国際体験のみに
とどまらず、帰国後の報告会等において、その体験等を在校生に還元することにより、国際理
解教育の推進に寄与することができた。
【現況と課題】
・ 姉妹都市、友好都市との友好・親善関係を深めるとともに、次代を担う子どもたちが国際感
覚の醸成と異文化理解を育めるよう、定期的に生徒や教師の相互派遣を行っている。
・ 姉妹都市との交流事業については、姉妹都市の経済状況等の諸事情により、平成 25 年度まで
の交流事業の内容を一部縮小している。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 姉妹都市・友好都市への中学生派遣事業を実施する。
・ 姉妹都市との教師交換事業を実施する。
【今後の取り組み】
・ 姉妹都市、友好都市との架け橋となっている中高生相互派遣については、人材育成の機会と
もなっているので、更に効果が上がるよう、細部について見直しを図るとともに、交流都市の
実情に合わせて、交流事業の内容を見直していく。
（２）多文化共生の推進
【主な取り組み】
①

生涯学習や学校教育における国際感覚の育成と国際理解の促進など、国際的な幅広い知識と視
野を持つ人材を育成します。（学校教育課・生涯学習課）

【平成 23 年度実施の主な事務事業】
・ 外国人児童･生徒等教育
・ 小中学校多文化共生支援事業
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【平成 23 年度の重点的な取り組み状況】
・ 指導・支援の在り方を協議する日本語指導運営協議会を設置・開催した。
・ 域内で情報共有するための日本語指導連絡協議会を開催した。
・ 指導協力者、巡回指導員を配置した。
・ 小中学校多文化共生支援事業により、学校における外国籍児童生徒の受入体制の充実を図っ
た。
【重点的な取り組みの評価】
・ 日本語指導運営協議会を設置し市全体の調整を行いながら、指導・運営を行うことができた。
・ 日本語指導連絡協議会では、センター校や日本語指導教室設置校での授業研究会や講演会、
体験発表などによる情報交換により、指導方法のレベルアップができた。
・ 平成 23 年度は、国庫補助の減額により事業費減となったため、指導内容等を精査し、実施方
法を工夫する等により、支援に支障が生ずることがないように努めたが、必ずしも充分な支援
ができなかったケースがあった。
・ 多文化共生支援員による外国文化の紹介や日本語指導のための教材整備など、学校の外国籍
等児童生徒の受入体制の充実が図られた。
【現況と課題】
・ 日本語指導の必要な外国籍児童・生徒及び日本国籍を取得したが日本語指導が必要な児童･生
徒の人数は、平成 23 年５月１日現在、73 人である。日本語指導員の派遣のほか、日本語指導セ
ンター校を指定し、安心して就学できる体制づくりや、一人ひとりの実情に応じた指導の実践
的研究を行っている。
・ 日本語指導の必要な児童･生徒の国籍は多岐にわたり、様々な言語の指導員を確保しなければ
ならず、十分に対応できない状況がある。いかに多様な人材を確保し、指導員の力量の向上を
図っていくかが課題となっている。
・ 外国籍の児童･生徒の課題は、学校内の連携強化を図るだけではなく、家庭･地域･行政等、多
様な立場から考え、情報を共有しながら連携していく必要がある。
・ 年度途中における児童生徒の転出入が多くあり、指導時間の効率的な配分が難しい状況であ
るが、工夫して可能な限り効率的な配分に努めていく必要がある。
【平成 24 年度の重点的な取り組み】
・ 帰国・外国人児童生徒受入に伴う日本語指導協力者及び巡回指導員の効率的な学校への配置
・

緊急雇用創出事業による小中学校多文化共生支援事業を実施し、児童生徒の多文化共生理解
の推進と、学校の外国籍等児童生徒の受入体制を確立していく。

【今後の取り組み】
・ 日本語指導をはじめ学校生活に当たって支援を必要とする外国籍や海外から帰国した児童・
生徒が、学校生活を円滑に送ることができるよう、指導方法・連携体制をマニュアル化し充実
させていく。
・

日本語指導のための教材等をどの学校でも使えるよう、ネットワークで共有していく。
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五．前年度までの学識経験者の意見に対する取り組み
平成 21 年度及び平成 22 年度分教育委員会の事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価
に当たり、学識経験を有する者の意見を聴いたが、その出された意見に基づき、平成 23 年度に取り
組んだ事項、対応状況等についてとりまとめた。
１．主な意見とその対応
（１）全体意見
意見

対応

教育委員会に対しては市民の関心が高く、要

定例教育委員会の開催については、市ＨＰで

望も多いと思う。これまでも実施している定例 周知をしていたが、傍聴者は４名（報道関係者）
教育委員会の傍聴も含め、より一層、地域住民 にとどまった。
に開かれた教育委員会制度を考えていただきた

また、平成 24 年度には、高校生との教育懇談

い。合併した地域の市民意見を聞くためにも、 会等の実施を予定している。
教育委員会を出張して行っていく必要もあるの
ではないか。
中学生・高校生の職場体験として教育委員会

平成 23 年度に職場体験で受け入れた中学生

の場を提供することはできないか。また、大学 は 3 施設 26 名、高校生は１課 1 名、2 施設９名、
生にとっても社会を見る上で教育委員会はとて 大学・短大が２施設各１名、高専生が１課１名
もいい窓口になると思う。教育委員会が場を開 であった。
（教育臨床演習を除く。）
き、その実績をホームページに公開することで、

時期や人数など、体験希望が受け入れられな

住民にとって近しい存在になり得るのではない い場合もあるが、受け入れを積極的に検討した
か。

い。ホームページへの公開は、各所属と調整の
うえ、実施したい。

教育委員が学校訪問をした際の、発言や感想

学校訪問の感想については、年間の訪問が終

など、可能な範囲で報告書・ホームページ・広 了した際に、総括的にホームページに報告を行
報などで紹介してほしい。

う予定である。

また、
「学校行事などに参加している」だけで

教育委員の仕事については、昨年度の活動状

なく、教育委員としてどういう仕事をしている 況を記載した。
かも加えてほしい。
住民自治協議会への移譲･移管する事業を検

市立公民館への指定管理者制度導入に係る勉

討しているものもあるが、会そのものの活動に 強会を実施した際に、各地区の活動の差を感じ
格差のあることが散見されることから、事業の た場面もあったため、状況をよく把握し、取り
基本的な方針･方策については、主導的立場を堅 組んでいきたい。
持することが望ましい。
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(２)各事業意見

１．住民自治の推進
意見

対応

主な取り組みにある、
「コミュニティ活動のリ

「市立公民館等において、コミュニティリー

ーダーの育成」について、今後の取り組みに何 ダーの育成につながる情報の提供、講座・勉強
らかの文言があったほうがよい。

会を企画していく。
」と加える。

２．子育ち・子育て環境の整備
意見

対応

「子育ち・子育て環境の整備」と「家庭・地

市の総合計画では、様々な政策を整理して計

域の教育力の向上」を一緒の項目にし、一つの 画化するため、構成上、
「保健・福祉」や「教育・
枠組みの中で考えたらどうか。子育てをできる 文化」などの７つの分野に分けて整理している。
だけトータルな発想でやっていくという観点か

教育委員会が行う事務・事業等は、
「教育・文

ら、課の統廃合は無理としても、考える項目を 化」のみならず、様々な分野に係るものではあ
総合的に捉え、整理していく発想が必要だと感 るが、点検・評価に当たっては、市の全体計画
じる。

でもある、総合計画の位置づけに合わせ各事業
を整理している。
なお、
「子育ち・子育て」を視点に事業を整理
した計画としては、市の次世代育成支援行動計
画（ながの子ども未来プラン）がある。

３．障害者（児）福祉の推進
意見

対応

就学前に障害に関して情報が得られたり、ケ

平成 23 年度に、障害のある児童が小学校に就

アがあったりしても、就学後は担当課が変わり、 学する際、幼稚園・保育所等から送付される障
また、同じ事の繰り返しになってしまっている。 害等に関する情報の、管理・活用状況に関する
このことで保護者が非常に心を痛めていたり、 調査を実施した。これらの情報が確実に小学校
行政不信になったり、相談する相手を失ってい へ引き継がれ、日常の支援に活かされるよう、
たりする。課題として認識されているので、今 小学校の特別支援教育コーディネーターが中心
後、一括した支援体制ということを具体的に考 となった支援体制を整備していく。
幼稚園・保育所と小学校との情報共有につい

えて欲しい。

ては、今までも幼保小連絡会等を開催し、連絡
調整等を行なってきた。
今後は、この幼保小連絡会を基盤に幼保小連
携会議（仮称）を設立し、組織の連携を強化す
るとともに、幼保小間で共有した情報を効率的
に活用していくための方法等を研究していく。
一括した支援体制については、どの窓口に相
談しても、必要な相談担当者へつながる体制を
整えるため、関係各課の相談窓口の情報共有及
び相談担当者の資質向上を進める必要があると
認識している。
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就学指導委員会で、相当な時間をかけて就学

就学指導委員会では、保護者の意見も充分考

判定をしても、保護者としては普通学級に入れ 慮しながら、常に子どもの将来のことを第一に
たいという思いがあり、判定に従わないという 考えて判定をしており、また、相談が終了した
事や、幼保一体化は、障がいを持っている子ど 時点では、保護者、学校、相談員による三者懇
もには大きな問題になる。あらゆる会や団体が 談を可能な限り行い、お互いの理解を確認して
一体となって連携会議を組織していく時ではな いる。
いか。

幼保一体化に関しては、国の制度上の問題で
あるが、幼稚園、保育園及び小学校の関係者で
組織する幼保小連携会議（仮称）を以って組織
の連携の強化を図っていく。

４．魅力ある教育の推進
意見

対応

学校図書館について、保護者の意向や先生の

学校において子どもの読書活動推進の担い手

意見として、蔵書を増やすことも重要だが、図 となるよう、司書教諭に加え、補助金を各学校
書館内に、子どもに本を好きにさせてくれたり、 に交付することにより、各学校において学校図
図書館の使い方のアドバイザーとして活躍して 書館職員の配置を行っている。補助金の増額に
くれる人材が欲しいという声が強い。

よりその充実に努めており、平成 24 年度におい

また、学校図書館の職員が研修を受けたり、 て、勤務形態に係る目標（１日５時間、年間 210
公立図書館との合同の学習会の場を設けたりす 日勤務）が達成される見込みである。
ることで、スキルアップする機会を教育委員会
で保障することが必要ではないか。

学校図書館職員のスキルアップについては、
司書教諭が研修等において自己研鑽し、学校図
書館職員に伝達するなどして資質向上を図って
もらうことを大切に考えている。
また、長野市教育センターにおいて、図書館
教育や読書指導に関する講座を開講しているの
で、今後、学校図書館職員の自主的な参加につ
いても、案内をしていきたいと考えている。

情報化が進み、学校図書館同士や市の図書館

学校図書館と市立図書館等の連携・協力によ

との本のやり取りをする可能性ができる。限ら る取り組みは、重要であると考えている。
れた財産をみんなで活用するシステムを作るこ

市立図書館では、小・中学校に対して団体貸

とや、デジタル化を進めていく中で外に踏み出 出しを行っており、学校では、朝の一斉読書や
すことで、地域が繫がり、子どもの学びも広が 調べもの学習に活用している。
っていく。長野市で積極的に挑戦していって欲
しい。

また、学校では、インターネットを通じて市
立図書館の蔵書検索ができるほか、市立図書館
から読み聞かせボランティアの紹介などを受け
ている。
市立図書館と学校図書館では、蔵書管理・貸
出管理システムが異なるため、同一システムで
の管理はできないが、今後も、連携・協力体制
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のあり方について研究していきたい。
学校図書館については、市内の小中学校から
は全学校の図書情報の検索が可能であり、学校
間で本のやり取りができる環境となっている
が、実際の運用については、その必要性と効果
を含め、今後の研究課題である。
不登校の資料について、全体としての人数の

家庭・学校・地域・関係機関との連携を強化

増減だけではなく、どういうケースで減ったの するなど、相談体制の充実を図るとともに、個々
か、家庭訪問が多かったとか、クラス担任を中 の実態に応じた支援を実施し、不登校の防止に
心とするケアが功を奏したとか、家庭の取り組 努めているが、個々のケースにつき、何が効を
みが変わったとかいう説明があると、より丁寧 奏したのか具体的に特定することは困難であ
な記述になると思う。

る。このため、ご意見のような「説明」は難し
いと考えるが、可能な限り丁寧な記述を心がけ
ていきたい。

不登校の問題は学校が悪いと言われがちであ

不登校をめぐる複雑多岐にわたる要因に対し

るが、家庭の問題、本人の問題、もちろん学校 ては、生涯学習課やその他の関係部署、専門職
の問題でもある。非常に多岐にわたっているの や関係機関等と更に連携していくこと、家庭と
で、家庭教育の充実、乳幼児期からの子育ての の協力関係を一層築くこと等が重要であると考
講座を企画するところと連携するなど、問題を えている。
広く捉えることが教育の充実推進になると思

不登校の原因としては、家庭問題や学校生活

う。学校教育課ばかりでなく、生涯学習課やそ に係る問題が多く見られる。本人の抱える問題
の他の課と連携していく構想を持つことが良い に関しては、担任を始め、スクールカウンセラ
のではないか。

ーの活用等による専門的分野からの支援を行っ
ている。家庭問題に関しては、児童生徒の環境
への働きかけが重要であり、社会福祉の専門的
資格を有した支援員が、家庭生活の安定化に向
けた支援に当たっている。
不登校対策については、学校内の支援に止ま
らず、家庭への支援を講じるため、福祉分野等
に関する情報提供を行ったり、関係者や関係機
関が支援会議を開催するなど支援を行っている
が、今後も一層連携を深めていく。

市立長野高校の教育内容を充実させるには、

教育内容の充実には、研修による教職員の力

まず教員だと思う。教員の資質向上が盛んに言 量の向上が不可欠であると考えている。市立長
われているが、市立長野高校の教員については、 野高校では、現在、通常の法定研修等を県への
社会人講師の話を聞く等、市独自の研修ができ 委託により実施しているほか、市独自に進路指
ないか。

導関係で外部講師による職員研修を年３～４回
行っている。また、毎年代表者による県外の学
校視察を実施し、職員会で報告・研修会を行い、
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情報を共有することにより、資質の向上を図っ
ている。今後も、専門性・指導力と人間性を兼
ね備えた教職員となるよう、更なる工夫してい
きたい。
５．家庭・学校・地域の連携による教育力の向上
意見

対応

子どもが主体となった育成会活動や青少年健

学校 PTA の懇談会等開催時に、家庭教育力向

全育成フェスティバル等の方向性は望ましい。 上事業による講師派遣補助を行い、連携を図っ
学校の自主的活動との連携も図れるとさらに良 た。
いと思う。
学校支援地域本部事業の助成事業は終了する

学校支援の取り組みに対し、必要な情報提供、

が、今年度も継続して学校支援地域本部の活動 依頼による講演会等の実施を行っていく。
は計画しているので、引き続き市のソフト面の
サポートを検討していただきたい。
家庭教育力向上講座の参加者数が増えている

「地域の教育力の向上」には、地域の実情に

ことは喜ばしい。今後は、今日的課題として、 合わせた取り組みが必要と考えるため、イベン
市ＰＴＡ連合会等と連携し、中央から講師を招 ト的なものは有効な方法を検討していく。
き、イベント的なものをやってもよいのではな
いか。
それぞれのＰＴＡの自主性に任せるだけでな

地域の懇談会、研修会に参加し、現状報告、

く、教育委員会から、問題提起や基調報告など 問題提起を行った。
をしていくことが必要だと思う。
重点的な取り組みに、
「保育家庭支援課との連

H25 年度に幼稚園・保育所用リーフレットを

携により就学前の保護者に対する啓発活動を実 作成し、就学前の保護者に対する啓発活動を実
施」とあるが、具体的な取り組みを明記して欲 施予定。
しい。
家庭の教育力向上は、女性の仕事の仕方や、

「家庭の教育力向上」、「地域における教育力

今の企業体制等に関係してくるので、男女共同 の向上」を中心の教育力向上を目指しているが、
参画の視点からも一言入れて欲しい。

視点については再度検討する。

６．活力ある地域を創造する生涯学習の推進
意見

対応

今後の取り組みに、地域貢献ができる環境の

地域活動に役立つ講座や情報の提供について

提供・仕組みづくりを進めるとあるが、生涯学 具体的な説明を記載した。
習が自己実現型になり、学んだことを地域に返
していくことが今後テーマになると思うので、
ここをもう少し分かりやすく強調して欲しい。
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図書館利用格差解消の方策について、職員を ・学校図書館の地域開放は、学校内のリスク管
配置して、学校図書館の一部を地域に開放した 理や児童生徒の安全管理の徹底が求められる
り、子育て支援ということで、小学校の図書館 中、現状での実現は難しいと考える。
の一画を、親子読書の場として提供することも ・方策については、読み聞かせボランティアや
考えられるのではないか。分館を作るとなると PTA、周辺保育園の保育士などに限定した学校
大変な予算がかかるので、いいアイデアを検討 図書館の利用や、保護者を対象とした親子読書
してもらいたい。

会の開催など、比較的実現性のあるものについ
て、その効果と必要性を含め、今後検討してい
きたい。
・分館設置までの暫定的な利用格差解消の対策
として、本館から離れた地域の公民館の図書館
分室などをサービスポイントとして選択し、本
の予約、受け渡し、返却ができるよう、図書館
システムや配送網の整備を行い、市内全域での
図書館サービスを充実させるよう取り組んでい
きたい。

「市立公民館講座で学んだ市民等が講師にな

具体的な事例として、朝陽公民館・長沼公民

った」ことは、素晴らしい成果だと思う。また、 館の取り組み等を記載した。
市立公民館で学んだ市民等が公民館事業の中で
指導者を務めたり、公民館の応援団となり地域
の活性化に向けた取り組みを行うなど、学びあ
う仕組みづくりや仲間づくりを進めたことは、
社会教育として，生涯学習のあり方として理想
的な取り組みだと思う。こうした成果は具体的
に事例を出して紹介してもよいのではないか。
７．多彩な文化の創造
意見

対応

野外彫刻について、長野市として継続す

日本を代表する作家の作品がこれほど集積し

る事業として評価しているが、このまま続 ている地は、ほかに数少ないことから、文化芸
けていくことについて、市民と検討し考え 術を振興するために、この貴重な財産を活用の
てもよいと思う。野外彫刻ながのミュージ ツールとしてより多くの市民に観て、親しんで
21
アム構想等、市民と今後のあり方を検討し もらうための市民を交えたソフト作りは必要で
年
て欲しい。

あると考える。

度
長野市全体を美術館と捉えた野外彫刻ながの
分
ミュージアム事業を展開している。作品が市内
全域に点在しているため効果的な活用が難しい
という課題があり、設置場所を含めたまちづく
りとしての再検討が必要と考える。
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野外彫刻のあり方について、地域の人とアーテ

市民の皆様に親しんでもらうよう野外彫刻め

ィストが交流するとか芸術文化が地域に浸透し、 ぐりを実施し、参加者には好評を得ているが、
刺激を受け新しい動きがおきるようなあり方を 参加者が少ないという課題がある。より市民に
検討して欲しい。市民の意見を聴く機会を設ける 開かれた事業とするよう周知方法の工夫が必要
など、オープンな検討をしてほしい。

と考えている。

住民自治協議会は野外彫刻をどう捉えている

設置に当たって、区長会を通し地元の意向を

のか。住民自治協議会に預け、関心を持ち、生か 相談している。また、現在３地区で維持管理を
していくよう働きかけてもよいのではないか。ま 担当してもらっており、この取り組みを広げ、
た、学校で積極的に関心を持たせるような方策 各地域で彫刻に親しんでもらえるようにしてい
を、学校教育課と連携しながら考えていく必要も きたい。また、学校教育に活用すべく校長会と
検討し、鑑賞指導要領や事前観賞用 CD の作成

ある。

等の課題が挙げられた。
芸術文化振興基金運営委員会補助金について

現状では公平性に重点を置いた交付方法をと

は、長野市の芸術文化のあり方を、助成金のあり っているが、24 年度運営委員会において、より
方と共に検討するという事を入れて欲しい。単に 文化芸術の振興に寄与する補助金交付のあり方
いろいろな活動に補助するということではなく、 について検討していく予定である。
将来に向けて継続的な長野市の文化資本として
の芸術文化を創るための助成のあり方を検討す
ることが大事だと思う。
大室古墳群の整備が進んでいるので、もっとア

エントランスゾーンの整備は現在、平成 25

ピールして欲しい。アクセス道路の問題につい 年度の完了を目指して実施している。整備が完
て、早期に解決を図ってほしい。

了した古墳等は平時、大室古墳館とともに公開
しているが、完了までの間、整備事業に伴う大
型重機類の搬出入や稼動が予定されている。見
学者の安全確保のためには大々的な宣伝を伴う
常時公開は難しい状況であるため、エントラン
スゾーンの整備完了後にアピールをするよう、
準備を進めている。
アクセス道路に関しては、財源を含めた課題
解決のため、文化庁等と協議を継続している。

松代の文化財について、使って守るという方向

文化財の宝庫である松代においては、歴史的

性に期待を持っている。ルールは決めても、市民 な空間を利活用しながら保存することを基本方
が使用できる道を閉ざさないで欲しい。

針としている。文化財であるため、利用に一定
の制約はあるが、より多くの市民に積極的に利
活用してもらえるよう広報につとめたい。
なお旧文武学校の保存整備においても、地元
の利活用団体との意見交換を重ねており、施設
使用を前提とした保存修理を計画している。
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松代の文化財について、歴史的に価値のあるも

寺町商家では、食文化の発信拠点として活用

のとしてどうＰＲしていったらよいか。学校で地 することが可能な保存整備を計画しており、旧
元の歴史を勉強したり、学校教育課と連携しなが 松代藩鐘楼では、来訪者が登って眺望できるよ
ら中学校に働きかける方策が必要なのではない う構造補強を実施している。文化財課では文化
か。また、もう一度来たいという声が少ない。コ 財としての歴史的価値保全に加えた、施設の魅
ースとして周りやすくするなど、面としての利便 力向上を基本としており、歴史的道すじの整備
性が必要である。

やまち歩きセンターの運営等を行なう他部局と
の連携により、松代地区全体の周遊性が高まる
よう努めたい。
大室古墳群では長野市小学校長会等との連携
により、小学校の先生方の研修会を開催し、遠
足や社会見学の教材としての利活用を働きかけ
ている。

８．スポーツを軸としたまちづくりの推進
意見

対応

若返り体操教室など、講座の参加者の固定化、

受講者については、広報ながの等により広く

内容のマンネリ化などをどうしていくのか、解 募集しているが、参加者の固定化が見受けられ
決方法を検討してほしい。

るため、新たな受講者を開拓すべく、教室の開
催会場を増やした。
また、内容（実施種目）については、受講者
の意見を可能な限り取り入れ実施した。

全国中学校スケート大会への関心を高めるた

平成 23 年度の学校観戦は、過去最高の 1,809

め、学校へ働きかけているようだが、成果は上 名となった。（前年度 169 名）
がっているのか。継続した働きかけをしてほし
い。

多くの学校に観戦いただけるよう、前年度の
２月、校長会にて大会スケジュールをお知らせ
し、事前に学校行事に組み入れていただけるよ
う依頼したほか、大会直前に競技会場近隣の小
中学校に直接出向き、校長あて観戦依頼を行っ
た。

９．国際化の推進
意見

対応

姉妹都市等との交流を見直しした方がよいと ・クリアウォーター市（姉妹都市）からは、財
いう声はないか。交換留学へ行く子どもは自覚 政状況等の事情により平成 25 年度まで交換学生
を持って行っていると思うが、その経験を学 団を１団とする旨の連絡があったが、その先に
校・地域へ還元していく形など、交流の意味、 ついては未定である。また、石家庄市（友好都
あり方をどうしていくのか考えて欲しい。

市）からは、学校間の交流（一校一国運動のよ
うな相互派遣）をしたいという話があったが、
進展していない。更に、国際交流団体等からは、
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教育に限らず、文化、スポーツ、経済など様々
な分野で交流を広げて欲しいとの要望が企画政
策部秘書課国際室にあった。
・
「経験」の学校への還元については、帰国後の
報告会等において、その体験を在校生に伝達を
行っており、派遣生徒の個人的な国際体験にと
どまらず、国際理解教育に寄与することができ
たと考えている。更に今年度は、訪問団の交流
の成果等を集約し、市役所、もんぜんぷら座、
各学校へ展示することで、より一層の還元を図
った。今後も交流等を通して、異文化に触れ国
際人としての視野を広め、国際化社会に活躍で
きる人材づくりを進めていきたいと考えてい
る。
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六．今年度の学識経験者の意見
平成 23 年度分教育委員会の事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に当たって、客観
性を確保するため、学識経験を有する者の意見を聴いた。
以下に記載したものは、その主な意見であり、今年度の事業または来年度以降の事業の実施に当
たり、検討･参考とすべきものである。
なお、この他にいただいた意見で、報告書の内容、表現等に関し、追加･修正ができるものは、本
報告書に反映している。
１．学識経験者
氏

名

区分（職業等）

伏

木 久 始

信州大学教育学部 教授

石

川 利 江

(有)ISHIKAWA 地域文化企画室 代表

戸

谷

元中学校長

髙

２．意見聴取日等
(１) 第１回 平成 24 年７月 10 日（火） 場所 長野市役所第 1 庁舎会議室 4
(２) 第２回 平成 24 年７月 11 日（水） 場所 長野市役所第１庁舎会議室４
３．主な意見
（１）全体意見
・ これまでの意見を取り入れて報告書の形式を見直ししているが、今後も更に、読みやすい、分
かりやすい表現になるよう、努めてもらいたい。
・ 教育委員会はいらないという世論もあるが、教育委員の活動をどう評価したらよいのか。最近
の教員の不祥事も踏まえ、教育委員会のあり方自体を問い直すという姿勢が重要であり、慎重に
考えていく必要があるのではないか。
・ 教育委員に対して、教育現場では距離感がどうしてもある。その距離感をなくすためにも、大
いに現場に出て、実態を見て、現場の声を聞く立場で活動してほしい。
・ 教育委員が、積極的に学校訪問をしたことはわかるが、それよりも、高校生との懇談の場だけ
でなく、中学校の生徒会、小学校の児童会などとも懇談するなどの取り組みを行い、子どもたち
の生の声を聞くことによって、ただ授業を参観しただけでは分からないものが見えてくるのでは
ないか。直接、子どもたちと話をすることによって、子どもたちも自分の考えを大人に述べるこ
とができるし、教育委員が声を聞き取ってくれるということが良いのではないか。

(２)各事業意見
１．住民自治の推進
・ コミュニティ活動の支援について、取り組みの中に地域公民館などの整備と共に、地域のコミ
ュニティ活動リーダーの育成があるが、地域分権でリーダーの資質によって、コミュニティ活動
に差が出てくると思うので、ソフト面にも力を入れてほしい。
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２．子育ち・子育て環境の整備
・ 放課後子どもプランについて、施設の拡充、学年の拡大を期待している市民にとっては、市と
してどのように調整し、進めて行くのかという方針を、ある程度書くことによって、理解しやす
いのではないか。障害児の受け入れを行っていることは、とても大切な施策である。
３．障害者（児）福祉の推進
・ 特別支援教育の現場はみな違い、当然実践としては違いが出てくる。むしろ現場に応じて工夫
していくということが大切である。
また、これは理想であるが、子ども一人一人の、障害や発達障害も含めた情報を、成長過程で
連続して共有できる仕組みづくりが、これからは求められるのではないか。
４．魅力ある教育の推進
・ ICT の活用状況について、現場を見ている中では、インフラは整っているが、活用されていな
いところも多い。20 年後 30 年後を生きる子どもたちのために、責任を持って、教育環境を整備
しなければいけないと思うので、より一層、教育環境を整えることに努力してほしい。
・ 蔵書が充実したことは良いことであり、また大切なことでもあるが、児童生徒の図書利用の実
態が魅力ある教育の推進には欠かせないことであると思うので、その調査・評価が行われないの
か。読書は小さいときからの習慣が大切であるので、数字としてわかると非常に良いと思う。
・ 蔵書の充実は、読書活動を充実させるためにあるのであって、そこが大切である。また、図書
館職員の勤務の充実もとても良いことである。読書推進は全校体制で行うべきものとは思うが、
図書館職員の果たす役割、子どもを読書活動に導いていく力量がとても大切である。図書館職員
の研修についても充実させてほしい。読書指導も充実する方向でやってほしい。
・ Q－U による効果は示すことができないだろうか。一定の効果があると思っている。若い教員、
学級指導に迷っている教員にとっては、このデータを基に、分析の仕方、クラスの見方を学ぶこ
とができる。ただし、一人でやるのではなく、学校の中でチームを組んだり、教育センターで指
導したり、初任者研修などのツールにもなる。これをきっかけに学校の中で、子どものことで共
に相談できる体制づくりもできるのではないかと思う。
・ 中一ギャップは非常に難しく、根本的な問題であると思う。市として、深く追究して、施策を
検討していくことが大切であると思う。
・ 教職員研修・研究の充実は大事なことであるが、教育センター・理科教育センターでやってい
ることが書かれていない。中核市として、全国的にも良い体制で、充実した研修をやっている。
この研修を受けて、教師も勉強して教育に前向きになってやっているということをアピールすべ
きではないか。
５．家庭・学校・地域の連携による教育力の向上
・

学校評議員制度は大事な制度であると思う。学校運営の充実に役立っている制度であるので、
評議員を吟味して選んでほしい。学校での人選ではあるが、教育委員会としても、人選が大事で
あると指導してほしい。

・

学校評価について、保護者等へのアンケートに統一版を作っているが、市が広くなったため、
実態に合っていない項目も見受けられる。そこで、最低限、統一してデータがほしいという設問
を標準版として、後は学校の実情、重点に合わせて、評価項目を独自に作ることが良いのではな
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いかと思う。学校が自ら評価尺度も含めて、聞きたいことを聞くことを生かしたほうが良いので
はないか。そろそろ見直す時期と思う。

６．活力ある地域を創造する生涯学習の推進
・ 市民が学んだ成果を生かし、学んだ人が講師になってそれが次につながっていくという事を具
体的な取り組みで紹介していただいたが、こうして公開することによってより促進される効果が
あるのではないかと思う。市民の中で循環していくことが、社会教育の一番大事で目指すところ
だと思う。
・ 地域の教育力は、行政の目にとまらないところにもあると思う。教育委員会が把握しているこ
とはわずかかと思うので、把握に努めてほしい。
７．多彩な文化の創造
・ 野外彫刻について、今後も設置していくことを決めたということであるが、立体作品は背景と
の関係において成り立つもので、現状では良い作品が生かされていないと思う。このままでは、
いくら作品を作っても、冊子を作って、ガイドしても、長野市は野外彫刻のすごいまちにはなれ
ないと思う。作品環境を含めて考え直してほしい。すべてを動かすことは無理と思うが、城山公
園、真田公園など、中心的になる公園を作り、そのマップを作ることによって、アートを好きな
旅行者はそこを回ると思う。今ある財産を生かすためには再検討してほしい。
・ 野外彫刻の地域での取り合いの発想はいらない。ヨーロッパの都市づくりには、そこに芸術の
雰囲気があり、また、歴史の中で育ってくるので、やたらとモニュメントを作るのはどうか。都
市づくりを考えてもらいたい。
・ 新市民会館の建設に関係し、かなり音楽分野に関して力が入っているのは理解できるが、演劇
というものはコミュニケーション能力を高めるということでは、ある意味では音楽以上の教育効
果があるものだと思うので、演劇に対応できる空間をつくるなど、バランスを考えてほしい。
・ 文化財をすべて行政が守っていくという発想もあるが、住民に任せて守っていくことも必要な
のではないか。何を市民の財産として、住民のものとしていくのか。住民が困ったときに市がど
う助けていくのか等、文化財に対する市の理念を決めて、取り組むべきではないか。
８．スポーツを軸としたまちづくりの推進
・ 社会体育と学校部活動との住み分け、連携について、市としてどう考えているのか。現状では
指導者や中心となる保護者の考え方で行き過ぎの面があるところや、反対に部活動が充実できて
いないところもあると思うが、子ども達への調査も含め、実態把握をして欲しい。
・ 生涯スポーツの推進には、地域でのスポーツクラブの設立は大変良いことと思っている。また、
体育施設の低額での利用、無料での利用が生涯スポーツの振興に役立っている面もある。無料の
ところはそのままにするなど、工夫をして欲しい。
９．国際化の推進
・ 一校一国運動は、やる学校も、お金を出す教育委員会も大変ではあるが、他のオリンピック開
催都市にも良い影響を与えているものであり、貴重な先進例として継続すべきである。
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七．主な事務事業の評価結果
１－（１） コミュニティ活動の支援
事業名
主
な
事
務
事
業

事業の概要

地域公民館建設事業補 各地区の自治活動や生涯学習活動を支援し、地域のコ
助金
ミュニティ活動を促進するため、その中核となる地域公民
館の新築、増改築改修費用を補助する。

事業の実施内容

評価

今後の方向性

100万円以上の新築事業について、補助率1／
3以内。1,000万円上限。10万円以上の増改
築・補修事業について、補助率1／3以内。180
万円上限。新築事業6件 58,532千円。増改
築・補修事業64件 19,045千円。

地域公民館の整備について、前年
度に新築の要望があったものを含
め、予算の範囲内において交付す
ることができ、地域公民館の施設
整備が図れた。

地域住民の自治及び社会教育活
動の活性化を図るため、引き続き
施設整備に係る経費について補助
をしていく。

評価

今後の方向性

所属課 生涯学習課
２－（１） 子育ち・子育て支援の推進
事業名
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放課後子どもプラン推
進

主
な
事
務
事
業

事業の概要

事業の実施内容
・児童館等42施設、児童クラブ4施設、子どもプ
ラザ39箇所の管理運営委託
・放課後子どもプラン施設の登録児童数
6,157人
・放課後子どもプランの拡充
・開館時間延長実施準備

各校区の状況把握を行ない運営 ・できるだけ早期に全56小学校区
委員会と協議を進めることで、安 での「放課後子どもプラン」の実施
全・安心な放課後等の居場所の確 を目指す。
保やアドバイザーの活用等による ・校内に拠点となる教室の確保が
活動内容の充実など「放課後子ど 困難な校区では、受入対象学年を
もプラン」について、新たに7校区で 制限しているため、児童数の推移
平成24年度当初からスタートさせ や学校施設の工事計画等に合わ
ることができた。
せ拡充していく。
・児童数の推移に大幅な変化は見
放課後子どもプラン実施校区
られず、学校内の活動拠点となる
平成24年度当初 51校区
教室の大幅な確保も困難なことか
（新規7校区）
ら、児童館等については、狭隘化
の解消を進めつつ維持補修を行い
関係者との調整・協議など実施 使用していく。
に向けた準備を進め、実施体制の ・各運営委員会に依頼し、時間延
整った85施設において開館時間延 長の利用状況やニーズ調査に基
長が可能となった。
づき、次年度の延長実施時間の見
直しを行う。

・造成工事実施
・施設建設工事実施

・工事の進捗に遅れもなく、予定通 ・子育てサークル等への貸出など
り平成24年4月からの供用開始に 地域の子育て拠点としても有効活
間に合わせることができた。
用していく。
・旧児童センターについては、敷地
の跡利用計画が具体化した段階
で、解体工事を実施する。

朝陽児童センター母親クラブ等
30団体
児童育成 地域組織活動補助金
1組織 189千円

・各組織で、工夫した活動が行わ
れている。
・平成22年度に比べ、１クラブ増え
た。
・会員が限定されていると誤解を
招きやすい、事業名及び市の補助
金名称を改めるため要綱改正を行
なった。

参加希望児童に対し、放課後における安全で安心な居場
所を確保し、異学年交流や集団活動の中で、遊びや各種
活動を通して体力や創造力の向上を図る。

所属課 生涯学習課

(仮称）大豆島児童セン
老朽化した現施設を移転改築し、主に低学年留守家庭児
ター建設
童を対象とした放課後児童健全育成事業を実施する。
所属課 生涯学習課

児童育成 地域組織活
動補助金

所属課 生涯学習課

児童館等を拠点に、地域住民･保護者などが参加し組織さ
れた母親クラブ等の地域組織が行う児童育成活動を支援
する。

・母親クラブ連合会（26団体加盟）
等を通じて活動が活発化するよう
働きかけを行う。
・未設置の小学校区について、機
会を捉え活動の紹介を行い、新規
設置を促していく。

３－（１） 早期療育体制・教育の充実
事業名

主
な
事
務
事
業

特別支援教育推進

事業の実施内容
就学指導委員会の開催回数・判断件数 19回
249件
新設特別支援学級設備整備 ３学級
巡回相談員派遣 59校 756回
特別支援教育支援員の配置 70校 104人
特別支援教育コーディネーター連絡会の開催
４回
学校教育課特別支援教育担当指導主事によ
障害による特別な支援を必要とする子ども一人一人に沿っ
る学校訪問 43校 75回
た適切な就学機会を確保し、学習上または生活上の困難
小学校特別支援教育コーディネーター就学時
を克服できるよう相談･支援体制等の環境を整備する。
支援事業の実施
特別支援庁内連携会議部会の開催 １回
手づくりふれあい展の開催 1回
事業の概要

所属課 学校教育課

評価
・特別支援教育支援員の配置によ
る学校全体での支援体制の構築
に努め、学校教育課特別支援教
当指導主事による学校訪問により
専門的アドバイスを行うことができ
た。また、巡回相談員の派遣によ
り児童生徒の教育的ニーズの的
確な把握に努めた。
・特別支援教育コーディネーター連
絡会に、福祉関係機関も参加する
ことで、学校と福祉関係者との連
携を進めることができた。
・障害のある児童が小学校に就学
する際、幼稚園、保育所等から送
付される障害等に関する情報の、
管理・活用状況の調査を実施によ
り、当該情報の小学校による利用
状況が明らかになった。

今後の方向性
・障害の早期発見及び早期教育を
図りながら、関係部局及び福祉、
医療等関係機関の更なる連携に
努め、市全体として総合的かつ一
貫した支援体制の充実を図る。
・特別支援学級の教育課程及び指
導のあり方、特別支援学級と原学
級の連携による適切な交流及び共
同学習のあり方について研究を進
め、一人一人の教育的ニーズに応
じた適切な指導、支援を推進す
る。

評価
標準学力検査の開始から９年が経
過し、年々基礎学力の定着が図ら
れている。また指導改善について
の研究や学力の補完・補充指導に
取り組む学校が増えている。
事業の継続的な実施により、歴史
や文化学習を通じ、地域、学校へ
の愛着につながっているものや、
農業体験活動などを通じ地域との
交流が増えてきている。一方で、
内容がマンネリ化し時代にあった
事業になっていない所も見受けら
れたが、全体的には特色ある学校
づくりの推進が図られている。
住民活に光をそそぐ交付金の活用
により、学校図書館の蔵書の大幅
な充実が図られたが、これまで
滞っていた蔵書整理・更新を大幅
に行った学校では、図書標準を割
り込む結果となった。。

今後の方向性
引き続き事業を実施し、課題を把
握して、指導改善等に努め、基礎
学力の保障と向上を図っていく。

４－（１） 小・中学校の教育内容の充実
事業名
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基礎学力調査事業

事業の概要
児童・生徒の基礎学力を高めるため、全校一律の調査を
実施し、その結果の分析及び考察を基に授業改善を図
る。

事業の実施内容
標準学力検査NRT等実施学年及び人数
小学校 5年：3,560人、6年：3,596人
中学校 2年：3,341人

所属課 学校教育課
補助金の交付 81校

学校マイプラン推進事
業補助金
主
な
事
務
事
業

学校が実施する特色ある教育活動に対し、その自主性、
独自性のある活動を支えるために補助金を交付する。

所属課 学校教育課

学校図書館運営

図書購入費等 43,138千円
補助金（図書館司書手当分) 52,358千円
読書に親しむ環境を整えることで、児童・生徒の教育効果
を高め、人間形成や情操教育の向上を図るよう、学校図書
国庫補助「光を注ぐ交付金」による図書購入
館の蔵書の購入と図書館職員の雇用に要する経費を補助
35,655千円
する。

所属課 学校教育課

情報教育推進

所属課 学校教育課

教育ネットワーク等の維持管理
教育の情報化の普及・定着業務（メディアコー
ディネーターの派遣含む）
教育の情報化を推進し普及・定着するため、サポート体制 教育の情報化推進のための体制の整備
や情報環境を整備し、ＩＣＴ機器の授業利用を促進する。

学校でのトラブルや授業支援に適
時、適切に対応し、安定したサービ
スが提供でき、学校の円滑な管理
に資することができた。また、各校
へ実物提示装置の導入を行うな
ど、授業におけるＩＣＴ活用の推進
を図り、教育環境の整備を推進す
ることができた。

補助事業の目的を明確にするな
ど、各校がより効果的に、時代に
あった特色ある学校づくりを推進で
きるように支援を行うことにより、特
色のある教育活動の充実を図って
いく。

補助金（図書館司書手当分)の増
額により、平成24年度において、
図書館職員の勤務形態に係る目
標（１日５時間、年間210日勤務）
が達成となる見込み。また、図書
館の設備、計画的な蔵書整理の更
なる充実を図る。
教育ネットワーク等の保守・管
理、回線使用料等恒常的に必要と
なる経費も含めて、今後も一定の
費用負担を行いながら継続してい
く。
校務の情報化について検討し、
システム活用を図る。

事業名

主
な
事
務
事
業

事業の概要

事業の実施内容

評価

小学校新学習指導要領の完全実
・中学校へのALTの派遣 11人
施に当たり、「小学校外国語活動
・小学校へのALTの派遣 ８人
ハンドブック」を作成し、研修に活
・長野市支会英語活動拠点校支援事業
拠点
小・中学校国際理解教 国際化社会に対して広い視野を持つ児童・生徒を育成す
用することができ、併せて外国語
校７校
育
るため、外国語指導助手（ALT)などの派遣や一校一国運 ・一校一国運動補助金交付 ８校
活動に関する支会小学校教職員
動活動への補助を行う。
の研修の支援を行うことができた。
また、パートALTを用いることで、
効率的な配備ができた。
所属課 学校教育課

教職員研修

初任者研修 16回開催
5年経験者研修（共通研修） ２回開催
教職経験に応じた研修や職能に応じた研修など、専門的・ 10年経験者研修（共通研修） ８回開催
実践的な教職員研修を進めるとともに、多様化・複雑化す 専門研修（指定） ９回開催
る教育ニーズに対応するための研修を実施する。
専門研修（希望） 71回開催

今後の方向性
小学校外国語活動において、教職
員件数を充実させるとともに、ALT
の有効的な活用方法について、啓
発を図っていく。

市独自で作成した教育課程指導 中堅教職員（10年経験者研修から
書を用いて教職員研修を行うこと 管理職研修までの期間）の研修を
で、具体的な指導方法を深め、学 充実させていく。
力の定着とともに心を育む授業へ
とつなげることができた。

所属課 学校教育課
４－（２） 一人ひとりの児童・生徒に応じた支援
事業名

事業の概要

事業の実施内容
・中間教室設置数/８教室
通室児童生徒数/78人（小８人・中70人）
・県雇用のｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ（SC）の配置
配置数/14人、相談時間/4,098時間
・Ｑ－Ｕ調査の全校実施 81校 14,137人
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心の教育推進

不登校児童・生徒を中間教室で受け入れ、集団適応指導・
学習指導を行い、学校への復帰を促進する。
また、「Ｑ－Ｕ調査」を行い、不登校の予防に取り組む。

評価

今後の方向性

「Q-U」の活用により、個別支援や
学級集団づくりを行うことにより、
学級満足度の高まった。また、教
育相談センターなど様々な機関が
連携を取って、個別にきめ細かく
対応していくことで児童生徒やそ
の家庭への支援を行うことができ
た。

Ｑ－Ｕの活用を充実させ、より良い
学級集団づくりを行うことで、不登
校の予防を行っていく。また、「不
登校対策委員会」の設置等、校内
支援の充実や研修会、連絡会議
等の充実を図る。更に、家庭との
係わりや専門家の活用による支援
を行っていく。

所属課 学校教育課
主
な
事
務
事
業

相談員の配置及び相談対応
相談件数 5,972件
・窓口相談指導員 ２人、252件
・学校訪問相談指導員 ７名、4,905件
教育相談センター事業 来所・電話相談や学校訪問相談等で、学校に関する教育 ・家庭訪問相談員 ７人、284件
相談を受け、子どもや親等が抱える様々な悩みや不安を ・電話相談員 ４人、531件 ・支援会議 51回
受け止め、解消に向けて支援する。

所属課 学校教育課
長期欠席児童生徒改善指導員（非常勤職員
不登校児童・生徒に焦点を当て、「人間関係や学習に関す １日５時間45分勤務）の配置
る教育相談」、「学習に対する個別支援｣を実施し、不登校 中学校
９校
9人
の長期化の防止を図るため、長野市立小・中学校及び中
長期欠席児童生徒改善 間教室に長期欠席児童生徒改善指導員を配置し、支援す 中間教室（8教室巡回） １人 計10人
指導員配置事業
る。
【緊急雇用創出事業】
所属課 学校教育課

不登校問題を重要課題と位置付け 相談内容も年々多様化複雑化して
相談業務に当たっている。スクー おり、長期に渡り継続して相談を受
ルカウンセラーや相談指導員等が けるケースが増えている。必要な
児童生徒やその保護者の相談を 助言指導が適確に行えるよう、職
受けるほか、学校で開かれる支援 員の資質向上に努め、学校や関
会議に参加して学校側との情報共 係機関との連携を密にして、支援
有を図ったり、様々な機関と連携し 体制の強化を図る。24年度から配
ながら相談者から寄せられる多様 置したスクールソーシャルワーカー
と連携し、教育相談・支援を更に充
な相談に対応している。
実させることが重要である。
・ 長期欠席児童生徒改善指導員
の配置で、不登校が長期化してい
る児童生徒に対するきめ細かな支
援により改善に向かうことができ、
併せて、学校全体としての取組み
として、関係機関との情報交換や
連携強化を図ることができた。

本事業は緊急雇用を活用している
ため、事業終了（24年度）までに、
長期欠席児童生徒数の減少を図
ることにより、学校負担を軽減して
いくことが重要である。
また学校全体の連携や、関係機関
との連携強化を図り、事業終了後
も支援体制を継続することが重要
である。

事業名

事業の概要

特別支援教育推進
３―（１） 早期療育体制・教育の充実 ： 再掲
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主
な
事
務
事
業

事業の実施内容

評価

今後の方向性

就学指導委員会の開催回数・判断件数 19回
249件
新設特別支援学級設備整備 ３学級
巡回相談員派遣 59校 756回
特別支援教育支援員の配置 70校 104人
特別支援教育コーディネーター連絡会の開催
４回
学校教育課特別支援教育担当指導主事によ
る学校訪問 43校 75回
小学校特別支援教育コーディネーター就学時
支援事業の実施
特別支援庁内連携会議部会の開催 １回
手づくりふれあい展の開催 1回

・特別支援教育支援員の配置によ
る学校全体での支援体制の構築
に努め、学校教育課特別支援教
当指導主事による学校訪問により
専門的アドバイスを行うことができ
た。また、巡回相談員の派遣によ
り児童生徒の教育的ニーズの的
確な把握に努めた。
・特別支援教育コーディネーター連
絡会に、福祉関係機関も参加する
ことで、学校と福祉関係者との連
携を進めることができた。
・障害のある児童が小学校に就学
する際、幼稚園、保育所等から送
付される障害等に関する情報の、
管理・活用状況の調査を実施によ
り、当該情報の小学校による利用
状況が明らかになった。

・障害の早期発見及び早期教育を
図りながら、関係部局及び福祉、
医療等関係機関の更なる連携に
努め、市全体として総合的かつ一
貫した支援体制の充実を図る。
・特別支援学級の教育課程及び指
導のあり方、特別支援学級と原学
級の連携による適切な交流及び共
同学習のあり方について研究を進
め、一人一人の教育的ニーズに応
じた適切な指導、支援を推進す
る。

所属課 学校教育課
発達障害（学習障害やＡＤＨＤなど）等の児童が誘引となる 小学校学級サポーター（非常勤職員 １日５時 担任一人では指導が困難で学級 本事業は緊急雇用を活用している
崩壊が起こりつつある学級におい ため、緊急雇用が終了した時点
授業の遅れや荒れによるもの、また、学級内の人間関係 間45分勤務）の配置
て、当該児童への担任の指示に対 で、学級サポーターの配置も終了
に起因して学級崩壊傾向にある学級の機能回復を早期に 小学校10校 10人
する支援を行うこと始め、当該児 する。
図る。
童を中心に学級全体への支援を 学級サポーターの配置がなくても
行うことにより、学級としての一体 安定した学級経営を行えるよう、校
小学校学級サポーター ・教室外への飛び出し、暴力、暴言等の問題行動を起こし
感が醸成され、学級機能を回復で 内支援体制の整備を強く推し進め
配置事業
てしまう児童本人及び児童の属する学級全体の安全を確
る必要がある。
きた学校があった。
保する。
その一方で、学級の落ち着きを取
・発達障害等に起因する粗暴等の問題行動、集団不適
り戻せず、引続き学級サポーター
応、不登校等の二次障害を起こさないよう、学級担任を支
による支援を必要としている学校も
援し、学級の安定化を図る。
ある。
所属課 学校教育課

【緊急雇用創出事業】

４－（３） 快適で安全な教育環境の整備
事業名

主
な
事
務
事
業

事業の概要

事業の実施内容
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【耐震化の状況（非木造）】
・耐震化率 82.2% （338棟/411棟）
小・中学校耐震補強
耐震性能を確保するため、耐震診断の結果に基づき、校 ・耐震性が保証されない棟数 73棟
舎と屋内運動場の耐震補強設計と耐震補強工事を行う。 【平成23年度実績】
・耐震診断 4棟 ・耐震補強設計 10棟
所属課 総務課
・耐震補強工事 9棟
【増築事業】
・川中島中学校
【改築事業】
小・中学校校舎増改築 児童・生徒数の増加・３５人学級編制等に伴う教室不足を ・三輪小学校･城山小学校・安茂里小学校・吉
解消するための増築事業や耐震対策として老朽化校舎の 田小学校・通明小学校・松代小学校・川中島
小学校・青木島小学校・櫻ヶ岡中学校・篠ノ井
改築事業を実施する。
西中学校・豊野中学校・裾花中学校・西部中
学校・柳町中学校・東部中学校・鬼無里中学
所属課 総務課
校
【施設改修事業】
第二学校給食センター排気ファン・ダフト改修
工事
【設備改修事業】
学校給食施設改修
学校給食センター及び共同調理場施設の維持補修や計画
第三学校給食センターボイラー更新工事
的な設備機器の更新を実施する。
【備品の更新】
豊野学校給食センター攪拌装置付回転釜
鬼無里学校給食共同調理場ガス回転釜
所属課 保健給食課
中条学校共同調理場ガス回転釜

評価

今後の方向性

23年度事業の着実な遂行に努め 耐震化計画に基づき、耐震補強事
たほか、補正予算対応により24年 業を着実に推進する。特に、｢大規
度に予定していた4棟の耐震補強 模地震で倒壊の危険性が高い」と
工事の前倒しを図った。耐震化率 診断された建物の耐震化を早急に
は82.2%となり、昨年に比べ3.2ポイ 進める。
ント上昇した。
23年度事業の着実な遂行に努め 耐震化計画に基づく、耐震改築事
たほか、生徒数の増加及び35人学 業を着実に推進するとともに、各学
級編制の導入に伴い平成25年度 校の児童・生徒数の推移を見極め
以降教室不足が生じる川中島中 ながら、必要な増築事業に取り組
学校の校舎増築の事業化を図っ む。
た。

23年度事業の着実な遂行に努め
たことに加え、過疎債の活用によ
り、計画的に施設・設備の改修や
備品の新設・更新を実施すること
ができた。

新たな給食センターの建設や老朽
化の進む第一・第三学校給食セン
ターの改築計画を進めるとともに、
既存の施設及び設備の改修・修繕
等を計画的に実施し、安全・安心
な学校給食を提供と衛生管理の徹
底を図る。

評価

今後の方向性

４－（４） 高等学校・大学等の教育の充実
事業名

市立高等学校建設

所属課 総務課
事業名
主
な
事
務
事
業

事業の概要

事業の実施内容

H19 校舎建設第一期工事(備品整備）
東日本大震災の影響により資材の
H20 長野市立長野高等学校開校
調達が間に合わず、22年度から繰 平成23年度をもって事業完了
H21
複合体育館建設(備品整備）
越したグラウンド整備を、延長工期
時代の変化や市民の要請に応えた高校改革に合わせ、市
H22 校舎建設第二期工事、多目的ホール建設 （H23.5.13）までに竣工できた。
立高等学校の建設と備品・機器等の整備を行う。
（備品整備）
H23 グラウンド整備
事業の概要

事業の実施内容

・ 社会人講師や体験学習などによる多様な
学びを通して、学習意欲を高め、進路希望の
実現と個性・能力の伸張を図った。
また、学校間の連携協定を締結した信州大
学教育学部、清泉女学院大学・短期大学等の
地域社会とのかかわりの中で、総合学科の特色である多
協力により、大学の教員による授業や生徒へ
市立高等学校管理運営 様な学びを通して、学習意欲を高め、進路希望の実現と個 の進路ガイダンス等を行った。
性の伸長を図る。
・ 基礎学力の定着と自ら積極的に学ぶ意識
また、男女共学化により新設された部活動を支援し、身体
を育てるとともに、基礎的生活習慣を身に付
の鍛錬と強靭な精神力を養う。
け、市立長野高校の生徒としての意識を育て
た。
・ 市立長野高校の特色を示すものとして、ス
ピードスケート部やサッカー部等の部活動につ
所属課 市立長野高校
いて充実を図った。

評価

今後の方向性

・ 多様な学びや大学等が持つ知識等 社会環境や生徒の興味・関心に対
の導入は、社会を知り、自己実現を図 応した学習や部活動を推進すると
るために有意義であり、生徒の学習意 ともに、進路実績を確立し、特色と
欲を高め、希望する進路の実現と個 魅力ある高校づくりを推進する。
性・能力の伸張に資することができた。
・ 基礎学力の定着や基礎的生活習慣
付け等により、社会の形成者として必
要な資質を養うことができた。
・ 部活動の充実により、生徒の身体
の鍛錬や責任感、連帯感の涵養等に
資することができた。また、スピードス
ケート部やサッカー部等が大会で一定
の成績を収めたこと等により、部活動
の充実が市立長野高校の特色として
一般に認知されつつある。

５－（１） 家庭・学校・地域の連携による教育力の向上
事業名

家庭教育力向上

事業の概要

事業の実施内容

家庭の教育力の向上を図るため、市内の小・中学校で保 ・24単位PTA
護者及び地域住民を対象とした、家庭の教育力向上講座 ・32講座
を実施する。
・9,512人

評価
身近な家庭教育講座の内容によ
り、直接的に家庭教育の啓発と
なっている。数回開催するところ
と、一回も開催しないところがあ
る。

今後の方向性
より多くのPTAにこの事業を利用し
ていただけるように、さらに、教頭
会・各PTAに対して積極的にPRを
していく。また、就園前の親子に対
する講座等の実施する。

所属課 生涯学習課

青少年対策

・リーダー派遣 46回 58人
・成人指導者派遣 23回 87人
青少年の健全育成の推進を図るため、自然体験や交流体
・すこやか号派遣12回
験事業を実施する。
・子どもキャンプ 一般参加者59名（小4～中
2）

参加者を地域育成会等のリーダー 子ども会リーダーや成人指導者の
的な子どもに限定していないため、 派遣事業の目的を地域の育成会
参加した子どもたちの成果がこど に対して積極的にPRし、各派遣事
も会のリーダー養成に有効に結び 業を通して地域子ども会のリー
ついていない。
ダーを養成していく。

所属課 生涯学習課
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主
な
事
務
事
業

青少年育成環境整備

・「青少年問題を考える長野市民の集い」参加 地域活動の参考となるような内容 大人と青少年双方が一堂に会して
者
や、子ども自身も一緒に参加する 青少年健全育成の一助となるよう
130名
ことが出来る体験型の企画を取り な場、また、地域での開催も手段と
・「青少年健全育成フェスティバル」参加者
して有効と考える。
入れるなどの工夫をした。
市民の青少年健全育成に対する意識の高揚と、青少年を
300名
取り巻く有害環境浄化のため、啓発活動を実施するととも
・「青少年健全育成作品コンクール」
に、地域における非行防止活動等を支援する。
標語
617件
ポスター 132件
作文
88件

所属課 生涯学習課

・ボーイスカウト補助金交付
青少年団体育成補助金 市内青少年育成団体に対し事業活動補助金を交付するこ ・ガールスカウト補助金交付
とにより、青少年の健全な育成を積極的に推進するもの。 ・発明クラブ補助金交付
・わくわく体験事業補助金交付 120件

「わくわく体験事業補助金」は、毎
年利用する地区と、まったく利用し
ない地区がある。
また、その他の補助金について
は、活動内容等をみる必要があ
る。

「わくわく体験補助金」について
は、制度の内容を工夫していく。ま
た、体験活動の内容についても検
討していく必要がある。

所属課 生涯学習課
少年科学センター
最新科学とそれに関連する基礎的な科学機器を展示し、
遊びの中に科学する眼を養い、子どもたちの潜在的な興
味を喚起することを目的とする。H18年度から指定管理者
制度を導入した。

既存の展示品に頼らない事業も必要と考え、
映画の上映、サイエンスショー、出前講座の実
施。
入館者数 対前年比 114.0%

展示品の老朽化も見られることか 1年に一台展示品を入れている
ら、既存の展示物に頼らない、イベ が、既存の展示品に頼らない利用
ントの開催、出前講座を実施し、利 促進策を継続的に実施していく。
用者数を伸ばした。

青少年関係施設(科学
センター・練成センター)
の管理運営及び整備 練成センター
利用者増を図るため各種スポーツ 育成会や社会体育の団体などを
屋内・屋外での各種活動を通して、明るく、たくましい、心 屋内、屋外での各種活動の場の提供、地域と 団体へのPR、県外のスポーツ団 中心に利用促進のためのPR活動
体へのPRを行い、利用者数を伸ば や、県外の利用者へのPR活動も
身ともに健全な青少年の育成を図ることを目的に、青少年 の連携事業の実施。
した。
健全育成団体が安全で快適に利用できるようにするもの。 利用者数 対前年比 113.0%
継続的に実施していく。
H18年度から指定管理者制度を導入した。
所属課 生涯学習課

５－（２） 家庭・学校・地域の連携と交流の推進
事業名

事業の概要

事業の実施内容
・児童館等42施設、児童クラブ4施設、子どもプ
ラザ39箇所の管理運営委託
・放課後子どもプラン施設の登録児童数
6,157人
・放課後子どもプランの拡充
・開館時間延長実施準備

放課後子どもプラン推
進
２―（１） 子育ち・子育て支援の推進 ： 再掲

評価

今後の方向性

各校区の状況把握を行ない運営 ・できるだけ早期に全56小学校区
委員会と協議を進めることで、安 での「放課後子どもプラン」の実施
全・安心な放課後等の居場所の確 を目指す。
保やアドバイザーの活用等による ・校内に拠点となる教室の確保が
活動内容の充実など「放課後子ど 困難な校区では、受入対象学年を
もプラン」について、新たに7校区で 制限しているため、児童数の推移
平成24年度当初からスタートさせ や学校施設の工事計画等に合わ
せ拡充していく。
ることができた。
・児童数の推移に大幅な変化は見
られず、学校内の活動拠点となる
放課後子どもプラン実施校区
教室の大幅な確保も困難なことか
平成24年度当初 51校区
ら、児童館等については、狭隘化
（新規7校区）
の解消を進めつつ維持補修を行い
関係者との調整・協議など実施 使用していく。
に向けた準備を進め、実施体制の ・各運営委員会に依頼し、時間延
整った85施設において開館時間延 長の利用状況やニーズ調査に基
づき、次年度の延長実施時間の見
長が可能となった。
直しを行う。

所属課 生涯学習課
学校評議員の意見を活かして、地 地域に開かれた学校運営を行うた
域に開かれた学校運営、学校づく め、地域の代表者である学校評議
りの推進が図られている。
委員に意見を求める中で、地域の
特色が出せるように意見を収集
所属課 学校教育課
し、各学校の取組を進める。
・長野せいぶ学校支援地域本部（長野市立西 ３つの支援地域本部は、それぞ 平成23年度より国・県による委託
部中学校）
れの学校の状況に応じて、地域の 事業はなくなり、本市における学校
平成22年度をもって事業廃止
事業数３（学習支援活動２・部活動指導１） 特色を生かしながら活動すること 支援地域本部事業も平成22年度
・信州新町学校支援地域本部（長野市立信州 ができた。活動内容は違うものの、 で終了となる。しかし、本事業とは
学校支援地域本部事業 地域の教育力を学校教育活動に生かし、地域と学校が共 新町小・中学校）
学校のニーズをコーディネーター 別に32の住民自治協議会の中で、
に生徒の教育活動に関わることで地域及び学校の教育環
事業数５（環境整備５）
が把握し、地域に広めることで活 選択事務として｢学校・地域の連
境を整備する。
・中条学校支援地域本部（長野市立中条小・ 動がスムーズに進んだ。今後も
携」が行われており、本事業で得ら
中学校）
コーディネーターの活動内容が大 れたコーディネーターの成果や取
事業数28（学習支援23・部活動支援３・学 事になってくると思われる。
組みを生かしてくいく。
所属課 生涯学習課
校行事２）
少年育成センターが行う巡回指導 住民自治協議会による地域での巡
や立入り調査については計画的に 回指導活動及び環境浄化活動に
・巡回指導実施回数及び実施人数
実施された。また、住民自治協議 ついては希望に基づく研修や巡回
実施回数 203件
会が中心となる街頭指導について 指導等を行うことに更に力を入れ
実施人数 698回
少年育成センター運営 青少年及びその保護者、家族等青少年の健全育成に携
は、住民自治協議会本格稼動2年 るとともに、青少年保護育成条例
わるすべての人に対して少年育成活動を総合的に推進す ・立入調査及び実施状況
目になり、それぞれの地区の実情 に基づく市職員による立入調査
書店・ビデオ店
69件
ることにより、少年が非行に走る前の問題行動の段階で適
に合わせて活動の必要性を再検 等・相談活動及び広報啓発研修活
コンビ二エンス 153 件
切な指導を行い、青少年の健全な育成を図る。
討する地区が出てきた。
動は従前同様行うことで、非行に
・図書類自動販売機 設置台数 9台 (指導回
走る前段の問題行動を起こす青少
数 10回)
年を減らし青少年の健全育成を図
所属課 生涯学習課
る。
・市土地開発公社が地権者と用地 ・造成工事完了後、市土地開発公
・用地取得契約締結
(仮称）大豆島児童セン
取得契約締結。
･大豆島地区と実施設計協議
社から用地再取得を行なう。
ター建設
･大豆島地区（ごみまち協）と実施 ・7月から建築工事に着手し、平成
・建築工事実施設計委託実施
２―（１） 子育ち・子育て支援の推進 ： 再掲
設計について協議を進め、平成23 24年4月からの供用開始を目指
・敷地地盤調査委託実施
所属課 生涯学習課
年2月に報告し了承を得た。
す。
学校評議員会運営

58

主
な
事
務
事
業

学校評議員の設置 82校（（市立長野高校を
学校運営に関し地域の代表者から広く意見を聴き、地域に 含む。）
開かれた特色ある学校づくりを推進するため、各校に学校
評議員会を設置する。

６－（１） 生涯学習環境の整備
事業名

事業の実施内容

事業の概要

評価

延べ利用者数153,936人／年・主催講座４講座
生涯学習センター管理 生涯学習センターを拠点施設として、学習機会や生涯学習 ／年・文化講演会１講演／年・生涯学習だより
運営
情報・学習活動及び成果発表の場の提供など学習支援体 の発行２回
制を充実する。
所属課 生涯学習課

主
な
事
務
事
業

集客施設として、利用者、利用率と
もに増加して来ており、また生涯学
習の拠点施設としての役割りも講
座内容の充実化により除々に果た
しつつある。
100万円以上の新築事業について、補助率1／ 地域公民館の整備について、前年
地域公民館建設事業補
3以内。1,000万円上限。10万円以上の増改
度に新築の要望があったものを含
助金
築・補修事業について、補助率1／3以内。180 め、予算の範囲内において交付す
１－（１） コミュニティ活動の支援 ： 再掲
万円上限。新築事業6件 58,532千円。増改
ることができ、地域公民館の施設
所属課 生涯学習課
築・補修事業64件 19,045千円。
整備が図れた。
絵本を読み聞かせながら乳幼児と寄り添うひと 絵本の配付に加え、絵本の選び
ときを持ってもらうために、乳児及びその保護 方、読みきかせ方のアドバイスを
市内在住の乳児（１歳未満）を対象として絵本を無料配布 者に対して、乳児からの絵本の読み聞かせの 通して絵本の大切さを保護者に啓
おひざで絵本
し、保護者等に対して乳児からの絵本の読み聞かせの大 大切さや方法などを伝えながら、絵本を手渡 発することができた。また、健康教
切さや方法などを伝える。
室へ参加する保護者の増加につ
す。絵本配付人数2,821人
ながり、絵本の配付率も向上した。
絵本配付率89.9％
所属課 生涯学習課

公民館建設事業
老朽化し狭隘な施設の環境を改善し、サービスの向上を
図るため、移転新築する。
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所属課 生涯学習課

今後の方向性
一層の利用率の向上及び生涯学
習の充実を図り、生涯学習セン
ターがより市民に利用されやすく、
生涯学習の拠点となる役割を果た
していく。
地域住民の自治及び社会教育活
動の活性化を図るため、引き続き
施設整備に係る経費について補助
をしていく。
本事業を広く市民に広報すること
で、読書や読み聞かせの重要性を
PRしていく。

大豆島総合市民センター建設(実施設計、建設 大豆島総合市民センターについて 老朽化・狭隘化している公民館が
は、実施設計が完了し平成24年3 多く、市民から改築等の強い要望
工事）
月に建設工事に着手した。また川 があり、厳しい財政状況ではある
川中島町公民館建設（実施設計）
中島町公民館については地元協 が、順次、整備を進めていく。
議及び建物詳細設計を開始するこ
とができ、老朽化・狭隘化に向けた
対応を行っている。

７－（１） 文化芸術活動への支援と文化の創造
事業名

事業の概要

新市民会館運営管理基
新市民会館を長野市の文化芸術振興の拠点とすべく、新
本計画の策定
市民会館運営管理基本計画を策定する。
所属課 生涯学習課

主
な
事
務
事
業

野外彫刻ながのミュー
ジアム

評価

今後の方向性

長野市文化芸術振興審議会の開催１回
新市民会館運営管理基本計画の策定

事業の実施内容

育む」「楽しむ」「創る」「つなぐ」とい
う4つの役割を持つ、く文化芸術振
興の拠点施設としての基本方針を
設定することができた。

野外彫刻新規設置(２点)
既存野外彫刻管理(１３９点）
野外彫刻めぐり・写真コンテスト

新たに長野大通りに野外彫刻を設
置したことにより、身近な生活の場
に芸術文化にふれる機会を提供で
きたと考える。活用事業について
は、野外彫刻めぐり、写真コンテス
トなど参加者には、好評であるが、
周知が図られていない。

本計画は、新市民会館を文化芸術
の振興拠点とするための基本方針
を定めたものであり、引き続き、具
現化するための新市民会館運営
管理実施計画を策定する。
毎年、野外彫刻を設置していくこと
で、長野市全域を美術館になぞら
えた「野外彫刻ながのミュージアム
構想」の発信力が保たれているこ
とから、引き続き効果的に設置して
いく。また、市民等の認知度・関心
度を高めるため野外彫刻の魅力な
どを伝える事業やＰＲを検討・実施
するとともに、設置場所を含めまち
づくり事業と連動させていく。

彫刻の持つ芸術性と社会機能を生かした新しい都市空間
づくりを目指し、野外彫刻ながのミュージアム構想を展開
する。

所属課 生涯学習課

芸術文化振興基金運営
芸術文化の発表や鑑賞の機会の充実を図るため、芸術文
委員会補助金
化振興基金運営委員会に補助金の交付を行う。

芸術文化振興事業補助金
9,220千円
・自主事業→風景画展
・共催事業→市民演劇祭、文化芸術祭 他
・助成事業→芸術文化振興事業助成金
他

所属課 生涯学習課

基金運営委員会の事業において、
芸術文化振興の助成金を必要とし
ている市民団体等が公平に助成
金を受けられるよう交付している
伝統芸能後継者育成事業補助金 が、効果的な助成金の在り方につ
いての検討が必要である。

将来、助成活動の成果を、小中学
校等の要請を受けて還元できるよ
うな新規団体を育てることが必要
であると思われるため、方向性の
検討が必要である。

事業名
主
な
事
務
事
業

事業の概要

事業の実施内容
長野駅コンコースでのコンサート年7回開催
51団体、721人参加

街角に音楽があるまち 長野駅コンコースで合同コンサートを開催することにより、
づくり事業
発表機会と鑑賞機会の確保を図り、「まちなか」に音楽の
あるまちづくりを目指すもの。

評価

今後の方向性

児童から、大人まで幅広い参加が さらに、発表・鑑賞機会の拡大を図
得られた。また、多くの市民に、鑑 るため、実施回数を増やし、まちづ
賞の機会が確保され、所期の目的 くり事業として定着化を図る。
が達成できた。

所属課 生涯学習課
７－（２） 歴史・文化遺産の継承と活用
事業名

事業の概要

ボランティア活動推進
松代にある文化財をいかしたガイドや文化財の調査を行
い、生涯学習の実践を具現化する。

事業の実施内容

評価

真田宝物館など文化施設のガイドや旧白井家 ボランティア自身の意識も高揚し、
表門内の休憩所での湯茶の接待。
多くの来館者に対し的確に対応す
真田邸土蔵などでの各種ワークショップ及び宝 ることができ好評を得ている。案内
物館事業と連携し各種事業への協力や共同 をしたお客様の総数も増加してい
開催の実施。
る。
松代町内の文化財の調査や啓蒙書の発行及
び、宝物館史料の保存整理作業など。
執行額 3,145千円

今後の方向性
文化財調査、印刷物による啓蒙活
動、史料整理などボランティア活動
の幅を広げ、活動の深化を図ると
ともに、継続的に宝物館を利用し
てくれる市民等が増加するよう努
める。

所属課 文化財課
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主
な
事
務
事
業

信州大学工学部土本研究室との協業による伝 台帳の充実を図り、基礎データに 保存条例制定、保存審議会開催
善光寺周辺伝統的建造 善光寺境内とその周辺の宿坊群からなる歴史的景観を伝 建台帳の更新・拡充と伝統的建造物の選定。 基づく、決定基準や伝統的建造物 に向けての準備を進める。
統的建造物群保存地区として指定し保存するための準備
物群保存予定地区調査
修理・修景・許可基準の策定等の伝建指定に の取り扱い基準、修理・修景基準 対象物件所有者への個別説明を
を行うとともに、関連機関（文化庁・県教委・庁内）との協 向けた準備など。
などの策定を実施した。
実施し、理解と同意を得られるよう
議･調整を実施し、地元説明（個別説明）の準備を進める。 執行額 96千円
所属課 文化財課
努める。
公共用地取得に係る地方債償還
公共用地取得に係る地方債償還 エントランスゾーンの整備完了によ
発掘調査
る公開のためのイベント等（公開行
が完了した。
古墳保存修理ならびに環境整備工事
整備事業ではこれまで未着手で 事や特別展示・シンポジウム等）に
古墳保存修理ならびに環境整備工事監理
あったエントランスゾーンE区の整 関し、準備を進める。
古墳保存修理ならびに環境整備実施設計
備事業に着手し、整備実施範囲が また、整備完了後の公開ゾーンの
大室古墳群保存整備 国指定の大室古墳群の古墳とそれを取り巻く環境を保全・ 整備委員会等の開催
エントランスゾーン全域に整備範 適正な維持管理について、方法や
整備し、公開の場として積極的に活用する。
執行額 59,499千円
体制の検討を進める。
囲を広げることができた。
平成21～22年度にかけて実施した 第Ⅱ期となる遺構復元整備ゾーン
整備事業により公開部分が飛躍的 の基本設計に向けた準備に着手
に広がったため、年間来場者数が する。
増加した。
所属課 文化財課

新御殿跡保存整備

役人詰所保存修理工事
庭園整備・避雷針設置等工事
事業報告書作成（主屋）
老朽化の著しい国史跡・新御殿跡を整備し、その文化財的 襖絵レプリカ作製
価値を保全すると同時に、観光的あるいは生涯学習的な 整備委員会等の開催
場として利活用を図るもの。
執行額 55,361千円
（工期延長に伴い79,532千円をＨ24年度へ繰
越）

工事等の進捗によって、往時によ
り近い姿を来訪客に見てもらうこと
が可能となった。Ｈ22年９月の一般
公開開始以降、引き続き多くの方
にお越しいただいている。

残る各整備を進め、平成24年度に
て事業完了の予定。
利活用等については、守り伝えて
いくべき文化財であるという点と、
一方で観光の重要拠点でもあると
いう双方の観点から、より適切な
方策を検討していく。

所属課 文化財課
・総事業費 ： 267,113千円（用地購入費含
松代藩上級武士住宅である旧樋口家住宅を良好な形で維 む）
旧樋口家住宅保存整備 持し、文化財の保護に努めるほか、地元住民及び観光客 ・整備期間 ： 平成18年度～平成21年度
が気軽に利用できるようにする。また、無料休憩所としての ・整備概要 ： 主屋、長屋、土蔵、表門（薬医
側面を併せ持つことにより、来訪者にまち歩きをしてもらう 門）、庭園の整備
・一般公開 ： 平成22年6月1日
ための拠点とする。
所属課 文化財課

施設の管理運営事業者について
本整備事業は、平成21年度を
は、企画提案競技方式により委託
もって終了した。
先を決定した。
地域住民と観光客との交流の場と
して利用されており、入場者も多 今後は他の施設との連携を深めな
く、地域の活性化にも貢献してい がら、円滑により良い管理運営と
る。
利活用を目指す。

事業名

旧前島住宅保存整備

事業の概要
・総事業費
・整備期間
・整備概要
県宝指定の旧前島家住宅を、地域住民や観光客の憩いと 園の整備
交流の場となる文化・教養施設、観光・商業施設として整 ・一般公開
備する。

事業の実施内容

評価

： 155,363千円
施設の管理運営事業者について
： 平成17年度～平成22年度
は、企画提案競技方式により委託
： 主屋、土蔵、神祠、表門・塀、庭 先を決定した。
再現された江戸時代の武家屋敷
： 平成22年９月1日
において、地域住民と観光客との
交流の場として利用されており、地
域の活性化にも貢献している。

今後の方向性
本整備事業は、平成22年度を
もって終了した。

今後は、他の施設との連携を深め
るとともに独自の取り組みを増や
し、松代全体の魅力を高めること
ができる施設運営を目指す。

所属課 文化財課
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主
な
事
務
事
業

寺町商家保存整備

寺町商家保存整備として、公募市民による
ワークショップで提案された意見を参考に整備
後の利活用についての基本的な方針を定め、
補正予算を計上し、実施設計に入った。
松代を代表する明治時代の寺町商家を貴重な建造物とし 保存修理工事実施設計業務委託料 37,800千
て保存整備し、新たな松代の拠点として地域の活性化や 円
観光振興に結びつくような有効利活用を図る。
（うち23年度分19,999千円は24年度へ繰越）

市民意見を反映させる形で実施設 市民の意見を実施設計に反映させ
計に入ることができたが、整備後 るため、24年度は5回のワーク
の利活用の具体策については庁 ショップを開催する。27年度公開に
内合意に時間を要し、当初計画よ 向けて、25年度以降も市民の意見
り時間的な余裕がなくなったが、単 を聞く機会も検討していく。
なる「公開施設」という位置づけで
はなく、地域住民が「使って保存す
る」という新たな発想の施設整備に
着手することができた。

所属課 文化財課
保存修理工事ならびに工事監理
執行額15,700千円
旧松代藩鐘楼保存整備 旧松代藩鐘楼につき保存修理を行い、松代町のシンボル （残37,420千円24年度へ繰越）
として再生させるもの。
所属課 文化財課

旧文武学校保存整備

所属課 文化財課

土塀及び文庫蔵調査解体格納工事
土塀及び文庫蔵調査解体格納工事設計監理
劣化および地震による破損が著しい国史跡旧文武学校に 敷地測量
おいて、保存修理を進めると共に、利活用および施設管理 執行額 15,500千円
のための環境整備を行なう。

整備の過程で構造補強を施す必要が
生じたため受託者ならびに文化財保
護審議会委員と協議を重ねた。その結
果、設計変更を行い文化財としての保
全及び一般公開上の安全性を確保し
たうえで復元し、有効活用のできる見
通しとなった。

平成24年度中に保存修理完成さ
せ、24、25年度に周囲をポケット
パークとして整備した上で、平成26
年度に公開する予定。

破損が著しい土塀及び文庫蔵の
一部を解体したことにより、来訪者
に対する施設の安全性を高めるこ
とができた。

平成24年度には、文学所等の保
存修理実施設計を作成するととも
に、建物の耐震性を検討し、事業
計画の見直しが必要と思われる。

８－（１） 生涯スポーツの振興
事業名

事業の概要

事業の実施内容

若返り体操教室 1,029名
各種スポーツ教室 339名
体が軽くなるエクササイズ（KaQiLa)
ピラティス
スポーツ教室開催事業 スポーツの普及・振興や市民の健康増進・仲間づくりを目
親子ふれあい体操
ママピラティス
指し、多種目・年代に応じたスポーツ教室を開催する。
かんたんエアロビクス
冬期体力づくり
所属課 体育課
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評価

今後の方向性

高齢者向けの若返り体操教室な
ど、地域の社会体育館及び大規模
指定管理者施設を中心に開催し
た。

生涯スポーツ振興のため、誰も
が気軽に参加できる魅力ある教室
を利用しやすい時間・場所で開催
することで、市民のスポーツ実施
率の向上を図る。

参加者 計1,368名

スポーツ推進委員協議会の運営
各種大会の運営支援 ４回
（中学校駅伝、飯綱マラソン、オリンピック
デーラン、スポーツフェスティバル）
※長野マラソンは震災により中止
体育指導・普及啓発事
理事会等の開催 ５回
スポーツ推進委員の資質向上を図り、市民にスポーツ活
業
動への助言･指導を行い、生涯スポーツの活発化を図る。 全国・関東・県等の研修会参加 ３回
※関東は震災により中止
研修会の開催 １回

理事を中心に、スポーツ推進委
スポーツ推進委員の資質向上に
員の果す役割等について考えなが 繋がる研修会への参加支援や、ス
ら、各種事業に取り組んだ。
ポーツ情報の提供などで、地域の
スポーツ振興推進者である質の高
いスポーツ推進委員を養成する。

所属課 体育課
第21回県市町村対抗駅伝競争大会
60千円
第60回県縦断駅伝競走大会
スポーツ団体活動補助 スポーツ団体の組織育成及び地域スポーツの振興を図る 200千円
市スポーツ推進委員協議会
金
ため、大会出場経費や各地区で実施されるスポーツ大会
120千円
等への補助を行う。
長野市スポーツ事業補助金（32行政区）
3,061千円（32行政区）
所属課 体育課

市内全32地区においてスポーツ
大会が実施された。
また、スポーツ事業補助金を平
成24年度から各地区住民自治協
議会への一括交付金とすることで
調整し、事務の簡素化を図った。

スポーツ推進委員協議会の活動
を充実するなど、地域における人
材の発掘や育成、組織に対する支
援を行うことで、地域のスポーツ振
興を推進していく。
また、ボブスレー･リュージュパー
クで小中学校が実施するそり体験
教室に対する助成を継続的に実施
することで冬季競技の振興を図
る。

８－（２） 競技スポーツの振興
事業名

競技力向上事業

事業の概要

事業の実施内容

スポーツ振興事業
競技力向上事業
スポーツ振興及び競技力向上事業の一層の振興を図るた スポーツ少年団育成事業
事務局経費
め、（財）長野市体育協会へ負担金を交付する。
負担金総額 37,729千円

評価

今後の方向性

市体育協会と行政の役割を分担 競技スポーツ振興のため競技力
し、効率的な競技スポーツの振興 の向上を主とし生涯スポーツの振
に取り組んだ。
興、総合型地域スポーツクラブ創
設、冬季競技の振興など、市体育
協会と連携し事業を推進する。

所属課 体育課
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全国中学校スケート競技会の運営
大会負担金 22,000千円
観戦バス借上げ料 1,543千円
スポーツ拠点づくり推進 選手の目標となる”スケートの聖地”を目指し、全国中学校
事業
体育大会スケート大会を平成19年から10年間継続的に開
催する。

開催５年目
今までの大会運営方法を検証
し、より効率的な大会運営や、必
要最小限の経費での開催に努め
るとともに、多くの市内小中学生の
観戦を促進するため観戦バスの運
行（借上げ）を積極的に実施した。

運営方法等の見直しを含め更な
る経費節減及び集客向上の工夫
に努める。
また、10年経過以後も継続して
長野市で開催できるよう、各方面と
の調整を進める。

前年度創設された「冬季競技振
興基金（ながの夢応援基金）」への
寄付金を募った。
この基金を有効活用し、大規模
大会を実施することができた。

今後も継続的に各種国際大会等
を開催するため「冬季競技振興基
金」への計画的な寄付の確保と補
助対象となる大会への支援に努め
る。

所属課 体育課
以下の大会へ負担金を交付
第13回長野マラソン大会
全日本スピードスケート距離別選手権大会
2011オリンピックデーラン
国際競技大会等負担金 スポーツへの関心を一層高めるとともに、スポーツを通し
ジャパンカップスピードスケート競技会
た交流を広げるため、国際的・全国的なスポーツ大会を積 ドリーム・リンク・NAGANO
極的に誘致開催する。
ワールドカップバレーボール女子長野大会
負担金総額 39,366千円
所属課 体育課

８－（３） スポーツ環境の整備・充実
事業名

事業の概要

事業の実施内容
利用件数
利用料金

千曲川リバーフロントス
管理運営費
ポーツガーデン管理運 スポーツ活動の拠点整備と充実を図るため、市民やＡＣパ 指定管理者
ルセイロのほか、市立長野高校サッカー部が利用する芝 指定管理料
営
生グランドを適正に管理運営する。

893件
3,766千円
66,789千円
社団法人長野市開発公社
62,447千円

評価

今後の方向性

寒冷地では困難とされていた通年
常緑芝を実現し、芝生のグランドを
利用する一般団体、AC長野パル
セイロに加え、市立長野高校が利
用した。
利用率はほぼ上限に達している状
況の中、適正な芝生管理を実施
し、スポーツの振興、競技力の向
上のための環境づくりを図った。

安全で快適な施設運営に努め、市
民のスポーツ振興及び競技向上
の環境づくりのための芝生管理を
行い、良好なグランド状態を提供
する。

ナショナルトレーニングセンターに
指定されていることから、国からの
運営経費の継続的な資金が確保
された。これにより、一般会計の負
担を最小限に抑えることができた。

国に対しナショナルトレーニングセ
ンター競技別強化拠点施設とし
て、十分な運営経費の支援を要望
するとともに、さらなる経費の節減
に努める。

所属課 体育課

ボブスレー・リュージュ
パーク管理運営

NTC専用での利用料金
4,864千円
NTC以外での利用料金
1,470千円
格納庫・会議室・そり貸出使用料
841千円
競技者利用者延べ人数
2,731人
3,010人
ナショナルトレーニングセンター（NTC)指定に伴い、強化拠 入園者数
点施設として機能させるための高機能化事業を実施する。

所属課 体育課
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（仮称）北部地域スポー
ツ･レクリエーションパー 市民がスポーツに親しみながら交流し、緑の中で憩うこと
ク建設
のできる施設を大字三才地籍に建設する。

敷地造成、補強土壁、調整池、給水管工、雨
水排水設備、貯留施設、汚水排水設備、電気
設備工、多目的グラウンド
繰越分
53,077千円
23年度分 51,900千円

工事箇所における埋蔵文化財発 事業計画に基づき、平成25年度末
掘調査の完了が当初予定より延 の完成を目指し、建設工事を実施
び、工事着手が遅れたため、工期 する。
が延長となった。

所属課 体育課

大規模体育施設改修
施設の計画的な改修、緊急的な修繕を実施し、市民がス
ポーツを楽しむことができる環境を整備する。

所属課 体育課

・豊野体育館改修工事（屋根・ギャラリー手摺 平成23年度に計画した改修事業
等） 24,433千円
は全て実施した。
・更北体育館実施設計県負担金 19,197千
円
・ホワイトリングメインアリーナ照明交換工事
28,875千円
・ボブスレー・リュージュパーク中央監視設備
更新工事 27,090千円
・長野運動公園テニスコート人工芝張替え工
事 12,610千円
・アクアウィングろ過機交換工事 7,560円
・長野運動公園駐車場整備工事 6,352千円
・塩崎体育館屋根塗装工事 7,402千円
・南長野運動公園上水・井水隔測量水器交換
工事 5,880千円

施設の改修必要箇所の把握によ
り、施設の使用に支障をきたすこと
のないよう、計画的に改修工事を
実施する。

９－（１） 国際交流の推進
事業名
主
な
事
務
事
業

事業の概要

事業の実施内容

姉妹都市中学生派遣（22年度延期分） 14人
友好都市中学生派遣（22年度延期分） 14人
友好都市中学生派遣 30人
姉妹都市・友好都市交
姉妹都市米国クリアウォーター市・友好都市中国石家庄市 友好都市中学生受入 17人
流事業
と交流事業を実施する。

評価

今後の方向性

生徒や教師の相互派遣受入を通
し、人材育成が図られるとともに、
姉妹都市・友好都市との友好親善
の発展に寄与している。平成23年
度の姉妹都市との生徒・教師の交
換事業は、東日本大震災の影響
により、やむを得ず中止となった。

交流都市の実情に合わせて、交流
事業の内容を見直しながら、都市
間の友好親善の発展を図る。新学
習指導要領への対応を踏まえ、小
学校での交流活動と連携した取組
を行う。

所属課 学校教育課
９－（２） 多文化共生の推進
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事業名

事業の概要

事業の実施内容
日本語指導員の派遣 21校 19人
多文化共生支援員の派遣 13校 15人

主
な
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業

外国人児童生徒等教育 小中学校に在籍する外国籍の児童・生徒に日本語指導や
学校生活に係る支援を行う。また、学校全体で外国籍児
童・生徒の受入体制をつくり、支援を行う。

所属課 学校教育課

評価

今後の方向性

日本語指導員を21校に派遣するこ
とができた。国庫補助の減額によ
り事業費減となったため、指導内
容等を精査し、実施方法を工夫す
る等により、支援に支障が生ずる
ことがないように努めたが、必ずし
も充分な支援ができなかったケー
スがあった。多文化共生支援事業
（平成23・24年度緊急雇用創出事
業）の新規導入により、児童生徒
の多文化共生理解の推進と、学校
の外国籍等児童生徒の受入体制
の充実が図られた。

日本語の指導方法の効率化を図
るとともに、指導員の力量の向上
に努める。多文化共生支援事業
（緊急雇用創出事業）が平成24年
度に終了予定なので、終了前に学
校の受入体制や連携を更に強化
し、定着を図る。

