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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  

決裁期日 令和３年９月  日 

名 称  令和３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 令和３年９月２７日（月）１８時００分～１９時２５分 

場 所  社会教育総合センター武道館 

出席者 

 委員１４名 稲毛、仲島、鈴木、富永、辻、大西、嶋崎、多田、冨田、佐川、

道言、北向、鶴谷、濱口（欠席 黄田） 

事務局６名 教育振興課長、社会教育班主幹、北川主査、佐藤根主任、 

      島田主事、長谷山主事 

内 容 

会議の内容要旨 

１ 報告事項 

 ・令和 3年度社会教育委員兼公民館運営審議会委員の研修等について 

 ・令和 3年度社会教育関係事業（7月～9月分）の実施報告について 

２ 第９次社会教育中期計画令和３年度社会教育事業の検証・評価（各部会）に

ついて 

３ 意見交換 

４ その他 

 

稲毛委員長：報告事項について事務局より説明を求める。 

事務局：8月 26(木)～27日(金)鷹栖町で開催の上川管内社会教育委員兼公民館運

営審議会委員等合同研修会は１日日程のオンライン研修へ変更となったが、緊

急事態宣言下で各市町村への参集も憚れ延期となった。時期は未定。このほか

今年度は基礎講座が予定されており、合同研修とともに連絡あれば案内するの

で出席願いたい。 

3～5 頁社会教育関係事業(7～9 月分)、社会教育施設整備の実績及び今後の予

定について報告。また放課後クラブに国の ICT化推進事業で入退室管理システ

ム導入した件を報告。 

稲毛委員長：どういった経緯で導入したのか。 

事務局：今年度の国の補正予算で、ICT化推進事業により入退室など電子化し管理す

る事業があり補助を受け導入した。 

（各委員特に意見無し） 



内 容 

稲毛委員長：協議事項について事務局より説明を求める。 

事務局：第 9次社会教育中期計画令和 3年度社会教育事業の検証・評価を各部会

に分かれ 18時 35分まで実施。 

（18時 15分～18時 35分まで３部会に分かれ協議) 

稲毛委員長：協議事項について部会長より報告を求める。 

仲島委員：第 1 部会 1,2 ページ道民家庭の日及び早寝早起き朝ごはん等生活リ

ズムの普及はご覧のとおりの事業で継続。3,4 ページ放課後子どもプランで放

課後クラブは前回コロナ禍で登録減の報告があったが今回 2名増だった。また 

 先の報告にあった ICT 化推進事業で購入のプリンター1 台が半導体不足により

納入が遅れているが代替で対応している。放課後スクールは前回より登録数 1

人増となった。5,6ページ青少年健全育成をすすめる会イラスト付標語作品 80

点応募ありカレンダー作成し配付予定、事業途中のため評価していない。子ど

も会育成協議会事業はわくわく合宿、カムカムしちゃいな祭ともにコロナ禍で

中止となっているが、7,8 ページのわくわく合宿は子ども達の色んな体験の事

業であるので継続の意見があり継続とした。9,10ページ少年の主張参加支援は

コロナ禍で中学校が取り組めていないということだが、お願いしたところ先生

のほうから代表者の選定はできるということで、主張が完成しているのであれ

ば文化祭など発表の場を設けてあげたいので調整してほしい。また出来ていな

くても次年度の上川大会出場について早めに学校へ情報提供して調整すると

報告された。 

辻委員：第 2部会にかかる事業は特に質問等なくすべて継続でお願いする。事務

局から説明を受けた部分について報告する。7,8 ページ公民館運営審議会委員

活動及び公民館講座について、今後ハロウィンパーティーが 10月 23日実施予

定、天体観望会 9月 9日コロナ中止だった。コロナで中止されているが今後予

定の事業についてお話しする。マイプラン・マイスタディ講座は 11月 27日か

らレインボーサークルのパソコン講座の予定。13,14 ページいしずえ大学の運

動会、交流会は中止となっているが、10月 8日芸能発表会実施予定。道民カレ

ッジ連携講座は 8 月 13日いしずえ大学と連携し 68 人参加だった。15,16 ペー

ジ読書コンクールは入選数に中学生感想文 6点加わり合計 70点に増えている。

入選作品は 10 月 2 日図書館まつりで展示する。その図書館まつりは明日から

防災無線で㏚開始する。内容は読み聞かせ、本のリサイクル、映画上映あり足

をお運び願いたい。25,26ページ文化賞等表彰で 9月 28日教育委員会表彰審査

会開催、また青少年文化芸術大会等参加奨励金は個人 2件で日本クラシック音

楽コンクールピアノの部で小学生 2名が本選出場権を得たもの。自主企画芸術

鑑賞事業補助は 8月 8日マジックショー屋外で 118名集り盛況のうちに実施。

会場づくりに苦労したが大盛況だった。町民芸術劇場鑑賞は 8 月 31 日小学生

の部 544 名参加、9 月 2 日幼児の部は時期を延期し実施。27,28 ページ総合文

化祭 10月 30日から 11月 3日まで 3か所の予定で実施。29,30ページ郷土館特

別展示は 8 月歴史探訪研修会が延期、9 月道北地区博物館等連絡協議会巡回展

はアイヌ語地名パネル展だったが中止。33～36ページ図書館、セントラルプラ

ザ、郷土館は 8月 27日から 9月 30日まで施設閉館の報告であった。 



内 容 

富永委員：コロナ禍で各事業が中止となっているが、18ページスポーツ推進委員

活動は少しずつ動き出せるということで 10 月 1 日第 3 回会議開催予定。今後

行われる 12月町民玉入れ、2月雪合戦、かんじきツアーが予定されての会議。 

 青少年スポーツ大会選手参加報奨金は本校の卓球部がいただいている。また先

程第 2 分会の文化芸術大会参加報奨金のほうもいただいている。20 ページ 10

月 9 日町民歩こう会は一昨年 15 名参加だったが、今回は広報したが参加 5 名

だったので中止となった。子ども水泳教室は 6回の予定が 1回は水温が低く中

止となり 5回実施。22ページさわやかラジオ体操は社教センター前は屋外のた

め実施、住吉会館前は中止。スポーツフェスタは富良野圏域で各市町村が受け

持ち実施しているが、今のところ占冠ノルディックウオーキングのみ実施、上

富良野町フロアーカーリングは以前 180名参加したことがあり集まりすぎるの

で中止、委員の意見で実施方法の工夫、1 市町村何チーム参加とすると実施可

能ではないか、今後の課題にしてもらいたい。36ページ以降、社教センター等

施設の利用について、緊急事態宣言で施設閉鎖していたので利用はあまりない

が、ありがたいことに中学校・高校の部活については利用させていただいた。 

事務局：1 点訂正、第 2 部会で文化祭は 3 会場で実施と報告されたが、社教セン

ターと公民館の 2会場で実施と訂正お願いする。 

（各委員特に意見無し） 

稲毛委員長：意見交換に入る。はじめに私から事務局へ質問したい。図書館の宅

配について成果を聞きたい。 

事務局：図書の宅配は、現在 60件程度、うち 10件が大人。子どもの図書は図書

館で選定し、大人は書名指定してもらい 1冊から 2冊ずつ宅配している。緊急

事態宣言期間など図書館閉館期間は実施したいと考えている。 

鈴木委員：上富良野小学校 鈴木です。いくつかあるが 1部会の中で照会してい

く。コロナで中止ばかりだが子どもたちのことよろしくお願いしたい。 

富永委員：中学校 富永です。緊急事態宣言の中、中学校は縮小して学校祭をさ

せていただいた。色々中止になり保護者に子どもたちの活躍する姿を見ていた

だきたかったが残念だった。合唱、2 年生制作の映像、3 年生の劇については

ネット配信で保護者に公開している。学校だよりに掲載するが 10 月いっぱい

期間限定で実施する。早く終息しいつもの学校祭ができるよう願っている。 

辻委員：上富良野高校校長 辻です。富永校長先生のお話のとおり緊急事態宣言

期間中にも関わらず本校の部活動が富原運動公園で練習させていただいてい

る。本校は部活動含め小さく活動しているが、地域のご理解のおかげで生徒は

やりたいことができる環境を作っていただいている。現在、北海道クラスプロ

ジェクトの北海道教育委員会の指定を受けており地域と学校が生徒を支援す

る。これまで取り組んできた十勝岳ジオパーク学習を軸として学習を進めてい

る。地域の皆様のご理解ご協力をいただきながら学習を進めていこうとしてい

るが、生徒の充実した教育活動のため今後ともよろしくお願いしたい。 

大西委員：上富良野の小学校で朝の本の読み聞かせを行っているが、他の地域の

ボランティアに聞くと緊急事態宣言中は全部中止になっているところが多い。

上富良野でいろんなことを経験しながら思うことは、普段からきちんとした対 



内 容 

策がいかに大切か改めて確認した。上小のひやりとしたことがあったが普段の

対策がきちんととれていた証拠として、それ以上に広がらなかったこともあ

り、私たちも子どもたちの前に立って朝 15 分くらい朗読させていただくとき

声を出しドキドキすることがあるが、こちらの対策、子ども達もきちんと対策

を取っていることで出来る事は本当にありがたい。 

嶋崎委員：中学校の先生の話にもあった学校祭の配信はありがたく、先生方に感

謝している。今後ともよろしくお願いしたい。 

多田委員：文化連盟副会長の多田です。文化連盟の団体数は 31 団体、書道、狂

言楽しむ会、大正琴の 3団体が加入した。10月 9日中富良野町で富良野沿線文

化団体交流会に 30名で出席する。催しの団体は上富良野 FD協会と大雪民舞研

究会が出席する。また 11月 3日は文化祭を実施していただき芸能は 15団体出

席する。美術は 8団体予定しており、よろしくお願いする。 

佐川委員：スポーツ協会の佐川です。スポーツにおいては三密を避けられないと

いうことで中止となっている。個人的には、さわやかラジオ体操が泉栄防災セ

ンター閉館のため中止、また会議も開いていない。10 月 1 日からは 31 日まで

ラジオ体操は再開したい。敬老会もあるが昨年同様に食事会は無しで行う。 

冨田委員：女性連絡協議会の冨田です。私ごとだが 2年前から母親を介護してお

り、徐々に家を空ける時間が長くとれない状況になってきている。コロナ禍で

いろんなことが中止になったり出ることが少なくなっていることで時間に余

裕をもって母の介護をしてあげられる。皮肉なことにコロナのおかげで親孝行

できている、不謹慎だがそういう状況にある。また読み聞かせの代表をしてい

るが会員を募集している。 

道言委員：中１と小３の父ですが、緊急事態宣言中で中学生は部活動が出来てい

るが小学生は少年団活動が中止しており子ども達が体を持て余している。早く

コロナ禍が明け子どもたちが元気に活動できるよう願っている。 

北向委員：元社会教育主事の北向です。郷土をさぐる会編集長をしているが、コ

ロナ禍で会合が開けず原稿が集まらない。色々な方から寄稿してもらっている

ので珍しい活動や文章を書いていただける方を紹介いただきたい。もう１点、

上富良野人名録のような冊子をまとめているが、対象者が高齢者のためコロナ

禍で取材できず中断しており、令和４年１２月発行できるか危惧している。 

鶴谷委員：女性スポーツとして出ています。町内会のスポーツ推進委員もしてい

るが今は膝を痛めてスポーツをできないながら、色々なスポーツの観戦や昨年

は中学生の部活支援をした。できることあれば協力したいと考えているのでよ

ろしくお願いしたい。 

濱口委員：多くの行事が中止されているが、おのおの行事に予算が組まれている

と思うがどうなっているのか聞きたい。 

教育振興課長：中止となった事業予算は使わないので１２月または３月議会に提

案し減額する。新年度は今年度中止となった事業に加え新規事業もあれば計画

していく。 

教育長：どうしても準備しておくもの、また必要なものがあれば購入し有効活用

することもある。 



内 容 

稲毛委員長：皆さんの意見参考になった。その他について事務局より説明を求め

る。 

事務局：次回会議を 11 月 25 日月曜日 18 時から社会教育総合センター武道館で

予定。 

 

（各委員特に意見無く終了） 

 


