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生涯学習の推進 

 
課題 

○学習成果を循環できる構造づくり ○施設の効率的な活用・計画的な整備 

○公民館を核とした生涯学習による地域活性化の促進  

○学校・家庭・地域と連携・協働した事業の推進 

○社会教育関係施設と学校及び地域と学校が連携・協働した事業による教育力の向上 

重点目標 

▽地域の人材や環境を活用した「うらほろ」らしい生涯学習の推進 

課題を解決するための施策事業 

施策 事業 

（１）学習成果の活用と発揮の場づく

り 

 

 

▽社会教育関係団体の知識を活用した場づくり 

▽地域学校協働本部と連携した地域住民の学習成果が

活用できる場づくり 

▽地域の豊かな資源を活用した生涯学習支援の構築 

▽広報誌やホームページ、電子メール配信サービスを活

用した、多様な情報提供の充実 

＜反省評価＞ 

▽課題解決に向けて、様々な事業に取り組んでいる。 

▽積極的な情報発信がされている。 

▽次世代への受け渡しを考える時期が近くに来ているように感じる。 

▽図書館のビンゴカードなどの取組みがおもしろい（東部４町のつながりも） 

▽アシールレーラはとても良い情報だと思います。 

▽近年本町の図書館・博物館の活動は素晴らしい。子ども達、町民にかなり浸透している。町外

への発信も素晴らしい。 

▽事業の発信がここ数年良くなってきていると思う。 

▽ボランティアも多くなってきている。 

▽多様な情報提供がされていました。 

▽うらさぽデーの取組が拡がり、皆のボランティア意識が高まると良い。 

▽博物館・図書館は活発に発信し続けている事を評価したい。 

▽ボランティアについては、もう一工夫必要と思う。博物館や図書館とは違い公民館と大きくひ

とくくりにするとわかりにくいところもあるのではないかと。公民館での各種事業の時に各団体、

行政区とは別にボランティアを募っても良いのではないでしょうか。 

  



- 2 - 
 

（２）施設の効果的な活用を図るため

の特色ある事業の開催 

▽地域での特色を生かした事業の開催 

▽学校教育と連携した効果的な施設の活用 

▽新たに必要とされる知識や技能を学び続けられる特

色ある事業の開催 

▽利用者のニーズに応じた運用の検討 

＜反省評価＞ 

▽町内の施設を有効に活用している。 

▽町民の様々なニーズを捉えた工夫が見られる。 

▽ＰＴＡ活動との連携も行ってみては？ 

▽移動講座はこれからも継続して頂きたいです。 

▽魅力的な講座、事業があり継続してほしいと思います。 

▽巡回移動展示は大変ありがたい。 

▽事業が多くなってきて、多種にわたっているので、１回の人数は少なくても、多くの人のため

になっていると思う。 

▽博物館講座が充実していて夜学講座がある事で成人層が参加しやすい。 

▽防災・気象などをキーワードとした資料が閲覧できるので町民の生命と直結することなので、

今後も充実させたい。野鳥の冊子も見やすい。 

▽講座がバラエティにとんで、ありがたいが、さらに町民に向けた働きかけが必要だと思います。 

▽各施設担当者の工夫や特色がみられる事業が開催されていると思います。小さなきっかけから

発展、展開される内容がおもしろいと思いました。 

（３）施設の計画的な整備 

 

▽生涯学習活動の拠点となる施設の計画的な整備 

▽少子高齢化社会に適応した施設の整備 

 

＜反省評価＞ 

▽計画的な改修がなされている。 

▽高齢者の方々の利用しやすい施設整備を、今後も進めて頂ければと思う。 

▽高齢者の公共施設使用免除制度と施設管理者の努力により、高齢者の利用増とコミュニケーシ

ョンが盛んになり、活性化した。 

▽かなり老朽化しておりますが、近年予算を手当てしていただいております。 

▽全道的には老朽化のため閉館されている公民館も増えていますが、何とか維持していただきた

いです。 

▽古くはあるが、少しずつ公民館の改修が進んでいるのは良い事。 

▽音響設備が弱い。 

▽制度が速く周知され、利用者増につながったのか。 

▽懸案であったトイレの改修が進みより利用しやすくなったと思います。 

▽中央公民館多目的トイレが新しくなったことで、様々に利用する機会が増え、とても良かった

と思います。 
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（４）地域活性化の促進と地方創生の

実現 

 

 

▽小中一貫コミュニティ・スクールと連携した地域活性

化の促進 

▽新しいひとの流れをつくるため、スポーツ大会等の誘

致を行い、広域連携の推進を図る 

▽公民館を核とした地域の歴史・文化・芸術・スポーツ

等による地域活性化を図る 

＜反省評価＞ 

▽豊頃町との連携については、それぞれの町の特性を生かしていることで、幅広くて魅力ある内

容になっていると思う。 

▽豊頃町との連携事業は続けてほしい。 

▽他町との連携は今後とも続けて欲しいと思います。 

▽豊頃町との連携事業は継続し、さらに進化すると良い。 

▽事業の連携が定着してきたように思う。 

▽豊頃町との連携事業はより進めてほしい。 

▽一部参加者、利用者の顔ぶれが決まってきている感じがあるので、更に新しいひとの流れをつ

くるため推進を図る。 

▽豊頃町との連携事業はより前向きに進めていってほしいです。（少し消極的な気がします） 

▽豊頃町との連携事業はいつも楽しみにしているので、ぜひ今後も工夫され充実をお願いしたい

と思っています。 

（５）学校・家庭・地域と連携・協働

した事業の推進 

 

 

▽学校・家庭・地域と連携した「早寝・早起き・朝ごは

ん運動」の啓発活動の継続 

▽小中一貫コミュニティ・スクールと連携・協働し、地

域総ぐるみで取り組む環境の整備 

＜反省評価＞ 

▽浦幌町小中一貫ＣＳとも連動しており、活動を補完する内容となっている。 

▽未来の浦幌町を背負う子供達の健全育成に対し、今後も積極的な役割を担うことが大切である

と思う。 

▽更にＣＳとの連携を望みます。 

▽地域、家庭によってはＣＳのようなものを持ち込まないでほしいと言う所もあるようなので、

家庭から地域へ発信がまだ足りないのではないか。 

▽ＣＳとの連携は今後とも進めていかなければならない大事なことだと思います。あくまでも各

学校のＣＳ委員会の動きを尊重しての連携が必要ですね。 

▽事業の周知、啓発もうまくいっているのではないか。学習サポート事業が良いと思っていて講

師から見た手ごたえなどが気になる。 

▽ＣＳに対して社会教育担当のかかわりが少ない様な気がします。いつも不思議に思います。 

▽学校～家庭～地域との連携を考えた場合子ども用品のリサイクルなど、回収ボックスの設置な

ど、別な面での形もあると思うのですが。「あいフェスティ」でも子どもリサイクルのようなもの

が。昔はスケートなどがあったと思いますが、地域の方々のご協力を得るようなことはできるの

ではないでしょうか。 
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社会教育 

 
家庭教育 

 
課題 

○子育てするための関係機関との連携 ○家庭教育を支援するためのネットワーク化の拡大 

○子育て世代への学習機会の提供・充実・情報提供 ○早寝・早起き・朝ごはん運動の推進 

重点目標 

▽学習機会の情報提供と家庭のネットワーク化の拡大 

課題を解決するための施策事業 

施策 事業 

（１）子育てするための関係機関との

連携 

▽子育て支援センターとの連携・協力 

▽子育てサークルとの連携・協力 

＜反省評価＞ 

▽子育て不安解消のための「講話」が設定されていて良い。 

▽子育て世代にとっては、解決まで行かなくても不安を聞いてもらえることが大切と考える。よ

り積極的に「交流の場」を設置していくことが必要と考える。 

▽充実した内容だったと思います。 

▽子供会の活性化又は再編、町内サークル、団体の連携強化。 

▽連携がうまくいってるのであれば、親同志の情報交換の場として良いのではないか。 

▽関係機関との連携がまだまだと感じます。 

▽子育て世代の意見やニーズに対する細かい対応がされていると思うが、参加者たちの声もいろ

いろと参考にしてほしいと思う。 

（２）家庭のネットワーク化の拡大 ▽親子ふれあい公演の開催 

▽子育て出前ミニ講座の開催 

▽家読運動の推進 

＜反省評価＞ 

▽誰でも参加しやすいように工夫された講座が開設されている。 

▽テーマ、内容ともに良いと思います。 

▽各地域ごとの子育て支援の強化。 

▽出前ミニ講座の定着がうかがえる。 

▽体験活動を重視して進めているのが良いと思うので、今後も継続していただきたい。 

▽ブーフーウー、お話ピアノの会の長年の活動に感謝です。就学前の子供達の講座もしっかり考

えてほしい。 

▽対象の子供さんや保護者の方々にも楽しんでもらい、定着されてきている活動が多いと思う。 

▽同じ時期に子育てをしているママ達の大切な交流の場になっているようで良いと思います。 
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（３）子育て世代への学習機会や情報

提供の充実 

 

 

▽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誌の発行 

▽親が気軽に参加できる事業の開催 

＜反省評価＞ 

▽子育て情報が積極的に発信されている。 

▽工夫された事業が行われている。 

▽子育ての中にも、幼保小中の連携・一貫性の視点がより明確になるとよいと考える。 

▽絵本のお話し会はとっても良かったと思います。 

▽あそびから学ぶような家庭教育やしつけなどはないでしょうか。 

▽本年は子ども達の現状に則した内容の講演会であったと思われる。 

▽親の望ましい関わり方、生きる力など難しいテーマですが、脳体操や体力づくりなどハードル

を下げて進めていくのが望ましいのか。 

▽映画会は少し方法を考えては。 

▽地域総ぐるみの子育てを考えたとき、もう少し子育て世代とそうではない住民との間につなが

りのある、できる工夫を望みたい。町民として気軽にかかわることのできる工夫をお願いしたい

です。 

（４）早寝・早起き・朝ごはん運動の

推進 

▽情報誌や事業への掲載・啓発 

＜反省評価＞ 

▽小さい頃からの生活習慣作りは非常に重要である。その意義を様々な形で今後も発信していく

ことを願っている。 

▽教育の日と連動させる取組などが必要なのではないでしょうか。 

▽啓発方法の見直しをそろそろ考える時ではないか。 

▽掲載をよく目にするので、周知がうまくいっているのではないでしょうか。 

▽学校教育とのさらなる連携を願います。 

▽定着しており、目にする機会も多いので、継続していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

少年教育 
 
課題 

○事業への参加促進 ○子ども達が参加しやすい学習機会の提供 

○子ども同士の仲間づくり ○子どもが多く参加できる異世代交流事業の提供 

○子ども会組織の活性化支援 ○子どもの読書活動の推進 

重点目標 

▽学校・家庭・地域が連携・協働した活動の推進 

課題を解決するための施策事業 

施策 事業 

（１）体験活動の参加促進・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 

▽先人の歴史や体験談を後世に残す事業の開催 

＜反省評価＞ 

▽様々な事業が積極的に行われている。 

▽素晴らしい内容の事業への、今後の参加者を増やす工夫をみんなで考えていく必要がある。 

▽充実した内容だと思う。 

▽子供にとって様々な点でプラスになっていると思います。 

▽オーラポロ広場土曜日偏は大変面白いと思います。とくに「商店街に行こう」はお互いに人を

知り、店を知り、町を知り、良い事だと思います。 

▽オーラポロ広場土曜日偏は初の事業だったが、商店街のところはもう少し考えた方が良かった

と思う。 

▽多くの事業が行われていて良いと思う。 

▽体験に主眼をおいていることをはじめ町内企業を身近に感じられる機会は、居場所づくりのき

っかけになるので、更なる発展を。 

▽子供達に対しての事業が豊富で、今後もさらに内容を充実して考えてほしい。 

▽新事業の「オーラポロ広場土曜日偏」は今までにない内容で活動の幅が広がって良かったので

は。参加の人数が少なめなのは土曜ということもありしょうがないところもあるが、親子参加

も良いのではないか。 

  



- 7 - 
 

（２）子ども達が参加しやすい学習機

会や仲間づくりの場の提供 

▽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 

▽相互交流事業の開催 

＜反省評価＞ 

▽子供達に様々な活動の機会が用意されている。 

▽国際化の時代を考えると、海外の人たちとの触れ合いの場があっても言いように思う。 

▽浦幌町の子供は色々なサービスの提供を受けることが出来て幸せだと思う。 

▽すばらしい内容なので、より多くの子ども達が参加するよう学校としても働きかけていかなけ

ればならない。 

▽中学校の部活動の関係もあるのかもしれませんが、リーダー研修会の参加者がもう少し増えて

ほしいものです。 

▽より多くの子供達にリーダー養成事業へ参加してほしい。 

▽少年リーダー養成講習会（冬季）事業後アンケート４．２点、考えられる要因は何だったか。 

▽より多くの子供達に体験してほしい。 

▽少年リーダー養成講習会（夏・冬）は近年の児童数の減少にあわせ定員を少なくしても良いの

では。他校の児童・生徒とも交流する良い機会なので小５～中２の間にぜひ一度は参加してほ

しい活動だと思います。 

（３）学校、子ども会との連携・活性

化支援 

▽東部十勝４町地域子ども会交流会への参加奨励 

▽行政区交流事業の開催 

＜反省評価＞ 

▽全国的に子供会活動が衰退している中、これだけの活動をしていることに地域力を感じている。 

▽子ども会の活性化が望まれます。 

▽子供会の再編。 

▽新たな行政区を横断する子ども会など、子ども会の再編が進まないと活動は下火になると思わ

れる。 

▽子供会活動支援の充実を考えてほしい。 

▽地域子ども会への講師派遣は難だったか。 

▽各行政区も子どもの減少に伴い活発な活動ができていないのでは。他の行政区との合同で支援

協力を得るなど工夫があっても良いのではないかと思います。 

  



- 8 - 
 

（４）子どもの読書活動の推進 ▽子どもの読書活動推進計画の策定 

＜反省評価＞ 

▽「活字離れ」が進む中、非常に活発に図書館活動が展開されていることを頼もしく感じている。 

▽「聞く」と「黙読」の活動に加え、「音読（素読）」にも取り組んではいかがと思う。 

▽図書館のキラキラした行事はとても目をひく。子供だったら参加したい。 

▽図書館の事業は、とてもありがたいです。より多くの子どもが参加できるよう学校としても呼

びかけが必要です。 

▽スクールバスの待ち時間に短編小説のような本を読む児童が増えてきている。 

▽図書館のイベントが多くて良い。 

▽図書館を活用した大変多くの事業が行われていて良いと思う。 

▽図書館は活発に活動していて、うれしく思います。さらに続けてお願いします。 

▽読書や本に対する楽しさ、興味を持てる工夫やアイディアがいくつもなされ、楽しく参加する

ことができた。 

▽他町との連携事業など新しい形の事業も楽しめそうで良いと思いました。ボランティア時にも

きめ細かい心遣いをして頂き、気持ち良く参加させて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

成人（青年）教育 
 
課題 

○成人の学習ニーズを的確に把握した多様な学習機会の提供 ○世代間交流の場の提供 

○女性団体と連携した事業の展開 

重点目標 

▽魅力ある学習と参加しやすい環境の整備、情報提供 

課題を解決するための施策事業 

施策 事業 

（１）多様な学習機会の提供・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 

▽町文化祭、公民館まつりへの青年層の参加促進 

＜反省評価＞ 

▽様々なニーズに応えようと努力されていることが伝わってくる。 

▽「公民館ボランティア養成講習会」のような「人材育成」の活動は、様々な意味で今後ますま

す重要になってくると思う。 

▽若い人達に協力して頂けるしくみ作りが必要。 

▽道民カレッジへの参加や参加者の募集などに力を入れてみてはどうか。 

▽ふるさと探訪、知っとこ浦幌などの知を刺激する取組が今後も発展してほしい。 

▽青年層の参加促進の決め手は何か。 

▽各公民館がその地域に根ざした独自の活動を充実させるために様々に工夫され、素晴らしいと

思います。 

（２）交流機会の充実 

 

 

▽異業種間・広域的な青年層の交流促進 

▽世代間交流事業の開催 

▽事業を通じた交流の促進 

＜反省評価＞ 

▽世代間交流を進める中から、町の将来について話し合える場に成長することを期待したい。 

▽昨年も出ていましたが、洋野町との青年交流を実施できないでしょうか。 

▽団体間交流として各青年部などに声をかけたりしてはどうか。 

▽異業種間青年交流会の風潮が少しずつ高まってきている模様。更に開催回数が増えれば良いと

思う。 

▽異業種交流は広がってきていると感じます。 
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（３）女性団体と連携した事業の展開 ▽成人式の開催 

▽あいフェスティの開催 

＜反省評価＞ 

▽将来の町作りを視野に入れた意義ある活動であると思う。 

▽浦幌町の成人式は素晴らしい。成人の家族以外でも希望があれば参加してもらってもいいので

は。 

▽年々参加者が減っているように思われます。残念です。 

▽参加人数も増え、すばらしい成人式でした。 

▽女性活動は盛んであって良い。 

▽成人式は和やかで良かった。浦幌スタイル推進地域協議会の情報提供も意義深いと思いました。 

▽新成人をあたたかく迎える雰囲気があり、良い成人式でありました。地域の方々の見守り、お

祝いの会であり、年々保護者の方々の参加も増えてすばらしいことだと思います。ぜひ、新成

人の生の声も聞かせて頂きたいです。 

▽一つ一つの事業の中で女性団体との連携はむずかしい面もありますが、心を込めて活動され、

頭が下がる思いです。今後もできる範囲で協力できるようにと思っております。 
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高齢者教育 
 
課題 

○高齢者学級の周知と多様な学習機会の提供・充実 

○高齢者の特性を活かした場の提供 ○世代間交流の場の提供 

○学校と連携・協働した学習機会の提供 

重点目標 

▽一人一人が健康で、生きがいを持てる環境づくり 

課題を解決するための施策事業 

施策 事業 

（１）高齢者学級の周知と多様な学習

機会の提供 

▽寿（高齢者）大学の開催 

＜反省評価＞ 

▽町の発展に尽力された方々の、心身の健康増進に大変役立つ活動であると思う。 

▽工夫されて実施されていることを素晴らしいと思う。 

▽寿大学は６０歳から入学ですか。実際は何歳ぐらいから入校するのでしょうか？ 

▽今後ますます大切になってくる事業だと思います。 

▽ＣＳを通じ、学校（生徒）と高齢者が大変良い関係にあり、上浦幌では高齢者が一番のＣＳ応

援団である。 

▽これからも高齢者の健康で楽しく過ごす場の提供になってほしい。 

▽登録者数（入講者数）の少なさが気になる。 

▽シニアの方が外に出る事業は大切だと感じます。 

▽今の時代に６０歳以上の方々を高齢者という世代に含めて良いのかとは思いますが。楽しく活

動されている姿にこちらも元気を頂けうれしく思います。その中で６０～７０歳の方々にもそ

の上下の世代をつなぐ役割を担っていただけるようなことも考えていく必要があると思う。 

（２）高齢者の特性を活かした場の提

供 

▽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推進 

▽先人の歴史や体験談を後世に伝える機会の提供 

▽昔遊びの伝承活動 

＜反省評価＞ 

▽高齢者の方々の知恵や技術は、どんどん次世代に伝承されることを願っている。 

▽小中一貫ＣＳとの連携も、今後さらに活発になることを願っている。 

▽多くの人が参加できるとよいと思います。 

▽高齢者同志の誘い合い大変重要。 

▽シニアへの事業をより理解してもらえる説明が大事。 

▽かつての浦幌の様子を語り合う講座は、神社、上厚内駅など、お互いの思い出や想いなどを共

有し合う良い企画だと思いました。ぜひ継続してほしいと思います。 
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（３）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 

▽学校給食を活用した世代間交流 

＜反省評価＞ 

▽小中一貫ＣＳとの連携も、今後さらに活発になることを願っている。 

▽学校も様々な面で元気をいただいています。 

▽交流事業がだんだんと定着してきている。社会福祉協議会などと連携しても良いのでは。 

▽引き続き継続を。 

▽より内容を充実してほしい。 

▽交流給食も楽しく良いと思うが、何か一緒に作業するなど、内容を工夫しても良いかと思う。

祖父母の年齢もあるが、「動的（協働）」な活動でもよいと思う。 

（４）学校と連携・協働した学習機会

の提供 

▽小中一貫コミュニティ・スクールとの連携 

＜反省評価＞ 

▽小中一貫ＣＳとの連携も、今後さらに活発になることを願っている。 

▽ＣＳとの連携がさらに深まるとよいと思います。 

▽放課後も公民館で子供達とカラオケをしたり、大変良い関係が出来ている。 

▽まだまだ、町民への理解が少ないと感じます。啓蒙活動が大事。これからです。 

▽運動会、学習発表会などの学校行事への地域の方々の参加をしやすくするための工夫などがも

う少しあっても良いかと。学校だよりや広報などにご招待文をつけるなどして。 
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芸術文化・文化財 

 
課題 

○サークル団体の活動に対する町民への周知方法 

○地域文化に対する町民の関心の高揚 ○各種イベントへの積極的な参加意識の高揚促進 

○将来を見通した近隣町村との文化の交流機会 ○多種多様な芸術文化の鑑賞機会の充実 

○文化財や伝統芸能の保存や次世代への継承 

重点目標 

▽町民同士が絆を深め、生涯を通じて学ぶ意識を高める文化活動の推進 

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 

▽子ども向けに文化財や文化活動を紹介したカレンダ

ーを作成・配布 

▽博物館情報誌を活用した文化財の周知 

＜反省評価＞ 

▽町の文化情報が、大変積極的に発信されていると思う。 

▽子ども向けの文化財等のカレンダー楽しみにしています。 

▽アシールレーラはとても楽しい内容です。勉強になっています。 

▽コミバスの中にもイベント案内の広告を出すと良い。 

▽参加したくなるような企画が目白押し。 

▽浦幌にある文化団体・サークルの一覧等をアシールレーラなどに年１回でも載せてはどうか。 

▽きめ細やかな情報発信がされています。 

▽他町村よりわかりやすくて良い。アシール・レーラなど（広報誌等） 

▽博物館活動はよく頑張ってくださってます。 

▽広報誌はわかりやすい記事で、町内の文化財などを知る手がかりにはなって良いと思います。 
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（２）サークル団体活動に対する周知

方法 

 

▽居場所づくり事業、体験講座等を通じた周知 

▽公民館主催事業と連携した学習機会の提供 

▽文化協会情報誌を活用したサークル団体の町民周知 

▽各サークルの活動状況を把握し周知する事業の創出 

＜反省評価＞ 

▽文化活動の活性化に資する活動が出来ている。 

▽町内にある文化サークルの一覧を、年度の初めに町の広報でお知らせするなど会員拡大の支援

をしては。 

▽より活発な活動となるよう支援していただきたいです。 

▽サークルの発表会などの場が提供されているので良い。 

▽文化協会にはさらなる活動と充実を願っています。 

▽各公民館の文化活動は地域の特色が出ており、工夫されて充実していると思います。交流する

ということなら各活動の様子などを他の館で展示してはどうかと思います。 

（３）近隣町村と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 

▽各種交流事業の町民周知 

＜反省評価＞ 

▽町内サークルの活動の目標となる意義ある活動であると思う。 

▽近隣町村との文化活動の相互交流 

文化祭、公民館まつりに他町村からの参加はあるのか？ 

▽各公民館の活動が素晴らしいと思っています。 

▽公民館まつりにもう少し予算をつけてほしい。 

▽厚内、上浦幌は幼児からシニアまで幅広い層の参加で、これからも頑張ってほしいです。 

▽文化祭初日と教育の日の開催日が同じことは定着してきており、町民も多く参加できていると

思います。午後からの２つの活動も集会室で同時に行われ、今までとは異なる雰囲気で楽しく

活動できました。 

（４）多種多様な芸術文化の鑑賞機会

の充実 

▽他市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 

▽地域の人材発掘と交流機会の設定 

▽小・中学生の作品巡回展示の検討 

＜反省評価＞ 

▽工夫された活動が出来ている。 

▽東部４町のつながりが、ますます深まることを期待しています。 

▽毎年でなくて良いので、なかなか呼べないようなコンサートなどを呼ぶ為に、予算の繰越や基

金の設置などを考えてみてはどうか。 

▽継続してほしいと思う。より一層の充実を願っています。 

▽教育文化センターロビーでの「○○カフェ」はぜひ実現してほしいと思っています。その時々

でテーマをざっくりと決め、月に一度程度から始めてはいかがでしょうか。想いを共有できる

場を提供してほしいと思います。 
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（５）文化財や伝統芸能の保存や次世

代への継承 

 

▽居場所づくり事業等を活用した幅広い世代の体験機

会の創出 

▽様々な伝統芸能の記録化と発信 

▽各種文化財の町民周知 

＜反省評価＞ 

▽時代の波に押し流されないための保護活動は、今後も大切にしていくべきと考える。 

▽継続していただきたい事業です。 

▽開拓獅子舞、開拓太鼓の若手への継承支援。 

▽紀要が見やすかったので、また見ようと思った。（台風１６号について） 

▽頑張っていると思います。 

▽小さな集まりが継続できているのは大切なことだと思います。やはり開拓獅子舞は子ども世代

へと継承する工夫を考えて頂きたいです。 

 


