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別記様式第 4 号 

会 議 等 結 果 報 告 書 

会議区分   会議  打合せ  協議 
文書番号 296 

決裁期日 平成２５年 ６月２８日 

名  称 平成２５年度社会教育委員兼公民館運営審議会委員会議（第３回） 

日  時 平成２５年 ６月２７日（木）１８時３０分～２０時４０分 

場  所 社会教育総合センター大集会室 

出 席 者 

委員１５名｛若林、佐々木(克)、長谷、仲島、稲毛、瀬川、安西、福本、須藤、本田(友)
渡辺、本田(邦)、大西、小田島、佐々木(麗）｝ 

事務局９名（教育長、教育振興課長、社会教育班主幹、川久保主査、高橋主査、 
飯村主任、小野主任、田中主事、小田島主事） 

内  容 

教育振興課長 進行 

教育長挨拶；本日はお忙しい中、第 3回 社会教育委員兼公民館運営審議会委員会議に

出席頂きありがとうございます。 

  今日、上高対旭大高の野球の試合の応援に行ってきましたが、延長 12 回 7 対 3で

負けてしまいましたが非常に惜しい試合でした。接戦で感激しこれからも上高を応援

 しようと思いました。地域の活性化の為にも上高を応援する会に入っていただき地域

 を盛り上げて頂きたい。 

  本日は、報告 5件、協議 1件。引き続き第 8次社会教育中期計画策定委員会議と 

 なっておりますので、ご審議の程お願い致します。 

本田委員長；お疲れのところお集まり頂きありがとうございます。気象の変化が激しい

 中、教育長の挨拶にもありましたが、上高の試合があり頑張ってくれました。 

  前回は、報告・協議・会議を終わらせて頂いた後、バスで日頃身近にありながら中々

 普段見られない各施設を見せて頂き有意義な会議でした。 

  5 月にパークゴルフを始めたのですが、管理棟周辺に教育委員会職員がいてペンキ

 塗りを全員でしていて素晴らしい事だと思いました。町の職員も頑張っていて誇りに

思い感謝申し上げたい。本日はよろしくお願い致します。 

委員長議事進行 

本田委員長；本日のタイムスケジュール等について、事務局より説明お願いします。 

鈴木主幹説明；会議のタイムスケジュール等を説明する。 

１ 報告事項 

(１)平成 25 年度上川管内社会教育委員連絡協議会理事会及び総会(旭川市、5/22)につ

いて 本田委員長より報告 

本田委員長；午前中に理事会、午後から総会に出席してきました。A4 の資料をお目通

 しお願いします。平成 25 年度活動方針について説明。 



 

内  容 

 また、道社連の役員が変わり、剣淵町、中富良野町の委員長が選任されています。

  裏面の事業計画について事務局より説明をお願いします。 

鈴木主幹説明；まず、事業計画(案)となっておりますが、総会が終了しておりますので

 (案)は外れます。研修事項について説明致します。 

平成 25 年度事業計画研修事項について説明。 

(２)平成 24 年度社会教育事業成果報告について 

本田委員長；事務局より説明お願いします。 

鈴木主幹説明；資料 1をご覧下さい。資料について事前配布させて頂いておりますので、

 お目通し頂いていると思いますが、前回の会議で各事業毎の検証・評価を頂いており

 ます。各予算項目毎に決算報告をし、議会にも提出しておりますのでご参照頂きたく

 思います。 

本田委員長；事前にお目通し頂いており、実績ですので報告に代えさせて頂きます。 

(３)平成 25 年度社会教育関係事業実施報告(5 月～6 月)について 

本田委員長；事務局より説明お願いします。 

高橋主査説明；4頁をご覧下さい。こちらも事前配布させて頂いておりますので、主な

 事業を説明させて頂きます。また、議案発送後に実施され参加人数が記載されていな

い事業について報告させて頂きます。6/17からの子ども水泳教室ですが1回目 10人・

 2 回目 11 人、6/19 水泳技能認定会 15 人参加 12 人合格、6/20 放課後子どもプラン事

 業指導員会議研修会も合わせて23人、6/21親子水泳教室は室温が上がらず中止、6/21

 ・26 生指協補導部・育成部会議 16 人、わくわく合宿事前説明会 24 人となっており

ます。 

(４)平成 25 年度社会教育施設整備状況について 

本田委員長；事務局より説明お願いします。 

高橋主査説明；資料 2に基づき説明。 

(５)第 2 次子ども読書推進計画について 

本田委員長；事務局より説明お願いします。 

川久保主査説明；資料 3をご覧下さい。6/14 に第 1回子ども読書推進会議を開催し、

平成 24 年度における成果報告の確認をし、案を提案致しました。3つの目標は継承

 し一部見直しおし、協議します。策定スケジュール(案)ですが、10 月にパブコメを

 実施し修正後 12 月中に第 2次子ども読書推進計画(案)を教育委員会へ提案します。

  子どもの読書活動の推進に関する法律、国・道の計画(案)を参考に添付しておりま

すのでご一読をお願いします。 

本田委員長；(1)～(5)まで、まとめてご意見ご質問等あればお願い致します。 

報告なので何か気が付いた点があればお願いいたします。 

(委員から無しとの声あり。) 

２ 協議事項 

(１)各研修会について 

本田委員長；協議事項について、事務局より説明お願いします。 

高橋主査説明；協議事項、各研修会についてご説明します。 

①上川管内社会教育委員基礎講座{旭川市、8/28(水)}について、開催要項等がまだ 



 

内  容 

 届いておりませんが、新任委員を中心にご参加頂きたいと思いますので、詳細が決ま

り次第ご案内致します。 

②第 35 回全国公民館研修集会 in ふらの北海道 

 (兼上川管内社会教育委員・公民館運営審議会委員等合同研修会) 

 {富良野市、10/17・18(木・金) }について、資料 4をご覧下さい。運営に係る部員 

 (構成員)の推薦について依頼が来ております。依頼人数は大会運営に係る総務部・全

 体会及びスーパー塾運営部部員として、10/17・18 日各 2名となっております。社会

 教育委員長につきましては、2名の他に実行委員として 2日間運営協力をして頂きま

 す。多くの委員の皆様にご参加頂きたく考えておりますが、今回は部員として 2名の

方の参加をお願い致したく、どなたか参加して頂ける方はいらっしゃるでしょうか。

  決まらないようでしたら、この後の部会会議の中で話し合って頂き後程お願い致し

 ます。 

稲毛副委員長；私し、2日間とも出られますので、後はどなたか出席できる方はいらっ

しゃいませんか。 

本田委員長；稲毛副委員長が 2日間出てくれると言うことなので、後程部会会議で話し

 合って頂き稲毛副委員長に指名して頂きたいと思います。 

  8/28 の上川管内社会教育委員基礎講座は要項が決まり次第ご案内いたしますし、

 第 35 回全国公民館研修集会 in ふらの北海道については、前回の会議でも説明してお

りますので、2日間 2名の委員の出席をお願い致します。教育長を始め私も実行委員

 として出席しますし、全国規模でありますので 1100 人位集まりますのでこの機会に

 出席頂きたく思います。 

３ その他 

次回会議の日程 

本田委員長；事務局より説明お願いします。 

鈴木主幹説明；次回会議は第 8次社会教育中期計画策定委員会議として開催致したく、

 事務局案と致しましては、7月 23 日(火)18 時 30 分からでご提案致します。 

本田委員長；平成 26～30 年度の第 8次社会教育中期計画策定に向け、今年度で第 7次

 社会教育中期計画が終了します。教育委員長から諮問があり 12 月に答申することに

 なっているので、内容の検討をし、道・町の総合計画との整合性を図りながら進めて

 行きたい。今日は全委員が出席されているので日程を決定致したいが、都合の悪い方

 いらっしゃいますか。 

(委員からよろしいとの声あり。) 

本田委員長；それでは、7月 23 日(火)18 時 30 分からで決定致します。改めて案内を致

 しますのでよろしくお願い致します。 

当日配布資料 

(１)教育北海道家庭版「ほっとネット VOL.33」 

(２)社教連発行ニュースレター NO.13 

(３)平成 25～27 年度 上川教育推進プラン(上川教育局) 

高橋主査説明；当日配布資料についてご一読をお願いいたします。上川教育推進プラン

 につきましては、この後の第 8次社会教育中期計画策定委員会議でも関連があります

  



 

内  容 

 ので、よろしくお願い致します。 

 また、佐々木委員より「携帯・インターネットの危険と予防研修会」のご案内が 

 ありましたので佐々木委員説明の程よろしくお願い致します。 

(佐々木委員説明) 

  また、大西委員より「自主企画芸術官署事業 第 6回 白いうた 青いうた フェ

 スティバル in 上富良野」のご案内がありましたので大西委員説明の程よろしくお願

 い致します。 

 (大西委員説明) 

本田委員長；全体を通して何かご質問等ありませんか。 

(委員から無しとの声あり。) 

４ 第 8 次社会教育中期計画策定委員会議 

(１) 第 8 次社会教育中期計画について(平成 26～30 年度分) 

①教育振興基本計画の構造図 

②上富良野町教育振興基本計画にかかる社会教育中期計画体系図 

 (第 7 次現行及び第 8次改正案) 

本田委員長；事務局より説明お願いします。 

鈴木主幹説明；資料 5をご覧下さい。教育振興基本計画の構造図となっております。 

  町民憲章→上富良野町第5次総合計画→教育振興基本計画→第8次社会教育中期計

画となっております。10 か年の計画で 5か年目で一部修正・見直しをします。 

  教育委員長の諮問により見直しを頂いているのでお諮りします。 

  現在は第 7次計画ですが、教育目標、社会教育基本方針、社会教育推進目標の変更

 はありません。目標達成のための重点は 7項目に分けて定めています。5月の会議の

 事務事業評価で検証評価頂いており平成 25 年度で完了します。 

  第 8 次社会教育中期計画体系図(案)をご覧下さい。赤字の部分を見て頂きたいので

 すが、教育目標、社会教育基本方針、社会教育推進目標は変更ありません。目標達成

のための重点を 7項目から 6項目に体系別整理しています。これまでは、具体的な施

 策を重点的に評価頂いておりました。 

  この後、各部会で目標達成のための重点を目的達成の為に出来たか評価を頂きた 

 く、本日は進行・記録は事務局で行い全体会にて報告致したいと思います。 

本田委員長；事務局の説明で分からない所もあると思いますが共通認識として、今まで

 の第 7次社会教育中期計画体系図から見るとスリム化して分かりやすくなっていま 

 す。第 8次社会教育中期計画に向けた体系図、目標達成のための重点を皆様にご検討

 頂きたい。次回の会議も事務局で座長として進めて頂き、今後は月一回平均会議を開

 催致し、これらに向けた作業が始まるのでご意見、ご質問を頂きたく思います。 

※ 第 1部会…大集会室、第 2部会…学習室、第 3部会…団体室 

※ 3 部会に分かれて、第 7次社会教育中期計画の検証・評価を行う。第 8次社会教

  育中期計画に向けた体系図、目標達成のための重点の検討を行う。 

本田委員長；事務局主導で進めさせて頂きましが、第 2部会から報告お願いします。 

第 2 部会鈴木主幹報告；青少年から高齢者まで各期に渡り学習活動の推進を行い、今 

 後も生きがいのある活動に参加出来る繋ぎ方が必要となる。町民が事業を知っている

 



 

内  容 

 のか、情報をいかに発信し参加者のコメントを頂くのも必要。子ども達が小さい頃か

ら少年団、小規模校と関わりを持つ重要さ等を次回にまとめて話し合いたく考えてい

 ます。 

第 3 部会高橋主査報告；目標達成のための重点に、各世代に応じたスポーツ活動の充 

 実とあるが具体的な施策に高齢者のスポーツが載っていないとの意見から、今後項目

 立てされている事業の細分化・包括を検討する。概ねメニューが用意されており、個

人に渡り積極的に参加している。公共としてのスポーツ振興の境目が難しい。施設の

 老朽化が見られるのでパークゴルフ場のように自分達で修理・整備するように考え方

 を広げて維持管理する等の意見が出されました。 

第 1 部会飯村主任報告；第 8次社会教育中期計画に向けた体系図の目標達成のための 

 重点の表記の仕方について、上川教育推進プランに沿った形で 1・2「への支援」を

削除してはどうか、3「生涯学習の推進」を「生涯学習活動の推進」に、共通して「～

 の向上、～の振興」のを入れた方が良いのでは、1と(1)が重複するので「家庭の教

 育力の向上に関する情報提供の充実」にしてはどうか、3の(1)の①の( )に「幼児」

 を入れた方が良いのでは、1の(1)の②の子育ては保護者なので幼児を追加してはど

 うか等が出されました。 

本田委員長；各部会の発表がありましたが補足等あるでしょうか。 

仲島委員；体系図と言うことでもっと分かり易く表記をした方が良いのでは、具体的な

施策を見て分かるように表記してはどうか。 

本田委員長；参考意見として受け止めてよろしいですか。分かり易くはなっているの 

 で希望意見としてお受け致します。その他何かありますか。 

(委員から無しとの声あり。) 

本田委員長；無いようですので、これで部会の発表を終わりたいと思います。次回の 

 会議ですが案内は行きますが、7月 23 日(火)18 時 30 分からですのでよろしくお願い

 致します。 

鈴木主幹；第 35 回全国公民館研修集会 in ふらの北海道の部員 2名ですが部会で話し合

 いして頂けたでしょうか。 

第 3 部会で 10/17 小田島委員、10/18 渡辺委員で報告かあり部員として参加頂く。 

  次回会議で、委員の皆様の参加を集うのでよろしくお願い致します。当日は職員が

 送迎致しますので 1日のみでも出席をお願い致します。 

安西委員；参加費 4,000 円とあるが。 

鈴木主幹；町で負担致します。また、部員は免除となります。 

本田委員長；他に何か無いでしょうか、無ければこれで閉じさせて頂きたいと思います。

稲毛副委員長より閉会挨拶 

稲毛副委員長；2時間の長い会議お疲れ様でした。第 35 回全国公民館研修集会 in ふら

 の北海道ですが、生きている内はもう来る事はありませんので出席の程お願い致しま

 す。 

 

 

 

 


