
 

町  長 副 町 長 教 育 長 課  長 主  幹 担  当 合      議 

       

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 499 

決裁期日 平成２５年 ９月１９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６回）(第 8 次社会教育中

期計画策定委員会議) 

日  時 平成２５年 ９月１７日（火）１８時３０分～２０時３０分 

場  所 社会教育総合センター大集会室 

出 席 者 

委員１３名｛若林、佐々木(克)、長谷、仲島、稲毛、瀬川、安西、福本、本田（友）、
渡辺、大西、小田島、佐々木(麗）｝ 

事務局８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、小田島主事） 

内  容 

教育振興課長 進行 

教育長挨拶；本日、第 6回目の会議となりますが、ご多忙の中お集まり頂きありがとう 

ございます。第 4回目の会議でお話しさせて頂きましたが、子ども達 11人と引率 4 

人で 7月 26日～8月 3日まで何事もなく無事カナダから帰って来ました。子ども達 

もカムローズとの交流を通して今後の人生に良い経験となると思います。 

また、2020年東京オリンピック開催が決まり、明るい話題がありました。前の東 

京オリンピックの後、スポーツ振興が盛んになりましたので、上富良野町もスポーツ 

  振興が図られると思います。本日は、報告 3件、協議事項 3件、第 8次社会教育中期 

計画策定委員会議と盛り沢山ありますが、限られた時間の中よろしくお願い致しま 

 す。 

社会教育委員長挨拶 

教育振興課長；本田委員長に代わり稲毛副委員長よろしくお願い致します。 

稲毛副委員長挨拶；突然のピンチヒッターと言うことで、皆さんのご協力をお願い致し 

 ます。 

稲毛副委員長；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。 

議題 １ 報告事項 

（１）上川管内社会教育委員基礎講座｛旭川市 8/28（水）稲毛福委員長、須藤委員 

   出席｝ 

稲毛副委員長；事務局より報告お願いします。 

飯村主任報告；8月 28日に上川合同庁舎にて開催され、稲毛副委員長、須藤委員と出 

席して来ました。本日須藤委員が欠席されていますが報告書を預かっていますので、 

読ませて頂きます。札幌国際大学の佐久間教授より社会教育委員の役割、グループ 

 討議、上川教育局支援課社会教育指導班棚橋主査より社会教育訪、教育基本法、社会 



 

内  容 

 教育委員の役割など社会教育委員として求められる基礎的な知識を学んで来ました。 

（２）平成 25年度社会教育関係事業実施報告（6月～9月） 

稲毛副委員長；事務局より報告お願いします。 

高橋主査報告；6月 27日の第 3回の会議以降社会教育関連の事業報告をさせて頂きま 

す。4～5頁にて報告。当日配布資料に「第 7回上富良野町青少年国際交流事業報告 

書（カナダ紀行）」があります。冒頭教育長のお話にもありましたが、小野主任より 

 報告の程致します。 

小野主任報告；資料に基づき説明。後程ご自宅でご一読ください。 

（３）各研修会について 

 ①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} 

稲毛副委員長；事務局より説明お願いします。 

鈴木主幹説明；先日参加希望をお聞きし実行委員会に報告してありますが、実行委員に 

 なられている本田委員長、稲毛副委員長、渡辺委員、小田島委員につきましては、本 

 日会議終了後に資料をお渡し致しますのでよろしくお願い致します。また、詳細が 

 決まり次第 10月上旬に事務局よりご案内致しますので、よろしくお願い致します。 

稲毛副委員長；これまでで何か質問あるでしょうか。 

(委員から無しとの声あり) 

２ 協議事項 

(１)上富良野町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例について 

稲毛副委員長；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。平成 26年 4月 1日からの改正案となっておりま 

 す。社会教育法改正に基づき、社会教育委員の委嘱基準について法令で定められたこ 

 とにより第 2条に委嘱を加えております。既に第 2条(1)～(3)の要件を満たした形で 

 選出されていることを申し添え致します。12月の定例議会にて平成 26年 4月 1日 

施行の予定ですので情報提供としてお知らせ致します。 

(２)平成 25年度教育委員会表彰について 

  教育委員会表彰審査会 9/20(金)13時～15時 社会教育総合センター 小集会室 

  表彰式 11/3(日)10時～11時 社会教育総合センター 

稲毛副委員長；事務局より説明お願いします。 

高橋主査説明；審査会の日程の変更がございます。9月 18日(水)18時～に変更となっ 

 ております。審査委員の皆様にはすでに変更のご案内を致しております。 

審査件数は、文化 6件、内訳として個人 5件、団体 1件。スポーツ 11件、内訳と 

 して個人 9件、団体 2件となっており計 17件となっております。 

(３)第 2次こども読書推進計画(原案)について 

稲毛副委員長；事務局より説明お願いします。 

川久保主査説明；資料 2をご覧下さい。6/14、8/27に策定委員 15名、事務局 3名によ 

 り会議を開催し第 1次こども読書推進計画の検証結果、取り組みを協議すると共に 

 状況・評価、第 2次の進行状況を協議しております。 



 

内  容 

  概要案をご覧頂き、3つの目標は継承し 5つの行動計画となっております。 

鈴木主幹説明；Ａ4カラーの「全国学力・学習状況調査結果から」をご覧下さい。毎年 

 春に小学 6年生・中学 3年生へ図書に関するアンケートを実施しております。「読書 

 は好き・どちらかというと好き」については、上富良野町は全国・全道より高い数値 

となっております。「平日、家や図書館での読書時間」については、「しない」・「～2  

 時間」上富良野町は全国・全道より低い数値となっています。これらの結果を踏まえ 

 て読書の環境を整えると伴に参考として共通の理解をお持ち頂きたいと思います。 

稲毛副委員長；これは町内 4小学校・2中学校の物ですか。 

鈴木主幹説明；はい、そうです。 

稲毛副委員長；これまでで何か質問あるでしょうか。 

(委員から無しとの声あり) 

３ 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原案について（平成 26～30年度分） 

  ①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 8次改正案 8/27開催会議における修正による原案） 

稲毛副委員長；事務局より説明お願いします。 

鈴木主幹説明；事前に配布させて頂いております資料 3と、一部当日配布資料がござい 

 ます。これまで 1～3部会でご意見を賜っているところでございますが、「1 社会教 

育基本方針」・「2 社会教育推進目標」については、下段に赤字で検証を記載してあ 

 り継続すると記載させてもらっております。「3 社会教育中期計画」については「第 

 7次⇒第 8次」に（2）計画の期間を「平成 21年～25年」を「平成 26年～30年」に、 

 （3）も修正個所を赤字で記載させてもらっています。「第 7 次中期計画」（現行）を 

 「第 8次中期計画」（改正案）に赤字で体系図を文書化した物を記載させてもらって 

 います。 

  この後、各部会で現状・課題・評価を話し合って頂き、評価につきましては部会で 

 統一して頂きたいと思います。発表につきましては部会長又は副部会長よりお願い致 

 します。 

※ 第 1部会…大集会室、第 2部会…学習室、第 3部会…小集会室 

※ 3部会に分かれて、第 7次社会教育中期計画社会教育の現状と課題及び実施計画 

  の見直しにかかる現状・課題・評価・今後の方向性について、話し合って頂く。 

稲毛副委員長；それでは再開致します。第 3部会から発表をお願いします。 

第 3部会佐々木部会長報告；⑤スポーツ振興について検討しました。課題について、 

 1.スポーツクラブは設立されているので修正する。2.「～町民のニーズ」の前にスポ 

 ーツ推進委員が活動しているので、「更なる」を追加する。3.「ホームページの開設」 

 について、ホームページは求められていたと思うが、高齢者は広報紙等ペーパーの方 

 が情報が得やすいのでは。評価は「Ｂ」とします。今後の方向性については、自衛隊 

 の町でもあり、子育て世代のお母さんの参加しやすいように子どもを預かる託児施 

 策を施しスポーツ活動の参加者を増やす。 

  ⑦社会教育基盤整備については、記載通りでよろしいです。評価も「Ｂ」です。 

第 2部会大西副部会長報告；③成人教育について、人口の割合としては高い状況にある 

  



内  容 

 と思います。孤立している人とどうコミュニケーションを取れるか、広報が行き渡っ 

ているのか、届かない場所も現状にある。これは社会教育としての課題かもしれませ 

 ん。 

  ④高齢者教育について、いしずえ大学に参加している方が途中で配偶者が亡くな 

 る、体力的に参加できなくなることがあるので、乗り合いバスが有効だと思います。 

  買い物・病院の他にいしずえ大学の帰りにも乗れるようになるとより有効になるの 

ではないか。 

第 2部会安西部会長補足報告；今後の方向性について、③成人教育・④高齢者教育どち 

 らも同じようだが、委員の意見を記載してあるだけなので現状に合わせて修正して頂 

 きたい。9月 30日までに検証・評価について記入して頂きたい。 

第 1部会仲島部会長報告；細かい点は事務局に伝わっていると思いますが、①家庭教育 

 について現状の赤字の（わくわく合宿～「家庭教育にかかわる研修会」を開催してい 

 る）→（「家庭教育にかかわる研修会」を開催し、児童の自立性を育成している）に 

 修正。課題について、幼稚園・小中学校のテーマがバラバラなので一本の柱に沿った 

 方が良い。評価は「Ｂ」今後の方向性について、保護者・家庭教育学級・Ｐ連等の 

 連携強化。真に望まれている支援活動の実施等。 

  ②青少年教育について、現状に各交流事業の実施により、青少年のコミュニケーシ 

 ョン能力の向上に寄与しているを追加等、細かい所は次回までに事務局でまとめて頂 

きたい。評価は「Ｂ」。 

  ⑦社会教育基盤整備については、富原テニスコートのオムニコートへの転換、整備。 

  修理等しながら関係機関と調整のうえ整備等。 

稲毛副委員長；事務局より今後のスケジュールについてお願いします。 

鈴木主幹説明；2頁をご覧下さい。第 8次社会教育中期計画の今後のスケジュールとな 

 っております。資料に基づき説明。 

稲毛副委員長； これまでで何か質問あるでしょうか。 

(委員から無しとの声あり) 

４ その他 次回会議の日程 

稲毛副委員長；事務局より説明お願いします。 

鈴木主幹説明；次回会議ですが、10月はパブコメ・全国公民館研修集会がありますの 

 で、11月に開催致したいと考えております。事務局案と致しましては、11月19日（火）、 

 時間帯を 18時台か、早めて 15時から 17時で開催するかお諮り致したく思います。 

稲毛副委員長；時間帯ですが 15時からでもよろしいでしょうか。 

(委員一人よろしいとの声あり) 

稲毛副委員長；18時台ではどうでしょうか。 

 (委員多数よろしい。19日に都合のつかない委員 2人) 

稲毛副委員長；日程ですが、11月 19日（火）に都合のつかない委員が 2人おりますの 

で、11月 18日（月）でいかがでしょうか。 

(委員からよろしいとの声あり) 

稲毛副委員長；それでは、次回会議を 11月 18日（月）18時 30分で予定して下さい。 

 委員長とも相談し後程ご案内したいと思います。 

当日配布資料 



内  容 

（１）第７回上富良野町青少年国際交流事業報告書（カナダ紀行） 

（２）道社連協だより「143号」 

（３）「社教連会報」73号 

高橋主査説明；（１）第７回上富良野町青少年国際交流事業報告書（カナダ紀行）につ 

 きましては、先程小野主任の方から報告を頂いております。（２）道社連協だより「143  

 号」、（３）「社教連会報」73号につきましては、後程、ご一読をお願い致します。 

稲毛副委員長；以上事務局より説明がありましたが、他に何か無いでしょうか。なけれ 

 ばこれで閉じさせて頂きたいと思います。 

教育長より閉会挨拶 

教育長挨拶；お仕事の後の会議大変お疲れ様でした。朝晩冷えてまいりましたので体に 

気を付けて下さい。11月にまたお会いしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


