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第４章 人を育み、生き生きと暮らせる村づくり 
第１節 学校教育の充実 

１ 学校教育の充実 

 

【現状】 

当村は、小・中学校とも各 1校で、小学校は大北地域としては大規模校となっています。 

豊かな自然の中で特色ある教育を行うため、ボランティア活動や農業・福祉の各種体験

活動などを通し、地域に根ざした学校づくりを進めています。 

また、中学校へＡＬＴ（外国語指導助手）を配置し、外国の言語や文化について、体験

的に理解を深めるとともに、小学校では平成 21 年度から 5、6 学年で英語活動を実施する

など、時代に対応した教育に取り組んでいます。 

一方、不登校や不適応の児童・生徒への個別支援のため、村費教職員や村教育相談員な

どを配置し、指導・相談体制の強化を図っています。さらに、子育て全般に関わる相談窓

口「村子育てリンリンセンター」を教育委員会内に立ち上げ、教育と福祉の連携による支

援を行っています。 

施設面では、計画的な点検・維持・改善を行うとともに、中学校生徒棟大規模改造や多

目的教室の増築、パソコン機器の更新など教育活動の多様化に対応できる、学習環境の整

備や充実に努めてきました。 

通学対策では、児童の安全性確保と遠距離通学者の利便性のため、状況を勘案しながら

スクールバスの運行を行っています。 

 
小中学校の児童・生徒数の推移 

 

          資料：教育委員会、学校基本調査 

 

【今後に向けた課題】 

「確かな学力の保証」は、教育委員会、小・中学校に求められる大きな課題であり、児

童・生徒の一人ひとりに応じた学習指導を行い、学力が身につく日々の授業を実践するこ

とが必要となります。また、特別支援教育*43の対象となる児童・生徒に合わせ、教育環境

を確立する必要があります。 
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学校施設は、児童・生徒にとって一日の大半を過ごす学習と生活の場であり、常に安全・

安心な環境を確保し、教育の場として好ましい状態を維持する必要があります。 

 

【基本方針】 

◎未来を担う子どもたちに確かな学力を保証し、豊かな人間性・社会性を育み、

児童・生徒一人ひとりが持つ個性や能力を一層伸ばすための教育を充実します。 

◎特徴ある小・中学校とも各１校を活かし、幼保・小・中の連携を一層充実させ、

一体感ある学校運営に取り組みます。 

◎子育て支援や食育などの新たな教育の充実に向け、家庭・学校・地域の連携を

一層充実します。 

 

【具体的施策】 

（１）自ら学び・考える力の育成 

①少人数学級・少人数指導、学習形成の工夫、学

習指導方法の改善などに関する支援を行い、個

に応じた指導を充実します。 

②時代の変化に順応できる人を育むための教育

を推進します。 

③開かれた学校づくりのため、地域との連携拡

大・深化、学校開放*44 や授業公開の拡充に努

めます。 

④地域を担う人材を育成します。 

 

（２）豊かな心と健やかな体を育む教育の推進 

①不登校傾向や適応支援を必要とする児童・生徒に対し、校内支援会議と「村

子育てリンリンセンター」などの関係機関の連携を強化します。 

②道徳教育・人権教育を推進します。 

③学校における食育推進のため、関係する農業や福祉部門とのさらなる連携を

強化します。 

④体力向上の推進と健康の保持・増進を図ります。 

 

（３）安全・安心な施設と学習環境の整備の推進 

 児童・生徒が安全で安心して学べる学校施設の維持と、教育内容の変化に対

応できる施設とするため、計画的な整備を進めます。 

 

（４）特別支援教育の充実 

特別支援教育の支援と推進体制を整備するとともに、安曇養護学校との連携

を強化します。 

*43【特別支援教育】：障害のある幼児・児童生徒の自立や社会参加に向けた取り組みを支援する教育。 

*44【学校開放】：学校が保有している校庭や体育館などの施設を、地域の人が利用できるよう開放すること。 
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２ 教育の新たな充実 

 

【現状】 

子どもの人間性や社会性を育む上で重要となる体験活動の減少、家庭や地域の教育力の

低下、規範意識の希薄化が指摘されています。少子化、核家族化、情報化など社会環境の

変化を背景に、不登校や不適応、インターネットを利用した問題行動など、子どもを取り

巻く様々な問題が増加しています。 

 

【今後に向けた課題】 

子どもを取り巻く環境悪化に対し、家庭、学校、行政及び地域が一体となった協力体制

のもと、広い視野と行動力を持った、心豊かな児童・生徒を育成して行くための教育が必

要となっています。 

不登校や不適応の児童・生徒、いじめ問題などに対しては、早期発見・早期対応につな

がる、効果的な取り組みが求められています。そのため、学校内外における相談・支援体

制を整備することが必要です。 

また、学校給食を通しての食育を実践するため、給食供給体制の充実が求められていま

す。 

 

小中学校における不登校の状況（長野県） 

 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年

小学校（人） 576 597 630 598 632 
不登校数 

中学校（人） 1,947 2,020 2,061 2,166 2,091 

小学校（人） 183 196 245 201 234 指導の結果登

校するように

なった人数 中学校（人） 521 751 766 830 873 

 資料：長野県教育委員会「平成 20 年度児童生徒の不登校の状況について」 

 

 

【基本方針】 

◎子どもたち一人ひとりが新しい時代を切り拓いていく力を育むため、行政、学

校、家庭及び地域が一体となり、豊かな人間性・社会性の育成を推進します。 

◎「社会全体で共に育み、共に学ぶ教育」を積極的に進めます。 

 

 

 

 



77 

【具体的施策】 

（１）家庭・地域の教育力の向上 

①幼児期の子どもたちの健やかな成育と、家庭の教育力の向上を図るため、福

祉部門をはじめ社会教育などの関係部署・機関との連携を強化します。 

②児童・生徒による福祉施設や文化施設における交流、農業体験など、地域に

根ざしたボランティア活動を推進します。 

③子ども会育成会・青少年育成村民会議などと連携し、「放課後子どもプラン」

を充実させます。 

④部活動指導や学校環境整備など、学校支援活動をさらに促進します。 

⑤子どもの安全を守るため、地域や団体などによる組織の育成と強化を図りま

す。 

 

（２）子育て支援体制の充実 

①幼稚園・保育園、小学校、中学校の縦の連携を一層強化します。 

②学校、教育委員会、福祉の横の連携を一層強化します。 

③「村子育てリンリンセンター」を一層強化します。 

④学校へ登校できない子どものため、中間教室的な支援を行います。 

 

（３）学校給食の充実 

        学校給食施設の運営及び給食献立・調理に関する研究を行うとともに、ア

レルギー対応食や地場産物の活用による郷土食の実施などを進めます。 
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第２節 食育の推進 

 

【現状】 

核家族化や共働きの増加など社会環境の変化を背景に、朝食の欠食や偏食など食生活の

乱れが、肥満などの健康問題や子どもたちの学力に、悪影響を及ぼしていると指摘されて

います。また、食料自給率*45の低下や伝統的な食文化の喪失など、食に関わる様々な問題

が生じています。 

 

【今後に向けた課題】 

食の重要性を再認識し、生涯にわたり健全な心身を培うために、家庭、学校、幼稚園・

保育園、地域及び食料生産者が、食に関わる関係機関や団体と連携し、食育を推進する必

要があります。 

 

登校日の朝食の状況（長野県） 

 

資料：長野県教育委員会「平成 18 年度児童生徒の生活・学習意識実態調査」より 

 

*45【食料自給率】：国内の食料消費量が、国内の農業生産でどの程度賄えるかを示す指標。重さ、カロリー、

生産額の３つの方法で計算する。 
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【基本方針】 

◎食の知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活が実践できる人間を育成し

ます。 

◎「早寝、早起き、朝ごはん」運動を進め、家庭・学校・地域が一体となって、

心身ともに健康な子どもたちの育成を目指します。 

 

 

【具体的施策】 

（１）食育の推進 

①「食育推進計画」に基づき、家庭、学校、行政及び関係団体などが積極的に

連携・協力し、食育の普及・啓発活動を推進します。 

②学校給食における地場農産物を使用する割合を高めるなど、地産地消に努め

ます。 

③農業生産体験学習を通した食育の推進に努めます。 

 ④各種研修会などで、食品の安全性についての啓発に努めます。 

 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（H20） 
平成 26 年度 

学校給食における地元農産物の使用割合（％） 41 50 
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第３節 生涯学習の振興 

 

【現状】 

生活が豊かになり、充実した人生を送るため、生きがいや心の豊かさが求められる時代

となり、村民の生涯学習への意識が高まってきています。 

当村では、住民の学習ニーズに配慮しながら、民間、大学などの活動と連携しつつ、新

規事業にも積極的に取り組み、生涯学習を通して人材育成を推進してきました。 

「すずの音ホール」は、平成 21 年５月にオープンした、図書館も含めた多目的交流施設

です。建設段階から村民の要望・意見を取り入れるとともに、その運営にも携われる体制

をつくりました。村民が自主的、自発的な学習活動が行える、生涯学習推進の拠点となる

施設として期待されています。 

 

【今後に向けた課題】 

村民の学習意欲が多種多様化する中、住民ニーズを的確に捉えるとともに、子どもから

お年寄りまで幅広い視野に立った豊富な学習機会の提供と併せ、参加者の人と人のつなが

りを築いていく必要があります。 

また、新設された図書館は、村民の学習意欲の向上のため、他の施設や関係団体と連携

し、図書館の広域的な利用システムの構築が求められています。 

 

公民館利用状況 

 

                                   資料：教育委員会 
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グリーンワークまつかわ利用状況 
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資料：教育委員会 

 

【基本方針】 

◎年齢を問わず学びたいことが自由に学べるよう、多くの機関と連携し、豊富

な学習の場の提供を進めます。 

◎人と人とのつながりを築くとともに、家庭・地域の教育力の向上を目指すた

め、各分館を含めた公民館機能の充実を図り、生涯学習の基盤づくりを進め

ます。 

◎図書館の開設により、居心地の良い滞在型図書館を目指すため、蔵書の充実、

サービスの向上に努めるとともに、図書館活動と読書活動の一層の推進を図

ります。また、学校図書館、大北地域図書館、安曇野市図書館とのネットワ

ーク化など、広域での図書館サービスの可能性を探っていきます。 

 

【具体的施策】 

   （１）生涯学習体制の整備・充実 

①自ら学ぶ学習の機会の提供 

多目的交流センター「すずの音ホール」、生涯学習センター「グリーンワー

クまつかわ」などを拠点とし、各地区施設などを活用した多種多様な学習の

機会を提供し、分館での学習活動を支援します。また、村民誰もが自主的に

学べる、環境づくりに取り組みます。 

②指導者の育成 

多様な学習活動を通じて人材育成を図るとともに、新しい活動を生み出す

ための指導者育成につなげていきます。 
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③ボランティアグループの育成 

地域住民参加グループ、社会教育団体などと連携し、生涯学習や福祉ボラ

ンティアの振興につなげていきます。 

④交流ネットワークの構築 

社会教育施設間のネットワークの構築、人と人、分館間のネットワークの

構築に努めていきます。 

    

（２）図書館の充実 

①蔵書の充実 

図書館の蔵書の更なる充実と村民へより多くの資料を提供するため、広域

的な利用システムの構築を検討するなど、利用者数の増加に努めます。 

②子どもの読書活動の推進 

読書を通した子どもたちの育成のため、「第２次長野県子ども読書活動推進

計画」*46を基本とし、「子ども読書活動推進計画」の策定に取り組みます。 

③図書館運営の充実 

図書館を利用される多くの方々の意見・要望を参考に、より良い図書館運

営ができるよう取り組みます。 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（H21） 
平成 26 年度 

すずの音ホール利用者数（人／年） 37,233 47,000 

図書館利用者数（人／年） 44,122 48,200 

    ※現状については、実績により年間利用者を予測した数値 

 

 

*46【長野県子ども読書活動推進計画】：子どもの読書環境の整備や読書活動の推進を図ることを目的

に取り組む長野県の計画。 
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第４節 生涯スポーツの振興 

 

【現状】 

心身両面に良い影響を与える文化としての生涯スポーツは、明るく豊かで活力に満ちた

社会の形成や、一人ひとりの心身の健全な発達に必要不可欠なものであります。 

近年、マレットゴルフやソフトバレーボールなどスポーツの普及により、スポーツ人口

も年々増加し、年齢や体力に応じ、スポーツに親しむ機会が増えてきています。また、小

中学校の体育施設、スポーツ施設の整備が進められ、体育協会をはじめ多数の社会体育団

体が活発に活動し、近隣のスポーツ大会をはじめ、北信越大会や全国大会への出場機会も

増加するなど、競技力の向上も図られています。 

  村民運動会や分館対抗球技大会など、地域交流の場としての伝統的なスポーツ事業も、

村民の要望により実施しています。 

 

【今後に向けた課題】 

近年の健康志向の高まりや余暇時間の増加などから、村民一人ひとりが健康で活力ある

ライフスタイル*46の構築が求められており、そのためにスポーツ指導員の育成やスポーツ

環境の整備が求められています。 

一方、子どもの体力低下が社会的な問題となるとともに、競技力の低下が懸念される中、

児童・生徒の段階からスポーツに日常的に接する機会を増やすことが必要とされています。 

今後も各スポーツ関連団体と連携を密にし、村民に対して充実したスポーツ環境を提供

するとともに、多様な事業を展開するなど、村民全員が日常的にスポーツに親しめる機会

を創出する必要があります。 

 

社会体育施設利用状況 

 

                                 資料：教育委員会 

*46【ライフスタイル】：その人の持っている、生活の仕方。暮らし方。 
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【基本方針】 

◎子どもから高齢者まで、スポーツを通じて健康で明るく、活力ある生活が送れ

るとともに、スポーツ・レクリエーション活動が日常的・継続的に実践できる

よう、環境づくりを進めます。 

 

【具体的施策】 

（１）生涯スポーツ社会の実現 

①健康で明るく活力ある生活を実現するため、スポーツ・レクリエーション

を日常的に実践できるよう、各種イベントを開催します。 

②村民の体力向上と健康づくり推進のため、スポーツ・レクリエーション団

体と連携し、指導者の養成・確保・充実に積極的に取り組みます。 

③児童・生徒が身体を動かすことの楽しさやスポーツする喜びを体験できる

よう、スポーツ環境づくりを推進します。 

 

（２）社会体育施設・環境の整備充実 

①多様化する村民のニーズに対応できるよう、総合的なスポーツ拠点の整備

を進めるともに、既存施設・学校施設の積極的な活用を図ります。 

②村内各種スポーツ団体と連携し、各種スポーツ・レクリエーションイベン

トの開催・支援に積極的に取り組むとともに、スポーツ・レクリエーショ

ンに関する情報提供を行います。 
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第５節 人権教育の推進 

 

【現状】 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であ

ることが、世界人権宣言*47の第１条にうたわれています。しかし、今なお、同和問題をは

じめ、障がい者、女性、在住外国人、高齢者、子どもなどに対する差別と偏見が存在して

いるのが現状です。 

人権に関する学習会や講演会、各分館の人権学習会などを通じ、人権問題を自らの問題

として受け止め、解決に取り組む啓発を進めています。 

すべての人の人権が尊重され、差別や偏見のない明るい社会の実現に向け、村民一人ひ

とりが人権に対する意識を高めることが大切です。 

 

【今後に向けた課題】 

人権問題は他人事であり、自分には関係ないという捉え方は、多くの人にあります。地

域社会の人権問題を自分の問題として受け止め、みんなで解決していこうという意識を醸

成していくことが必要です。 

村民生活の安定と福祉の向上を図るとともに、教育・啓発活動を通じ、村民の人権意識

の高揚を図り、一人ひとりの人権が尊重され、明るく健やかに暮らせる村づくりの実現を

目指します。 

 

分館人権学習実施状況 

 

                                     資料：教育委員会 

 

 

 

*47【世界人権宣言】：国際連合総会で採択された、すべての人民とすべての国民が達成すべき基本的人

権についての宣言。 
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【基本方針】 

◎すべての人が、幸せに生きる明るい住みよい社会にするため、一人ひとりの人権

が尊重され守られるよう、人権尊重意識の醸成を図り、住民などとの協働による

人権啓発に取り組むとともに、学校、地域、家庭、企業・職場などが一体となり、

人権教育を推進します。 

 

【具体的施策】 

（１）家庭、地域、学校、企業・職場の連携 

お互いを尊重し、生き方に学ぶ交流の場を充実するため、家庭、地域、学校、

企業・職場などが連携した取り組みを進めます。 

 

（２）新たな人権課題への取り組み 

社会情勢の変化に伴って生じる新たな人権課題（認知症の高齢者・インター

ンネットによる人権侵害など）についても、学習課題として取り組みます。 

 

（３）人権教育の推進 

人権教育の充実・強化を図り、すべての人の人権が尊重されるよう、道徳意

識を高める活動や人権教育の推進に努めます。 
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第６節 青少年の健全育成 

 

【現状】 

インターネット*47による情報化社会の進展や生活様式の変化、核家族化など、青少年を

取り巻く環境は大きく変化しています。 

現在では、家庭、学校、地域の社会全体で子どもを育てる意識も高まり、地域で子ども

を育てることを目指し、子ども会育成連絡協議会など、子ども会組織の強化を進めていま

す。また、豊かな自然を活用した体験交流会など、青少年の豊かな人間性を育成する環境

づくりを進めています。 

 

【今後に向けた課題】 

「地域の子は地域で育てる」を基本理念に、地区子ども育成会事業といった活動の支援

を積極的に行い、家庭・学校・地域などの関係機関との連携を図りながら、青少年の健全

育成を進める必要があります。また、家庭教育の機能向上を図る取り組みも行い、明るい

家庭づくりを促進することも大切です。 

関係機関やボランティアによるパトロールなどを実施し、地域児童・生徒の安全確保及

び有害環境の排除と、非行の防止活動に努めることも必要です。 

青少年一人ひとりの個性・能力を伸ばすため、様々なことが体験できる「場」の提供を

これまで以上に行う必要があります。 

 

青少年育成村民会議 育成活動部会事業 

何でもチャレンジ参加人数 

 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

開催場所 馬羅尾高原 馬羅尾高原 高瀬川河川敷 高瀬川河川敷 馬羅尾高原 

参加人数（人） 90 130 72 79 91 

資料：青少年育成村民会議  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*47【インターネット】：標準化された機器などを利用し、通信回線を通じ、コンピュータ同士の情報交

換を地球規模で可能としたシステム。 
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【基本方針】 

◎「地域の子は地域で育てる」を基本理念に、家庭、学校、地域が連携し、青少年の健

全育成のための環境づくりを図るとともに、青少年一人ひとりの個性・能力を尊重

し、知・徳・体・食などの調和のとれた、自主的で人間性豊かな青少年育成に努め

ます。 

 

 

【具体的施策】 

（１）家庭、学校、地域が連携した青少年健全育成の推進 

   ①家庭、学校、地域及び行政が連携した青少年育成村民会議を核とし、村民会議４

部会の積極的な事業推進により、青少年の健全育成のための環境づくりに努めま

す。 

②青少年育成村民運動推進大会などを通じ、青少年に関わる全ての団体・機関の連

携のもと、地域をあげて青少年の健全育成に取り組みます。 

③明るい家庭づくりを促進するため、「家庭の日」など家族のふれあいを大切にする

習慣の定着を図るとともに、家庭教育をテーマとした学習機会の提供に努めます。 

   ④人と人とがふれあい、自然に触れた遊びや交流、体験学習の機会を提供し、今ま

で以上に様々な事業展開を図ります。 

⑤安全確保と非行防止の推進のため、関係機関やボランティアによるパトロールな

どを実施し、地域児童・生徒の安全確保及び有害環境の排除と、非行の防止活動

に努めます。 

⑥犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くため、地域住民とともに関係団

体・機関との連携のもと、「社会を明るくする運動」の推進を図ります。 

 

（２）子ども会育成会活動の推進 

①「地域の子は地域で育てる」を基本理念とし、地区単位での青少年育成に力を入

れるため、子ども会育成会事業の支援を積極的に行います。 

②「良い人間関係」の形成を目指し、子ども会育成会連絡協議会を中心に、情報交

換などを行い、子ども会組織の強化とリーダー育成のための事業を積極的に進め

ます。 

 

（３）青少年育成活動の推進 

   ①青少年の育成活動の充実を図るため、スポーツ、学習、地域活動などの機会の拡

充を図るとともに、グループの育成、活動の核となる指導者・リーダーの発掘、

養成に努めます。 

②育成会、ＰＴＡなどの円滑な活動を支援するとともに、団体相互の連携を強化し、
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情報交換の場の確保に努めます。 

   ③青少年問題に関する相談活動などの充実を図るため、関係機関との連携を図ると

ともに、「村リンリンセンター」を窓口として、青少年の非行防止のため適切な対

応に努めます。 

 

（４）食育活動の推進 

   ①食育活動の体制の整備 

食育活動を実施している団体などの活動内容を把握し、連携した食育活動の推

進体制整備を図ります。 

食育活動を支援するコーディネーター*48 の発掘とともに、「リーダーバンク制

度」「ボランティア制度」の活用を図ります。 

   ②食育活動の機会の充実 

関係団体の連携により、食育活動の機会を提供するとともに、食育活動の発表

会などを通して活動内容の改善を図るなど、継続的な食育活動の充実・促進に努

めます。 

 

*48【コーディネーター】：事業などを進める際に、様々な立場の参加者の意見などを調整する役割の

人。調整役。 
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第７節 女性の社会参画の推進 

 

【現状】 

男女共同参画社会の実現のためには、性別にとらわれることなく、一人ひとりを自立し

た人間と考え、他人を尊重し、生命の大切さを理解することが大切です。 

当村では、平成 15 年 3 月に「男女共同参画社会推進計画」を策定し、平成 17 年 3 月に

は、村民と行政、事業者などが一体となり、社会のあらゆる分野で男女共同参画を進める

ため、「松川村男女共同参画社会推進条例」を制定しました。 

平成 20 年度からは、男女共同参画サポーター制度を導入し、地区の社会生活部員を中心

に 50 名を超える登録をいただき、行政と地域のパイプ役として、地域で男女共同参画を推

進していく体制を整えました。 

その他、広報活動や各種セミナー、フォーラム、研修会などを通し、男女共同参画を進

めてきました。 

 

【今後に向けた課題】 

男女共同参画社会実現に向け、身近な生活の中で具体的に実践できることがあるという

意識改革を図り、分館やＰＴＡ役員などは、性別に捉われない選出をするよう働きかけ、

地域や職場においても、女性の能力を十分発揮できるよう支援する必要があります。研修

会への参加のみに終ることなく、継続して取り組み、具体的な行動に移していけるよう、

環境づくりが必要です。 

 

女性の公職参画率（単位：％） 

 

※議会、農業委員、各種審議会・委員会等への参画状況 

                                     資料：教育委員会 
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【基本方針】 

◎女性も男性も、子どもから大人まで、性別にとらわれることなく、個性が認め

られ、能力を十分に発揮でき、互いを尊重しあい、認め合える村を目指します。 

◎男女共同参画サポーター制度を有効に活用し、家庭、地域、学校、企業･職場で

の、自主的活動への取り組みを進めます。 

 

【具体的施策】 

（１）男女共同参画社会を目指した教育と学習の推進 

男女共同参画サポーター制度が有効に機能し、家庭・地域コミュニティから

の身近な男女共同参画が推進されるよう、研修会の開催回数を増やし、社会教

育・家庭教育・学校教育を充実します。 

 

（２）あらゆる分野における女性の参画の推進 

女性の公職参画率に数値目標を掲げ、積極的改善措置により、優先的に女性

の参画の機会が取得できるように取り組みます。 

 

（３）男女で進める家庭生活と地域活動の推進 

役割分担意識に基づく制度や慣行を見直すとともに、性別にとらわれない意

識の醸成が図られるよう、広報活動・研修会を行います。また、ワーク・ライ

フ・バランス*50のメリットを働きかけ、社会環境の整備を進めます。 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（H20） 
平成 26 年度 

女性の公職参画率（％） 28.0 35.0 

男女共同参画サポーター研修会回数（回／年間） 1 2 

 

 

 

 

 

*50【ワーク・ライフ・バランス】：働いている人が、仕事と子育てを両立すること。労働者の仕事と生活の両立。
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第８節 芸術・文化活動の振興 

 

【現状】 

多くの村民が文化・芸術に親しみ、地域の歴史などを知り、新たな文化を育てることは、

松川村の魅力を高めることにもつながります。心の豊かさを求める傾向が高まる中、質の

高い芸術・文化を創造することが期待されています。また、地域の歴史・文化遺産などを

保存・継承していくことは大変重要です。 

当村においても芸術・文化活動に対する関心は非常に高く、村民の意見を反映した芸術・

文化活動の拠点となる、多目的交流センター「すずの音ホール」が平成 21 年 5 月にオープ

ンしました。これまでに開催できなかったコンサートや演劇、講演会などが開催され、芸

術・文化に触れる機会が増え、村民の芸術・文化活動は活発となっています。 

  伝統文化・文化財の継承・保存は、地域発展のためには欠かせないものであり、有形・

無形文化財の保護、管理、保存を積極的に図り、新しい芸術・文化の創造を支援していき

ます。 

 

 

 

【今後に向けた課題】 

芸術・文化に気軽に親しむ場として、村民が参画しやすい環境づくりが必要となること

から、村民主導の活動により、公演・講演、講座の企画・運営を行う地盤づくりを推進し

ていくことが課題となります。また、文化・芸術を指導する人材の育成を図り、「すずの音

ホール」を次世代に継承していく場としても活用していく必要があります。 

他の社会教育施設、公共施設と連携し、効率的な施設利用を進め、村民がより利用しや

すい環境づくりを行う必要もあります。 

  文化財については、正調安曇節をはじめ、文化財の保護、管理、保存を図り、次世代へ

継承していく必要があります。 

 

 

 

【基本方針】 

◎自主的な芸術・文化活動を積極的に支援し、文化を創造し継承する環境づくり

を目指します。 

◎歴史・文化遺産などの調査、保存・伝承に努め、これらを活用した学習活動な

どを推進し、村民の意識高揚、啓発に取り組みます。 
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【具体的施策】 

      （１）文化活動の推進 

①住民参加による「すずの音ホール」を中心とした施設の運営 

多目的交流センター「すずの音ホール」を中心とした各施設の有効活用を

図るとともに、広く村民が企画運営に参画できる団体の育成に努め、村民主

体の芸術・文化活動を推進する環境を整えます。 

②質の高い芸術文化と触れ合う講座の開催及び人材の育成 

住民自ら創造する、文化活動ができる環境づくりを図るため、質の高い芸

術・文化の触れ合いや講座の開催など、機会の充実と文化・芸術を担う人材

の育成に努めます。 

 

（２）文化遺産の保護・活用 

    郷土の歴史的遺産・民族資料を後世に伝えるため、遺跡の発掘調査など、適切

な保護、保全に取り組むとともに、貴重な伝統芸能を継承するため、村民意識の

啓発に努めます。 

 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（H21） 
平成 26 年度 

すずの音ホール 

公民館主催芸術・文化イベント開催数（回／年）
5 12 

   ※現状については、実績及び予定による。 

 

 

 

 




