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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点検及び評価の概要
１

点検及び評価の根拠

長野市教育委員会の事務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。
２

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、課題や取組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）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。
３

点検及び評価の対象
「長野市教育委員会が平成 24 年度に重点事業として取り組んだ主な事務事業」

４

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、長野市教育振興基本計画に基づき、教育委員会が取り組む施策
の体系ごとに、課題や今後の取組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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二．平成 24 年度の主な事業の概要と評価
平成 24 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
事

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。

業 概

平成 24 年度は、定例会 12 回及び臨時会２回を開催し、協議事項 39 件、報告事項
50 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。

要

また、学校訪問を 56 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。
「開かれた教育委員会」に向けての、新たな取組として、市立長野高等学校の生
徒と教育委員の懇談会を開催した。

①

会議の開催及び協議内容等は、ほぼ例年と同様であるが、定例会議に引き続き勉
強会を開催し、教育委員会のあり方、新市民会館、子ども読書活動推進等の教育課
題に関し、委員の認識を深めるとともに、活発な意見交換をすることができた。

②

生徒と、クラブ活動や総合学科の履修状況、将来の夢など、学校生活全般につい
て話し合う中で、生徒一人一人が自分の将来に向けて真剣に取り組んでいる様子を知
ることができ、市立長野高等学校の特色である総合学科の着実な定着を実感した。
このことから、同校をはじめ教育行政全般のあり方を検討していく上で、大変意義
のある意見交換とすることができた。

評

②

価

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
施設の耐震化事業に約 64 億円を予算計上（当初）し、14 校の改築事業と 14 棟の耐
震補強工事を実施するとともに、国の緊急経済対策を活用し約 44 億円の耐震対策事
業に係る事業費を前倒して予算化した。これにより、平成 24 年度末時点で耐震対策
が必要な施設は、47 棟となり、平成 23 年度末時点の 73 棟から 26 棟減となった。
また、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。
評

①

学校施設の耐震化率は昨年度末の 82.2％に比べ 5.9 ポイント上昇して 88.1％とな
り、概ね順調に事業を進めることができた。

価

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については、校舎増築工事の実施により、
教室不足を回避することができた。
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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、楽しい学校
生活を送るためのアンケート「Ｑ－Ｕ」を継続して実施した。
また、市独自にスクールソーシャルワーカーを配置し、教育分野に加え、社会福
祉等の専門的な知識・技術を用いて、特に家庭環境に起因する不登校児童生徒に対
し、家庭や学校を訪問して、本人やその保護者の相談にあたり、必要に応じて関係
機関との連携を図り、支援を行った。
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の
一人一人に応じた指導・支援を行うため、継続して特別支援教育支援員を配置し、
特に医療的ケアを必要とする児童生徒に対しては、看護師資格を有する同支援員を
配置した。
また、緊急雇用創出事業を活用し、
「特別支援教育コーディネーター補助員」を配
置し、発達障害等障害のある、または、その疑いのある児童の就学時に、幼稚園・
保育所を始め、関係機関から送付される「個別の情報」の引継ぎとその活用、更に
特別支援教育コーディネーターに対して就学時支援に関わる助言や支援を行い、そ
の活動を報告書としてまとめ、各小学校等に配備した。
①

Ｑ－Ｕを活用することにより、個別や学級の状況を把握することができ、個別支
援や学級づくりを行った結果、要支援群に位置していた児童生徒で、小学校では 238
人中 141 人が、中学校では 309 人中 127 人が同群からはずれ、改善をすることがで
きた。また、不登校と併せていじめについても小学校で 23 件、中学校で 30 件の認
知がなされ、いじめの早期発見にも役立っている。
また、スクールソーシャルワーカーの配置により、児童生徒のみならず、家庭へ
の積極的な関わりと支援を行うことができ、必要とされる支援先へ連携を図ること
ができるようになった。

評

②

価

看護師資格を有する特別支援教育支援員の配置により、それまで校内で保護者の
支援がなければ、特別支援学校への就学しか選択肢のなかった医療的ケアを必要と
する児童生徒が、通常の学校への就学が可能となり、インクルーシブ教育推進を図
ることができた。
また、これまで障害のある、または、その疑いのある児童の就学前の情報を十分
に活用できなかったケースや、特別支援教育コーディネーター等の就学時の活動内
容が十分でなかったケースなどが見受けられたが、特別支援教育コーディネーター
補助員の活動報告により、実践事例を明示することができた。
緊急雇用創出事業により、特別支援教育コーディネーター補助員外、各校内支援
体制構築に向けての人員配置を行った結果、ややもすると支援員としての役割に傾
倒し、体制作りにまでつながらないケースもあったが、様々な支援を要する児童生
徒に対して学校全体でサポートしていく機運は高まってきている。
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事業概要

●市立長野高等学校
① 平成 22 年４月に入学した第３期生 157 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３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創造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、
第一学校給食センターマイコンスライサーの更新、
第二学校給食センター調理場内の床塗装など各センターの機器更新や施設改修のほ
か、鬼無里学校給食共同調理場の床改修、大岡学校給食共同調理場の排水溝の改修
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。（仮称）第四学校給食センターの建設については、建設用地を選定し、
設計業者及び厨房機器業者の選定方法を決定した。
② 安全・安心な学校給食の提供については、食材の地産地消に取り組むとともに、
学校での食育支援として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、安全・安心な学校給食の提供はできた。
② 市内産食材の使用に努めているが、食材の収穫時期が限定されるため、使用割合
は重量ベースで野菜が 15.7％、果物が 17.7％になっている。食育の推進については、
給食センター及び共同調理場で「地域食材の日」年 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」を毎月実施した。
評
価

4

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 51 校区で実施し
た。できるだけ早期に全 56 小学校区（H24 年度末閉校の後町小含む）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、プラン実施済校区の一部において制限している対象学年の拡大を図るため、
改めて学校及び運営委員会と協議を行った。
新耐震基準適応以前に建設した児童館・児童センターの耐震化を進めるため、耐
震診断を実施した。
② 生涯学習の推進については、平成 19 年４月に策定した「長野市子ども読書活動推
進計画」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、子ども
の読書活動の推進に関する方向を示す「第二次長野市子ども読書活動推進計画」を
平成 25 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、大豆島公民館の竣工
を迎えた。川中島町公民館の改築については、解体工事、建設工事を行った。
③ 青少年の健全育成については、長野市教育振興基本計画の「家庭・地域の教育力
向上」を目指して、市立公民館、保健センターでの家庭教育力向上ミニ講座を試行
した。また、地区青少年健全育成関係者による情報交換会において市の方針説明や、
子どもたちの体験活動に対して、子どもわくわく体験事業補助金を交付した。
① 新たに１校区でプランの実施体制を整え、平成 25 年度当初から 51 校区で実施す
ることができた。また、実施済校区の一部において、対象学年の拡大を図ることが
できた。
耐震診断については４棟で実施するとともに、結果に基づき耐震計画の見直しを
行った。
② 「第二次長野市子ども読書活動推進計画」は、公募市民を含めた策定委員や庁内
関係課との検討を重ねるとともに、市民から寄せられた 339 件の意見を参考に、読
書活動の重要性や取組をより具体的に示し、今後の読書環境の向上に結びつくような計
画として策定することができた。
川中島町公民館の解体工事については、予定通り進めることができた。また、建
設工事については、工事の施工後に判明した軟弱地盤の地盤改良に不測の日数を要
したが、地元の要望を踏まえながら、打ち合わせを密に行い、工期通りに建設工事
を進めることができた。
③ 家庭教育力向上ミニ講座は、481 組の親子に試行し、家庭教育力の向上に資する
ことができ、情報交換会は、年 2 回開催し、市の方針説明、地区の情報の共有を図
ることができた。子どもわくわく体験事業補助金は、108 件に交付した。
評
価
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事業概要

●長野図書館・南部図書館
① 長野図書館では、9 月~12 月の間、全 15 回コースで「音訳者養成講座」を実施し、
新たに 14 名の音訳ボランティアを養成した。その結果、ボランティアの登録数が音
訳者 36 名、点訳者 13 名になった。
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、幼児期からの読書に親しんで
いただくため毎週水曜日｢おはなし会｣を開催、特に 1 歳児未満の乳幼児に特化した
｢赤ちゃんのおはなし会｣を毎月第一水曜日に開催している。その他、移動図書館の
開設場所や開設時間の見直しを行った。
① 障害者ライブラリーの図書は音訳、点訳のボランティアに作成していただいてい
るが、ボランティアの皆さんの高齢化と固定化という課題があった。そのうち、音
訳ボランティアに関しては、後継者の育成ができたため、共に活動することにより
世代間交代をしながら事業の継続が図れるようになった。
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
かけづくりになった。
「赤ちゃんのおはなし会」は、よみがたりに加え、手遊びや赤
ちゃんマッサージなどを行なっており、母親同士の口コミから参加者が増加し、浸
透してきた。
評
価
事業概要

●文化芸術推進課
① 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「（仮称）長野市民文化芸術会館運
営管理実施計画」を策定した。
② 新規事業である「子どものための文化芸術プログラム」において、親子向け演劇・
音楽鑑賞会（有料）を４回、小学校６年生を対象としたミュージカル鑑賞会（無料）
を開催した。また、児童合唱団ワークショップを実施した。
① 「（仮称）長野市民文化芸術会館運営管理実施計画」では、「育む」「楽しむ」「創
る」
「つなぐ」という４つの役割を持ち、中長期構想「ながの文化ビッグバンプロジ
ェクト」に基く文化芸術振興の拠点施設としての、具体的方針を設定することがで
きた。
② 演劇鑑賞会と音楽鑑賞会（4 回）では、入場者総数が目標 1,670 人に対して 1,589
人・95.1％とやや下回ったが、小学６年生招待のミュージカル鑑賞会を含め、いず
れの公演もアンケートの結果では、「とても満足した」「ほぼ満足した」が総合計で
98.8％と好評であり、子どもに良質の舞台芸術鑑賞の機会を提供し、文化芸術に親
しんでもらうことができた。また、児童合唱団の公開ワークショップを２回行い、
ワークショップの成果による美しいハーモニーをハートフルコンサートで発表する
ことができた。
評
価
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事業概要

●文化財課
① 大室古墳群保存整備事業については、国及び県の補助を受けながら、第 1 期整備
として平成 10 年度から 25 年度までの事業期間のなかで、歴史的背景を体感できる
史跡公園として整備を進めており、平成 26 年 3 月にエントランスゾーン及び施設整
備ゾーン工事が完了する予定である。なお、大室古墳群は、16.3ｈａと広大であり、
平成 26 年度から 40 年度までの事業期間を見込んで、第２期整備計画を策定中であ
る。
② 新御殿跡保存整備事業については、平成 15 年度から国庫補助を活用しながら総額
10 億円の経費により、御殿、土蔵６棟、表門、物見等の保存整備を行い、平成 25
年３月に完成し、観光拠点として活用されている。
① 大室古墳群保存整備事業は、平成 23 年度、24 年度国庫補助が減少したため、工
事内容を縮小することとなったが、実施地区を見直すなどによって 25 度には完了す
る見込みである。なお、整備された古墳等施設の維持・管理及び、見学者への案内
等、有効活用に係る運営体制を確立する必要がある。
② 新御殿跡保存整備事業については、適切な保存修理によって新たな拠点施設とし
ての整備が達成されたので、庁内関係課及び地元関係者を含めた松代地区全体にお
いて、有効活用に関して継続的に取り組んでいく必要がある。
評
価

●博物館
①
事業概要
評
価

主要事業である特別展・企画展は市民ニーズを考慮して内容の充実をはかり、特
別展「よみがえれ！恐竜たち」、企画展「昭和の道具展」
「西山地域の文化」
「学校資
料展」を開催した。
② 博物館ボランティアとの協働により、博物館資料を活用した体験型の教室「子ど
も体験の広場」を小中学生無料開放日の土曜日に実施。同じくボランティアとの協
働により、民具クイズや俵編みなどの体験メニューを取り入れた学校団体の受け入
れを積極的に実施した。
① 特別展「よみがえれ！恐竜たち」は夏休みの子どもたちをターゲットにした自然
史の特別展示であったが、好評を博し、約 2 ヶ月の実施期間中に 18,000 人以上の方
に入館いただいた。平成 24 年度全体の入館者数も対前年度比 117％を達成し、着実
な利用者増の傾向を示している。
②「子ども体験ひろば」は 3 年目を迎え、ほぼ毎週参加いただける方など着実にリピ
ーターが増加しており、土曜日のメイン行事になりつつある。学校の団体利用も、
市内小学校 58 校中 44 校（延べ 55 校）を受け入れている。これは平成 23 年度に比
べて 10％の増である。
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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 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
てリンク、コースの製氷作業を主としたトレーニング環境・競技環境の整備を実施
するなど選手の強化と競技普及のための事業に取り組んだ。また、スパイラルでは、
滑走動作を撮影した映像をモニターに配信し、滑走映像及びリザルトをリアルタイ
ムに見ることができる設備（リアルタイム映像配信設備）を整備した。
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、スピードスケート
ワールドカップ競技会、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 1,300 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。しかし、スピー
ドスケートやリュージュ等の国際競技大会については、観客増員方策を検討する必
要がある。
また、平成 24 年度で継続開催６回目となる第 33 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、12,294 人であ
った。これは、過去最高であった前年を更に 1,014 人上回った。また、市内からの
出場選手は、長野市開催以降最も多い 18 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 24 年度末では目標のペースを下回った。
② スパイラルについては、一般入園者数は、団体による入園者数が増えたことから、
平成 23 年度の 3,010 人から平成 24 年度は 4,595 人に大幅に増加した。また、長野
市スポーツフェスティバルの冬季メニューとして、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
三．施策別の事務の点検･評価と今後の方向性
長野市教育振興基本計画の「基
本施策」とその「目指す内容」
基本的方向１ 次世代を担う子どもたちの｢生きる力｣の育成
を転記したもの
1-1 子どもたちの「生きる力」を育成する教職員の力量の向上
新たな教育課題やニーズに対応し、自ら学び、自ら変革することができる教職員であり、また、学習
指導要領を基本に教育課程を編成し、きめ細かな教育を実践・指導ができる専門性・指導力と、人間性
を備えた教職員となるよう、教職員の資質能力の向上を目指します。

長野市教育振興基本計画
の「施策」を転記したもの
1-1-1 教職員研修の拡充
【目指す内容】

長野市教育振興基本計画の「施
教育の諸課題の解決に役立つ研修講座や学校現場のニーズに応える研修講座を実施し、ま
策」の「目指す内容」を転記し
た、各教科・領域における「長野市小中学校教育課程指導書」の活用を図る研修講座を実施す

たもの
るなど、自ら学ぶ姿勢を持つと同時に授業設計ができる、専門性と指導力を備えた教職員を養
成するための、教職員研修の拡充を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況

評価
教育センターの教職員研修では、講座

事業･項目名：教職員研修

平成 24 年度に、重点的に取り
3,000
教育センターでの教職員研修において、児 内容の充実や時間帯の工夫により、
組んだ事業の実施状況とその
童生徒の学力向上やコミュニケーション力向 人以上の教職員が研修に参加し、アンケ
評価を記載したもの
上をテーマに、中学校教科担当者を始めとし ートにおいても、実践に役立つものとし
た教職員研修を実施し、併せて学校の要請に て９割以上が肯定的な回答をしている。
応じて、教育センター指導主事を派遣し、校
内研修を実施した。
【現況と課題】
・ 教育センターでの教職員研修では、児童生徒の基礎学力の定着や教職員の綱紀粛正を図

事業実施状況と、明らかに
なった課題を記載したもの

るための研修を始め、教育課題に対応した研修講座等を設定し、併せて教職員の力量向上の
ため、教職員研修全体の一貫した研修体系の整備を図っていくことが必要である。加えて、
学校現場のニーズに応えるため、指導主事の訪問により校内研修等の充実を進めていく。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】

平成 25 年度に重点的に取り
・ 教職員のライフステージに応じた研修と非違行為防止のための研修を始め教育課題に即した
組む事業やその方向性を記
研修を充実していく。
載したもの

○放課後子どもプラン実施校区数の目標
年

度

実施校区数

単位：校区

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

４

17

34

44

51

※51

52

54

55

※ 後町小学校閉校に伴う 1 減、新規実施 1 増を含む

報告書の表中のゴシック、下線は、
平成 24 年度の実績を示したもの
9

三．施策別の事務の点検･評価と今後の方向性
長野市教育振興基本計画の施策体系に沿って、平成 24 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 25 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。

基本的方向１ 次世代を担う子どもたちの｢生きる力｣の育成
1-1 子どもたちの「生きる力」を育成する教職員の力量の向上
新たな教育課題やニーズに対応し、自ら学び、自ら変革することができる教職員であり、また、学習
指導要領を基本に教育課程を編成し、きめ細かな教育を実践・指導ができる専門性・指導力と、人間性
を備えた教職員となるよう、教職員の資質能力の向上を目指します。
1-1-1 教職員研修の拡充
【目指す内容】
教育の諸課題の解決に役立つ研修講座や学校現場のニーズに応える研修講座を実施し、また、
各教科・領域における「長野市小中学校教育課程指導書」の活用を図る研修講座を実施するなど、
自ら学ぶ姿勢を持つと同時に授業設計ができる、専門性と指導力を備えた教職員を養成するため
の、教職員研修の拡充を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：教職員研修
教員のライフステージに応じた研修体系に組
み換えを行い、特に中堅職員対象の「カリキュ
ラム・マネジメント研修」を新たに設定した。
そこで、学校組織や危機管理マネジメントにつ
いて研修を行い、管理職とともに、学校運営を
担うことのできる人材育成を図った。

評価
これまで、10 年経験者研修の後、管理職
研修まで、職域対象の研修しか成されていな
かったが、ライフステージに応じ、中堅教員
の研修を設定し、また、研修内容を各学校内
の研修へとつなげるため、悉皆或いは各校 1
名以上の参加が望ましいとした結果、本分野
において 194 人の参加者があり、ニーズに対
応し、各教職員への伝達へと繋がった。

【現況と課題】
・ 教育センターでの教職員研修では、児童生徒の基礎学力の定着や教職員の綱紀粛正を図るた
めの研修を始め、教育課題に対応した研修講座等を設定し、併せて社会問題にもなっている体
罰等、教員の不祥事撲滅に向けての研修はもとより、教職員の力量向上のため、教職員研修全
体の一貫した研修体系の整備を図っていくことが必要である。加えて、学校現場のニーズに応
えるため、指導主事の訪問により校内研修等の充実を進めていく必要がある。
・ 教育センターで行っている教育研究の成果や明らかとなった課題等を研修講座の内容に更に
反映させていくことが重要であり、教育研究部門と研修部門の一体化を検討していく必要があ
る。
【平成 25 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と非違行為防止のための研修を始め教育課題に即した
研修を充実していく。
・ 学校状況に合わせた内容の研修を行うため、教育センター指導主事派遣による様々な形態の
校内研修の実施を促進する。
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1-1-2 幼・保・小の連携の充実
【目指す内容】
幼稚園・保育所で育まれた「子どもの育ち」を大切にするため、教育的指導の連続性や円滑な
支援の実施が行われるよう、幼稚園・保育所・小学校の連携を強化するとともに、教職員の相互
理解に向けた体制の充実を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：長野市幼保小連携会議の運営
平成 23 年度まで開催してきた長野市幼保小連
絡会を組織拡大し、長野市幼保小連携会議を設
置。市内の幼稚園・保育所と市立小学校の情報
交換や連携を図るための活動を行った。

事業･項目名：「幼児期の教育と小学校の教育の
接続のあり方」についての指針作成に向けた取
組
長野市における「幼児期の教育と小学校の教
育の接続のあり方」についての指針の作成に向
けた研究を行った。

評価
研修会や懇談会の開催により、市内の幼保
小関係者が一同に集まり、教育的指導の連続
性や円滑な支援が行われるよう、幼保小の連
携を強化するための、有意義な情報交換を行
う取組ができた。
全体会の下に、新たに３つの専門部会を設
け、教職員の研修計画や幼保小接続の指針の
検討、就学に向けた情報共有などの取組を行
うことができた。
また、市全体を７つの支会ブロックに分
け、地域性にあった活動を行うことができ
た。
他市の指針を研究し、幼保小の教職員が接
続の重要性について再認識することができ
た。
また、長野市の接続の現状について把握す
るとともに、今後の指針作成の方向性につい
て検討を行うことができた。

【現況と課題】
・ 幼保小連携会議を設置し、部会や支会ブロック会議を組織し様々な活動を行っているが、ま
だまだ幼保園の教職員と学校の教職員が、お互いの職場の状況や子どもたちの「育ち」を把握
できていない。幼児期の教育と児童期の教育的指導の連続性や円滑な支援が実施できるよう、
幼保小の連携を強化していく必要がある。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 幼保小連携のための研修会の計画や、支会ごとのブロック会議の運営を推進していく。
・ 今後、長野市における「幼児期の教育と小学校の教育の接続のあり方」についての指針を作
成していく。
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1-2 幼児期からの段階に応じた教育の充実
それぞれの段階に応じたきめ細かな教育を推進し、基礎学力の定着とともに、意欲を持って自主的に
行動し、思いやりや感動する心などの豊かな人間性を兼ね備えた、心身ともにたくましい人材の育成を
目指します。
1-2-1 幼児期の教育の充実
【目指す内容】
幼児の興味や関心、発達の状態に応じた指導を行い、友達や様々な人、ものとふれあう等の体
験の積重ねによる情緒の安定と心身の調和のとれた発達を図るとともに、創造性や表現力を養う
など、人間形成の基礎となる豊かな心と社会性の育成を目指します。

保健福祉部での実施事業のため、教育委員会の評価としては対象外

1-2-2 小・中学校の教育の充実
【目指す内容】
基礎・基本の定着に向けた授業改善や地域の特色を生かした学校づくり、また、ＩＣＴ機器の
活用を含めた情報教育や環境教育、キャリア教育等の充実により、確かな学力の向上とコミュニ
ケーション能力や創造力、感性の育成など、子どもたちの個性を生かす教育の展開を図り、「生
きる力」の育成を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
評価
事業･項目名：国際理解教育推進
平成 23 年度から小学校担当としてパート
ＡＬＴの配置については、常勤のＡＬＴに加 ＡＬＴを導入したことで派遣可能日数が１
え、パートＡＬＴを配備した。
校あたり年 15 日に増えた。全体の実績とし
ては派遣可能日数の約９割を達成すること
ができたが、学校ごとに利用率が異なるため
小学校でのＡＬＴの活用はまだ十分とは言
えない状況である。
事業･項目名：学校図書館運営
学校図書館の業務を専任する職員の勤務
図書館職員の配置に係る学校図書館運営補助 時間が１校当たり平均 781 時間から 954 時間
金について、全小中学校で基本目標（１日５時 に増加し、図書館の利用環境の向上が図られ
間、年 210 日）での配置を可能とする予算を措 た。
置した。
事業･項目名：情報教育推進
メディアコーディネーター派遣事業は前
授業におけるＩＣＴ活用や情報教育の定着化 年度を上回る要請があり、ＩＣＴを活用した
のため、小中学校へメディアコーディネーター 授業の支援を行うことができた。センターサ
の派遣を行った。また、校務の情報化について ーバ構築と校務支援システムの導入により、
は、教職員の負担軽減、個人情報のセキュリテ 安全で安定した情報教育環境の提供ができ
ィの確保、情報共有と有効活用を目的とした校 た。
務支援システムを導入した。
【現況と課題】
・ 標準学力調査（NRT）の結果等を基に、各学校では授業改善に努めている。小学校では、NRT
検査結果の校内分析研修を９割以上の学校で実施し、それに基づいて授業改善を行っており、
その結果、児童の学力が確実に定着してきた学校が増えてきた。一方、中学校でも、校内分析
研修は行われているが、教員自らの分析が授業改善に結びつくまでには至っていない状況が小
学校に比べて多く見られ、今後も、積極的な活用を促進する必要がある。
・ 学校図書館については、15 校（小学校６校、中学校９校）で図書標準が未達成となっている。
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中学校の未達成校数が多いが、その要因としては、小学校と比べ、中学校の図書標準の冊数が
多く、
（小学校平均 8,862 冊、中学校平均 11,570 冊）、また図書標準が学級数に応じ変動するこ
とから、学級数増加（30 人規模学級化等）により図書標準が上昇すること等が考えられる。引
き続き中学校及び未達成校に配慮した予算配当を行うとともに、計画的な蔵書整理を求める必
要がある。
・ 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」と回答しているが、学齢が上がるにつれ低下する傾向にある。
○学校図書館図書標準達成状況の推移
平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 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

41 校

75.9%

42 校

77.8%

47 校

83.9%

46 校

82.1%

50 校

89.3%

中学校

13 校

56.5%

16 校

69.6%

19 校

76.0%

17 校

68.0%

15 校

62.5%

全

54 校

70.1%

58 校

75.3%

66 校

81.5%

63 校

77.8%

65 校

81.3%

体

・ 文部科学省の「教育振興基本計画」第１期計画に、
「校内ＬＡＮ整備率 100％、教育用コンピ
ュータ１台当たりの児童生徒数 3.6 人、超高速インターネット接続率 100％、校務用コンピュー
タ教員１人１台の整備、全ての教員がＩＣＴを活用して指導できるようになることを目指す。」
と記されている。これに沿って、校務用パソコン、電子黒板、デジタルテレビ、実物投影機等
の物的環境の整備を進めているが、機器更新に多額の経費が必要になっている。また、
「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
も整備しているが、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、比較的高いレベルにはあるものの、児童生
徒のＩＣＴ活用を指導する能力などは十分であるといえる状況ではない。教員のＩＣＴ活用指
導力について、教員間、学校間の格差があるので、研修のあり方に工夫が求められる。
・ ＡＬＴの十分な確保が困難なことから、ＡＬＴのほかに、地域に住む外国人、外国からの訪
問者や留学生、外国生活の経験者、外国の事情に詳しい人々など幅広い人々の協力を得られる
ような仕組みを研究していく必要がある。
・ 小学校では平成 23 年度から外国語活動が実施されるようになったが、授業未経験の教員も多
く、ＡＬＴを十分に活用できていないことから、教員に対しての研修や派遣事業の周知を行い
外国語活動の充実を図る。
・ センターサーバ構築と校務支援システム導入に伴い、全小中学校にインストラクターを派遣
し、研修会を実施したが、設定や操作方法に戸惑う教員も見られている。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 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。
・ センターサーバと校務支援システムの活用を更に図り、教職員の負担軽減、個人情報のセキ
ュリティの確保、情報共有と有効活用を図る。
・ スマートフォン、ゲーム機、音楽プレーヤーなどで、小学生からインターネットを利用して
いる実態に対応し、全学級で発達段階に応じた情報モラル教育を実施する。
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1-2-3 高等学校・大学等の教育の充実
【目指す内容】
市立高等学校の総合学科としての特長を生かした多様な学習活動の実践や、国際交流、部活動
等の充実による特色ある教育を実践することにより、活力と魅力あふれる高校づくりを進めると
ともに、大学等高等教育機関等との連携により、より高度で専門性を持った人材の育成を目指し
ます。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：総合学科推進
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
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。

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３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
りの個性や創造力を育てる指導を進めてい
るか」
等の項目について、
それぞれ生徒 84％、
80％・保護者 87％、82％と肯定的な回答が
得られている。
事業･項目名：語学教育推進
外国人講師による授業を年間 330 コマ実
外国人講師による生きた英語を学ぶことによ 施し、生徒に外国語を身近なものとして使お
り、日常的な外国語での会話や簡単な情報交換 うという語学習得意欲を増進させることが
ができるような実践的コミュニケーション能力 できた。
の育成を図った。
事業･項目名：国際教育推進
派遣希望者による校内セレクションを経
生徒の海外派遣により、姉妹都市や英国サウ て５名の生徒と１名の教諭を英国ノッティ
スウォルズ校との友好親善を行い、両国文化の ンガムに 11 日間の研修に派遣した。派遣さ
理解や英語教育の拡充による国際感覚の醸成を れた生徒は海外でのホームステイを通して
図った。
日英の学校生活や生活習慣の違いを体験す
ることが出来た。また中学３年生対象の体験
入学会で体験談を発表し、本校の特色を紹介
することが出来た。

【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６年目を迎え、６期生 163 名
（男子 58 名、女子 105 名）が入学した。３年間を見通したキャリア教育を実践し、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。
・ 本校の特色である総合学科については、入学してくる生徒の実情に合わせ、プログラムを柔
軟に改善する必要がある。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 中学校と比べ質・量ともに増える学習に対応するよう、基本的な学習習慣の大切さを認識さ
せ自主的な学習の定着を図る。
・ 挨拶の励行、遅刻をなくす指導、携帯電話利用のマナー向上に取り組み、基本的な生活習慣
の確立を目指す。
・ 自己の未来への自覚を深め、個々の進路に向けた学習を主体的に選択するという総合学科の
主旨を生かしながら、生徒の実情に沿った教育課程を研究する。
・ 少子化の進展に伴う生徒数の減少など市立長野高校を取り巻く環境の変化に対応し、今後の
あり方について、検討を行っていく。
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1-3 安全・安心な教育環境の整備
災害に対して安全な施設整備を進めるとともに、子どもたちが、快適に、また、健やかに学習を受け
られる、安全で安心な教育環境を目指します。
1-3-1 災害に強い教育環境の整備
【目指す内容】
耐震補強や老朽化した施設の計画的改修を進めるとともに、地震・火災等に備えた防災教育・
避難訓練を実施するなど、災害時等の危機管理体制を整え、子どもたちが安全で、安心して学習
できる教育環境を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況

評価
耐震化率の公表を開始した平成 20 年度
事業･項目名：小・中学校耐震補強
小・中学校の耐震補強事業として豊野東小学校 時点では、長野市耐震改修促進計画に基づ
き「平成 27 年度には耐震化率 90％を達成
南校舎外 13 棟の耐震補強工事を実施した。
できるよう取り組む」としていたが、これ
事業･項目名：小・中学校増・改築
までの取組により、平成 24 年度末では
小・中学校の増・改築事業として、川中島中学 88.1％※を達成できた。
（平成 25 年度末に
校増築事業及び三輪小学校外 13 校の改築事業を
は 94％を達成できる見込みである。
）
実施した。

【現況と課題】
・ 耐震化の手法は、耐震補強（改修）を基本とするものの、第二次診断の結果や建設年次（耐
用年数の経過年数）、各施設の老朽化の度合い等からして、改築することが妥当であると判断さ
れる場合は、改築により耐震化を進めている。
改築する場合は、設計を含めて 3 年から 6 年の期間を要すること、また、本年（平成 25 年）
4 月 1 日現在で耐震対策の必要な建物が 45 棟残っていること等から、耐震化の完了までには、
今後ある程度の期間を要すると見込まれる。
○耐震化率の推移（非木造）（各年度４月１日現在）
平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

長野市

65.5%

72.7%

79.2%

82.4%

88.6% ※

長野県

76.0%

82.5%

88.5%

91,6%

95.1%

全

67.0%

73.3%

80.3%

84.8%

88.9%

国

平成 25 年度

※後町小学校が平成 24 年度末に閉校したことにより差が生じたもの。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 学校施設の耐震化計画に基づき、児童生徒の増加に伴う校舎増改築事業との調整を図りなが
ら、（平成 31 年度までに耐震化率を 100％とできるよう）計画的に事業を推進していく。
・ 小・中学校の耐震補強事業として、若槻小学校中校舎外 17 棟の耐震補強工事を、また、小・
中学校の増・改築事業として、吉田小学校外 14 校の改築事業を行う。

15

1-3-2 子どもたちの健康の保持
【目指す内容】
健康教育や健康診断の充実や、適切な環境衛生検査を実施するとともに、地域食材の利用推進
による安全･安心な給食の提供や食育指導により、子どもたちの健やかな育ちを支える教育環境を
目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
評価
計画どおり健康診断を実施できた。
事業･項目名：児童生徒等の定期健康診断の実施
児童生徒を対象に、学校保健安全法に基づいた
児童生徒の健康診断に使用する器具等
健康診断を行い、健康保持と増進を図った。
を、計画的に更新することができた。
小中学校 80 校の内、ＡＥＤ（自動体外式除細動
器）30 台、オートクレーブ（高圧蒸気滅菌装置）
28 台の更新を行った。
事業･項目名：学校給食施設改修
施設・設備の老朽化に伴う改修等につい
第一学校給食センターマイコンスライサー３台 て、学校の長期休業中に併せて実施し、支
の更新、第二学校給食センター調理場内の床塗装、 障なく給食を提供することができた。
第三学校給食センター蒸気配管の改修、豊野学校
給食センター食器洗浄機等の修繕のほか、学校給
食共同調理場施設では鬼無里調理場の床改修、大
岡調理場の排水溝とグレーチングの改修交換を行
った。
（仮称）第四学校給食センターの建設について
は、建設用地を選定し、設計業者及び厨房機器業
者の選定方法を決定した。
【現況と課題】
・ 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、各センターの食数の適正化を進めていく必要がある。
・ 異物混入については、委託事業者も含め、日頃から細心の注意を払って調理しているが、混
入事故が減少していない。引き続き食材の金属探知機によるチェック、調理機器類の始業前・
調理後の点検、調理中の目視などを行うほか、発生件数を減らす方策の検討が必要である。
・ 食物アレルギーを持つ児童生徒への対応については、大規模な学校給食センターでは対象者
も多く、アレルギー物質の混入を防ぐための専用の調理室を設ける必要があるが、現在の施設
は狭隘かつ老朽化しているため対応が困難な状況にある。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 児童生徒を対象に、学校保健安全法に基づいた健康診断を行い、健康保持と増進を図る。
・ 第一学校給食センターのトイレ改修と下水道接続、第二学校給食センターの蒸気バルブ修繕
と下水道接続、第三学校給食センター空調設備の増設、豊野学校給食センター還水タンクの更
新など、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設計業者及び厨房機器業者の選定を
行い、業者決定後ただちに基本設計に入る。併せて、地盤調査を実施する。
・ 地域食材の利用促進について、庁内関係課及び関係機関と連携して使用割合を高めるための
検討を行う。
・ 児童生徒の食に対する興味や関心を高めるための方策の検討を行う。
・ 食物アレルギーに対応するため、大規模センターへの専用調理室の設置と、アレルギー対応
食の手法について、検討を行う。
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1-3-3 日常の安全･安心の向上
【目指す内容】
子どもたちへ交通安全や防犯に対する教育を推進し、自分の身は自ら守るという意識を高める
とともに、地域における交通対策、防犯対策を柱とした環境整備を促進し、地域・学校・家庭の
連携により、子どもたちの安全を守る教育環境を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：各学校の学校安全教育や防犯対策
の見直し
犯罪や災害など非常時における子どもたちの
安全を確保するために、地域と連携し、地域や
学校の実情に合わせた学校安全計画や危機管理
マニュアル、避難訓練、教職員の対応等の見直
しを行った。
事業･項目名：保護者との情報共有の推進
不審者や危害獣等に関する情報を学校から保
護者等に発信する「安心・安全ネット」の加入
率向上に努めた。

評価
地域や学校の実情に応じた安全教育の実
施やマニュアル等の見直しが進んだ。また、
非常時における保護者への引渡し訓練の実
施により、学校と家庭の連携の強化が図られ
た。

「安全・安心ネット」の加入率が上がり
（H23 83.6％→H24 89.1％）、不審者や危
害獣、災害等に関する情報共有が進んだ。

【現況と課題】
・ 学校安全に関する研修や各校の取組を共有する必要がある。また、各校は、地域や関係諸機
関との連携を図る必要がある。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 長野市教育センターにおいて危機管理マネジメントの研修会を開催する。
・ 各校の学校安全計画と危機管理マニュアルを掌握する。
・ 長野市地域防災計画をもとに、市教育委員会や各校の危機管理マニュアルを、地域や関係諸
機関と連携を図る観点から、更なる見直しを行う。
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1-4 一人ひとりが大切にされる教育の推進
子どもたち一人ひとりを理解し、様々な機関との協力・連携により、子どもの個性を尊重する、一人
ひとりの心に寄り添う教育を目指します。
1-4-1 個々の実態に応じた相談体制の充実
【目指す内容】
家庭・学校・地域・関係機関との連携を強化するなど、相談体制の充実を図るとともに、個々
の実態に応じた支援を実施し、不登校やいじめなどの未然防止に努め、子どもたち一人ひとりが
自立し、主体的に社会参加できる環境を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：心の教育推進
「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 24 年度の対象者数は、
小学生 7,193 人・中学生 6,806 人であった。

評価
１回目の「Ｑ－Ｕ」結果では、小学校で
238 人、中学校で 309 人の児童生徒が、学校
生活に特に強い不満を持っている分類であ
る「要支援群」に位置していたが、担任や学
校体制の支援により、小学校で 141 人、中学
校で 127 人の児童生徒が「要支援群」から外
れ、改善することができた。
また「Ｑ－Ｕ」によりいじめ認知につなが
った件数は、小学校で 23 件、中学校で 30 件
であり、年間のいじめ認知件数全体の 22％
にあたる。いじめの発見、早期対応という点
でも「Ｑ－Ｕ」の有効性が明らかとなった。
事業･項目名：いじめの状況に関する調査
認知件数 273 件のうち、平成 25 年１月末
いじめ問題については、市独自に年３回の調 までに、９割にあたる 254 件を解消、又は一
査を行い、
「早期発見、早期解消」を目的に、被 定の解消を図ることができた。
害児童生徒のみならず、周辺の児童生徒からも
情報収集を行い、平成 24 年４月から平成 25 年
１月までにおけるいじめ認知件数は 273 件であ
った。
事業･項目名：笑顔で登校支援事業
「笑顔で登校支援員」を、要請のあった４
「笑顔で登校支援員」を配置し、不登校及び不 中学校へ配置し、不登校及び不登校傾向にあ
登校傾向にある生徒の支援を行った。
る生徒を対象に、学習指導を中心に延 623 時
間稼動し、学校復帰の支援が実現できた。

事業･項目名：登校支援コーディネーター
各種研修会を通じて、登校支援コーディネ
登校支援コーディネーターを中心とした校内支 ーターの資質の向上を図るとともに、教育相
援体制の充実を図り、家庭・学校・関係機関と 談センターや家庭訪問相談員・スクールカウ
の連携を強化した。
ンセラーとの連携を図るとともに、校内支援
会議の開催により、児童生徒や保護者の支援
に当たることができた。
不登校が長期化している児童生徒に対す
事業･項目名：長期欠席児童生徒改善指導員配置
事業
る、指導員のきめ細かな支援により、不登校
緊急雇用創出事業を活用し、欠席が長期にわ の状況が改善に向かうことができ、併せて、
たっている児童生徒への支援を行う指導員を配 学校全体としての取組として、関係機関との
置して、校内相談室や中間教室において不登校 情報交換や連携強化を図ることができた。
児童生徒の個別相談や学習支援を行った。
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事業･項目名：スクールソーシャルワーカー活用
24 年度は、児童 16 人生徒７人が抱える延
事業
べ 49 件の相談にあたったが、その内、問題
不登校児童生徒や保護者が抱える不安や悩み が解決又は支援中であるが好転したケース
に対して、スクールソーシャルワーカーが学 は９件で、更に継続した支援が必要である。
校・家庭及び地域などを訪問し、相談を行った。 また、相談の中で児童相談所や県保健福祉
事務所、市保健福祉部等と連携を図り支援を
行うことができた。
【現況と課題】
・ 平成 24 年度の不登校児童・生徒の推移を見ると小学校でやや増加傾向にあり、改善した児童
数も少なくなっている。中学校では、不登校生徒数は減少してきているが、依然として県、国
の在籍比に比べ高い状態が続いており対策が必要となっている。特に、中学 1 年で新たに多く
の生徒が不登校となり、その割合が中学 1 年の不登校数の約 70％と高い。不登校の未然防止の
ため小中の連携を図り、中学 1 年で新たに不登校とならないよう、より積極的に対策を講じる
必要がある。
・ スクールカウンセラーや学校訪問相談指導員の児童生徒への支援に加え、家庭への援助が必
要となっている。市では、平成 24 年度からスクールソーシャルワーカーを配置し、福祉や医療
などの機関と連携し、家庭環境の改善を通して個々の児童生徒の支援にあたっている。
○不登校児童・生徒等の推移

区

分

人数
（人）

小学校
在籍比（％）
市
県

国

人数
（人）

中学校
在籍比（％）
市
県
国

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

0.36

0.33

355

3.40

2.63

2.64

平成 24 年度

71

0.34

未発表

未発表

342

3.27

未発表

未発表

○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
年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

小学校

40 人

31 人

39 人

30 人

22 人

中学校

171 人

144 人

117 人

146 人

139 人

○中学 1 年で新たに不登校になった生徒数の推移
年

度

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

中学 1 年の不登校生徒数

110 人

89 人

75 人

98 人

80 人

(うち中一で新たに不登校)

89 人

62 人

61 人

61 人

56 人

80.9％

69.7％

81.3％

62.2％

70.0％

構成比

（％）

【平成 25 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。また、家庭環境等に起因する不登校が増加している中、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を配置しながら、学校への
復帰を支援する体制づくりを強化していく。
・ 不登校問題については、割合の多い中１ギャップの解消に向けて取組を行う。特に、小中の
連携に焦点を当て、情報の共有や引き継ぎを確実に行うため、各校でファイリングによる管理
を徹底するなど、支援に有効な情報を小中の教職員が共有しながら、中学校入学時のつまずき
を減らすよう取り組んでいく。
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・ いじめ問題については、現在年３回行っている調査を年４回に増やし、いじめ認知について、
よりきめ細やかに情報を収集しながら、いじめ問題の早期解消に向け取り組んでいく。

1-4-2 特別支援教育の充実
【目指す内容】
障害のある子どもたち一人ひとりの教育的ニーズに応じ、幼稚園･保育所･小学校･中学校までが
連携した支援を行うとともに、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体制
など、障害のある幼児・児童・生徒の能力と可能性を伸ばせる教育環境を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
評価
事業･項目名：特別支援教育推進事業
特別支援教育支援員を 68 校に 104 人配置
特別支援教育支援員を学校に配置し支援の充実 し、校長を始め教職員による学校全体での支
を図った。
援体制の構築に努めたが、学校間での取組に
温度差がある。
事業･項目名：特別支援教育推進事業
管理職、特別支援教育コーディネーター、
特別支援教育の理解を深めるために管理職を 通常の学級・特別支援学級担任及び特別支援
始めとする教職員研修を実施した。
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
行われるようになった。
事業･項目名：小学校学級サポーター配置事業
小学校学級サポーターを必要な小学校に
（緊急雇用創出事業）
配置することにより、教室外への飛び出し、
緊急雇用創出事業を活用した小学校学級サポ 発達障害等に起因する問題行動を起こさな
ーターを配置し、発達障害等に起因する集団不 いよう、学級担任の支援を行い、学級全体の
適応等の児童への支援を行うことにより、学級 安全を確保するとともに安定を図ることが
崩壊傾向にある学級の機能回復に努めた。
できた。
事業･項目名：特別支援教育推進
学校教育課の特別支援教育に関わる指導
特別支援教育に関わる学校教育課の指導主事 主事が、各学校における個々のケースに対し
が 37 校を 74 回訪問し、支援をした。
専門的アドバイスを行い支援することがで
きた。
事業･項目名：特別支援教育推進
巡回相談員を学校へ派遣することにより、
臨床心理士等の専門的な知識・経験を有する 特に発達障害のある児童生徒に係る教育的
巡回相談員の学校への派遣を行った。
ニーズの的確な把握と担任・保護者への支援
ができた。
事業･項目名：特別支援教育推進
特別支援教育コーディネーター連絡会に、
特別支援教育コーディネーター連絡会等にお 障害福祉関係機関の相談担当者が参加する
いて、障害福祉関係機関との連携を図った。
ことにより、子どもの情報が共有でき、放課
後サポートや地域での見守りなど、学校以外
での充実した支援を行うことができた。
児童の障害等に関する情報の管理・活用状
事業･項目名：小学校特別支援教育コーディネー
ター就学時支援事業
況を把握するための調査の実施により、当該
障害のある児童が小学校に就学する際に、幼 情報の小学校における活用状況が明らかに
稚園・保育所等から送付される児童の障害等に なった。その結果をもとに就学時支援に関わ
関する情報について、どのように小学校で管 る助言を行い、スムーズな移行につながった
理・活用されているか調査を行った。
例があった。
【現況と課題】
・ 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
る取組には学校間で温度差があるため、研究協力校 10 校による実践的な取組の発信、学校現場
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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。
・ 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
を引き継ぎ、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 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

件数

372 件

387 件

369 件

376 件

381 件

・ 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。
○就学指導判断件数
年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

件数

236 件

276 件

257 件

249 件

303 件

【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 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。
・ 特別支援学校と市立小・中学校との交流、並びに、特別支援学級と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・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ていく。

1-4-3 社会的援助を必要とする子どもへの支援
【目指す内容】
経済格差など、家庭環境が教育格差につながらないよう、全ての子どもたちが、等しく教育が
受けられるために、経済的支援や、相談支援を行い、子どもたちの教育環境の安定と健全育成を
目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
評価
事業･項目名：要保護・準要保護児童生徒援助
積極的に援助費の制度を周知することに
全校児童生徒へのお知らせの配布、ホームペ より、困窮状態にある保護者に対して援助を
ージの活用などを行い、積極的に「援助費の支 行うことができた。
給制度」に関する周知を行った。
【現況と課題】
・ 所得確認の関係から、８月に第１回の支給を行い、その後 12 月、２月の３回で支給している
が、支給が早められる項目があるか、検討が必要となっている。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 就学支援の申請時に就学支援請求書類を併せて受けること等、事務の見直しにより、より速
やかな支給ができるように取り組む。
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基本的方向２ 地域に支えられ、親と子が共に学び育ち合う環境の充実
地域に支えられ、親と子が共に学び育ち合う環境の充実
2-1 家庭・地域・学校の役割の明確化
家庭、地域、学校それぞれが、子どもたちの教育に果たす役割を明らかにしながら連携、協働を図る
とともに、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の向上を図り、地域や学校と、
子どもたちを共に見守り育てる環境を目指します。
2-1-1 家庭の教育力の向上
【目指す内容】
家族が助け合い、支え合うことで、思いやりの心を育み、また、基本的生活習慣を身につけさ
せるとともに、自立心の育成や心身の調和のとれた発達を育むなど、家庭が教育に果たす役割を
明らかにするとともに、学校ＰＴＡや地域主催の家庭教育講座の開催を促すこと等により、家庭
の教育力の向上を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：家庭教育力向上
・３歳までを重要な時期ととらえ、出前講座と
して、市立公民館の子育て講座、保健センター
の二歳児健康教室の場において、
「甘えさせると
甘やかす」、「怒ると叱るの違い」を中心に、親
に対して子どもとの接し方について考える機会
として、家庭教育力向上ミニ講座を試行した。
・家庭教育力向上啓発リーフレット「家庭で子
育て地域で見守り」を作成し、小・中学校児童
生徒に配布した。
・小・中学校ＰＴＡ組織で実施する家庭教育力
向上研修会へ助成を行った。
○家庭教育力向上ミニ講座

評価
家庭教育力向上には、様々な機会をとらえ
た啓発活動が重要と考えており、家庭教育力
向上ミニ講座を試行した結果、親の受け止め
が良かったため、H25 年度の本格的実施につ
なげることができた。

市立公民館
18 公民館
保健センター 6 センター

266 組
215 組

○家庭教育力向上研修会の推移
区

分

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

24

16

開催単位 PTA 数（講座）

11

19

参加者数

2,582 人

6,810 人

9,512 人

3,621 人

【現況と課題】
・ 小・中学校ＰＴＡ組織実施の家庭教育力向上研修会は、平成 23 年度までは幅広いテーマでの
実施を対象としていたが、長野市教育振興基本計画策定に伴い「家庭が教育に果たす役割」に
関係するテーマに絞っての実施を教頭会、市ＰＴＡ連合会理事会で周知・説明したためか開催
校は減少してしまった。
・ 家庭教育力向上ミニ講座は、すべての市立公民館、保健センターの実施ではないこと。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 小・中学校ＰＴＡ組織での家庭教育力向上研修会の開催促進を図るため、市ＰＴＡ連合会、
長野市校長会で趣旨の説明を行う。
・ 家庭教育力向上ミニ講座は、年次計画で計画的に実施する。
保健センター ・・・ 真島、東部、松代、若穂、豊野 各センターで実施
H26 年度 北部、犀南、吉田
H27 三陽、西部
市立公民館
・・・ 子育て講座実施公民館
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2-1-2 地域の教育力の向上
【目指す内容】
地域において子どもたちを見守り育てる意識を育成するとともに、子ども会活動を通した体験
活動などの実施や、学校の教育活動への支援を行うなど、地域の教育力の向上を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：青少年対策
・長野市子ども会成人指導者研修会を開催し、
自主研修を行うほか、研修参加者で、子ども会
育成事業・地区でのフェスティバル・行事等を
支援した。
・子ども会活動を育成するとともに、サブ・ジ
ュニア・シニアリーダーを養成することを目的
に長野市子ども会リーダー研修会を開催した。
研修会参加者を増やすため、新たに長野市Ｐ
ＴＡ連合会にも、平成 25 年３月にＰＲを行った。
事業･項目名：青少年育成環境整備
・関係機関、団体、市民が青少年の非行に対す
る共通の理解と認識を深め、青少年の規範意識
の醸成及び社会環境の浄化と、青少年の非行防
止及び保護の徹底を図るため、
「青少年の心の育
ちを考えるつどい」を開催した。
・青少年の生活環境浄化と、市民の青少年育成
の意識の高揚を図ることを目的に、
「青少年健全
育成フェスティバル」を開催した。
事業･項目名：青少年団体育成補助金
・子どもたちにとって有意義な、地域での体験
活動の機会が増えるよう支援することを目的
に、各地区青少年健全育成諸団体が実施する、
子どもの体験活動を内容とする事業に対し、子
どもわくわく体験事業補助金を交付し、その経
費の一部を補助した。

評価

・自主研修の参加者については、広報活動、
イベント等の場においてのＰＲ活動を行う
ことで、前年並の参加者を確保した。
・長野市錬成センターでの宿泊研修２回を
含め合計５回開催し、延べ 114 名の参加者の
指導者養成が図れた。

・文化芸術推進室との連携による「親子でた
のしむ講演会」、「子どもの輝きオンステー
ジ」など、子ども中心のイベント内容に努め、
子どもたちの自主的な活動を発表する場、地
区での活動発表の場となった。

・少子化・過疎化により、地区育成会等の活
動が減少していることからか、子どもわくわ
く体験事業補助金の申請件数が減少傾向で
あるため、青少年健全育成情報交換会、地区
研修会において利用促進のＰＲを行い、申請
件数 108 件（H23 120 件）につなげることが
できた。

【現況と課題】
・ リーダー研修会参加者が市内全地区ではないため、各地区に存在するような構成が理想であ
る。また、研修会で学んだことを地区において広めていただく必要がある。
・ 様々なイベントにおいて、参加者が減少傾向にある。
・ 子どもわくわく体験事業補助金の申請件数が少しずつ減少している。
・ 「青少年錬成センター」の利用者数の増加のためには、交通手段の確保が課題である。
・ 「少年科学センター」の展示物の老朽化が課題であるが、毎年１台の更新で対応している。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 青少年関係事業において、長野市ＰＴＡ連合会との連携を図る。また、地区青少年健全育成
関係者による情報交換会を年２回開催し、情報の共有を図り、課題解決に取り組む。
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2-1-3 家庭・地域・学校の連携と協働の拡充
【目指す内容】
地域に開かれた学校づくりなど、地域住民との教育での連携を深めるとともに、家庭・学校・
地域がそれぞれの役割を明らかにしながら、連携・協働して、地域ぐるみで子どもたちと関わり、
見守り育てていく環境を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
評価
事業･項目名： 少年育成センター運営
・巡回指導活動として、
「愛の声かけ」を中心に
書店・コンビ二等の自主規制と、少年育成
巡回し、不良行為少年の早期発見・早期指導に センターによる計画的な立ち入り調査を実
努めた。
施したことにより、指導件数が減少し、改善
・環境浄化活動として、有害図書等について、 が進んでいる。
巡回活動を通して点検及び対応を行った。
・長野市青少年保護育成条例に基づいた諸活動
や立入調査等の業務を行った。
・少年相談活動として、家庭や学校、本人から
寄せられる青少年の非行問題に対しての相談を
行った。（20 件）
【現況と課題】
・ 有害図書類自動販売機の設置台数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。
・ 地区住民自治協議会による街頭活動は、地区により差があり実施されていない地区もある。
・ 非行等の早期発見・早期指導には少年育成センターの活動と関係機関、関係各課との連携を
密にし、情報共有を図りながら対応する必要がある。
○有害図書類自動販売機設置状況
区

分

設置台数

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

13 台

9台

6台

6台

（豊野 3 台 大岡 3 台）
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 巡回指導と有害図書販売の計画的な立入り調査を行う。
・ 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。
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2-2 地域が支える子育ち環境の充実
地域・学校との連携により、安全・安心な放課後等の居場所の確保や体験活動等の充実を図り、地域
社会全体で子どもたちを見守り育てる環境を目指します。
2-2-1 放課後子どもプランの拡充
【目指す内容】
市民ボランティアの参加、各校区における運営委員会の設置、小学校施設の活用等、地域と学
校との連携、協力により、子どもたちが放課後等に安心して過ごせる居場所づくりや、遊び、学
習、各種体験活動の提供など、「長野市版放課後子どもプラン」の拡充を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：放課後子どもプラン推進
児童館等 42 施設、児童クラブ 3 箇所、子ども
プラザ 46 箇所の管理運営委託を行った。
平成 24 年度の放課後子どもプラン施設の登録
児童数は 6,229 人。
引き続き、放課後子どもプランの拡充（H24
までに実施済：51/56 小学校区・H24 末閉校の後
町小含む)を図るとともに、利用者負担を得て、
開館時間延長を行った。
（延長は 85 施設（全体
91 施設））
事業･項目名：児童館・児童センター耐震補強
新耐震基準適応以前に建設した 12 棟の内、4
棟について耐震診断を行った。

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、新たに 1 校区で
平成 25 年度当初からスタートするプランの
実施体制を整えるとともに、実施済校区の一
部において対象学年の拡大（留守：5 年 5→7
校区、6 年 3→7 校区）を図ることができた。

耐震診断の結果、4 棟中 3 棟の補強が必要
なことから、耐震計画の見直しを行った。

【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たっては、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。
・ 順次可能なところから校内施設を活用した新たな居場所を拡充しているが、小学校の大規模
な校舎改築計画などの理由から校内の活動拠点の確保ができず、プラン実施が遅れている校区
がある。
○施設及び登録児童数の推移
（各年度 5 月 1 日現在）
年 度
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
施 設 数
59
61
68
82
85
91
※91
登録児童数
5,043 人 5,250 人 5,517 人 5,890 人 6,157 人 6,229 人 6,461 人
※ 後町小学校閉校に伴う施設 1 減、新規実施施設 1 増を含む
・ 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。
・ 89 施設（全体 91 施設）で開館時間延長を実施、利用登録児童数は 1,596 人（H25.9.1 現在）。
・ 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
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修繕している。
・ 平成 23 年度、長野市耐震改修促進計画に児童館・児童センター40 棟を新たに加えた。新耐震
基準適応以前の 12 棟の耐震化を計画的に進める必要がある。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 全 55 小学校区（後町小閉校に伴い 1 校区減）へのプラン導入を最優先に進めるとともに、プ
ラン実施済校区については、なお一層の学校の理解と協力を得て居場所の拡充に努め、まずは
留守家庭の受入れを優先しながら最終目標である全希望児童の受入れを目指し対象学年を順次
拡大していく。なお、H26 年度秋頃を目途に「子ども・子育て支援事業計画」を策定するが、こ
の計画には 6 年生まで拡大予定の留守家庭児童の受入れについて盛り込まれることから、ニー
ズ調査を十分に行い今後の放課後の居場所づくりに活かしていく。
・ 集団生活において何らかの支援が必要な児童に対応するための研修を引き続き行う。また、子
どもの特性に合わせた対応となるよう、学校関係者との連携を密にするとともに、受託事業者に
おいて巡回指導員による相談支援体制を整備する。
・ 児童館等の耐震化については、平成 27 年度末の耐震化率 90％を目指し、新たに 2 棟の耐震診
断を行うとともに、H24 耐震診断により要補強とされた 3 棟の内、2 棟の耐震補強工事実施設計
を行う。
○放課後子どもプラン実施校区数の目標
年 度
H20
H21
H22
実施校区数
４
17
34

H23
44

H24
51

※ 後町小学校閉校に伴う 1 減、新規実施 1 増を含む
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H25
※51

H26
52

単位：校区
H27
H28
54
55

基本的方向３ 生きがいを求め、社会に参画する力を高める学びの機会の拡充
生きがいを求め、社会に参画する力を高める学びの機会の拡充
3-1 県都としての特色を生かした生涯学習の充実
県立の生涯学習施設等と市立施設の連携・協力を進めるとともに、市立施設の利便性の向上を図り、
誰もが生涯にわたりいつでもどこでも自由に学べる生涯学習施設の充実したまちを目指します。
3-1-1 県立生涯学習施設等との連携・協力
【目指す内容】
市内にある県立・国立・民間の生涯学習施設や、大学・短大・専修学校・各種学校など教育機
関等との連携・協力体制の構築を図り、市立の教育施設も含めた多彩な生涯学習機会を、市民に
対して提供できる学習環境の充実を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：生涯学習センター管理運営
・生涯学習センターで、地域の大学・短大等の
講師による市民カレッジやセミナーを開催し
た。
・
「ながの生涯学習だより」や「長野市生涯学習
ガイド マナビィのページ」で、大学・短大・専
修学校・各種学校等の学習情報を掲載し、学習
情報を一元化し提供した。

評価
・長野県短期大学と共催で市民カレッジを 6
回開催し、104 人が参加した。市民に対し、
より高度な生涯学習の機会を提供すること
ができた。
・
「ながの生涯学習だより」は年２回発行し、
約 370 箇所に設置・配布したことで、幅 広
い分野の生涯学習情報の提供ができた。
｢マナビィのページ｣は毎月 1 回更新し、最新
の情報を提供することができた。

【現況と課題】
・ 生涯学習センターで受講生に行ったアンケートからは、生活・健康・郷土の歴史・文化・経
済など、多様な学習要望が把握できた。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。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 生涯学習センター等で、地域の大学・短大等の講師による市民カレッジ・セミナーの開催や
出前講座を実施する。

3-1-2 生涯学習施設の充実
【目指す内容】
生涯学習センターの利便性の向上、公民館の事業内容の見直し、市立図書館の利便性の向上、
博物館・美術館等の展示内容の見直しなど、市立の生涯学習施設の充実を図り、市民の生涯学習
環境の向上を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
評価
事業･項目名：大豆島公民館建設
大豆島公民館の改築については工事の進
老朽化及び狭隘化していた大豆島公民館につ 捗に遅れもなく、予定通り平成 25 年 4 月の
いて移転・新築工事を行った。
供用開始に間に合わせることができた。
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事業･項目名：川中島町公民館建設
解体工事については、予定通り進めるこ
川中島町公民館について解体を行い、建設工 とができた。また、建設工事については、
工事の施工後に判明した軟弱地盤の地盤
事に着手した。
改良に不測の日数を要したが、地元の要望
を踏まえ、打ち合わせを密に行い、工期通
りに建設工事を進めることができた。
事業･項目名：生涯学習センター管理運営
生涯学習センターの利用者数は貸室利用
自主企画講座の開催、大学との共催講座、研 が約 80%を占め、利用者数で 23 年度を約２
修会・各種セミナー・講演会・作品展示会など 割上回った。開所 7 年目となり施設の知名度
への学習室の貸出し、放送大学長野ブランチと は高まっており、中心市街地への集客施設と
しての利用、生涯学習情報の提供を行った。
しての役割を果たすことができた。
【現況と課題】
・ 大豆島公民館移転新築については、順調に建設工事が完了し、旧公民館について平成 25 年度
に解体を行う。なお、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する中で、地域からも改築等の強い要望が寄せられている。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が、計画的に整備を行う。
・ 生涯学習センターの利用者は、平成 24 年度は 185,582 人と前年を約 32,000 人上回り、セン
ター設置目的の一つである中心市街地への集客といった意味で、一定の役割は果たせているも
のと受け止めている。今後はさらに多様化・高度化する市民の生涯学習ニーズを捉え、自主講
座の開催や、生涯学習情報の提供等により、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
区

分

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

101,956 人

185,907 人

174,886 人

153,936 人

185,582 人

利用者数

・ 地域公民館建設補助金については、予算に限りがあるなかで、より多くの地域公民館に利
用してもらえるよう、補助対象・補助制限の見直し等検討が必要である。
・ 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、利用者数が平成 22 年度をピークに減少に転
じた。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
平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

貸出数

（冊数） 1,718,447 冊

1,743,062 冊

1,731,304 冊

1,668,129 冊

貸出利用者数

（人数）

362,289 人

365,994 人

364,332 人

350,273 人

4.4 冊

4.5 冊

4.5 冊

4.3 冊

区

分

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あり方、機能強化や本
館とのネットワーク化など検討していく必要がある。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 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。
・ 川中島町公民館建設工事を進め、平成 25 年 11 月の開館を目指す。
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3-2 豊かな生活につながる生涯学習の推進
生涯学習講座などを通じ、市民が、互いに高め合うとともに、学習活動を通じた人とのつながりや学
びの成果を社会や地域で生かし、活力ある地域づくりにつなげることができるまちを目指します。
3-2-1 学習成果の活用と地域づくりへの参加
【目指す内容】
生涯学習を通じた人のつながりや学習の成果を、社会や地域の中に生かしていく機会を提供す
るとともに、地域コミュニティリーダーの養成や地域のコミュニティづくりへの支援をすること
により、市民と市が協働し、住み続けたくなるいきいきとした地域づくりを目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：生涯学習センター管理運営
得意な技術、知識などを持っている人にリー
ダーバンクに登録してもらい、ホームページに
掲載し、市民への情報提供を行った。
事業･項目名：公民館管理運営
・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。
・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、９
つの公民館が連携してそれぞれの地域の「魅
力」・「味力」(地域資源)を再発見し地域愛を醸
成する講座を実施した。

事業･項目名：公民館管理運営
市立公民館等において、住民自治協議会役員
を対象とした指定管理者制度についての勉強会
を行った。

事業･項目名：おひざで絵本事業
７～８ヵ月児健康教室等において保護者に対
して乳児期からの絵本の読み聞かせの大切さや
方法などを伝え、2,874 人に絵本を配布し、配布
率は 87.5%だった。
事業･項目名：第二次長野市子ども読書活動推進
計画の策定
家庭・地域・図書館・学校の連携等により、
子どもの読書活動を更に推進するため、第二次
子ども読書活動推進計画を策定した。

評価
登録者は約 300 人と多いが、新規登録者や
登録者の活用についての問い合わせは少な
い状況だった。

・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
となり、学び合える講座が開催できた。
・地域の「魅力」
・
「味力」を再発見する講座
でアンケートを実施したところ、これまで知
らなかった地域の「魅力」や「味力」を知る
ことができたと好評であった。また、
「味力」
の講座の参加者が講座終了後サークルを作
り活動を開始するなど、学習のきっかけ作り
ができた。
市立公民館への指定管理者制度導入に前
向きな住民自治協議会等地区役員との勉強
会を９回実施し、指定管理者制度に対して理
解を深めてもらえた。
その結果、長沼地区が指定管理受託に向け
具体的に動き出した。
絵本の配布に加え、絵本の選び方や読み聞
かせ方のアドバイスを通して、乳児期から絵
本に触れる大切さを保護者に啓発すること
ができた。
公募市民を含めた策定委員や庁内関係課
との検討を重ねるとともに、市民から寄せ
られた 339 件の意見を参考に、読書活動の
重要性や取組をより具体的に示し、今後の読
書環境の向上に結びつくような計画として
策定することができた。

【現況と課題】
・ 学びの成果を社会や地域に生かしていくため、公民館で学んだ市民や地域住民が登録制の講
師を務めるような活動が、一部の公民館に限られている。
・ おひざで絵本事業については、約 1 割の乳児と保護者に絵本を渡すことができないので、今
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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。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 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。
・ 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、受託に前向きな地区と重点的に勉強会を行う。
・ 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。また、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。
・ 平成 25 年 4 月に策定した第二次長野市子ども読書活動推進計画に基づき、子どもの読書活動
を推進するための具体的な取組として、イメージキャラクターの募集や、公民館における読み
聞かせ指導者養成講座の開催等を行う。また、庁内関係課との連携を図り、進捗管理を行う。

3-2-2 高齢者や障害者の豊かな生活の支援
【目指す内容】
スポーツや文化芸術活動を含め、高齢者や障害者の生活を豊かにするための、学習の場や地域
における社会参加の機会の充実を推進し、高齢者や障害者が生きがいを持つことができ、いきい
きと生活できる環境を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：公民館管理運営
各施設において、高齢者学級をはじめ、高齢
者の多様な学習要求にこたえるための様々な講
座、文化祭、スポーツ大会等を実施した。また、
一部の公民館では、障害者の自立に向けた取組
のひとつとして、調理実習室等を貸し出すなど
場の提供や、模擬販売の機会の提供を行なった。

評価
高齢者等が、生きがいを実感したり、健康
志向が高まったり、学びの成果を感じること
ができるような講座を 136 回開催し、10,409
人が受講した。前年度と比較すると、講座数
は、8 回少ないが、参加者は 8.65％の増加と
なった。また、公民館を障害者が利用する場
面で、交流が広がり、地域の障害者施設への
理解も深まった。設備面では、障害者の活動
を支援するための機器を購入し、手話通訳の
練習等に活用されている。

【現況と課題】
・ 様々な年代の人が学びたい時に学べ、障害者の自立に向けた生活訓練などを受け入れること
ができる機会や場の充実が必要である。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 高齢者の多様な学習要求に応えるための講座を開催していく。
・ 障害者の自立に向けた社会体験や、学習活動を支援できるよう、学習室の貸し出し等を通し
て場の提供を行っていく。
3-2-3 人権尊重・男女共同参画の推進
【目指す内容】
生涯学習をはじめ、教育のあらゆる機会を捉えて、男女が共に社会のあらゆる分野の活動に参
画する機会が確保され、対等なパートナーとして責任を分かち合い、性別にかかわりなく個性と
能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を目指すとともに、全ての人が人間として尊重され、
共に心豊かな生活を送ることができるよう、あらゆる差別のない明るい社会の実現を目指します。
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【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：公民館管理運営
各公民館において人権同和学習講座や研修
会、男女共同参画の視点に立った講座を実施し
た。
具体的には、裁判所を見学し、裁判中に人格・
人権を損なう行為がないかの観察や、人権標
語・男女共同参画標語の募集、小・中学生の人
権に関する作文発表等を行った。

評価
各公民館毎に工夫をこらした内容での研
修等が行われ、具体的な裁判の様子や作文の
発表等を見聞きすることで参加者に問題意
識をもってもらうことができた。また、標語
の募集には 600 件近い応募があり、人権や男
女共同参画を考えるきっかけとなった。

【現況と課題】
・ 参加者が地区の役員等に固定化しないよう広く市民に参加を呼びかけながら継続した取組が
必要である。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 各地区住民自治協議会と連携しながら、生涯学習のあらゆる機会を通じて、人権尊重や男女
共同参画の視点に立った講座を実施していく。
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基本的方向４ 多彩な文化・スポーツ遺産を継承・創造し、全ての市民が享受できる
文化力の向上
4-1 オリンピック開催都市としての誇りある文化芸術及びスポーツ創造環境の構築
冬季オリンピック開催都市として、貴重な文化遺産や伝統芸能の継承と、新たな文化芸術を創造する
とともに、誰もがスポーツに親しみ、楽しめる環境を整備し、地域への誇りと愛着を育む文化力あふれ
るまちを目指します。
4-1-1 文化芸術及びスポーツ活動の環境整備
【目指す内容】
新市民会館を市民の文化芸術の拠点として、文化芸術活動の「育む」「楽しむ」「創る」「つ
なぐ」場とし、また、既存施設との連携・活用により、一体的な文化芸術振興の環境を整えると
ともに、オリンピック施設等を、市民のスポーツ活動の拠点として、身近で利用しやすい場とし、
また、身近な体育施設を地域のスポーツ拠点として満足が得られる場とすることで、市民生活に
文化芸術とスポーツが息づく環境を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：新市民会館運営管理実施計画策定
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、
（仮称）長野市民文化芸術会館運営管
理実施計画を策定した。
事業･項目名： (仮称)北部地域スポーツ･レクリ
エーションパーク建設
平成 25 年度末の完成を目指し、（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。
事業･項目名：長野運動公園総合運動場改修
テニスコート人工芝張替 4 面、県営野球場オ
ープン前整備、中央広場駐車場整備等を実施し
た。
事業･項目名：千曲川リバーフロントスポーツガ
ーデン管理運営
スポーツ環境の充実と競技力向上のため、天
然芝球技施設として設置され、サッカーなどの
競技に利用された。
事業･項目名：ボブスレー・リュージュパーク管
理運営
長野オリンピック後の国内及びアジアにおけ
るそり競技の拠点として、トレーニングや競技
会が開催された。

評価
市民の意見を反映させ、運営管理実施計画
を策定した。文化芸術振興の拠点施設として
の機能を果たすため、中長期構想「ながの文
化ビッグバンプロジェクト」の展開や、運営
組織、施設管理計画等、具体的方針を設定す
ることができた。
(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。
その他の施設改修事業については、計画ど
おり事業が進捗し、施設の安全性、利便性が
向上し、快適なスポーツ環境の提供ができ
た。

千曲川リバーフロントスポーツガーデン
他の体育施設の管理運営については、市民ニ
ーズに対応するスポーツ環境の整備・居心地
のよい空間を提供するとともに、競技力向上
に寄与することできた。

【現況と課題】
・ （仮称）長野市民文化芸術会館運営管理実施計画をもとに、新市民会館を文化芸術の振興拠
点としていくため、新市民会館の運営主体を確立する必要がある。
・ 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。
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・ 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、施設の修繕等が迅速に行われていない面がある。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 新市民会館の運営主体となる（仮称）長野市文化芸術振興財団を設立し、芸術監督・館長等
の決定など組織体制を整備し、運営体制の充実を図る。
・ 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 長野市陸上競技場トイレ他改修工事
③ アクアウイング大型映像装置改修工事
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。

4-1-2 文化芸術活動への支援と文化の創造
【目指す内容】
多様な文化芸術を鑑賞・体験できる機会を提供し、文化芸術の担い手を育成するとともに、活
動・発表の場の提供や、指導者等の情報提供を行い、市民の自主的・創造的な文化芸術活動を支
援することにより、文化的風土を醸成し、“ながの”の個性と魅力あふれる市民文化の振興を目
指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：子どものための文化芸術プログラ
ム
新規事業として、親子向け演劇・音楽鑑賞会
（有料）を４回、小学校６年生を対象とした
ミュージカル鑑賞会（無料）を開催した。
また、著名な指揮者を招請し、児童が自ら考
え・想像し・創作する力を育み、かつ、指導者
の指導力向上のため、長野市児童合唱団を対象
に、合唱指導の公開ワークショップを実施した。

評価
演劇鑑賞会と音楽鑑賞会（4 回）では、入
場者総数が目標 1,670 人に対して 1,589 人・
95.1％とやや下回ったが、小学６年生招待の
ミュージカル鑑賞会を含め、いずれの公演も
アンケートの結果では、「とても満足した」
「ほぼ満足した」が総合計で 98.8％と好評
であった。
子どもたちの活動支援では、児童合唱団の
公開ワークショップを２回行い、ワークショ
ップの成果による美しいハーモニーをハー
トフルコンサートで発表できた。

【現況と課題】
・ 将来にわたって文化芸術に興味を持ち、文化芸術活動をしていくためには、子どもの頃から
の芸術体験が重要であり、事業を充実していく必要があるが、新市民会館の開館までは、会場
の確保・出演団体との調整が難しい状況がある。
・ 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
の確保が難しく、また、財政的基盤が乏しいため、充実した活動ができない状況にある。街角
コンサートを開催するほか、芸術文化振興基金運営委員会を通じ活動助成金の交付等を実施し
ているが、より一層の文化芸術振興を図るため、効率的かつ効果的な支援のあり方を検討する
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めぐ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
力を市民に周知し、その有効活用を図っていく必要がある。
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【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 本市の文化芸術の振興のためには、子どもの頃からの芸術体験が重要であり、新市民会館の
４つの役割においても「育む」ことを中心のコンセプトとしているので、子どものための文化
芸術プログラムを推進する。
・ 長野市の芸術文化振興に有効に寄与するよう、引き続き芸術文化振興基金から基金運営委員
会へ補助金を交付し、自主事業や助成金事業を実施していく。また、若手の活動や新しい試み
への助成を優先するなど、効率的かつ効果的な支援のあり方を検討する。
・ 野外彫刻に対する市民等の認知度・関心度を高めるため、野外彫刻の魅力をＰＲし、かつ、
文化芸術振興の拠点となる「新市民会館」へのプロムナードとして、野外彫刻を長野大通り沿
いへ、集中的に設置していく。

4-1-3 歴史・文化遺産の活用と継承
【目指す内容】
地域の伝統文化・伝統芸能などの継承や復活の取組を支援するとともに、数多くある歴史的建
造物や史跡、彫刻などの貴重な文化財の適切な保存整備を行い、また、市民と行政が一体となっ
て、これらを地域資源として積極的に保存・活用・継承することにより、歴史的・文化的遺産を
生かした魅力的な地域づくりを目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：ボランティア活動推進
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。

評価
真田宝物館、真田邸、文武学校、旧白井家
表門などでのガイド・接待、及び真田邸２番
土蔵他の体験活動など、並びに文化財調査活
動、真田宝物館学習支援室での学習・体験支
援協力など、ボランティア目標 5,500 人に対
し 6,141 人、案内者目標 35,000 人に対し
35,563 人で目標を上回る活動ができた。
各種法律・条令等との整合性を図り、修
理・修景基準の作成等を実施した。ただし、
都市計画道路の変更（減幅）等、都市計画法
との調整が必要であることが判明したため、
時間を要している。このため、審議会の設置
や個別の住民説明会の開催には至らなかっ
た。
ほぼ計画どおりの工程で進行しており、平
成 26 年３月に第１期整備が完了し、26 年度
から第２期整備に着手する予定。

事業･項目名：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
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、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。
事業･項目名：大室古墳群保存整備
エントランスゾーン E 区の古墳保存修理工
事・環境整備工事を実施し、見学エリアの拡大
を図った。遺構復元整備ゾーン（第２期整備）
の基礎調査を実施し、基本設計策定に係る情報
収集及び整理を行った。
事業･項目名：新御殿跡保存整備
平成 25 年３月をもって事業全体が完了し
建造物（鳥居等）保存修理、庭園整備、各設 た。
計・工事監理、事業報告書(総論・調査編、付属
建物・庭園編）作成、各種文献調査、整備委員
会の開催等を実施した。
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事業･項目名：松代地区寺町商家保存整備
実施設計業務委託（学問所、正門、離れ、質
蔵、南之蔵、土塀、展示施設、庭園）
、寺町商家
利活用ワークショップ開催（全 5 回 5 月～12
月）、保存修理工事（主屋、店舗、台所、北之蔵）
を実施した。
事業･項目名：旧文武学校保存整備
実施設計（文学所保存修理）、工事監理（文庫
蔵解体）、解体工事（文庫蔵解体）を実施した。

事業･項目名：松代デジタル宝物館
平成 23 年度国の緊急雇用創出事業臨時交付金
を財源として、松代文化施設等管理事務所所管
施設などの情報発信力の強化、充実をはかるた
めに、インターネット上に専用ＨＰを構築する
事業を実施した。

計画どおりの工程で進行しており、平成
27 年３月をもって事業全体が完了の予定で
ある。

ほぼ計画どおりの工程で進行しているが、
文学所以外の建造物についても耐震補強工
事の追加等が見込まれるため、工期に遅れが
生じる可能性が高い。旧文武学校は、剣道大
会など施設利用者が多いため、施設管理者や
利用者と連絡調整を密にすることが必要で
ある。
真田宝物館専用ＨＰは、平成 24 年 7 月か
ら供用を開始し、事業は完了した。なお、収
蔵 資 料 約 47,000 点 に 対 し 処 理 済 み が 約
14,000 点であり、引き続き、収蔵資料の入
力及びデータベース化、情報の更新などを行
い、情報発信を促進することが必要である。

【現況と課題】
・ ボランティア活動推進事業においては、文化財や文化施設に対する市民ニーズの多様化に対
応するため、ボランティアの養成、増員、スキルアップが必要となっている。また、それをサ
ポートしていく専門員の確保も、緊急の課題となっている。今後も、文化財保存整備事業の進
捗に伴い文化施設の増加が見込まれることから、各種ボランティア団体、住民自治協議会など
各種団体との連携を図りながら、市民との協働を一層進めていく必要がある。
・ 善光寺周辺重要伝統的建造物群保存地区選定事業においては、都市計画法・建築基準法・消
防法等との調整を図り、保存条例を制定すること。条例制定に伴い、法定審議会を設置するこ
と。個別の住民説明会を開催し、重要伝統的建造物群保存地区選定の同意を得ることが必要と
なっている。
・ 大室古墳群保存整備事業においては、本格的な一般公開が予定される平成 26 年度に向けて、
整備された古墳等施設の維持・管理及び、見学者への案内等、有効活用に係る運営体制を確立
する必要がある。
・ 新御殿跡保存整備事業においては、適切な保存修理によって松代地区の生涯学習・観光にお
ける新たな拠点施設としての整備が達成された。今後は、施設の適切な維持管理と有効活用を
進めるため、観光振興課などの関係課や地元関係者と連携しながら、松代地区全体で継続的に
取り組んでいく必要がある。
・ 旧文武学校保存整備事業においては、平成 19 年度の現況調査以来、東日本大震災等による建
物の破損・劣化の進行が認められることから、工事内容の変更、及び耐震補強工事の追加等が
見込まれる。今年度予定している耐震補強計画策定に併せて、事業内容・スケジュールの見直
しを図る必要がある。
・ 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、建替え計画の早期立案と着手が課
題となっている。
・ 博物館は、昭和 56 年９月の開設から 30 年以上が経過し、この間に進められた調査研究・収
集保存の成果によって収蔵資料が著しく増加した。加えて、平成 17 年に１町３村、22 年に１町
1 村の合併に伴って、分館及び付属施設がそれぞれ 6 施設に増大したため、管理体制も含めた施
設の再編と、常設展示等のリニューアルが課題となっている。
・ 平成 25 年３月現在、市内指定文化財は 446 件を数える。平成 17 年の１町３村合併に伴う増
加分が 148 件、22 年の 1 町 1 村合併に伴う増加分が 27 件あり、合併に伴って市域面積が広大と
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なったことから、文化財保護保全に係る目が行き届かない事態も生じている。また、指定文化
財の所有者管理者による維持管理においては、過疎化や高齢化による後継者不足や人手不足な
ど、多くの課題を抱えているのが現状であり、新たな支援策や協力体制の構築が必要となって
いる。
旧長野市
271 件
国 89
県 36
市 146

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

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 25 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別に説明会等を開催し、条例制定への理
解と同意を求める。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。
・ 大室古墳群保存整備第 1 期整備工事の完了を目指すとともに、平成 26 年度着手を予定する第
２期整備に係る基本設計の策定を進める。
・ 寺町商家保存整備では、平成 27 年度供用開始に備えて、利活用に関する検討を深めながら、
管理・運営形態を決定する。
・ 旧文武学校は、文学所に関する補修工事を進めるとともに、史跡内建物の耐震補強計画を策
定し、今後の事業内容とスケジュールの見直しを行なう。
・ 善光寺周辺や松代以外の地域においても、文化財の保存活用を有効に進めていくため、新た
な支援策や協力体制のあり方を検討する。

4-1-4 生涯スポーツの振興
【目指す内容】
健康の保持・増進はもとより、「する」「みる」「支える」等、スポーツを楽しむ多様なスタ
イルを市民に伝えるとともに、多様なスポーツ活動を地域社会が支える仕組みづくりへの支援や
地域密着型スポーツチームへの支援、地域指導者の育成・活用等を推進することにより、年齢・
性別・障害のあるなしにかかわらず、誰もがいつまでもスポーツに親しめるとともに、地域の活
性化を図れるよう生涯スポーツの振興を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：スポーツ教室開催事業
若返り体操教室（21 会場、31 コース、1,001
名）ほか７教室（15 コース、318 名）を開催し、
計 1,319 名が参加した。
事業･項目名：体育指導･普及啓発事業
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。
事業･項目名：スポーツ団体活動補助金
第 22 回県市町村対抗駅伝競争大会及び第 61
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対
抗駅伝が準優勝、縦断駅伝では３位）

評価
市が主催（実行委員会への参加も含む）の
スポーツイベントやスポーツ教室では、参加
者にアンケートを実施し、市民ニーズを把握
するとともに、より参加しやすいイベント・
教室になるよう努めた。
若返り体操では新たな会場での開催やス
トレッチポール教室の新規開催など新たな
試みを実施し、市民ニーズに対応することが
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、
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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。また、教室の拡大や指導者の高齢化対策のためには、新たな指導者の発掘・育成を
推進する必要がある。
○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 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

６教室
６教室
７教室
７教室
８教室
（44 コース） （42 コース） （45 コース） （44 コース） （46 コース）
１，４８６人

１，４１６人

１，４１９人

１，３６８人

１，３１９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。
※H25.3.31 現在、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）、塩崎スポーツクラブ（H25.2）
・ 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。
【平成 25 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。

4-1-5 競技スポーツの振興
【目指す内容】
国際的・全国的スポーツ大会の開催を積極的に誘致し、また、その大会の運営に積極的に関わ
ることで、トップレベルの競技スポーツにふれる機会の充実を図るとともに、将来のトップ選手
を目指すジュニア世代の発掘・育成や強化選手への支援、指導システムの構築などにより、競技
力の向上とスポーツ活動への関心を高める競技スポーツの振興を目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
評価
事業･項目名：競技力向上事業
市体育協会により競技力向上のための事
長野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
業が実施された。
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。
全国大会参加可能種目数に占める長野市
チーム・選手の出場種目の割合は 28.1％で、
目標値の 31％（H28 年度）には届かないもの
の、概ね良好な数値となった。また、冬季競
技に限定すると 72.5％と目標を大きく上回
ることができた。
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事業･項目名：スポーツ拠点づくり推進事業
全国中学校スケート大会は開催６年目と
第 33 回全国中学校スケート競技会を開催し なり、今まで以上により効率的な大会運営
た。
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。
事業･項目名：国際競技大会等負担金
平成 22 年度に創設された「冬季競技振興
次の９つの大会へ負担金を交付した。
基金（ながの夢応援基金）」への寄付につい
① 第 14 回長野マラソン大会
ては、予定額を下回った。
② ワールドカップスピードスケート競技会
③ 全日本スピードスケート距離別選手権大会
④ 全日本スピードスケート選手権大会
⑤ 2011 オリンピックデーラン
⑥ ジャパンカップスピードスケート競技会
⑦ 小学生・中学生全国空手道選手権大会
⑧ 全国高等学校総合体育大会（卓球・相撲）
⑨ スピードスケート競技ジュニア育成プログ
ラム
【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。
・ 全国中学校スケート大会の本市における継続開催が５年間延長され、平成 33 年度までとなっ
たことから、市体育協会や市スケート協会と連携・協力し、更に競技力の向上に努めていく必
要がある。
○全国中学校スケート大会観客数
区

分

観客数

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 平成 24 年度
9,335 人

9,629 人

9,840 人

8,551 人

11,280 人

12,294 人

【平成 25 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。
・ 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。
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4-2 国際化・多文化共生の推進
国際交流を通じて市民の国際感覚を高めるとともに、日本の、長野の文化を学び、理解し、情報を発
信することにより、互いの異なる文化を尊重し合い、共生できる国際都市ＮＡＧＡＮＯを目指します。
4-2-1 国際交流の推進
【目指す内容】
学校における姉妹都市・友好都市をはじめとする、海外都市等との交流の推進など、子どもた
ちの国際感覚の向上や国際交流の発展を目指すとともに、市民ボランティアの育成、国際交流団
体への活動支援、国際交流情報の発信などにより、市民全体で国際的な活動を展開できる環境を
目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：姉妹都市・友好都市交流事業
平成 24 年度の姉妹都市・友好都市交流事業に
ついては、友好都市との交流事業は中止となっ
たが、姉妹都市との中学生交換派遣、交換教師
の受入および派遣は実施することができた。

評価
姉妹都市の中学生派遣については、現地
でのホームステイや学校訪問により国際
化社会に活躍できる基礎を作るための 国
際交流ができた。また、派遣生徒の個人的な
国際体験のみにとどまらず、報告書を各学校
に配布し掲示するなど、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。
また、交換教師の派遣・受入では、相互の
文化を紹介し、クリアウォーター市との親
善友好と国際理解を深めることができた。

【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が、友好都
市の中国との交流は、相手国の事情により、交流ができない状況にある。
【平成 25 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。

4-2-2 多文化共生の推進
【目指す内容】
学校や地域で、日本、長野の文化や歴史を学び、理解を深めるとともに、国際理解教育の充実
により異なる文化を尊重する姿勢の育成を目指します。また、学校での日本語指導の充実や、日
常の場での多言語での生活情報の提供などにより、外国人が暮らしやすく、訪れやすいまちづく
りを目指します。
【平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評価】
重点的な取り組みの事業名等とその状況
事業･項目名：外国人児童･生徒等教育
長野市で設置している日本語指導運営協議会
において、日本語の指導方法や外国籍児童生徒
等の支援の在り方について検討を行った。
また、日本語指導教室設置校での授業参観や
講演会、体験発表などによる情報交換を行い、
指導方法のレベルアップを図った。
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評価
日本語指導運営協議会を年４回開催し、外
国籍等児童生徒の在籍する学校間の連携体
制及び各学校の支援体制の強化ができた。
日本語指導教室設置校における授業参観
や、実践発表を聞くことにより、日本語指導
の向上が図られた。

事業･項目名：外国人児童･生徒等教育
日本語指導が必要な児童生徒に対して、日本
語指導協力者及び日本語指導巡回指導員 13 人を
23 校へ派遣し、延べ 3,368 時間の日本語指導を
行った。
事業･項目名：小中学校多文化共生支援事業（緊
急雇用創出事業）
各学校が外国籍等の児童生徒受入に柔軟に対
応し、多文化共生を実現するため、多文化共生
支援員 11 人を 11 校に配置し、学校体制の充実
を図った。

十分とはいえない指導時間の中で、効率的
な日本語指導ができたが、日本語指導協力
者・日本語巡回指導員がいない時、もしくは
派遣できない学校や子どもへの指導体制の
強化が今後の課題である。
支援員による学習を通じた外国文化の紹
介により多文化共生理解が深まり、学校での
外国籍等児童生徒への理解につながった。
外国籍等児童生徒の受入に必要なマニュ
アル等の整備が出来たことにより、学校の受
入準備がスムーズに行えるようになった。
日本語指導のための教材整備を行い、学校
での日本語指導の充実が図れた。

【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 24 年５月１日現在、86 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が、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･生徒への教育は、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。
【平成 25 年度の重点的な取り組み】
・ 帰国・外国人等児童生徒受入に伴う日本語指導協力者及び巡回指導員を効率的に学校へ配置
する。
・ 日本語指導巡回指導員がいなくても、日本語指導のできる学校内の支援体制や対象児童・生
徒に関する情報を共有できるような連携体制を整える。
・ 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化をする。
・ 平成 25 年度から、
『公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業（国
庫補助事業）
』で日本語能力測定方法（ＤＬＡ）の活用が必須となったため、センター校を中心
に活用方法を検討していく。
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四．前年度までの学識経験者の意見に対する取り組み
平成 23 年度分教育委員会の事務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 24 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

これまでの意見を取り入れて報告書の形式を見

教育振興基本計画の施策体系にあわせた項目

直ししているが、今後も更に、読みやすい、分か の修整に合わせ、記載項目の修正と形式の変更
りやすい表現になるよう、努めてもらいたい。

を行った。

教育委員会はいらないという世論もあるが、教

教育委員長が県の検討会議、教育長は中核市

育委員の活動をどう評価したらよいのか。最近の 教育長会議等に参加する中で、教育委員会のあ
教員の不祥事も踏まえ、教育委員会のあり方自体 り方等に関して、協議を行ってきた。その内容
を問い直すという姿勢が重要であり、慎重に考え は、他の教育委員にも伝えられ、情報を共有し
ていく必要があるのではないか。

ている。国、県の動向を的確に見極め、対応し
ていきたいと考えている。

教育委員に対して、教育現場では距離感がどう

学校訪問を始め、教育委員会主催の諸行事へ

してもある。その距離感をなくすためにも、大い も積極的に出席し、学校教育、生涯学習等の実
に現場に出て、実態を見て、現場の声を聞く立場 施状況の把握に努めた。
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

平成 24 年度には、市立長野高校の生徒との懇

かるが、それよりも、高校生との懇談の場だけで 談会を実施し、子どもたちの率直な意見等を聴
なく、中学校の生徒会、小学校の児童会などとも き、生徒一人一人が自分の将来に向けて真剣に
懇談するなどの取り組みを行い、子どもたちの生 取り組んでいる様子を知ることができた。
の声を聞くことによって、ただ授業を参観しただ

平成 25 年度は、教職員との懇談を予定してい

けでは分からないものが見えてくるのではない る。
か。直接、子どもたちと話をすることによって、

小･中学生との懇談に関しては、実施方法や時

子どもたちも自分の考えを大人に述べることがで 期について、来年度以降の実現を目指したい。
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。
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(２)各事業意見

１．住民自治の推進
意見

対応

コミュニティ活動の支援について、取り組みの

市立公民館において、コミュニティ活動リー

中に地域公民館などの整備と共に、地域のコミュ ダー育成のための講座を開催したり、地域公民
ニティ活動リーダーの育成があるが、地域分権で 館の役員を対象にした研修会を開催するなど地
リーダーの資質によって、コミュニティ活動に差 域の様々な活動を担う人材の発掘・育成を引き
が出てくると思うので、ソフト面にも力を入れて 続き行う。
ほしい。
２．子育ち・子育て環境の整備
意見

対応

放課後子どもプランについて、施設の拡充、学

【現況と課題】及び【平成 25 年度の重点的な

年の拡大を期待している市民にとっては、市とし 取り組み】の中に放課後子どもプランの拡充の
てどのように調整し、進めて行くのかという方針 方針等を記載した。
を、ある程度書くことによって、理解しやすいの

引き続き、集団生活において何らかの特別な

ではないか。障害児の受け入れを行っていること 支援が必要な児童の受入れに向けた施策の充実
は、とても大切な施策である。

に努める。

３．障害者（児）福祉の推進
意見

対応

特別支援教育の現場はみな違い、当然実践とし

「特別支援教育コーディネーター補助員」を

ては違いが出てくる。むしろ現場に応じて工夫し 配置し、障害のある、または、その疑いのある
児童の就学時に、幼稚園・保育所等関係機関か
ていくということが大切である。
ら送付される「個別の情報」の引継ぎとその活
また、これは理想であるが、子ども一人一人の、
用、及び特別支援教育コーディネーターへの助
障害や発達障害も含めた情報を、成長過程で連続
言や支援を行った。その活動・事例を報告書と
して共有できる仕組みづくりが、これからは求め
してまとめ、各小学校等へ配布した。
られるのではないか。
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４．魅力ある教育の推進
意見

対応

ICT の活用状況について、現場を見ている中で

教師間格差、学校間格差を解消するために、

は、インフラは整っているが、活用されていない メディアコーディネータによる授業支援を学校
ところも多い。20 年後 30 年後を生きる子どもた 単位、学年・教科会単位、個人単位と３つの派
ちのために、責任を持って、教育環境を整備しな 遣方法で要請できるようにした。学年・教科会、
ければいけないと思うので、より一層、教育環境 個人での要請が増えている。また、10 年研対象
者に ICT 活用の授業研修を必須にした。

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

児童生徒の図書利用については、児童生徒の

切なことでもあるが、児童生徒の図書利用の実態 貸出冊数について、毎年度末に各学校から報告
が魅力ある教育の推進には欠かせないことである を受けている。平成 24 年度は、小学校で平均
と思うので、その調査・評価が行われないのか。 86.2 冊、中学校で平均 16.5 冊の貸出があり、小・
読書は小さいときからの習慣が大切であるので、 中とも増加傾向にある。
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

長野市教育センターにおいて、教職員を対象

るのであって、そこが大切である。また、図書館 とした読書活動に関する研修を２講座開講して
職員の勤務の充実もとても良いことである。読書 いる。この講座については、学校図書館職員も
推進は全校体制で行うべきものとは思うが、図書 業務として受講できるよう各学校に通知してい
館職員の果たす役割、子どもを読書活動に導いて る。
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

「平成 24 年度の重点的な取り組み状況と評

か。一定の効果があると思っている。若い教員、 価」の中に、Ｑ－Ｕの効果等を記載した。
学級指導に迷っている教員にとっては、このデー

Ｑ－Ｕ研修については、教育センターで３講

タを基に、分析の仕方、クラスの見方を学ぶこと 座を開設している。中でも、Ｑ－Ｕ開発者の河
ができる。ただし、一人でやるのではなく、学校 村先生に直接講義を受け、各校での不登校対策
の中でチームを組んだり、教育センターで指導し に活用している。他に、校内研修や初任研、２
たり、初任者研修などのツールにもなる。これを 年次研修等でＱ－Ｕを活用した事例検討会を具
きっかけに学校の中で、子どものことで共に相談 体的に設け、職員の協同につなげている。
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 ・中１ギャップの解消については、小中の連携
あると思う。市として、深く追究して、施策を検 に焦点をあて、取組みを進めている。特に、情
討していくことが大切であると思う。

報の共有や引継ぎを確実にするために、ファイ
リングによる管理を各校で徹底し、中学校入学
時のつまずきを減らすよう取り組んでいる。
・中１ギャップの解消に、特に効果をあげてい
る、小中学校の取組事例を紹介することを計画
している。
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教職員研修・研究の充実は大事なことであるが、

教職員研修は、教育センターで行うことが前

教育センター・理科教育センターでやっているこ 提となっているため、記載をしていなかったが、
とが書かれていない。中核市として、全国的にも 平成 24 年度については明確にした。
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
意見

対応

学校評議員制度は大事な制度であると思う。学

原則、学校評議員は、校長が学校外の者で教

校運営の充実に役立っている制度であるので、評 育に関して理解及び見識を有する者のうちから
議員を吟味して選んでほしい。学校での人選では 推薦し、市教委が委嘱している。その際、人選
あるが、教育委員会としても、人選が大事である にあたっての留意事項を明示し、校長を指導し
と指導してほしい。

ている。しかし、現実には、真にその学校にと
って意味のある人選になっているかは課題が残
る（年齢、地域の役職で推薦される等）
。

学校評価について、保護者等へのアンケートに

校長会からの要望もあったため、保護者への

統一版を作っているが、市が広くなったため、実 アンケートについては、各校の重点的な取組み
態に合っていない項目も見受けられる。そこで、 を評価できるように修正して実施した。校長会
最低限、統一してデータがほしいという設問を標 からは、この方向でよいと賛同を得られた。保
準版として、後は学校の実情、重点に合わせて、 護者アンケートに限らず、児童生徒用アンケー
評価項目を独自に作ることが良いのではないかと ト、教職員用アンケートも、毎年、校長会から
思う。学校が自ら評価尺度も含めて、聞きたいこ 意見を聞き、市と各校が今後の取組みに生かし
とを聞くことを生かしたほうが良いのではない やすいアンケートになるように努めている。
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
意見

対応

市民が学んだ成果を生かし、学んだ人が講師に

学習情報の発信に加え、学習の成果の発表や、

なってそれが次につながっていくという事を具体 公民館等で地域の人材を活用して行われた取組
的な取り組みで紹介していただいたが、こうして などを積極的に紹介し、学びの成果を社会や地
公開することによってより促進される効果がある 域の中に生かす機会を増やしていく。
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

年２回の地区青少年健全育成関係者による情

にもあると思う。教育委員会が把握していること 報交換会を開催し、地区の状況、課題について
はわずかかと思うので、把握に努めてほしい。

共有を図り、市としても把握に努める。
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７．多彩な文化の創造
意見

対応

野外彫刻について、今後も設置していくことを

市内全域を美術館に見立てる「野外彫刻なが

決めたということであるが、立体作品は背景との のミュージアム構想」を推進しており、そのた
関係において成り立つもので、現状では良い作品 め、点在した作品を鑑賞して回ることが不便で
が生かされていないと思う。このままでは、いく あるという面がある。
ら作品を作っても、冊子を作って、ガイドしても、

彫刻を気軽に鑑賞していただけるよう、
「長野

長野市は野外彫刻のすごいまちにはなれないと思 駅～城山コース」
「松代コース」等計５コースの
う。作品環境を含めて考え直してほしい。すべて 野外彫刻散策マップを作成し、観光案内所等に
を動かすことは無理と思うが、城山公園、真田公 設置している。
園など、中心的になる公園を作り、そのマップを

また、長野駅から新市民会館までの彫刻プロ

作ることによって、アートを好きな旅行者はそこ ムナードづくりをコンセプトに、近年は長野大
を回ると思う。今ある財産を生かすためには再検 通り沿いへの作品設置を進めている。
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

野外彫刻の設置は、選考委員が設置場所を決

い。ヨーロッパの都市づくりには、そこに芸術の め、その場所の雰囲気に見合った作風の作家を
雰囲気があり、また、歴史の中で育ってくるので、 選定している。野外彫刻賞を開始して 40 年にな
やたらとモニュメントを作るのはどうか。都市づ るが、今後、更に時を重ねて、より本市の風景
くりを考えてもらいたい。

に馴染むのではないかと考えている。

新市民会館の建設に関係し、かなり音楽分野に

新市民会館には、主として演劇に対応する「小

関して力が入っているのは理解できるが、演劇と ホール B」を設置するほか、大ホールでも演劇
いうものはコミュニケーション能力を高めるとい 関係の上演は可能である。
うことでは、ある意味では音楽以上の教育効果が

現在も、実行委員会を組織して、市民演劇祭

あるものだと思うので、演劇に対応できる空間を や中学生向け演劇ワークショップを開催してい
つくるなど、バランスを考えてほしい。

るが、新市民会館でも音楽に限らず、いろいろ
な分野の事業を企画・実施していく予定である。

文化財をすべて行政が守っていくという発想も

長野市では、所有者・管理者の意向により一

あるが、住民に任せて守っていくことも必要なの 部行政が所管している文化財もあるが、概ねの
ではないか。何を市民の財産として、住民のもの 文化財は、所有者・管理者に維持・保存をお願
としていくのか。住民が困ったときに市がどう助 いしており、維持・管理、修理に掛かる経費の
けていくのか等、文化財に対する市の理念を決め 一部を助成するとともに、必要と思われる場合
て、取り組むべきではないか。

は、保存団体を組織するよう指導している。な
お、市民全体の財産として周知する事業を検討
する必要がある。
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８．スポーツを軸としたまちづくりの推進
意見

対応

社会体育と学校部活動との住み分け、連携に

社会体育や部活動の実施状況については、毎年

ついて、市としてどう考えているのか。現状で 県教育委員会スポーツ課が行っている調査によっ
は指導者や中心となる保護者の考え方で行き過 て実態を把握している。また社会体育と部活動の
ぎの面があるところや、反対に部活動が充実で 違いや活動を進める上での留意点については、平
きていないところもあると思うが、子ども達へ 成 24 年３月に、社会体育では規約の制定を行う等
の調査も含め、実態把握をして欲しい。

が明示された県教育委員会通知に基づいて、校長
会や教頭会、部活動の担当者会等を通して、各校
に周知徹底を図っている。

生涯スポーツの推進には、地域でのスポーツ

総合型地域スポーツクラブはスポーツの振興は

クラブの設立は大変良いことと思っている。ま もとより、スポーツを通した地域コミュニティの
た、体育施設の低額での利用、無料での利用が 再生にも大きく寄与するものであるため、活動拠
生涯スポーツの振興に役立っている面もある。 点となる場所の確保・充実等について支援してい
無料のところはそのままにするなど、工夫をし る。
て欲しい。

なお、体育施設の低額又は無料での利用につい
ては、確かに生涯スポーツの振興に役立っている
と考えているが、行政サービスの利用者負担で不
公平が生じないよう配慮する必要があることか
ら、引続き使用料の見直しについて検討していく。

９．国際化の推進
意見

対応

一校一国運動は、やる学校も、お金を出す教

国際化社会が進展する中、将来を担う児童生徒

育委員会も大変ではあるが、他のオリンピック にとって、異文化理解を深め、国際感覚を養うた
開催都市にも良い影響を与えているものであ めの教育の重要性が高まる中、新学習指導要領に
り、貴重な先進例として継続すべきである。

おいても、小学校の教育課程に「外国語活動」が
組み込まれるなど、一層、学校教育における国際
理解教育が進展される状況にある。一校一国運動
は、国際化社会に対応できる人材育成のための国
際理解教育の一つの手法として、長野市子供たち
の国際交流基金を活用して交流活動が行われてお
り、今後も継続して行っていく予定である。
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五．学識経験者の意見について
平成 24 年度分教育委員会の事務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。
１．学識経験者
氏

名

区分（職業等）

石

川 利 江

(有)ISHIKAWA 地域文化企画室 代表

戸

谷

元中学校長

武

者 一 弘

髙

信州大学教育学部 准教授

２．意見聴取日等
(１) 第１回 平成 25 年８月 22 日（木） 場所 長野市役所第 1 庁舎会議室 4
(２) 第２回 平成 25 年８月 23 日（金） 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
・ 教育委員会のあり方に関して、議論になっており、これまでの実績、意義などを見直す大切な
時期である。機構・組織の問題だけでなく、教育委員会が持っている精神や実現しようとした理
念を考え、合議制の教育委員会が機能しているのか、教育委員が職責を果たしているのかを見つ
め直すことが必要であり、それができないと、新しい制度になってもうまくいかなくなってしま
う。そのためには教育委員の研修も必要である。高校生との懇談は貴重な機会であり、可能であ
れば、市立長野高校以外の多くの高校生、中学生にも広げていく。また、一般市民との懇談の機
会なども大切にしていただきたい。
・ 教育委員自らが、厳しく自己評価をしていくことが大切ではないか。委員のあり方が問われて
いる中で、委員は何を行っているか。行政として何をしているか。委員として何がどう機能して
いるか。今、何が課題なのか。この程度の項目でよいので、教育委員が自問していただくことが
良いのではないか。
・ 昨年度に比べ、評価報告書の評価が的確に、分かりやすい表現をしている。事業の内容が目に
見える形で評価されており、25 年度の事業を進めるに当たって、焦点化に繋がっているように
感じる。できれば、評価について、数値化ができない部分の表現については、更に分かりやすく
していただければ良いと思う。

(２)各施策意見
1-1 子どもたちの「生きる力」を育成する教職員の力量の向上
・ 教職員研修において、一般的なマネジメントなど、一定のところは学べるが、学校毎に課題は
異なり、スクールマネジメントも様々であり、個々の教師の経験の中で学んでくることも違う。
教職員研修で学んだことを、学校に戻り、その学校に即したマネジメントに活かしていくことや、
個々の教師のキャリアや直面している課題などに即して、自分のライフステージを確認したり、
これからのキャリアプランを見つめ直す機会を作っていくことなど、研究していただきたい。
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1-3 安全・安心な教育環境の整備
・ 学校を訪問した際に、汚さの目立つ学校もあり、学校の美化という点が気になる。庭木等の手
入れにも学校によって差があり、子どもたちの教育環境として、安全･安心が一番大切とは思う
が、美しさ、快適さについても、配慮していただきたい。
・

安全･安心ネットの加入率が 9 割近くなっており、高く評価できるが、100％になる見込みは
あるのか。情報伝達に漏れがある場合、被害を受けることも予想される。これを補完する手立て
を考え、二重、三重の安全確保を徹底していただきたい。

1-4 一人ひとりが大切にされる教育の推進
・ Ｑ－Ｕを有効に活用している状況が分かるが、活用事例を学校職員の中で共有し、検討してい
くことが大切である。Ｑ－Ｕにより認知した事例を、学年集団や学校全体で、多くの教師の多角
的な目で検討、対応を考えることで、教師が孤独な対応に陥らないようにすることに繋がる。こ
うした取組をしていること等を示すと、Ｑ－Ｕの有効性が更に示すことができるのではないか。
・ 家庭の経済力格差による学力格差は、日本の大きな課題である。家庭に経済的支援をしていく
ことが大切であり、その上で、一人ひとりの子どもの学力をどうつけていくかを、教育行政は視
野を広げて対応を考えていくべきではないか。就学援助については、金銭的なものだけでなく、
情報格差の問題もある。情報が必要な人に届かない、キャッチできないこともある。経済力の格
差が情報格差に、また、意欲の格差につながってしまうこともある。学力や生活などトータルに
考える問題になっている。
2-1 家庭・地域・学校の役割の明確化
・ 「家庭教育力向上研修会」の講座開催が極端に減ってしまったことについては、市の趣旨が伝
わっていなかったこともあるのではないか。必要性を理解してもらえればもっと発展的な取組に
も繋がったとも考える。子育てに悩む母親にとって、有意義なものであり、継続、発展して欲し
い事業である。
・ 「家庭教育力向上ミニ講座」の計画的実施は、非常に良いことだと思う。本当に課題のある保
護者は講演会などを開いても出席しない。別の機会を捉えて、きっかけ作りができることは良い
ことだと思う。
3-1 県都としての特色を生かした生涯学習の充実
・ 生涯学習センターについては、自主講座の充実より、今後も、より市民が気軽に利用できる場
所として、利用しやすいシステムを考えていただきたい。また、雰囲気に硬いところがあるので、
概念にとらわれない、市民が気軽に利用できるようにするサービスの向上や、場作りも考えてい
ただきたい。
・

公民館のあり方として、講座参加者が自主的な活動をはじめるきっかけ作りとなったことは、
社会教育、公民館の本来のあり方であり、こういう活動を今後も継続していただきたい。また、
市民や子どもたちの学びや、より良い暮らしのために活動している人たちを、繋げたり、発表が
できる場を、教育委員会として設けることができないか検討していただきたい。

・ 市立図書館の窓口や職員の対応は非常に良いと感じているが、図書館のあり方が全国的に着目
されており、本を読む人が増えることは、地域にとって、未来にとっても大切なポイントである
ので、より、市立図書館が魅力的な場所となり、今まで行かなかった人が図書館で楽しむ、図書
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館で遊ぶことができるよう、そうした方法を教えるようなナビゲーター的な人を配置する等、よ
り時代に対応した図書館のあり方について検討していただきたい。

3-2 豊かな生活につながる生涯学習の推進
・ 読書活動推進については、長野市の文化基盤を作るうえで、非常に大切なことをしていると思
う。市民からの関心も高く、計画した内容をどのように取り組んでいくのか。読書活動はあらゆ
るところで取り組んでいるものであり、連携も大切だが、それぞれの部署の活動で成果を挙げて
いく方策を考えたほうが良い。各部署の活動の推進について具体的な項目を揚げて、視点を明ら
かにしていただきたい。
4-1 オリンピック開催都市としての誇りある文化芸術及びスポーツ創造環境の構築
・ 社会体育施設の料金体系の見直しについて、社会体育施設は健康増進やスポーツへの入り口的
な役割を果たしているものと思うので、そういう効果を鑑みて、無料であって良いと考える。長
寿県の一つの要因として、身近なところでスポーツに親しめるところもあると思うし、教育の公
共性の観点から見ても、無料であって欲しいと考える。
・ 松代のボランティアや NPO の方々は、非常に良い活動をしていただいている。松代は地味で
はあるが、観光客が確実に増えてきており、これからの時代の中で大事にされる場所と思う。佐
久間象山の再評価の動きもあり、象山記念館の建て替えや散逸している資料の収集など、観光資
源としても大切であり、課題として推進していただきたい。
・ 集落の中の小さな祠や石仏など、長い間、地域の人の心を支えて、文化を打ち立ててきた基盤
になっていたものがあるが、今は手をかけることができなくなり、埋もれてしまってきている。
こうした住民が守り育ててきた文化遺産を、住民とともに、行政が一緒になって補修するなど、
そうしたことが、地域全体の文化を高めていくために、大事なことではないかと思う。
・ 全国中学校スケート大会の観戦の促進は、数字だけで見れば望ましいことであるが、動員型の
観戦方式であるならば、過剰になると裏に問題が出てしまう。教育的見地から、どう考えていく
かが課題と思う。子どもも多様化しており、スケートに興味のない子どももいるはずであり、学
校の本音も聞きながら対応していただきたい。
4-2 国際化・多文化共生の推進
・

友好都市石家庄市との交流の中断は残念な事である。30 年も実績のある交流が、政治の影響
を受け、途切れてしまうのはいかがなものか。国の関係に関わらず、人とのつながりで信頼を深
めていくことはできないだろうか。政治の影響を受けない市民的な団体での交流や、学校とのつ
ながりで、手紙や作品を交換しあうなどの交流の継続はできないか、今回の中断を大きな課題と
して検討していただきたい。
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