
事業別予算説明

【Ⅳ 学び】　生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 2億7,266 万円

区　　分 事　業　名 事 業 費 担　当 ページ

1 生涯学習活動の推進 生涯学習チャレンジ講座 82万円 生涯学習グループ 73

一般教養講座 38万円 生涯学習グループ 73

専門講座 47万円 生涯学習グループ 73

生涯学習町民のつどいの開催 39万円 生涯学習グループ 74

文化協会等の活動支援 45万円 生涯学習グループ 74

成人式の開催 34万円 生涯学習グループ 74

社会教育委員活動の推進 254万円 生涯学習グループ 75

公民館の管理運営 785万円 生涯学習グループ 75

公民館分館活動の支援 156万円 生涯学習グループ 75

北斎ホールの管理運営 461万円 生涯学習グループ 75

地域伝統文化活性化事業の推進 825万円 生涯学習グループ 76

2 総合的な学習･情報拠点 デジタルアーカイブ事業 658万円 生涯学習グループ 76

   の整備  　 まちとしょテラソの運営 4,196万円 生涯学習グループ 77

3 生涯スポーツの振興 体育団体の支援など 279万円 生涯学習グループ 78

スポーツ推進委員活動 51万円 生涯学習グループ 78

健康づくりの推進 20万円 生涯学習グループ 79

町民運動会の開催 115万円 生涯学習グループ 79

分館対抗球技大会の開催 4万円 生涯学習グループ 79

市町村対抗駅伝大会等への出場 24万円 生涯学習グループ 79

体育施設の維持管理 2,039万円 生涯学習グループ 80

体育施設の整備 2,169万円 生涯学習グループ 80

4 人権教育･啓発の推進 差別のない明るい社会の推進 479万円 生涯学習グループ 81

人権教育の推進 102万円 生涯学習グループ 81

人権フェスティバルの開催 44万円 生涯学習グループ 81

「人権の花」運動の実施 25万円 生涯学習グループ 81

住宅新築資金などの返済 97万円 生涯学習グループ 82

男女共同参画社会づくり 59万円 総務グループ 82

5 文化･芸術活動の振興 町民ギャラリーの維持管理 131万円 生涯学習グループ 82

美術館･シャトルバスフリーパスの発行 12万円 生涯学習グループ 82

小布施音楽祭開催の補助 100万円 生涯学習グループ 83

巴錦の一軒一株運動 76万円 生涯学習グループ 83

6 文化財の保護･継承と 文化財の保護 307万円 生涯学習グループ 83

   活用   　

7 文化施設･環境の整備 歴史民俗資料館の管理運営 192万円 生涯学習グループ 84

   充実 歴史民俗資料館 春秋の企画展の開催 21万円 生涯学習グループ 84

高井鴻山記念館の管理運営 1,381万円 生涯学習グループ 85

高井鴻山記念館特別展などの開催 169万円 生涯学習グループ 85

おぶせミュージアム・中島千波館の管理運営 3,749万円 生涯学習グループ 86

収蔵館の増築 3,940万円 生涯学習グループ 86

おぶせミュージアム企画展などの開催 2,095万円 生涯学習グループ 87

千曲川ハイウェイミュージアムの管理運営 1,474万円 生涯学習グループ 88

千曲川ハイウェイミュージアム企画展の開催 492万円 生涯学習グループ 88



【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
１ 生涯学習活動の推進 

 

生涯学習チャレンジ講座 82 万円

(担当: 生涯学習グループ)

「自分を高め、地域に生かす」をテーマに、若

者からお年寄りまで幅広い皆さんが受講できる

各種の講座を開き、広く学習の機会と交流の場を

提供します。 

学 

び 

 

主な経費 

・講師への謝礼 70 万円 

・その他の経費 1２万円 

 

================ 財源内訳 ================   

 

・受講者の負担 23 万円 

・町の負担 (一般財源) 59 万円 

 

予算: 9.5.12 生涯学習チャレンジ講座事業費 (一般会計)

 

一般教養講座 38 万円  専門講座 47 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

各界で活躍されている方や地域で研究を重ね

られている方、さらには優れた特技をお持ちの

方などを講師に迎え、幅広い知識や豊かな感性

を見につけるための講座を開催します。 

文化・芸術、食文化、健康・生きがい、スポ

ーツの 4 つのコースを設け、目的に合わせて学

べます。また、子ども対象のチャレンジ教室も

開催します。 

 

主な経費 

・講師への謝礼 30 万円

・その他の経費 8 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 38 万円

 

 先人が育てた豊かな風土と、生活文化への関

心を高め、笑いながら内外で、人と交流の気質

を深め楽しく集い、新しい価値と創造の場を提

供します。なお、各教室は 6 月から開催します。

・髙井鴻山翁に学ぶ教室 

・哲学教室 

・郷土めぐり健康教室 

・石造物巡り教室 

■講座 （各講座１０回） 
 
・太極拳教室   ・切り絵教室  

・折り紙教室   ・紙粘土教室 

・ビーズ教室   ・男性のための料理教室 

・ヨガ教室    ・型染教室      

・パソコン教室  ・イス体操教室 

・落語教室・麻雀教室・ゴルフ教室 など 

 

主な経費 

・講師への謝礼 43 万円

・その他の経費 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・受講者の負担 4 万円

・町の負担 (一般財源) 43 万円

予算: 9.5.12 一般教養講座事業費 (一般会計) 予算: 9.5.12 専門講座事業費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
１ 生涯学習活動の推進 

 

生涯学習町民のつどいの開催 39 万円  文化協会等の活動支援 45 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

日頃の個人・グループの文化活動やボランテ

ィア活動などの成果を発表する場として、「生涯

学習町民のつどい」を開催し、町民の参加と交

流を図ります。 

 

生涯学習町民のつどい・総合文化祭 

■作品展：１０月 20 日（土）～21 日（日）

■芸能祭：１１月 4 日（日） 

■菊花展：１１月 １日（木） 

～１１月１０日（土）
 

主な経費 

・菊花展の小屋組立解体の委託 28 万円

・総合文化祭作品などの運搬 7 万円

・パンフレットの印刷 4 万円
 

=============== 財源内訳 =============== 
 

・町の負担 (一般財源) 39 万円

 文化・芸術活動の活性化と次代への継承のた

め、社会教育関係団体の活動を支援します。 

 

主な経費 

・小布施町文化協会への補助 45 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 45 万円

 

学 

び 

予算: 9.5.2生涯学習町民のつどい事業費 (一般会計) 予算: 9.5.1 社会教育総務費 (一般会計)

 

成人式の開催 34 万円

(担当: 生涯学習グループ)

新成人としての門出を祝福するため、式典と

交流会を開催します。 

交流会は、新成人の皆さんが実行委員会を

組織して企画運営を行います。 

 

 ■期日：平成２５年１月 13 日（日） 

 ■場所：北斎ホール 

 

主な経費 

・式典記念品 26 万円

・交流会の開催 8 万円

=============== 財源内訳 =============== 

・町の負担 (一般財源) 34 万円

 

予算: 9.5.1 成人式事業費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
１ 生涯学習活動の推進 

 

社会教育委員活動の推進 254 万円  公民館の管理運営 785 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

社会教育に関することを教育委員会に助言す

る社会教育委員の活動を推進します。 

 

主な経費 

・職員の人件費 223 万円

・社会教育委員の報酬 (5 人) 4 万円

・その他の経費 27 万円

 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 254 万円

 

 各種団体やサークルの活動、会合などで気持

ち良くご利用いただけるよう、公民館施設の維

持管理を行います。 

なお、北斎ホール・公民館施設・体育施設の

利用申し込みは、公民館で受け付けています。

 

主な経費 

・職員の人件費 694 万円

・火災保険料 8 万円

・公民館補償制度掛金 19 万円

・その他の経費 64 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・利用者の負担 50 万円

・町の負担 (一般財源) 735 万円

 

 

予算: 9.5.1 社会教育総務費 (一般会計) 予算: 9.5.2 公民館管理費 (一般会計)

   

公民館分館活動の支援 156 万円  北斎ホールの管理運営 461 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

自治会ごとに設置された公民館の分館活動を

推進するため、活動実績に応じた助成を行いま

す。 

 

主な経費 

・分館長の報酬 (28 人) 70 万円

・分館活動への補助 80 万円

・その他の経費 6 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 156 万円

 

 

 勤労青少年や各種団体の活動・発表の場とし

て気持ち良くご利用いただけるよう、北斎ホー

ルの維持管理を行います。 

 

主な経費 

・光熱水費 58 万円

・施設の修繕 50 万円

学 

び 

・施設の保守点検などの委託 160 万円

・臨時職員の賃金 138 万円

・その他の経費 55 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・利用者の負担 100 万円

・町の負担 (一般財源) 361 万円

 

 

予算: 9.5.2 分館活動費 (一般会計) 予算: 9.5.3 北斎ホール管理費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
１ 生涯学習活動の推進  ２ 総合的な学習・情報拠点の整備 

 

地域伝統文化活性化事業の推進 825 万円

(担当: 生涯学習グループ)

長野県北信地方に古くから伝わる「北信流お肴謡」の保存継承や調査研究を通じて、地域の伝統文

化の継承と地域の活性化を推進します。 

また、食の生産活動である農業の根幹、お肴謡の精神、謡の源流である能楽の本質は全ての人間の

営みそのものであり、「感謝の気持ち」を稲作の体験活動と日本の伝統を通して学ぶ「農学×能楽（の

うのう）プロジェクト」を行います。 

 

主な経費 
・講師の謝礼          195 万円 

・発表会、ワークショップ    310 万円 

・記録保存の委託        308 万円 

・その他の経費         112 万円 

 

=============== 財源内訳 ================= 

 

・国の負担           741 万円 

・町の負担 (一般財源)            84 万円 

 

予算: 9.5.12 地域伝統文化総合活性化事業 (一般会計)

 

デジタルアーカイブ事業 658 万円

(担当: 生涯学習グループ)

小布施町の文化（文化財的な文化、生活＝小布施ならではの風土的文化）の収集を行い、そのまと

めと公開（発信）を行っていきます。 

収集された情報を蓄積するシステム、小布施正倉（デジタル化された「保存記録」のデーターベー

ス）を充実させます。未来へのタイムカプセルとすると同時に、私たちが先人から学び、今をどのよ

うに生き抜いていくのかという羅針盤の役目を果たすように、小布施の人物、行事など撮影し、デジ

タル化します。町民の皆さんと一緒にデジタルアーカイブを考え、協働で事業を進めていきます。 

 

学 

び 

主な経費 

・臨時職員の人件費         297 万円 

・ソフト開発、データ作成の委託   286 万円 

・講師の謝礼            150 万円 

・その他の経費           125 万円 

 

============ 財源内訳 ======================= 

 

・町の負担 (一般財源)       1658 万円 

 

予算: 9.5.4 デジタルアーカイブ事業費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
２ 総合的な学習・情報拠点の整備 

 

まちとしょテラソの運営 4,196 万円

(担当:生涯学習グループ)

「学びの場」「子育ての場」「交流の場」「情報発信の場」という４つの柱による「交流と創造を楽し

む、文化の拠点」という理念のもとで、町民の皆さんに親しまれる集いの場になるよう運営します。

読書を楽しみ、必要な情報を迅速かつ的確に得ることができる生涯学習の環境づくりを進めるとともに、

いつでも利用者の「役に立つ」図書館運営を目指します。 

 また、芸術や文学を鑑賞し、文化の創造に関われるように、子育て支援や町内外の人との交流に努

め、生活情報の入手、町内外の情報収集機能を持たせるなど、豊かな生活を過ごせるよう情報発信機

能を持たせた図書館を運営します。 

 

主な経費  

・臨時職員の人件費              679 万円 

・清掃用具等の使用料         160 万円 
・職員の人件費 1,562 万円 

・消耗品・印刷製本費・光熱費 684 万円 

・機械、システムの保守 295 万円 

・図書等の購入 462 万円 

・植栽の工事 140 万円 

・講師への謝礼          118 万円 

・その他の経費                  196 万円 

======================================= 財源内訳 =======================================

 

・県の負担 510 万円 

・町の負担 (一般財源) 3,686 万円 

予算: 9.5.4 図書館管理費（一般会計） 

9.5.4 図書館整備事業費（一般会計）

 

 

 

 

 学 

び 
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
３ 生涯スポーツの振興 

 

体育団体の支援など 279 万円

 (担当: 生涯学習グループ)

町の体育振興のために活動している各種体育団体を支援します。また、自然と親しみながら健康の

増進を図ることを目的に、海の家を開設します。 

 

主な経費 

・町体育協会への補助 100 万円 

・町スポーツ少年団への補助 15 万円 

・町少年硬式野球連盟への補助 10 万円 

・町早起き野球連盟への補助 5 万円 

・全国スポーツ大会出場への補助 30 万円 

・小布施見にマラソンへの補助 100 万円 

・浜茶屋の利用料・宿泊料の補助 17 万円 

・その他の経費 2 万円 

 

=============== 財源内訳 ================= 

 

・町の負担 (一般財源)           279 万円 

 

予算: 9.6.1 保健体育総務費(一般会計)

 

スポーツ推進委員活動 51 万円

(担当: 生涯学習グループ)

スポーツ推進委員は町民の皆さんにスポーツへの関心を高め理解を深めていただくために活動して

います。魅力あるスポーツ行事の企画立案や、スポーツ教室での指導などを行い、スポーツの楽しさ

を伝えます。 

学 

び 

 

主な経費 

・スポーツ推進委員の報酬 (6 人) 18 万円 

・協議会への負担金 5 万円 

・その他の経費 28 万円 

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 51 万円 

 

予算: 9.6.1 スポーツ推進委員活動費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
３ 生涯スポーツの振興 

 

健康づくりの推進  20 万円  町民運動会の開催 115 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

自分の体力を見直すきっかけとして体力診断

を行うとともに、運動不足の方を対象に楽しい

遊びを取り入れたニュースポーツ教室やウォー

キング教室を開催します。 

 

主な経費 

・講師への謝礼 5 万円

・その他の経費 15 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 20 万円

 

 町民の皆さんの親睦と交流を深めることを目

的に、自治会やコミュニティ対抗で行う町民運

動会を開催します。 

 

■開 催 日：１０月 7 日（日） 

■開催場所：栗ガ丘小学校グラウンド 

 

主な経費 
・賞品の購入 92 万円

・その他の経費 23 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 115 万円

 

 

予算: 9.6.1 健康づくり事業費 (一般会計) 予算: 9.6.1 町民運動会事業費 (一般会計)

   

分館対抗球技大会の開催 4 万円  市町村対抗駅伝大会等への出場  24 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

分館対抗による球技大会を、２種目開催しま

す。 

 

■開 催 日：６月 24 日（日） 

■開催場所：総合体育館、中学校体育館 

■種    目：ソフトミニバレーボール 

 

■開 催 日：平成２5 年３月上旬 

■開催場所：総合体育館、中学校体育館 

■種    目：バドミントン 

 

主な経費 

・代杯の購入 2 万円

・その他の経費 2 万円

================ 財源内訳 ============== 

・町の負担 (一般財源) 4 万円

 

 県市町村対抗駅伝競走大会へ出場するための

経費です。 

また、県縦断駅伝競走大会へ須高チームとし

て出場する須高陸上協会の経費の一部を負担し

ます。 

 

学 

び 

主な経費 

・県縦断駅伝競走大会負担金 6 万円

・県市町村対抗駅伝競走大会負担金 1 万円

・選手の交通費 5 万円

・選手への謝礼 1 万円

・その他の経費 11 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 24 万円

予算: 9.6.1 分館対抗球技大会事業費 (一般会計) 予算: 9.6.1 各種競技大会経費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
３ 生涯スポーツの振興 

 

体育施設の維持管理 2,039 万円

 (担当: 生涯学習グループ)

皆さんのスポーツ活動の場として、気持ち良く

ご利用いただけるよう、施設の維持管理を行いま

す。 町の各種体育施設 

 

■体育館    総合体育館 

トレーニングセンター 

文化体育館 

北部体育館 

小学校体育館 

中学校体育館 

■グラウンド  町営グラウンド 

松川総合グラウンド 

小学校グラウンド 

中学校グラウンド 

■テニスコート 町営テニスコート 

        総合公園テニスコート 

■その他    総合公園マレットゴルフ場

        総合公園 100ｍコース 

また、須高行政事務組合が運営している須坂 

市のサマーランド（総合プール）の運営費を構 

成市町村（須坂市・高山村・小布施町）で負担 

します。 

 

主な経費 
・須高行政事務組合への負担金 502 万円 

・光熱水費 449 万円 

・土地の借り上げ 483 万円 

・管理の委託 168 万円 

・施設の修繕 284 万円 

・電話料、火災保険料 24 万円 

・その他の経費 129 万円 
 

 ================ 財源内訳 ============== 
 

・利用者の負担 489 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,550 万円 
 

予算: 9.6.2 体育施設管理費(一般会計)

 

体育施設の整備 2,169 万円

(担当: 生涯学習グループ)

老朽化しているトレーニングセンター屋根の修繕と総合体育館前トイレの修繕を行います。 学 

び また、雁田山のハイキングコース整備を行い、安全に快適に歩くことができるコースづくりを行い

ます。 

 

主な経費 
・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ屋根の修繕  95９万円 

・総合体育館前トイレの修繕 1,000 万円 

・雁田山ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽの整備 200 万円 

・雁田山ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽ入口看板の設置 10 万円 
 

 ================ 財源内訳 ============== 
 

・町の負担 (借金) 900 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,269 万円 

予算: 9.6.2 体育施設整備事業費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
４ 人権教育・啓発の推進 

 

差別のない明るい社会の推進  479 万円  人権教育の推進 102 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

差別のない明るい社会の実現に向けた取り組

みを、関係協議会とともに進めます。 

 

 あらゆる人権問題について意識を高めるため

の啓発や、正しい知識を持つための学習会を行

い、差別を許さないまちづくりを進めます。 

 主な経費 
主な経費 ・部落解放関係団体への補助 315 万円

・集会所などの管理の委託 30 万円

・集会所などの修繕 31 万円

・委員の報酬 24 万円

・その他の経費 79 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 479 万円

 

・講師への謝礼 97 万円

・その他の経費 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 10 万円

・町の負担 (一般財源) 92 万円

 

 

予算: 3.1.4 人権・同和政策費 (一般会計)

9.5.9 人権・同和教育費 (一般会計) 予算: 9.5.9 人権教育促進事業費 (一般会計)

   

人権フェスティバルの開催 44 万円  「人権の花」運動の実施 25 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

すべての町民が、同和問題をはじめとする人

権問題に正しい認識を持ち、一人ひとりの人権

が尊重されるまちづくりを実践していくことを

誓い合う場として開催します。 

学 

び 

 

■期日：１２月１日（土） 

■場所：北斎ホール 

 

主な経費 

・講師への謝礼 35 万円

・手話通訳への謝礼 2 万円

・会場看板・冊子 5 万円

・その他の経費 2 万円

=============== 財源内訳 =============== 

・町の負担 (一般財源) 9 万円

・県の負担 35 万円

 

 長野地域人権啓発活動活性化事業として、今

年度は小布施町が「人権の花」運動を行います。

北信地域の小学校７校に花の種と人権標語入り

ﾌﾟﾗﾝﾀｰをお配りし、協力して花を栽培すること

で思いやりの気持ちを育てます。 

 

主な経費 

・花の種・培養土・ﾌﾟﾗﾝﾀｰ・看板 18 万円

・記念品 7 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 25 万円

 

 

予算: 9.5.9 地域人権啓発活動活性化事業費 (一般会計) 予算: 9.5.9 地域人権啓発活動活性化事業費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
４ 人権教育・啓発の推進  ５ 文化・芸術活動の振興   

 

住宅新築資金などの返済 97 万円  男女共同参画社会づくり 59 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 総務グループ)

 男女共同参画社会推進委員会は、家庭・地域・

職場などあらゆる場面で男女がともにその能力

を発揮し、自分らしく暮らせる社会の実現を目

指して活動しています。 

啓発イベントの開催、ワーク・ライフ・バラ

ンス（仕事と生活の調和）の推進、女性の一層

の参画促進などに取り組みます。 

理由のない差別により、生活環境などの改善

が必要な地域の住宅改修のための資金を貸し出

していましたが、現在は新規の貸し付けを行っ

ていないため、返済事務のみを行っています。

 

主な経費 

・借入金の返済 84 万円
 ・その他の経費 13 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・貸付元利収入 97 万円

 

 

主な経費 
・男女共同参画社会推進委員の報酬 10 万円

・講演会講師への謝礼 35 万円

・視察研修の旅費 14 万円

・その他の経費 1 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 59 万円

 

予算: 同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 予算: 2.1.10 男女共同参画社会づくり費 (一般会計)

   

町民ギャラリーの維持管理 131 万円  美術館・シャトルバスフリーパスの発行 12 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

学 

び 

各種団体・グループ活動の発表の場である町

民ギャラリーの維持管理を行います。 

 

主な経費 

・光熱水費 67 万円

・施設管理の委託 24 万円

・土地の借り上げ 20 万円

・施設の修繕 10 万円

・その他の経費 10 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・利用者の負担  15 万円

・町の負担 (一般財源) 116 万円

 

 町内にある町営、民営の美術館とシャトルバ

スを、年間を通して利用できるフリーパスを発

行します。 

 

主な経費 

・フリーパスの印刷 12 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 12 万円

 

予算: 9.5.11 町民ギャラリー管理費 (一般会計) 予算: 9.5.11 文化振興事業費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
５ 文化・芸術活動の振興  ６ 文化財の保護・継承と活用  

 

小布施音楽祭開催の補助 100 万円  巴錦の一軒一株運動 76 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

町民の皆さん自らが行う芸術文化活動である

小布施音楽祭の開催を支援します。感性豊かな

小布施の子どもを育てるため、小中学生には無

料チケットを配布します。 

 

主な経費 
・小布施音楽祭への補助 100 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源) 100 万円

 

 

北斎が描いた名菊「巴錦」を、保存会の皆さ

んの協力をいただきながら巴錦の株を町内のお

庭や花壇に植えていただく一軒一株運動を昨年

に引き続き推進します。 

 

主な経費                         
・巴錦育成指導謝礼・委託 など 56 万円

・巴錦展示用資材 15 万円

・その他の経費 5 万円

 

=============== 財源内訳 ================ 

 

・町の負担 (一般財源) 76 万円

 

予算: 9.5.11 文化振興事業費 (一般会計) 予算: 9.5.11 文化振興事業費 (一般会計)

 

文化財の保護 307 万円

(担当: 生涯学習グループ)

町宝として指定した有形文化財、史跡等の保

護や標柱などの修繕、新たな文化財の調査を行

います。 

祭り屋台５基が町宝に！ 

 

おぶせﾐｭｰｼﾞｱﾑ・中島千波館の屋台庫に収蔵

されている５基の祭り屋台（中町・伊勢町・福

原・六川・横町）が平成 23 年 12 月 20 日に

町宝に指定されました。 

学 

び 

地元自治会に史跡の清掃を委託するほか、重

要文化財の維持管理に補助を行います。 

   

主な経費 
・審議会委員への報酬、調査協力の謝礼  25 万円

・臨時職員の賃金 96 万円

・調査・資料作成の委託 93 万円

・その他の経費 93 万円

================ 財源内訳 ============== 

 

・町の負担 (一般財源)          307 万円

 

予算: 9.5.10 文化財保護費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
７ 文化施設・環境の整備充実 

 

歴史民俗資料館の管理運営 192 万円  歴史民俗資料館 春秋の企画展の開催 21 万円

(担当: 生涯学習グループ) (担当: 生涯学習グループ)

小布施町の初代公民館長である林柳波を顕彰

するとともに、町ゆかりの重要な歴史民俗資料

の展示を中心とした館の運営を行います。 

 

 

学 

び 

主な経費 

・臨時職員の賃金 102 万円

・資料寄贈等の謝礼 10 万円

・植木手入れの委託 14 万円

・暖房器の設置 20 万円

・施設の修繕 10 万円

・光熱水費 7 万円

・その他の経費 29 万円

 

================ 財源内訳 ============== 

 

・歴史民俗資料館入館料 10 万円

・町の負担 (一般財源) 182 万円

 

子どもから大人まで楽しめる昔体験学習など

の企画展を春秋に開催します。期間中は林柳波

を唄うイベントを合わせて開催し、柳波の顕彰

に努めます。 

通常は土･日･祝日のみの開館ですが、企画展

期間中は毎日開館します。 

 

■春の企画展 

会期：4 月２0 日（金）～6 月 4 日（月） 

■秋の企画展 

会期：9 月 14 日（金）～ 

 

主な経費 
・体験学習など講師への謝礼 13 万円

・看板、パンフレット等の印刷 など 8 万円

================ 財源内訳 ============== 

・町の負担 (一般財源) 21 万円

 

 

予算: 9.5.5 歴史民俗資料館管理費 (一般会計) 

9.5.5 歴史民俗資料館整備事業費 (一般会計) 予算: 9.5.5 歴史民俗資料館企画展費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
７ 文化施設・環境の整備充実 

 

高井鴻山記念館の管理運営 1,381 万円

学 

び 

  

(担当: 生涯学習グループ)

高井鴻山に関する学習の機会を充実するとと

もに、より多くの皆さんにご利用いただけるよ

う4月から９月まで開館時間を午後６時まで延

長します。 

 

主な経費 

・嘱託・臨時職員の賃金 785 万円

・パンフレットの印刷 など 182 万円

・光熱水費 80 万円

・土地の借り上げ 70 万円

・警備、植木手入れなどの委託 74 万円

・施設の修繕 40 万円

・その他の経費 150 万円

================ 財源内訳 ============== 

・高井鴻山記念館入館料  1,131 万円

・高井鴻山記念館冊子売上金 250 万円

 

  

予算: 9.5.6 高井鴻山記念館管理費 (一般会計)

～ 中学生以下のお子さんは無料です ～
 

高井鴻山記念館やおぶせミュージアム・中島

千波館など下記の施設は、中学生以下のお子さ

んは無料で入館できます。 

■北斎館  ■高井鴻山記念館 

■おぶせミュージアム・中島千波館 

■千曲川ハイウェイミュージアム 

■歴史民俗資料館  

■フローラルガーデンおぶせ 

 

「年間を通じて企画展をじっくり鑑賞した

い！」という方には、「美術館フリーパス」が

お勧めです。上記施設に下記の民間５施設を加

えた１１館に一年間入場でき、シャトルバスも

乗り放題です。ぜひお求めください。 

（大人 3,000 円、高校生 1,500 円） 

■日本のあかり博物館 

■古陶磁コレクション「了庵」 

■現代中国美術館 

■おぶせ藤岡牧夫美術館 

■岩松院 

 

高井鴻山記念館特別展などの開催 169 万円

(担当: 生涯学習グループ)

春と秋に、高井鴻山を顕彰する特別展や催しを、秋に高井鴻山席書大会を開催します。 

 

■春の企画展 

  会期：４月２0 日（金）～ 6 月５日（火） 

 

■秋の企画展 

  会期：未 定 

 

■高井鴻山席書大会  開催日：１０月２０日（土） 

「生涯学習・町民のつどい」の一環として、書道を通し 

て豊かな心を養うことを目的に、席書大会を開催します。 

 

主な経費 

・企画展チラシ、看板類の作成 67 万円 ・席書大会審査員への謝礼     1 万円 

・企画展広告料         13 万円  ・席書大会入選者への賞品     3 万円 

・企画費、作品借用の謝礼 など  31 万円 ・その他企画展にかかる経費   54 万円 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

・高井鴻山記念館入館料                         169 万円 

予算: 9.5.6 高井鴻山記念館企画展費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
７ 文化施設・環境の整備充実 

 

おぶせミュージアム・中島千波館の管理運営 3,749 万円

(担当: 生涯学習グループ)

平成４年に現代日本画家、中島千波画伯の作品を常設展示する美術館として開館した「おぶせミュ

ージアム・中島千波館」は、地域文化と密接な関わりのある貴重な文化財の保存活用と、日常生活に

やすらぎと感動を与えてくれる芸術文化に親しむ風土をつくることを目的に、地域や作家とともに歩

む、生きた美術館として運営をしています。 

より多くの皆さまにご利用いただけるよう、引き続き４月から９月まで開館時間を午後６時まで延

長します。 

 

主な経費 

・光熱水費 451 万円 ・警備業務などの委託 340 万円

・土地の借り上げ 885 万円 ・友の会への補助金 5 万円

・施設の修繕 50 万円 ・職員の人件費 473 万円

・臨時職員の賃金 671 万円 ・パンフレット等印刷 112 万円

・美術品の購入 532 万円 ・その他の経費 230 万円

 

======================================= 財源内訳 ===================================== 

 

・おぶせミュージアム入館料 など 1,105 万円

・町の負担 (基金からの繰入) 500 万円

・町の負担 (一般財源) 2,144 万円

予算： 9.5.7 おぶせミュージアム管理費 (一般会計)

 

収蔵庫の増築 3,940 万円

(担当: 生涯学習グループ)

平成 24 年度のおぶせミュージアム開館 20

周年に向け、中島画伯の作品を収蔵するために、

現在手狭となっている収蔵庫の増築を行いま

す。 

   

主な経費 

・収蔵庫の工事 など 3,940 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (基金からの繰入れ) 3,940 万円

 予算: 9.5.7おぶせミュージアム整備事業費 (一般会計)

 

学 

び 
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
７ 文化施設・環境の整備充実 

 

おぶせミュージアム企画展などの開催 2,095 万円

(担当: 生涯学習グループ)

今年度も地元ゆかりの作家や注目の若手作家など、ジャンルを問わず、意欲あふれる作家たちの作

品を紹介していきます。開館 20 周年記念の特別展を開催します。 

また、町民の皆さんの学習の場として、作家によるギャラリートークやデッサンセミナー、ギャラ

リーコンサートなどの体験的事業を取り入れた企画展を開催します。 

 

■開館 20 周年記念 「水戸岡鋭治展」 

会期：５月 18 日(金)～6 月２6 日(火) 

鉄道デザイナーとして活躍する水戸岡鋭治氏 

の展覧会。小布施のシャトルバス「ろまん号」 

もデザインしていただきました。 

 

 

■「春山文典展」 

会期：6 月 29 日(金)～8 月 21 日(火) 

   小布施出身で現在、横浜美術大学長を務める 

  彫刻家の春山文典氏の個展。 

 

 

■「押元一敏展」 

会期：8 月 24 日(金)～１0 月 9 日(火) 

現在活躍している若手作家に注目する個展。 

 

 

■開館 20 周年記念「横浜美術館所蔵による中島千波・清之親子展」 

会期：１０月 12 日(金)～１２月 11 日(火) 

横浜美術館の協力をいただき、中島千波・清之親子による名作の競演を予定しています。 学 

び 

 

■おぶせミュージアムコレクション展」 

会期：１２月 14 日(金)～平成 25 年２月 13 日(水) 

中島千波画伯の父・清之氏をはじめ、小布施ゆかりの作家や北信濃ゆかりの作家などの収蔵品、

  をご紹介します。 

 

■東京藝術大学デザイン科描画系「ShinPA！! !！!！!」 

会期：平成 25 年２月 16 日(土)～５月中旬 

東京藝術大学大学院デザイン科出身の若手作家たちによるグループ展。 

 

主な経費 

 ・企画展チラシ、看板類の作成 743 万円 ・作品輸送費、謝礼 など 959 万円

 ・各種教室、ワークショップの開催 116 万円 ・その他の経費 277 万円

 

 ======================================= 財源内訳 ===================================== 

 

・おぶせミュージアム入館料 など 2,095 万円

 

予算: 9.5.7 おぶせミュージアム企画展費 (一般会計)
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【Ⅳ 学び】 生涯学習 生涯スポーツ 人権教育 文化財保護 
７ 文化施設・環境の整備充実 

 

千曲川ハイウェイミュージアムの管理運営 1, 474 万円

(担当: 生涯学習グループ)

千曲川ハイウェイミュージアムは、町民の皆さんの憩いの場「小布施総合公園」の中核施設であり、

高速道・一般道からも利用可能な美術館です。 

より多くの皆さんにご利用いただけるよう、４月から９月までは開館時間を午後６時まで延長して

います。なお、中学生以下のお子さんは無料で入館いただけます。 

昨年、町民の方々から新しい活用方法についてご意見をいただきましたが、今年度中に民間事業者

を公募し、早ければ来年度（平成 25 年度）からの事業実施に向け、事業手法と事業者の選定を進め

ます。 

 

主な経費 
・光熱水費 360 万円 ・保守点検業務などの委託       163 万円 

・嘱託・臨時職員の人件費 682 万円 ・その他の経費                 222 万円 

・施設の修繕  47 万円  

 

================ 財源内訳 =================== 

 

・千曲川ﾊｲｳｪｲﾐｭｰｼﾞｱﾑ入館料       8 万円 

・町の負担 (一般財源)            1,466 万円 

予算: 9.5.8 ハイウェイミュージアム管理費 (一般会計) 

 

千曲川ハイウェイミュージアム企画展の開催 492 万円

(担当: 生涯学習グループ)

親子で楽しめる企画展やワークショップを開催します。 
学 

び 

■｢昭和の懐かしの風景画・毛利フジオの世界展」  

会期：４月１４日（土）～７月 9 日（月） 

昭和３０年代の情景をリアルタッチで描いた作品約１００点を展示します。 

■「夏の企画展」               ■「秋の企画展」  

会期：７月１３日（金）～９月２４日（月）     会期：９月 ～１１月 

■「野鳥展」                 ■（新）小布施サイエンス教室（通年） 

会期：１１月 ～                 科学の楽しさに触れる教室を開きます。 

  

主な経費 
・企画展の展示・作品輸送委託 123 万円 ・企画展チラシ、看板類の作成   58 万円 

・作品借用、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの謝礼 など 136 万円 ・小布施ｻｲｴﾝｽ教室補助員賃金   29 万円 

・その他企画展にかかる経費 146 万円 

 

======================================== 財源内訳 ====================================== 

 

・千曲川ﾊｲｳｪｲﾐｭｰｼﾞｱﾑ入館料     292 万円 

・千曲川ﾊｲｳｪｲﾐｭｰｼﾞｱﾑ冊子売上代金   200 万円 

予算: 9.5.8 ハイウェイミュージアム企画展費 (一般会計)
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