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生涯学習の推進 

 
課題 

・より効果的な情報発信      ・継続した学び環境の整備 

・学習成果を循環できる構造づくり ・関連施設の効果的・効率的な活用方法の検討 

重点目標 

▽生涯学習社会の実現に向けた学習環境の整備と人材ネットワークの構築 

課題を解決するための施策事業 

施策 事業 

（１）情報発信の効果的方法の工夫 ▽広報誌への社会教育専用ページの設置 

▽年間行事カレンダーの作成検討 

▽人材バンク制度の効果的・効率的な運用 

＜反省評価＞ 

▽工夫された内容で良いと思う。 

▽効果的に情報発信がなされてた。さらに、ＣＳカレンダーとの連携を更に充実できると良いと

思う。 

▽ボランティアバンクの更なる充実と、実態を把握して活用できるようにしていただきたい。 

▽広報誌の専用ページできめ細かな情報発信がなされていた。 

▽情報発信の質・量供に増えているは良い事。多少一体感がないので、社会教育全体として見や

すさを出せるとなお良いのではないか。 

▽図書館・博物館供に思いの伝わる情報発信であったように思う。 

▽公文書発送時に、時々各公民館だよりを同封していただきたい。 

▽「博物館の窓」は新しい取り組みで大変おもしろい。 

（２）継続した学びへの支援 ▽町民を対象とした公開講座の継続実施 

▽児童・生徒の段階的な学び環境の形成 

▽町民のニーズに沿った学習機会の提供 

＜反省評価＞ 

▽学びの機会が増え、ありがたい。継続してほしい内容である。 

▽町民のニーズに応じた公開講座等が多く提供されていた。豊頃町との連携事業もよい企画だと

思う。 

▽豊頃町との連携を一層深め広げていただきたい。 

▽講座の継続を望む。 

▽東部４町まで拡大できればなお良いと思う。 



- 2 - 
 

▽豊頃町との連携事業はより進めてほしい。 

▽豊頃町との連携事業は文化面、スポーツ面と充実した内容のものがあって良かった。 

（３）学習成果の発揮の場づくり ▽学習の成果を適切に生かせる場づくり 

▽町民の意識をより高めるための啓発活動 

▽教育関係ボランティアの設置に向けた取組 

＜反省評価＞ 

▽参加者も楽しむ観点で、ボランティアが広がっていければと思う。 

▽活動は充実していたと思う。さらに、学校のニーズと教育ボランティアのニーズとを調整する

場があればよいと思う。 

▽子どもボランティアの充実（学校と地域の協働をふまえて）。ボランティアを固定化せず間口を

広げ町民へのアピールを働きつづける。 

▽ボランティアの方々の活動に大変頭のさがる思いである。 

▽博物館の参加者側の「ちょっとだけでも参加ＯＫ」の取り組みは大変良いと思う。 

▽ボランティアの育成支援は充実していた。公民館についてはもう少し工夫があると良い。 

（４）関係機関等との連携強化 ▽浦幌町教育の日推進協議会との連携協力 

▽うらほろスタイル推進地域協議会への協力支援 

▽社会教育関係団体への協力支援 

＜反省評価＞ 

▽児童生徒のふるさと教育に大いに役立った。 

▽町民がより参加しやすい工夫を。 

▽うらスタの連携は、本質の部分で行われていないような気がする。まだまだ他機関との連携は

図れると思う。 

▽現在小中学生のいない家庭、町民の方にも教育の日についてなどに協力を深めて理解を得るこ

とも大切。 

（５）人と空間を基調とした施設運営 ▽公民館に気軽に入れる雰囲気づくり（集いの場） 

▽地元の生徒を巻き込んだ事業展開 

▽施設を介した生涯学習活動の連絡調整の場づくり 

＜反省評価＞ 

▽ロビーの雰囲気は良い。 

▽中学校吹奏楽部の定期演奏会や小中夏休みの学習サポートで活用させてもらい、大変好評だっ

た。。 

▽まちこみサロンは幅を広げて、子供からシニアまでのサロンに（１階和室の利用など） 

▽まちコミサロンはもっと明るく入りやすくした方が良いが継続することが大切。 

▽ロビーコンサートなどは地味な活動ですが、楽しみにしている町民もいるので継続を望む。 
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（６）ネットワーク体制の構築 ▽施設間の情報共有と連携事業の推進 

▽体育・文化の枠を超えた人的ネットワークづくり 

▽異業種間の継続した交流の場づくり 

＜反省評価＞ 

▽色々と工夫さていて良いと思う。 

▽人的ネットワークづくりの取り組みを更に充実させることが必要と思う。 

▽各館、それぞれ努力されていると感じた。 

▽社会体育の連携事業についてはもう少し充実されると良いと思う。 
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社会教育 

 
家庭教育 

 
課題 

・ネットワークづくり  ・子育て支援体制の充実 

重点目標 

▽関係機関との連携、協力 

課題を解決するための施策事業 

施策 事業 

（１）家庭教育に関する情報提供等の

充実 

▽家庭教育学級の開催 

▽家庭教育講演会の開催 

▽家庭教育に関する情報紙の発行 

▽家族で参加できる事業の開催 

＜反省評価＞ 

▽図書館の事業が効果的だと思う。 

▽教育の日と連動した家庭教育講演会等は有効な取り組みであったと思う。 

▽大変多くの事業が行われている。 

▽各家庭教育学級どうしの交流をしてはどうか。 

▽大変充実した活動ができたと思う。特に６月の教育の日のテーマで町民みんなで体力づくりは

良かった。 

（２）親同士のネットワークの形成 ▽親子ふれあい公演の開催 

▽子育て出前ミニ講座の開催 

＜反省評価＞ 

▽子育てしやすい町、浦幌のために継続してほしい。 

▽公演事業やサークル活動を通して、親同士のネットワークをつなげる取り組みが充実してきて

いると思う。 

▽にじいろスイッチの発足に甘んじることなく活動を広げていってほしい。 

▽親どうしのネットワークも広がっていると思う。次世代にも繋がるようにしたい。 

▽就学前の親子の支援強化。「遊びから学ぶ」週間作り。 

▽小さな子どもとお母さんの参加が思いのほかあったので、更に充実した内容となるよう希望す

る。 
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（３）ＮＰＯ・企業等との連携、協力 ▽北海道家庭教育サポート企業等制度の普及・推進 

＜反省評価＞ 

▽どこまで企業に働きかけているのか。 

▽よく見えてこない。 

 

 

 

 

少年教育 
 
課題 

・開かれた学校         ・リーダー養成 

・世代間交流          ・子どもの積極的参加 

重点目標 

▽学校支援体制の充実 

▽学校・家庭・地域との連携、協力 

課題を解決するための施策事業 

施策 事業 

（１）学校、子ども会との連携強化・

支援 

▽学校支援地域本部事業の推進 

▽東部十勝４町地域子ども会交流会への参加奨励 

＜反省評価＞ 

▽さまざまな分野で学校に支援をいただいている。広がっていくことに期待する。 

▽学校支援事業の連携・協力体制の充実が図られてきた。さらに、学習サポートの地域ボランテ

ィアを広げていきたい。 

▽子供会支援の充実を考えてほしい。 

▽少ない人数での子供会活動は大変なようですが、父兄が協力し頑張っている。 

▽大変多くの事業が行われていて良いと思う。 

▽少しずつですが、学校に目を向ける町民が増えているように思う。 

▽年々、小中学生が減少している中で目の行き届いたサポートが出来ていると思うが、更に充実

した内容を希望する。 
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（２）少年リーダー・ジュニアリーダ

ーの養成 

▽少年道外交流事業の開催 

▽少年リーダー養成事業の開催 

▽少年の主張・ジュニアリーダーコースへの参加奨励 

＜反省評価＞ 

▽学びの機会が充実している。 

▽多様な学びの場や発表の場は、子どもの健全育成にはとても大切であるので今後も継続をお願

いしたい。 

▽より多くの子供達に、様々な体験をしてほしい。 

▽より多くの子ども達の参加があると良いと思う。 

▽大変多くの事業が行われていて良いと思う。 

▽道外交流事業の受入等の対応は。 

▽活動時期が重なるのは多少しょうがないが、中学生の参加がしやすい工夫はあっても良いのか

なと思う。 

（３）豊かな心を育む体験活動の充実 ▽子ども居場所づくり事業の開催 

▽うらほろ通楽（学）合宿の開催 

▽各種体験教室の開催 

＜反省評価＞ 

▽人との交流、触れ合いを通し、人の温かさを体験できる事業となっている。 

▽通楽（学）合宿、子ども文化鑑賞会、子ども博物館等は、とても価値ある取り組みだと思う。

さらに、アイヌ文化で遊ぼうのように、体験型を増やせるとよいと思う。 

▽子供向けの事業は大変充実している。 

▽大変多くの事業が行われていて良いと思う。 

▽楽しそうな文化鑑賞会に様々な内容が考えられてとても充実していて良いと思います。 

（４）子どもの読書活動の推進 ▽子ども読書活動推進計画の策定 

＜反省評価＞ 

▽読書の楽しさを伝えることのできる事業が多いと思います。 

▽図書館を中心に、創意工夫された取り組みがなされており、とても素晴らしいと思います。 

▽各事業に対し、大変努力されていると感じる。 

▽図書館を活用した事業が増えるのは良い事だと思う。 

▽大変多くの事業が行われていて良いと思う。 

▽図書館の企画力はすばらしいものがある。子ども達がワクワクして参加しているようだった。 

▽様々なアイディアと工夫で年間通して充実した内容の活動がされていてすばらしいと思った。 
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成人（青年）教育 
 
課題 

・リーダー養成           ・世代間交流 

・支援体制の充実 

重点目標 

▽団体との連携、協力 

課題を解決するための施策事業 

施策 事業 

（１）地域の核となる公民館活動の充

実 

▽公民館主催事業の継続的開催 

▽各種講習会の開催 

▽社会教育関係団体と連携した事業の開催 

▽浦幌町生涯学習活動支援ボランティアバンクの充実 

▽町文化祭、公民館まつりへの青年層の参加促進 

▽社会教育関係団体との連携協力 

＜反省評価＞ 

▽高校生・青年が活用しやすい事業を考案していくことが必要かと思う。 

▽公民館活動の青年層の参加が少ない。 

▽婚活パーティーなどもあって、公民館利用が増えたのではないか。 

▽公運審に青年代表の方を増員してはどうか。 

▽もう少し青年層への何か働きかけ、工夫があっても良いのではと思う。 

（２）交流機会の充実 ▽異業種間・広域的な青年層の交流促進 

▽成人式の開催 

＜反省評価＞ 

▽青年層の横のつながりを強くするための工夫が必要と思う。 

▽成人式において、地域の人達の期待を告げる場面等があり、とてもよい取り組みと思う。 

さらに、音更町で行っているように、中学校の担任の先生のビデオレターがあっても良い。 

▽今年度の成人式も落ち着いて大変すばらしかった。 

▽素晴らしい成人式でした。 

▽成人式以外にも交流促進の場を考えられると良い。 

▽洋野町との青年交流を企画してはどうか。 

▽新成人達の生の声を聞いてみたい。年々参加人数も減ってきているので何か一つアイディアを

プラスしても良いかと。 
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高齢者教育 
 
課題 

・世代間交流            ・文化の伝承 

重点目標 

▽団体との連携、協力 

課題を解決するための施策事業 

施策 事業 

（１）高齢者の生きがい創出支援 ▽寿（高齢者）大学の開催 

▽学習の成果を発表する機会の提供 

▽公民館ボランティアの組織化 

＜反省評価＞ 

▽大切な事業だと思う。 

▽寿大学を中心としたいきがい創出事業がとても充実していると思う。 

▽お元気で活躍するシニアが多く充実していると思う。 

▽充実していると思う。これからも健康で楽しく過ごす場の提供になって欲しい。 

▽寿大学は高齢者の生きがいになっていると思う。 

▽学校をキーワードにした活動が活発になってきていると思う。 

▽今の時代こそ子ども達、子育て世代の若い世代の町民、６０歳以上の方々のお力を存分に発揮

すべく、連携協力できるアイディアと工夫が必要だと思う。 

（２）世代間交流の機会充実 ▽世代間交流事業の開催 

▽知恵や知識を伝える機会の充実 

＜反省評価＞ 

▽互いが楽しめる内容にしていかなければならないと思う。 

▽予定事業の他に、寿大学と学校との連携事業が行われるなど活動に広がりがみられた。 

▽ＣＳのさらなる充実と共に広がってほしい。 

▽高齢者から学ぶことはとても大切。 

▽現在実施されているものの他に文化鑑賞会なども一緒に見て、感想を述べ合うなど、多様な価

値観に触れる機会を増やしてほしい。 
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（３）高齢期準備教育についての検討 ▽年代及び職場環境に応じた高齢期準備教育に関する

調査・検討 

＜反省評価＞ 

▽必要な事業でしょうか。 

▽毎年話題になっているが、空き教室の利用はむずかしいのか。 
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芸術文化・文化財 

 
課題 

・地域文化に対する町民の関心の高揚      ・文化を次世代に継承するための手立て 

・近隣町村を含めた文化団体間の交流機会の拡充 ・サークル団体活動、人材育成の活性化 

・芸術文化の鑑賞機会の拡充          ・図書を介した子育て世代の関わり合い 

重点目標 

▽世代を問わず触れることのできる、身近な文化活動の展開と組織活動への支援 

▽浦幌のことをもっとよく知るための、積極的な文化活動の情報発信 

課題を解決するための施策事業 

施策 事業 

（１）文化情報の積極的な発信 ▽幅広い年代が親しめる情報紙の作成・配布 

▽マップを活用した文化財の周知徹底 

▽町ホームページを活用した周知 

▽文化財周知標識等の計画的改修 

＜反省評価＞ 

▽継続してほしい。まだまだ知らないことがたくさんあると思う。 

▽きめ細やかに情報発信がなされており、すばらしいと思った。 

▽大変努力されていると思う。 

▽ホームページを活用した文化情報の発信が充実している。 

▽情報の発信は良くできていると思う。 

▽道の駅やコミュニティバスに広告を出すと良い。情報発信は充実してきていると思う。 

▽以前のものよりも興味を持って見るようになった。 

（２）次世代に継承するための支援 ▽子ども、子育て世代が関わりやすい体験事業の実施 

▽学校・地域の連携による伝統芸能の組織的取り組み 

▽歴史・知的財産を記録・保存する組織づくり 

＜反省評価＞ 

▽継続してほしいと思う。 

▽伝統芸能を伝承する機会や場を増やしてきていることはとてもよいと思う。 

▽アイヌ文化の伝承など今後も継続してほしい。 

▽開拓獅子舞保存会の活動を子ども達へと継承することも進めてほしい。 
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（３）地域の文化活動の相互交流 ▽サークル団体間の連携拡充 

▽近隣町村との定期的な交流機会の設定 

＜反省評価＞ 

▽大変だとは思うが、継続してほしい。 

▽町文化祭に多くの来場者があり、内容が充実してきているからだと思う。 

▽各公民館、工夫して頑張っていると思う。 

▽文化週間は充実した内容で行われていた。 

▽各公民館の芸能交流はどうでしょう。 

▽文化祭初日で教育の日の開催日と同じくすることで、上浦幌、厚内地区の親子にも見学参加で

きる機会が増えてよかったと思う。 

（４）サークル団体活動、人材育成の

活発化 

▽居場所づくり事業、体験講座等を通じた人材発掘 

▽公民館主催事業と連携した学習機会の提供 

＜反省評価＞ 

▽活動補助は必要だと思うので、今後も継続をお願いする。 

▽文化協会の活動が今一つ見えてこない。 

▽各サークルの横の連携が大切だと思う。 

▽各ボランティアに参加している方々の声、感想などを町民の方々にも知ってもらう機会をつく

ってはどうか。 

（５）芸術文化の鑑賞機会の拡充 ▽近隣町村と連携した鑑賞機会の設定 

▽小規模コンサートの継続実施 

＜反省評価＞ 

▽予算の関係もあり、他町村との連携が、より必要になると思う。 

▽ブックトーク＆レコードコンサートという合同企画を取り入れたのはよい方法だと思った。 

▽浦幌町独自開催の芸術鑑賞機会があっても良いのではないか。 

▽レコードコンサートにあわせて「○○カフェ」のような新しい小さな企画を組み合わせてはど

うか。場所と雰囲気が生かされていないように思う。 

（６）図書を介した子育て世代の関わ

り合い 

▽関係機関と連携したブックスタートの更なる推進 

▽お話し室の有効活用 

▽読書の普及啓発活動 

＜反省評価＞ 

▽とっても充実していて楽しいと思う。 

▽意図的に子育て世代への読書活動はとても大切な事だと思う。今後も一層の充実をお願いする。 

▽マタニティ講座の参加者は少ないが、頑張って継続してほしい。 

▽発達段階にあった本との関わりは大変重要と考える。 

▽楽しい企画が多々ありよかった。子ども達と話せる話題が増えた。喜んで参加する様子がたく

さん見られた。 
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