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平成２６年度成果報告 教育委員会総括 

 

１． 教育委員会制度関係 

・  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（改正地方教育

行政法）が平成26年６月20日に公布され、27年４月１日から施行されることになっ

たため、26年度中に条例改正等の所定の手続きを行った。 

 改正の主な内容は、①教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置、②

教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化、③「総合教育会議」の設置、④教

育に関する「大綱」を首長が策定、等々である。 

 なお、新教育長の設置については、経過措置が設けられており、当町ではこれを

適用し、27年４月１日以降の当分の間、現体制を継続することとなった。 

 

２． 学校教育関係 

・  南木曽小学校体育館の天井落下防止のための改修工事を冬休みの期間を中心に施

工し完了した。この工事は国の耐震対策の補助事業を受けて実施したものである。 

  ・ 当町では、町内小中学校の学習環境を一層充実するため、国・県の学級編制基準

を緩和し、１学年30人以上35人以下の学級について、町単独で２クラス編制を実施

してきている。26年度については小学校１名(町費分0.5）、中学校２名の教員を配置

した。また、特別支援教育の充実のため、支援員を小学校に２名配置した。 

  

３． 生涯学習・公民館活動関係 

・  南木曽会館東側の駐車場造成工事が完了し、84台分の駐車スペースが確保できた。

今後は催し等の実施に当たり、多くの方々の利用に供することができるものと期待し

ている。 

・  放課後子ども教室の利用者は年々増加し、26年度は1日平均で20.9名と、25年度よ

り2.6名増えた。受け入れ施設の充実とスタッフの増員が必要となってきている。ま

た、施設面の工夫も必要と考えている。 

・ 26年度の土曜日子ども教室は、「見えない学力をつけよう」をテーマに、宮澤賢治

の世界に触れたり、星を観察するなど年10回開催した。前年に引続き岡田政晴氏、清

水醇氏を講師に招き「学習する楽しさ」や「生き方を知る」ことができた。 

・  総合型ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ「なぎそﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞ」は、２年目を迎え活動も計画どおり順調に

行われている。事務局（ｸﾗﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ）も前年度に引続き２名体制で業務をこなして

いる。ただ、totoの助成金は年々減額されており事業運営に苦慮している。 

 

４． 文化財・保存事業関係 

・  町指定有形文化財として、神戸地籍の養気荘（旧瀧家別荘）を所有者の理解も得
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て指定した。今後、県宝への申請に向けて県と相談しながら対応していきたい。 

・  妻籠宿保存地区伝統的建造物について、妻籠宿保存地区保存審議会の審議を経て

、10月１日付（告示）で２件（「山森家住宅」「宅老所喜楽庵（旧帝室林野局妻籠出

張所所長官舎）」を特定（追加）した。文化庁へ報告し了承された。これにより特

定した建造物は保存地区全体で202件となった。 

・  リニア中央新幹線事業計画に伴い、サンショウウオの生息調査を行った。ただ、

豪雨により小河川が氾濫し生息状況が確認できなかったため、次年度も引続き調査

をしていく予定である。 

・  田立社会教育施設（旧田立小学校）の２階建て校舎を利用して、長期にわたり収

集した町内の民俗資料を整理し展示した。博物館の分館として位置付けて公開して

いる。 

・  南木曽町博物館の開館20周年記念特別展として、県の元気づくり支援金を利用し

て「かわら版展」と「内堀勉絵画展」を実施した。今後も随時特別展を企画して入

館者の増につながるよう努力していきたい。 

 

５． ７．９南木曽町豪雨災害関係 

・   ７月９日に発生した土石流災害により中学生の尊い命が失われた。町として被

災された児童生徒や家族に就学費用の負担軽減のための支援等を行った。また、不

安を訴える児童生徒のために心のケアを行うスクールカウンセラーや心の相談員を

長野県・中津川市・長久手市等から派遣していただき不安解消に努めた。 

学校運営においては、災害現場に近い南木曽小学校の授業・給食等に支障が生

じたため、時間割の変更や休日対応等により授業時間の確保と給食の外部発注を

行った。 

今回の土石流災害においては、町内小中学校及び蘇南高等学校の教職員が身を挺

して献身的な対応をしていただいた。特に南木曽小学校では、南校舎が避難所とな

ったため教職員が一丸となって住民の避難所生活をサポートしたり、通学道路の被

災によりスクールバスの通行に支障が出たため教職員による登下校の見守りや除雪

対応等が行われた。南木曽中学校では、亡くなられた生徒の学年を中心に全校をあ

げて生徒の心のケアを行った。マスコミ等対外関係についても丁寧な対応をしてい

ただいた。 

教職員の昼夜を問わない業務の遂行と的確な対応に感謝したい。 

その他、全国各地から大勢の方々が駆けつけていただき、児童生徒を元気づける

ための講演やコンサート等が開設された。多くの皆様の激励に謝意を表したい。 

・  生涯学習関係では、公民館三留野分館を中心に社会教育施設等が甚大な被害を受

けた。利用者に不便を来したが国等の補助を受けて全て復旧することができた。ま

た、全国各地から支援をいただき、子どもたちや町民を元気づけるための講座や教
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室等が開設された。多くの皆様の支援に感謝したい。 

・ 文化財・保存事業関係では、中山道(歴史の道)を中心に大きな被害が出たが、国

の補助等を受けながら27年度への繰越事業として対応した。 
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６．教育委員会所管 

 

１.教育委員会関係 

 （１）教育委員会関係 
    ①委員等 

教育委員長  小原貞幸 平成26年６月29日 再任 任期１年 

教育委員   ５名 小原貞幸、松井康子、村瀬令子、岡田政晴、 

森 洋司（教育長） 

②定例会（12回）・臨時会（1回）議案件数22件・承認件数22件（提出日及び議案を記載） 

・４月16日「南木曽町公民館分館長・主事の任命について」「南木曽町社会教育委員及

び公民館運営審議会委員の任命について」「妻籠宿保存地区保存審議会委員

の委嘱について」 

・５月27日「南木曽町立小学校建設委員会設置要綱の廃止について」「南木曽町立小学

校の統合に関する審査研究委員会設置要綱の廃止について」「県教育委員会

及び市町村教育委員会相互の連絡調整について」 

・６月27日「南木曽町教育委員長の選挙について」「南木曽町教育委員長職務代理者の

指定について」「要保護・準要保護児童生徒の認定について」 

・７月28日「平成27～30年度使用小学校教科用図書の採択について」 

・８月27日「要保護・準要保護児童生徒の認定について」 

・９月26日「妻籠宿保存地区保存計画の一部変更について」 

・11月27日「南木曽町通信制単位制高等学校審議会設置条例を廃止する条例について」

「南木曽町通信制単位制高等学校の設置の手続等に関する規則を廃止する規

則について」「南木曽町博物館条例施行規則の一部を改正する規則につい

て」 

・１月26日「南木曽町指定有形文化財の指定について」 

・２月26日「土曜日子ども教室運営委員会設置規程の制定について」 

・３月12日「南木曽町博物館名誉館長の任命について」 

・３月24日「南木曽町教育委員会会議規則等の一部を改正する規則について」「教育長

の勤務時間その他の勤務条件に関する規則の制定について」「南木曽町博物

館運営要綱の一部を改正する要綱について」「南木曽町博物館協議会委員の

任命について」 

 

 （２）研修等 
・関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会 

（兼長野県市町村教育委員会研修総会）     ５月16日 長野市 ５名参加 

 

 （３）教育相談関係 
     ・教育相談所開設 年間12回開催（毎月第２水曜日 12時30分～15時30分） 

面談、電話、手紙   相談件数実績 年間２件 

相談員 岡田政晴（平成24年９月 就任） 

 

（４）いじめ対策委員会 
     ・教育委員会主催の委員会は開催する必要がなかった。小中学校においては対策委員会

を設置している。日常の児童生徒観察を大切にし、気にかかる点はすぐに報告・連

絡・相談をするとともに、毎回の職員会で情報交換を行っている。また、「生活アン

ケート」を取り、児童生徒の様子の把握に努めている。 

 

（５）南木曽町教育委員会 後援事業   
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・平成26年度明るい選挙啓発ポスター作品募集         長野県選挙管理委員会 

・映画「約束」上映会              ４月26日 上松勤労者福祉センター 

・琴伝流大正琴宇宙琴2000木曽地区親睦演奏会     ８月３日     南木曽会館 

・第３回北信越町並みゼミ妻籠大会（共催）     ６月28日～29日   妻籠宿 

・平成26年度長野県技術・家庭科教育研究会中信大会 11月17日    南木曽小中学校 

・信州チャレンジスポーツＤＡＹ2014           10月４日        松本平広域公園他 

・第４回木曽駒夏季ジュニアゴルフ大会         ７月31日     木曽駒高原 

・第28回南木曽町美術工芸展     10月25日～11月３日   南木曽会館 

・夏休み子どもちゃれんじ体験          ８月11日     南木曽会館 

・町民ゴルフ大会                              ９月７日       木曽駒高原 

・通信制高校・サポート校 学校相談会in松本   ９月27日        松本市（中止） 

・チャレンジバレーボール大会     10月８日～11月26日  社会体育館 

・南木曽中学校ＰＴＡ講演会                   10月11日     南木曽中学校 

・第36回南木曽町少年野球・学童野球大会     11月２・３日    総合グラウンド 

・お出かけ音楽広場                           11月15日     南木曽会館 

・映画「じんじん」上映会            12月７日     南木曽会館 

・チャレンジソフトバレーボール大会   12月８日～２月９日    社会体育館 

・第38回南木曽町公民館大会    ２月１日      南木曽会館 

・第23回分館交流ソフトバレーボール大会   ２月15日     社会体育館 

・第８回木曽郡高校生美術展        ３月７日～15日     木曽路美術館他 

・第27回南木曽町社会福祉大会          ３月８日        南木曽会館 

・木曽文化協会歌謡曲部・舞踏部合同発表会    ３月28日     木曽文化ホール 

・星野富弘 花の詩画展in木曽         ７月10日～20日    木曽文化ホール 

 

２.学校教育関係 

 （１）学級編制、児童・生徒数等      
    ①南木曽小学校 

    児童203名 教職員25名 普通学級９ 特別学級２  詳細は別紙参照 

     

  ②南木曽中学校 

 生徒 93名 教職員24名 普通学級５ 特別学級２  詳細は別紙参照 

 

③特別支援教育 

 ・南木曽小学校  情緒障害学級（対象６名） 知的障害学級（対象７名） 

・南木曽中学校  情緒障害学級（対象２名） 知的障害学級（対象１名） 

 

④その他 

・南木曽小学校  特別教育支援員２名を配置 

・南木曽中学校  町費講師２名を配置 

・南木曽小中学校 非常勤の図書館司書１名を配置（小中兼務） 

 

 （２）通学対策 
①スクールバス通学 

・町が運行する南木曽町新交通システムの中で対応した。 

  南木曽小学校 対象児童数135名   南木曽中学校 対象生徒数40名 

◇小学校 ５系統 

迎え・送り【妻籠】 上在郷⇔南木曽小 

迎え・送り【保神】 保神⇔南木曽小 

迎え・送り【田立】 田立駅⇔南木曽小 
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迎え【北部】 岩倉橋→南木曽小 送り【北部】読書保育園→南木曽小→岩倉橋 

迎え【与川】 向田→南木曽小  送り【与川】読書保育園→南木曽小→向田 

◇中学校 ３系統 

迎え【保神】保神→南木曽中   送り【保神】南木曽中→保神 

迎え【北部】岩倉橋→南木曽中  送り【北部与川】南木曽中→岩倉橋→向田 

迎え【与川】向田→南木曽中  

 

②スクールバス特発（通学以外の学校行事等への対応） 

南木曽小学校 1,784千円  南木曽中学校 4,013千円 

      

③スクールバス冬期迂回のための通学タクシー利用制度（大奈良方面） 

小中学生の該当者なし 

 

④電車通学（ＪＲ定期券購入助成） 

・南木曽中学校田立地区生徒は電車通学とし、定期代を全額補助 

対象生徒数25名 743千円 

 

⑤通学路における交通安全対策事業計画について 

・24年度に行った教育委員会、学校、道路管理者（国・県・町）、地元警察署による緊急

合同点検を受けて対策について検討した。 

○県道南木曽停車場線  大沢田橋周辺 ⇒ 歩道橋及び歩道の設置 

今年度用地測量、買収を行い着工予定であったが災害復旧工事のため一時中断 

       ○国道19号 水野歯科医院付近から二三石油手前付近まで  

⇒ 水はね防止板設置 

        南木曽石材店までの区間について次年度以降順次設置予定 

         

（３）防犯、安全関係 
①携帯PCメールによる一斉配信 

  ・きずなネットの利用  学校から保護者・職員への緊急連絡体制 

       配信件数 小学校63件、中学校39件 

       内容   台風関係、インフルエンザ関係、熊出没情報、行事予定関係 等 

 

②休校措置関係 

・小中学校臨時休校  4日間   

7月10･11･14日  台風 8号による土石流災害 

10月 6日    台風18号による危険回避 

     

③出席停止・学級閉鎖等関係 

・インフルエンザ感染に伴う措置 

   ◇小学校 出席停止 79名 

学級閉鎖 4年1組 4月14日～17日 

6年1組 4月17日～18日 

        学年閉鎖 5年   2月 2日～ 4日 

◇中学校 出席停止 25名 

        学級閉鎖 1年2組 1月26日～28日 

                                2年2組 1月28日～30日 

        学年閉鎖 なし 

      ・インフルエンザ以外の感染症に伴う措置 

       ◇小学校   出席停止   5名（溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、咽頭結膜 

熱、水痘） 
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       ◇中学校   出席停止    なし 

 

（４）国際化・交流関係 

ＡＬＴ（外国語指導助手） 

     委託先  名古屋市 ㈱アルティアセントラル（新規契約） 

委託期間及び契約額 平成26年４月１日～27年３月31日  5,292千円 

派遣英語指導助手 ポール・コンリー（アメリカ、１学期～） 

委託内容 南木曽中学校での英語指導、小学校への学校訪問、社会人英会話教室講師 

 

 （５）就学援助費 

  学校、民生児童委員と連絡をとりながら援助を行った。 

 

（６）学校給食 

    学校給食については、自校方式によりこれまでどおり運営した。安全安心な学校給食を

目指して、引き続き衛生管理に十分配慮した調理の実施を図ってきた。食生活指導では、

栄養士を中心に積極的に取り組んだ。給食調理従事者については県、郡及び町の研修会へ

の参加で、衛生管理意識の向上を図った。 

給食を通じて食文化や環境問題、地域の農業への関心を高める目的で、木曽南部産コシ

ヒカリを使用した米飯給食を小学校週３回・中学校週４回実施し、地元産の野菜使用につ

いても関係者と協力して積極的に取り組んだ。 

 

   ○給食用食材の放射性物質検査 

      町では、東日本大震災による原子力発電所事故に伴う放射能漏れに対し、給食食材へ

の影響を心配される保護者の要望に答えるため、平成24年度から長野県の協力を得て、

放射性物質検査を実施した。 

     検査方法  NaI（Tl）シンチレーションスペクトロメータによるスクリーニング検査 

     検査場所  長野県中信教育事務所 

     検査対象  南木曽小学校・南木曽中学校 

      

 

 

 
≪要保護、準要保護児童生徒援助費の推移≫ 金額：千円 

年

度 

小学校 中学校 計 

対象 

児童数 
家庭数 金額 

対象 

生徒数 
家庭数 金額 

対象 

生徒数 
家庭数 金額 

22 ４ ３ 312 ３ ３ 337 ７ ６ 649 

23 ６ ４ 474 ７ ６ 828 １３ １０ 1,302 

24 ８ ４ 596 ５ ５ 602 １３ ９ 1,198 

25  ９ ６ 692 ５ ５ 622 １４ ８ 1,314 

26  １０ ８ 835 ４ ４ 456 １４ ９ 1,291 
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検査結果 

検査日 給食施設名 検査食材 生産地 
検査結果（Bq/㎏） 

検査場所 
放射性セシウム 

    134 137  

H26. 4.11 南木曽中学校 ほうれん草 岐阜県 不検出 

中信教育 

事務所 

H26. 4.22 南木曽小学校 きゅうり 群馬県 不検出 

H26. 5.14 南木曽中学校 きゅうり 岐阜県 不検出 

H26. 5.21 南木曽小学校 えのきたけ 長野県 不検出 

H26. 6. 6 南木曽中学校 ごぼう 青森県 不検出 

H26. 6.27 南木曽小学校 パプリカ 宮城県 不検出 

H26. 7. 3 南木曽中学校 人参 岐阜県 不検出 

H26. 8.22 南木曽中学校 人参 北海道 不検出 

H26. 9. 3 南木曽中学校 小松菜 岐阜県 不検出 

H26. 9.12 南木曽小学校 長ねぎ 茨城県 不検出 

H26.10. 8 南木曽中学校 人参 北海道 不検出 

H26.10.30 南木曽小学校 玉ねぎ 北海道 不検出 

H26.11.12 南木曽中学校 長ねぎ（地元） 長野県 不検出 

H26.11.19 南木曽小学校 人参 青森県 不検出 

H26.12. 4 南木曽中学校 えのきたけ 長野県 不検出 

H26.12.12 南木曽小学校 ごぼう 青森県 不検出 

H27. 1.16 南木曽中学校 玉ねぎ 北海道 不検出 

H27. 1.29 南木曽小学校 長ねぎ 群馬道 不検出 

H27. 2. 5 南木曽中学校 玉ねぎ 北海道 不検出 

H27. 3. 5 南木曽中学校 人参（地元） 長野県 不検出 

   ○スクリーニング検査の結果、放射性物質の検出が疑われた場合は、長野県環境保全研究 

所において再検査を実施  

   ○「不検出」とは、放射性物質が存在しない、または測定下限値未満であることを表し、 

この検査の測定下限値は12.5Bq/㎏ 

○「再検査」とは、長野県環境保全研究所において再検査を実施していることを表す。 

    ※平成24年4月1日から施行されている「一般食品」に係る放射性セシウムの基準値は、 

100Bq/Kg 

 

（７）セカンドブック・サードブック事業 

   読書を通して基礎学力の向上や豊かな心を育むことを目的に、図書選定委員が選定した図

書を小学校入学と中学校卒業の記念に町から贈呈した。 

   ①セカンドブック 対象児童 小学校１年生42名 選定図書19冊から１冊を選択 

   ②サードブック  対象生徒 中学校３年生23名 選定図書31冊から１冊を選択 

 

 （８）工事関係   明細別紙参照 

①小学校関係     

・南木曽小学校遊具更新工事（平成25年度繰越事業） 
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・南木曽小学校屋内体育館天井落下等防止対策工事（平成25年度繰越事業） 

・南木曽小学校屋内体育館耐震補強工事 

②中学校

・南木曽中学校防犯カメラ増設及び更新工事（平成25年度繰越事業）

（９）学校教育関係の会議等 

・教育委員と町内学校長・教頭との会議 随時 

・町内学校長・教頭連絡会 ６回 

・県教育委員会と町教育委員会との連絡会議 ９回 

・県主幹指導主事学校訪問（町内小中学校） ６月30日 

・学校、教育委員会と民生児童委員との懇談会（南木曽小学校）  ６月６日 

・学校、教育委員会と民生児童委員との懇談会（南木曽中学校） ６月11日 

・心身障害児等就学指導事務連絡会  10月６日 

・議会総務文教委員・教育委員・学校長・教頭合同会議 南木曽会館 11月13日 

・母子保健連絡会 ４回 

・小中連絡会  ３回 

・保小中高連携教育連絡会  ３回 

・南木曽中学校「スポーツ文化活動支援連絡会」  ２回 

（10）学校関係負担金、補助金等 

（単位：千円） 

支  出  先 補助金 備  考 

長野県中学校体育連盟負担金 18 県・郡関係学校負担金 

木曽郡町村会負担金 302 〃 

学校保健会負担金 2 

中部地区中学校相撲大会負担金 79 

中信地区私立学校補助金 15 １校 １名 

移動音楽教室鑑賞費補助金 272 小中学校 

地元産食材利用補助金 1,050 

木曽郡中間教室負担金 507 

南木曽町立小中学校施設整備基金  0 基金積立なし 

（11）高校に関すること 

①蘇南高校に関すること

６月27日  保小中高授業研究会 

７月２日  第１回蘇南高校評議員会 
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11月10日  第１回長野県高等学校将来像検討委員会（県庁） 

12月12日 蘇南高校第４回総合学科研究発表会（蘇南高校） 

２月19日  蘇南高校総合学科「産業社会と人間」学習発表会 

２月24日  第２回蘇南高校評議員会 
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 平成26年度　児童・生徒数、教職員数    （平成26年5月１日現在）

男 女 計 学級数 男 女 計 学級数
(2) (1) (3) (1) (1)

26 22 17 39 2 15 20 35 2(1)
(1) (1) (2) (2) (2)
13 16 29 1 11 21 32 2(1)
(2) (1) (3)
13 13 26 1 11 12 23 1
(3) (1) (4)

19 22 41 2

(1) (1)
9 14 23 1

16 16 32 2(1)

(9) (4) (13) (特 2) (1) (2) (3) (特 2)
92 98 190 (普 8) 37 53 90 (普 3)

101 102 203 普9 38 55 93 普5

平
成 教
26

員

職

員

県 8 8 16 9 5 14
（栄養士）1 (給食）１ (常勤講師）2 （非常勤講師）1

（非常勤講師）1 （給食）1

町嘱託 (用）1(給) 3 4  (用務員) 1  (給食) 2 3
（特別支援員）1 （特別支援員） 1 （ALT)1 （司書） 1
(介助員）1

事務室

校長室

給食室

（注）　 1.南木曽小学校の講師は、県費講師3名である。

2.南木曽中学校講師は、県費講師2名、町費講師2名、町費非常勤講師2名である。

3.学級数は、普は普通学級、特は特別支援学級、（　）内は国県基準による学級数。

4.児童生徒数上段の（　）数字は、特別支援学級児童生徒の外数。

5.町事務数の（　）数字は、南木曽小中兼務者数。
6.内訳の県・町には、常勤・非常勤の講師を含む。

14 25 14 10 24

ファックス (0264)57-2005 (0264)57-4125

(0264)57-2004 (0264)57-2043

(0264)57-2349 (0264)57-2350

(0264)57-2056 (0264)57-2262

電話

校　　　長 勝野　忠 金森　茂
教　　　頭 松下　設吉 持田　貴康

2
所　在　地 読書3757-2 読書2942-2

年
度
　
教
　
　
職
　
　
員
　
　
数

養護教諭 0 1

11合　計

内
訳

町
2 5

町臨時等
3

0

給食調理師 0

ＡＬＴ 0 0 0 1 0 1

特別支援員 2 1 3 0 0

4 4 0 3

1

1

3

用務員 0 1 1 1 0

1 1

町事務（司書） 0 (1) (1) 0 1

栄養士 1 0 1 0 1 1

1 1

講　師 2 1 3 4 2 6

1 0

県事務 0 1 1 0

2

教　諭 4 5 9 6 1 7

校長・教頭 2 0 2 2 0

年
度
　
児
童
・
生
徒
数

２学年

３学年

４学年

５学年

６学年

合　計

　　　　　学校
学年

南木曽小学校 南木曽中学校
平
成

１学年



単位：千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

南木曽小学校遊具更新工事 南木曽小学校
設置箇所面積　542㎡
既存遊具撤去　8基
新設　6基

5,184 1,682 3,502
平成25年度繰越
事業

南木曽小学校屋内体育館天井落下
等防止対策工事

南木曽小学校
アリーナ面積　696㎡
吊り天井撤去、照明器具等
落下防止

41,634 13,647 26,000 1,987
平成25年度繰越
事業

南木曽小学校屋内体育館耐震補強
工事

南木曽小学校
アリーナ面積　696㎡
ブレース入替 4,180 4,180

南木曽中学校防犯カメラ増設及び更
新工事

南木曽中学校
ドーム型 6台 ・ 屋外型 3台
（増設 5台 ・ 更新 4台） 2,830 2,830

平成25年度繰越
事業

合　　計 53,828 15,329 26,000 12,499

備　考

［別　表]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年度学校教育関係主な建設事業及び補助事業

事　　　業　　　名 事業箇所 事業内容 事業費
左　の　財　源　内　容

建設事業関係



単位：千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

被災児童　学用品購入費 南木曽小学校 学用品補助 4 4
災害救助法に基
づく

教職員住宅修繕費 田立 ２戸
被災者入居に伴う畳替え、
支障木伐採 274 274

心の教室相談員派遣 南木曽小学校 ２名／１日 18 18

学校給食費補助 南木曽小学校
弁当対応８日間のうち
５日間分 430 430

スクールバス特発 南木曽小学校
読書保育園～小学校（Ｒ19
経由）7/15～8/29　16日間 206 103 103

激甚災害指定に
伴う国庫補助

南木曽小学校PTA活動補助 南木曽小学校 かかし座公演 35 35

合　　計 967 103 864

備　考

［別　表]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年度災害復旧事業及び災害救助費関係

事　　　業　　　名 事業箇所 事業内容 事業費
左　の　財　源　内　容

災害関係
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３．生涯学習・公民館活動 

（１）社会教育委員・公民館運営審議会関係 

① 南木曽町社会教育委員・南木曽町公民館運営審議会 (委員 9 名全員兼務) 

      会議 ３回     南木曽会館   

  ・南木曽町社会教育、公民館事業実績及び事業計画について 他 

 

②郡、県社会教育委員連絡協議会等  

◇木曽郡社会教育委員連絡協議会 

・総会、研修会 ５月２０日    王滝村公民館 

     ◇中信地区社会教育委員連絡協議会 

・理事会    ４回   松本合同庁舎 他 

・総会、研修会 ５月30日   生涯学習センター 

  ・地区別研修会   10月29日   中止（御嶽山噴火） 

◇県社会教育委員連絡協議会 

       ・総会、講演会 ６月18日   生涯学習センター 

       ・研究大会  ９月17日       〃 

       ・学社融合ﾌｫｰﾗﾑ   11月29日         〃 

 

   ③郡、県公民館運営協議会等 

     ◇木曽郡公民館運営協議会 

  ・総会      ４月11日  開田公民館 

  ・役員会           ８回  郡内各公民館 

・館長主事等合同会議     ６回  郡内各公民館 

  ・館長主事研修  ６月16日  県総合教育センター 

  ・第53回木曽郡公民館大会 11月９日  開田小学校 

 

◇長野県公民館運営協議会 

  ・館長総会、研修会  ５月14日   中野市 

  ・主事研修会、総会  ５月15日～16日  木曽町 

・第55回関東甲信越静公民館研究大会 10月16日～17日 埼玉県 

・第62回長野県公民館大会 ９月25日～26日   飯山市 

 

（２）南木曽町公民館事業 

① 第 37回南木曽町公民館大会 ２月１日  南木曽会館 約 120人 

 テーマ ｢つながろう南木曽｣ 

 ・オープニングセレモニー  蘇南高校音楽部 ｷﾞﾀｰｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ演奏 

 ・講演会「走る力で町を元気に」 講師：売木村地域おこし協力隊 重見 高好 氏 

 

② 分館長・主事会   ６回   南木曽会館 他 

 

③ 分館活動 

・分館活動一般交付金 ７分館   2,300千円 

・体育活動費交付金   〃    950千円 
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④ 公民館主催事業 

    ◇成人、社会人向け教室、講座等 

・社会人英会話教室  ４月16日開講（毎週水曜日昼･夜２講座） 

受講者 昼9人 夜11人  南木曽会館 講師：ポール・コンリー氏（アメリカ） 

  ・ガーデニング教室  南木曽会館   ９月11日 延38人 講師 富山 昌克 氏 他 

     ・お茶とお花講座  南木曽会館  ３月９日  15人 講師 市川 尚樹 氏 

     ・植物観察会      蘭自然探勝園 10月19日  16人 講師 楯  誠治 氏  

     ・天体観測     南木曽会館  10月８日  30名 講師 清水 醇  氏 

     ・鍛金教室     旧妻籠小学校 11月４日  10名 講師 伊藤 恵理 氏 

     ・お出かけ音楽広場 南木曽会館  11月15日  100名 ｽｽﾞｷ・ﾒｿｰﾄﾞの皆さん 

  ・各種自主サークルへの協力支援   

  ｢絵手紙教室｣｢陶芸教室｣｢木彫教室｣｢ｳﾞｧｲｵﾘﾝ教室｣「切り絵と千切り絵教 

室」｢ﾌﾗﾒﾝｺ教室｣｢大正琴｣「囲碁ｸﾗﾌﾞ」「書道研究玄耀会」「ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙｱｰﾄ教室」 

    ◇南木曽町公民館共催・後援事業 

  ・絵手紙講演会             ４月20日  南木曽会館 

・大正琴全国普及会 宇宙琴2000     ８月３日  南木曽会館 

・お出かけ音楽広場           11月15日  南木曽会館 

  ・2015スローフードフェスタinなぎそ   １月25日  南木曽会館 

◇青少年、子ども向け教室 

・夏休み子どもちゃれんじ体験（小学生対象）８月11日  南木曽会館 48人 

パソコンで遊ぼう 講師 竹林 暁 氏  

・春休み子どもちゃれんじ体験（小学生対象）３月26日  南木曽会館 55人 

精神統一､白金先生運動教室、ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ「南木曽町のいいとこ発見」 

 

⑤館報「なぎそ」 

     毎月発行  分館からの話題、公民館事業、教育委員会からのお知らせなど 

 

   ⑥公民館図書室 

◇図書室蔵書 4,924冊（うち県立図書館借り受け325冊） 

年間貸出冊数  一般図書501冊、絵本255冊、ＤＶＤ・ビデオ140本  

年間延利用者    551人 

◇公民館購入図書  一般図書156冊、絵本140冊 

 

    ⑦公民館妻籠分館（町並み交流センター）建設委員会 委員２０名 

    ・６月13日 妻籠分館  公募者１４名 

公募委員を２名から３名に変更し、抽選を行った。 

     ・６月30日 妻籠分館 １８名 委員委嘱、構成、スケジュール等について 

     ・11月18日 妻籠分館 １５名 経過報告、施設規模等について 

     ・２月26日 妻籠分館 １４名 経過報告、旧校舎の保存、耐震検討について 

     

（３）家庭教育・子育て支援関係 

   ①家庭教育学級 

     ・町内保育園で地域の親子を対象に開催   

人形劇団むすび座(保護者会行事に併せて開催)  町補助金90千円 

12月24日：読書保育園、11月22日：蘭保育園、１月24日：田立保育園  
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   ②放課後子ども教室（子どもプラン推進事業） 県補助金478千円 

◇開設期間   利用登録者数81人 

・通常教室   登校日の平日    203日間  下校後～18時30分 南木曽会館 

・夏休み教室 夏休み期間中の平日  14日間 ７時45分～18時30分 三留野分館他 

・冬休み教室 冬休み期間中の平日  ４日間 ７時45分～18時30分 南木曽会館 

・春休み教室 春休み期間中の平日 11日間 ７時45分～18時30分   〃 

 

利用状況（延べ数、単位：人）  

 月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計 

26 人数 371 403 465 499 385 371 440 342 432 316 393 440 4,857 

日平均 18.6 20.2 23.3 26.2 22.6 18.6 22.0 20.1 22.7 16.6 20.7 20.0 20.9 

25 

参考 

人数 342 359 364 452 415 361 373 325 402 257 260 367 4,277 

日平均 17.1 17.1 19.2 21.5 23.1 19.0 17.8 18.1 21.2 13.5 13.7 18.4 18.3 

◇運営体制等  安全管理員７名 

・運営委員会  ２回  南木曽会館 

・放課後子ども教室サポーターミーティング  ６回  南木曽会館他 

・木曽郡放課後児童連絡会    ９回  木曽合同庁舎 

     ・木曽郡放課後児童講演会  11月16日    木曽合同庁舎 

     ・木曽郡放課後児童総会   ３月10日  上松町公民館 

  

 ③土曜日子ども教室「見えない学力をつけよう」  県補助金154千円 

・年１０回開催 子ども延104人、大人延96人参加 

  読み聞かせ「宮澤賢治を学ぶ」 

  野外活動「南木曽の自然、文化に触れる」 

  郷土料理の調理、食事「ほうばずし、おせち料理等」 

      

（４）青少年育成関係 

①青少年育成連絡協議会 

◇南木曽町青少年育成連絡会 

・南木曽町内の青少年健全育成を目的とする団体で組織 

     与川分館、北部青少年育成会、三留野分館青少年育成部、妻籠分館育成部、 

    蘭青少年育成会、広瀬地区子供と歩む会、田立地区子どもと歩む会 

・地域育成会活動への助成 補助金196千円 

・啓発活動等 

街頭啓発活動（保護司会と共催）７月１日 南木曽駅   15人 

街頭啓発活動      11月４日 南木曽駅  5人 

     ・役員会             ６月24日 南木曽会館 

◇平成２６年度青少年健全育成木曽地区推進会議  ６月13日 木曽合同庁舎 

 

②青少年活性化・ＰＴＡ助成事業 

     小中学校ＰＴＡ活動を通した青少年活動への助成 
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      ◇南木曽小学校       補助金324千円 

・地域体験学習（講師謝礼、材料費等）  

・各種大会参加（郡・中信・県陸上、郡相撲、駅伝引率費）  

・ＰＴＡ親子教室（講師謝礼、材料費等）・環境整備（材料費等）    

・地域との連携（地区行事費補助）           

      ◇南木曽中学校   補助金 199千円 

・環境整備(花壇、土手材料費等)   

・ＰＴＡ会報、ＰＴＡ校外活動（地区別活動） 

 

（５）人権教育関係 
①県関係 

・人権教育担当者会議  ２回  生涯学習センター、松本合同庁舎 

②人権教育促進事業         県補助金 50千円 

   ・異文化料理教室 ３月１日 田立分館 27人 ３月25日 三留野分館 17人 

③人権学習会 子どもの人権  ８人 南木曽会館 

   ④人権かるた制作       17人 南木曽会館 

 

（６）教育委員会事業関係 
①第28回南木曽町美術工芸展 (第29回南木曽町木工造形コンクール同時開催) 

10月25日～11月１日  南木曽会館   来場者585人 

出展者151人 出展総数292点（内木工コンクール30点） 

特別展「森のピエロ展」 中畑 勝美 氏 

 

②成人式 

     ８月14日  南木曽会館 

     対象 平成５年４月２日から平成６年４月１日生まれの54名 うち出席40人 

記念行事 Ⅰ部 アトラクション「ソプラノ 盛田純子」 

Ⅱ部 記念式典 

 

③みんなのカレンダー  

     町ホームページへ掲載 

 

④木曽文化公園自主事業への企画運営協力 

◇自主事業運営委員会 ３回  木曽文化公園 

◇各種事業への協力 

      ・青島広志のおしゃべりコンサート        ５月11日 

      ・TAO DRUM ROCK 十七人のサムライ        ７月12日 

      ・パクキュヒコンサート             ９月27日 

      ・水森かおりコンサート             11月29日 

      ・346 GROOVE FRIAY CONCERT IN KISO 2015春   ３月14日 

       

（７）施設関係 
   ①南木曽会館  

・施設修繕  3,891千円 

自火報、防災設備、受信機他機器取替え、２Ｆ女子トイレ改修 など 

     ・工事      19,149千円 

       南木曽会館駐車場造成工事  駐車スペース ８４台 

 

   ②分館 
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・施設修繕 11,354千円 

・与川分館床補修工事など   370千円 

・三留野分館災害復旧工事 10,984千円 

 

③地域社会教育施設（旧小学校施設） 

・維持管理体制 

妻籠社会教育施設 

（旧妻籠小） 

◎校舎及び周辺 

・財団法人妻籠を愛する会に管理委託  ※清掃、草刈 

◎体育館・グラウンド 

・公民館妻籠分館で管理 

蘭社会教育施設 

（旧蘭小） 

◎校舎、グラウンド、体育館 

・町教委管理、行事等で使用 

◎夜間休日の体育館及び夜間照明 

・町教委管理、維持清掃はシルバー人材センターに委託 

田立社会教育施設 

（旧田立小） 

◎１階建旧校舎は改修して、保育園仮園舎として使用 

◎２階建旧校舎は町教委管理 

◎校舎外環境整備作業はｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰに委託 

◎体育館、グラウンドは、町教委管理 

・田立地域振興協議会でグラウンド及び周辺の整備作業 

・施設修繕    1,527千円 

◇妻籠社会教育施設 夜間照明修理 など 

◇蘭社会教育施設  立木伐採事業 など 

◇田立社会教育施設 自火報設備落雷故障機器取替え など 

 

４．生涯スポーツ事業 

 
(１)社会体育推進会議、団体等 
①南木曽町体育協会   町補助金 900千円 

・理事会      ５月20日   南木曽会館 

・第54回町体育協会定期総会・結団式  ５月23日   南木曽町役場 

・体育協会加盟部（20部） 

野球部 卓球部 剣道部 スキー部 陸上部 バレーボール部 弓道部 

バスケットボール部 射撃部 ソフトボール部 サッカー部 バドミントン部 

マレットゴルフ部 ゴルフ部 ソフトバレーボール部 相撲部 駅伝部（新規） 

ソフトテニス部（休部） 山岳部（休部） 柔道部（休部） 

 

② 木曽郡体育協会 

・常任理事会               ４回 木曽町 ほか 

・郡体育協会定期総会         ５月25日 上松町 

・第63回木曽郡総合体育大会開幕式   ７月26日  大桑村スポーツ公園 

 

③ 総合型スポーツクラブ「なぎそチャレンジグラブ」関係 

◇ 町補助金              2,700千円 

  内訳   クラブ自立支援補助金 1,100千円 

       スポーツ少年団補助金 1,600千円 

     ◇会員総数 534人（男260人、女274人） 

◇事業内容 

・役員会               ２回開催 委員８人 南木曽会館 



202 

・運営委員会   ３回開催 委員10人 南木曽会館 

・育成部会      ２回開催 委員18人 南木曽会館 

・協議会   １回開催   委員13名 南木曽会館 

・主なスポーツ教室等 

実施内容 場所 指導者 参加者 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ教室 社会体育館周辺 太田清子さん他 31回:延220人 

フラダンス体験教室 南木曽会館 古井里美さん 19回:延198人 

水中ウォーキング かたらいの里 長谷川正近さん 29回:延362人 

ランニング教室 南木曽小学校 橋立親夫さん 17回:延40人 

運動教室 南木曽会館ほか 白金俊二さん 3回 

ヨガ体験教室 南木曽会館 宮下邦子さん 17回：340人 

バレーボール 南木曽小体育館 スポ少指導者 64回 728人 

卓球 社会体育館 スポ少指導者 39回：738人 

バドミントン 社会体育館 スポ少指導者 39回：739人 

マレットゴルフ教室 桃介・貞奴ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場 3回：20人 

ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ体験＆交流会 桃介・貞奴ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場 5月:30人 

ニュースポーツ講習会 蘇南高校 辺見元孝さん 9月:9人 

町長杯ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ大会 桃介・貞奴ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場 11月:70人 

サッカーＪリーグ観戦ツアー 岐阜市 11月:51人 

バスケットボールカップ 社会体育館 スポ少指導者 12月:50人 

体力測定事業 ７分館 11,12月:60人 

親子対抗ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 旧蘭小学校 スポ少指導者 12月：延69名 

中学生フットサル大会 南木曽中学校他 スポ少指導者 12月：60名 

運動に関する講演会 南木曽会館 白金俊二さん 1月:20人 

ランニングクリニック 社会体育館 重見高好さん 2月:20人 

◇スポーツ少年団 

・入団式   ４月５日 社会体育館 

・加盟クラブ（10クラブ） 

少年野球クラブ 学童野球クラブ 田立少年剣道クラブ 少年サッカークラブ 

ジュニアユースサッカークラブ  少年卓球クラブ ジュニアバドミントンクラブ 

女子バスケットボール ジュニアバレーボールクラブ 少年相撲クラブ 

（２）社会体育施設利用状況 

① 総合グラウンド（運動場） 利用回数約138回 利用者数延約 3,140人 

② 社会体育館 利用回数1,034回   利用者数延 15,600人 

③学校等開放施設

  南木曽中学校体育館・校庭 南木曽小学校体育館・校庭 

④地域社会教育施設

  旧妻籠小学校体育館・グラウンド 旧蘭小学校体育館・グラウンド 

  旧田立小学校体育館・グラウンド 

（３）スポーツ大会・教室・行事等 
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① 少年スポーツ大会 

・第36回南木曽町学童野球大会    11月3日 町内外５クラブ 100人 

・第２回南木曽大会(少年野球新人戦）11月2日 町内外３クラブ 60人 

・第46回南木曽町少年剣道大会    11月30日 町内 ２クラブ 21人 

 ・中学生フットサル大会       12月21日   町内外６クラブ   60名 

 

② 社会人スポーツ大会等 

・第 42回社会人野球連盟リーグ戦   ７月～10月 ４チーム 82 人 

・第 30回社会人ソフトボール連盟リーグ戦  ７月～10月 ４チーム  85人 

・第37回９人制チャレンジバレーボール大会  10月～11月 ４チーム 43人 

・第39回６人制チャレンジバレーボール大会    〃    ４チーム 52人 

・第６回チャレンジバレーボール交流戦大会 11月 ９人制４チーム、６人制４チーム 

・第13回チャレンジソフトバレーボール大会  12月～２月 19チーム 139人 

・第16回チャレンジフットサル大会   １月～２月 ４チーム  50人 

 

③ スポ―ツ教室 

  ・南木曽町スキー教室       １月20日  ３～６年生対象   123人 

 （小学校スキー教室に体協スキー部指導員として同行） 

 

④ 木曽郡総合体育大会   

・第62回木曽郡総合体育大会  ６月～11月 郡内各地 19種目 

 

⑤公民館関係 

・地区町民運動会 

蘭広瀬              ９月７日 

与川、北部、妻籠、田立  10月12日 

    ※三留野地区は 7.9 豪雨災害のため中止 

 

⑤ 第 34回南木曽町・妻籠健康マラソン大会   町補助金 500千円 

     主催：南木曽町・妻籠健康マラソン大会実行委員会 

開催日 ６月２日  3.5ｋｍ、６ｋｍ、10ｋｍ 

    【参加者状況一覧表】 

年度 参加申込者数 うち町内申込者数 当日受付者数 

20 1,359人 180人 1,192人 

21 1,296人 150人 1,096人 

22 1,359人 184人 1,126人 

23 1,410人 139人 1,279人 

24 1,534人 138人 1,320人 

25 1,214人 153人 1,051人 

26 1,126人 173人 953人 

 

⑦ 社会体育施設一般修繕関係 

・総合グラウンド  230千円 

  スポーツトラクター修理 など 

・社会体育館    1,071千円 

受電設備改修工事 など   



単位：千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

平成26年度　蘭社会教育施設立木伐採事業 蘭社会教育施設
広葉樹10本
針葉樹12本 519 519

合   計 519 519

単位：千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

平成26年度　南木曽会館駐車場造成工事 南木曽会館上 駐車場　84台 19,149 19,149

平成26年度　南木曽会館駐車場用地購入費 南木曽会館上
宅地、田、
雑種地、畑

13,748 13,748

平成26年度　南木曽会館駐車場造成工事に伴う倉庫移転補償料 南木曽会館上 倉庫　１棟 1,914 1,914

平成26年度　南木曽会館駐車場造成工事に係る設計監理分担金 南木曽会館上 設計監理 715 715

合   計 35,526 35,526

単位：千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

平成26年度　三留野分館管理棟床下等復旧工事 三留野分館
床下改修
176.98㎡

4,320 4,320

平成26年度　三留野分館広場相撲場復旧工事
三留野分館
広場相撲場

相撲場改修
49.56㎡

2,592 2,592

平成26年度　三留野分館外構復旧工事 三留野分館
ﾌｪﾝｽ改修等

90.7ｍ
3,240 3,240

平成26年度　三留野分館災害復旧工事設計監理業務 三留野分館 設計監理 832 832

合   計 10,984 4,320 6,664

備　考

南木曽会館関係

事業名 事業箇所 事業量 事業費
左　の　財　源　内　容

備　考事業費
左　の　財　源　内　容

社会教育施設災害復旧事業

事業名 事業箇所 事業量

［別　表]

平成26年度生涯学習関係主な建設事業及び補助事業

地域社会教育施設関係
左　の　財　源　内　容

事業名 事業箇所 事業量 事業費 備　考
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５．文化財保護事業 

 

（１）国・県指定文化財関係 

・歴史の道整備事業（国庫補助事業） 

歴史の道 与川 島の橋  桟橋架替工 L=10.5ｍ 

        中田橋上 雑石積工  A=7.74㎡ 

        松原御小休所下 歩道改修工 L=50.5ｍ 

・文化財パトロール ２回（７月１日、11月５日） 県指導員とともに町内文化財巡視 

・特別天然記念物カモシカ滅失・・・０件 

 

（２）町指定文化財等保護事業 

・町指定文化財の調査、指定（１月27日指定） 

養気荘（旧瀧家別荘）」(南木曽町指定文化財第62号、有形文化財) 

主屋 1棟 （附 棟札 1枚） 

 

・無形文化財保存活動町補助金        500千円 

 （与川神楽保存会・田立花馬祭り保存会、田立歌舞伎保存会） 

・かぶと観音管理委託  （神戸区）   70千円 

・園原家住宅管理委託  （園原大進）  115千円 

・伝統芸能「さいとろさし・大黒踊り」地元小学生指導 

 

（３）文化財保護審議会関係 

４月９日   木曽郡文化財保護連絡協議会役員会    木曽町役場 

４月24日 第１回南木曽町文化財保護審議会     南木曽会館 

５月９日   木曽郡文化財保護連絡協議会研修総会   大桑村 

11月12日 県文化財保護研修会           塩尻市 

１月25日 第２回南木曽町文化財保護審議会     南木曽会館 

 

（４）埋蔵文化財 

・工事に伴う埋蔵文化財の問い合わせ確認 （随時） 

 ・公共事業等に係る埋蔵文化財等の保護協議調査の実施 

 

（５）調査、記録等 

①中央新幹線環境影響評価 

  妻籠宿保存審議会をはじめ、必要に応じて関係会議で対応等について協議を進めた。 

10月１日には県が主体で開催された文化財担当部署の連絡会である「第４回中央新幹

線等関連市町村文化財連絡会議」に参加して、情報収集や指導体制などの確認をした。 

②サンショウウオ生息調査 

 中央新幹線計画ルート上の沢で、爬虫類に詳しい先生と共にサンショウウオの生息調 

査を行った。大雨により沢が氾濫していたため、生息を確認できなかった。 

 

（６）関係団体等 

・全国史跡整備市町村協議会 

・史跡整備等長野県市町村協議会（理事） 

・長野県史料保存活用連絡協議会（理事） 

・全国近代化遺産活用連絡協議会 
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６．妻籠宿保存事業 

（１）妻籠宿保存事業 

① 妻籠宿保存地区保存審議会 

保存審議会の開催   

７月９日 第１回審議会  平成25年度重伝建保存事業、平成26年度予定重伝建保存 

事業、光徳寺耐震補強工事、現状変更行為について 

 

② 現状変更行為許可申請 

・申請 125件 （承認113件 条件付承認11件 一部許可１件） 

・統制委員会への出席（オブザーバー） 

４月21日、５月20日、６月20日、７月22日、８月20日、９月22日、10月20日、 

11月20日、12月22日、１月20日、２月20日、３月20日 

・事務処理及び審議事務の委託 (公財)妻籠を愛する会 842千円 

 

③ 妻籠宿保存地区保存基金寄付金 

平成26年度実績   寄付０件 

26年度末積立額  ５，７１７，７６３円 

 

④ 保存地区内公開家屋の管理委託先 

・上嵯峨屋  寺下区 

・下嵯峨屋  嵯峨つる江 

・厩   片原くに江 

・熊谷家        磯村道代 

・大妻籠交流施設  藤原勲 

・恋野口留番所跡  恋野区 

・ふれあい館  指定管理者制度により(公財)妻籠を愛する会が管理 

     （継続指定、H23～27年度） 
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⑤ 全国、関連組織との連携 

・全国伝統的建造物群保存地区協議会関係 

５月22日     平成26年度第１回役員会（理事）    福井県若狭町 

５月22日   第36回総会             福井県若狭町 

10月22日・23日  関東甲信越静ブロック会議        群馬県桐生市  

11月５日     第２回役員会・特別顧問会議・要望活動 文科省・文化庁ほか 

 

・全国町並み保存連盟 

6月28日・29日   全国町並み保存連盟創立40周年記念、 

第３回北信越町並みゼミ妻籠大会  南木曽町妻籠宿 

11月7日～11月9日 第37回全国町並みゼミ鹿島・嬉野大会 佐賀県鹿島市・嬉野市 

 

・歴史的景観都市協議会 

10月23日・24日  第42回総会（欠席）         京都府宇治市 

 

   ➅ 妻籠宿保存地区伝統的建造物の特定（追加） 

     妻籠宿保存地区伝統的建造物として10月1日付で2件特定（追加）した。 

保存計画番号 名    称 特定する建造物 

181 山森家住宅 主屋 １棟 

182 宅老所喜楽庵（旧帝室林野局妻籠出張所所長官舎） 主屋 １棟 

 

(２)重要伝統的建造物群保存地区保存事業 

➀保存修理事業（国県町補助事業、事業主体は所有者） 

・上嵯峨屋主屋(寺下)  屋根垂木等修理  

・木下良子宅主屋（寺下） 屋根葺替(カラー鉄板)、垂木、壁修理 

 

  ➁文化財建造物等活用地域活性化事業（耐震補強） 

    ・光徳寺本堂   簡易耐震診断・耐震補強工事 

 

  ➂小規模修理事業補助金（町単） 

・一石栃立場茶屋板塀（下り谷) 板塀修理 

・大島由紀子宅主屋（中町）  木製せき板修理 

・原修己宅主屋（下町）   木製せき板修理 

・磯村俊輔宅主屋（恋野）  木製雨樋・せき板修理 

 

➃文化庁建造物課調査官(黒坂調査官）ならびに県教育委員会による現地指導 

２月20日  26・27年度事業の確認及び現地指導 

 

➄伝統的建造物群研修会 

５月22日～24日   伝建協研修会        福井県若狭町 

 11月12日～14日   文化庁保護行政研修会（実践コース） 東京都、千葉県香取市 
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(３)その他保存事業関連 

①世界文化遺産関係

８月27日 第38回ユネスコ世界遺産委員会に係る情報交換会（文化庁説明会） 

随時 中津川市との連絡、情報交換 

  ➁妻籠宿連絡調整会議 

教育委員会・産業観光課・公益財団法人妻籠を愛する会・妻籠観光協会 

 １月16日 

・連絡調整事項、駐車場状況などについて 

➂ヘギ板制作及び葺替伝承講習会 

上嵯峨屋屋根の葺き替え作業（妻籠を愛する会との共同作業） 

➃選定保存技術（屋根板制作） 

平成23年７月15日に栗山光博氏（読書）が文化庁から選定保存技術保持者（屋根板制

作）として認定されたため、文化庁から補助を受けて伝承者養成事業を実施。26年度

の補助金額は1,106千円。（事業の指導助言は保持者の居住地教育委員会） 



[別表］

（単位：千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

与川 桟橋架替、雑石積、歩道改修 3,186 1,592 96 0 0 1,498

測量設計 実施測量設計　一式 270 135 8 0 0 127

事務費 46 23 1 0 0 22

計 3,502 1,750 105 0 0 1,647

（単位：千円）

上嵯峨屋主屋(寺下) 石置き板屋根垂木等修理 2,279 1,481 0 0 0 798

木下良子宅主屋（寺下） 屋根葺替(カラー鉄板)、垂木、壁修理 4,206 2,460 113 0 422 1,211

事務費 77 50 2 0 0 25

計 ２件 6,562 3,991 115 0 422 2,034

光徳寺本堂(上町) 簡易耐震診断、耐震補強工事 5,809 3,398 156 0 582 1,673

事務費 23 14 1 0 0 8

計 １件 5,832 3,412 157 0 582 1,681

一石栃立場茶屋（下り谷） 板塀修理 242 0 0 0 97 145 補助率　6/10
大島由紀子宅主屋（中町） 木製せき板修理 94 0 0 0 66 28 補助率　3/10

原修己宅主屋（下町） 木製せき板修理 400 0 0 0 280 120 補助率　3/10
磯村俊輔宅主屋（恋野) 木製雨樋・せき板修理 486 0 0 0 49 437 補助率　9/10

計 ４件 1,222 0 0 0 492 730

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

歴史の道整備事業災害復旧
(史跡中山道保存修理事業) 中山道 復旧工　一式 3,970 0 0 0 0 3,970

H27へ繰越
7,130千円

計 3,970 0 0 0 0 3,970

備    考
左の財源内訳

 事業費

重要伝統的建造物群
保存修理事業
　（工事費、設計費込）

一般財源
駐車場会計か
ら繰入

小規模修理事業補助金

文化財保護関係     主な建設事業及び補助事業

妻籠宿関係     主な建設事業及び補助事業

文化財災害復旧関係 

歴史の道整備事業
(史跡中山道保存修理事業)

事業内容

文化財建造物等活用地域
活性化事業（耐震補強）
　（工事費、設計費込）

事 業 名 事業個所

一般財源
駐車場会計か
ら繰入

備    考事 業 名 事業個所 事業内容  事業費
左の財源内訳
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７．南木曽町博物館関係 

（１）職員体制及び入館実績 

①職員  館長、係長、主査、計３名（文化財町並係兼務）

②名誉館長１人 嘱託員３人 臨時職員６人

③26年度入館者数   ※昨年度比：7,217人減 

              

（２）博物館運営協議会関係 

 11月４日開催  博物館会議室 

  協議事項   ・経営状況について 

 ・博物館入館者の動向について 

 ・博物館活動について など 

（３）南木曽町博物館20周年記念特別展の開催 

 ◎平成26年度元気づくり支援金を利用して「かわら版展」「内堀勉絵画展」を開催した。 

かわら版展  2015年10月４日（土）～11月30日（日） 

内堀勉展   2015年12月13日（土）～３月１日（日） 

  町 民  企画展中入館者 （括弧内は昨年度同時期の入館者数） 

かわら版展 絵画展 

本陣 37(11) 18(2) 

奥谷 62(60) 49(13) 

合計 99(71) 67(15) 

  観光客  企画展入館者 （括弧内は昨年度同時期の入館者数）  

かわら版展 絵画展 

本陣・奥谷 10,306(11,863) 2,052（3,474） 

  企画展中の入館者は町民は増加したが観光客は減少した。 

  要因としては、7・9南木曽町豪雨災害、9月27日御嶽山噴火による影響が考えられる。 

（４）田立社会教育施設（旧田立小学校）を活用した民俗資料館の開館 

町内から収集した民俗資料を整理し平成26年11月28日より田立社会教育施設（旧田立小 

学校）で一般公開した。 

 博物館審議会からの答申を受け、同日南木曽町博物館分館として位置付けられた。 

月 人数 月 人数 月 人数 月 人数 

４ 3,446 ７ 2,996 10 5,080 １ 675 

５ 5,663 ８ 4,350 11 5,866 ２ 809 

６ 3,065 ９ 4,151 12 967 ３ 1,911 

計 38,979 
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（５）博物館関係の主な活動等 
４月12日 名城大学デイハイク2014協力 

５月14日 犬山中学校体験学習受入 

５月下旬 端午の節句五月人形かざり 

６月７日 第34回南木曽町・妻籠健康マラソン大会参加者割引優待実施（二割引き） 

７月８～９日 南木曽中学校職場体験（3名） 

７月下旬 七夕かざり 

８月18日 NBS「外国人観光客にとって信州の魅力はなにか」撮影協力 

９月３日 中京テレビ「キャッチ」撮影協力 

９月６日 テレビ東京「出没！アド街ック天国」撮影協力 

９月18日 博物館職員防災訓練 

12月17日 博物館大掃除 

１月11日 鏡開き（本陣にてお汁粉振舞い） 

１月15日 小正月（まゆ玉、餅花づくり） 

３月下旬 脇本陣奥谷雛人形展示 

３月下旬 特別企画展「妻籠宿本陣土雛人形展」開催（４月末まで） 

年 間 

・ぎふ東濃アートツーリズム2014スタンプラリー協力 

・ぎふ東濃アートツーリズム絵てがみコンテスト入賞作品巡回展 

・信州ハイウェイ周遊キャンペーン優待協力 

・伊那路・木曽路ハイウェイキャンペーン優待協力 

 ・南信州観光連携プロジェクト会議「物味湯産手形」発行協力 

・（公財）日本ナショナルトラスト会員優待施設協力 

・八十二財団友の会優待協力 

・ＪＲ東海「木曽路フリーキップ」優待協力 

・長久手町「南木曽町内施設利用優待」協力 

・「ふるさと信州寄付金」長野県内共通美術館等入館引換券交付事業協賛 

・ＪＲ東海ツアーズ日帰りフリープラン優待協力 

・各種旅行情報誌等への情報掲載 

 ・各旅行社へのパンフレット送付 

（６）視察、研修会受入 
４月21日 木曽下伊那郡・中津川地域県際交流協議会 委員 

６月25日 木曽南部民生児童委員協議会 

９月４日 農業関係災害査定官 

10月７日 奈良井女性消防隊 

１月19日 マレーシア旅行社（長野県観光部誘客事業） 

２月13日 国土交通省中部地方整備局副局長他 

（７）博物館施設設備関係の維持修繕関係（10千円以上の修繕） 

・脇本陣奥谷入口明治天皇看板及び屋根修理工事 123千円 

・歴史資料館１Ｆ映像機器プロジェクターランプ交換 156千円 

・脇本陣奥谷裏庭竹塀・木戸修繕 333千円
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（８）平成26年度南木曽町博物館の収支の状況 

収 入 単位：円 

項   目 26 年度決算額 備 考 

使用料及び手数料 19,478,823 博物館使用料 （対前年比 減 15.2％） 

雑入 357,700 書籍販売 （対前年比 増 13.3%） 

県支出金 1,561,000 元気づくり支援金（対前年比 項目無し） 

収入計 21,397,523 （対前年比 減 8.0％） 

支 出 単位：円 

項   目 26 年度決算額 備 考 

博
物
館
一
般
運
営
費

報 酬 120,000 特別職報酬 

賃 金 14,141,724 嘱託職員賃金・臨時人夫賃金 

報償費 808,800 奥谷管理・博物館美化活動 

旅 費 7,450 特別職費用弁償 

需用費 5,736,200 
消耗品・燃料費・食糧費・印刷製本費 

電気・ガス・水道・一般修繕 

役務費 810,537 電話料・火災保険料・入館者保険料 

委託料 2,107,056 警備委託料・清掃委託料・保守点検委託料 

使用料及び賃借料 2,963,674 脇本陣使用料・下水道使用料他 

備品購入費 2,001,460 南木曽町博物館 20 周年記念特別展 

負担金及び交付金 10,000 JTB 中部圏誘致協議会 

積立金 288 博物館維持積立金利子積立 

小 計 28,707,189   （対前年比 1.6％増） 

博
物
館
一
般
活
動
費

報 酬 55,000 委員報酬 

旅 費 39,230 費用弁償 

需用費 1,430 食糧費 

役務費 11,000 宣伝費 

備品購入費 4,536 書籍購入費 

負担金及び交付金   11,000 県博物館協議会等 負担金 

小 計 122,196   （対前年比 26.9％増） 

臨時職員共済費 共済費 1,377,929 社会保険料    （対前年比 3.7％減） 

博物館一般人件費 職員手当等 1,050,498 退職手当負担金 （対前年比 17.4％増） 

  支出計 31,257,812   （対前年比 2.2％増） 

収入 21,397,523円 ― 支出 31,257,812円 ＝△9,860,289円 

不足分9,860,289円を一般財源から支出している。 

（９）南木曽町博物館維持保全基金利子積立て 

25年度末  １，４４５，８２０円 

利子分        ２８８円 

26年度末   １，４４６，１０８円 




