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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＞ 

▽各種活動の場づくりをはじめ、その情報発信が十分になされていた。 

▽図書館・博物館の活動は内容がしぼられているため情報発信にしてもボランティアにしてもわ

かりやすい。 

▽公民館については、様々な活動があるためもう少しざっくりとか、こまかくかひと工夫あると

わかりやすいのではないか。 

▽博物館・図書館で年々ボランティアが根付いてきているのがすばらしい。 

▽うらほろスタイルゼミナールは参加してみたい内容。これからも継続を。 

▽図書館、博物館は様々な事業に意欲的に活動していて評価したい。 

▽内容も良く、町民に広く伝わっている。 

▽設置場所、配布も工夫されていて良い。 

▽様々な発表の場を提供している。 

▽非常に多くの事業が定番化してきている事が評価できる。 
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（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＞ 

▽魅力ある多様な活動が展開された。 

▽巡回移動展示などは大変素晴らしいと思います。今後も継続を希望します。 

▽少人数でも講座があることは小さなコミュニティならではの良さであると思うので、小さな声

もひろい上げる工夫をお願いします。 

▽浦幌町が保管している貴重な資料が展示されていて良い。 

▽まちコミサロンの情報をもっとこまめに発信してみては。 

▽地域の特色が生きている。 

▽博物館移動講座に町外からも参加者が増えてうれしい。 

▽浦幌町は施設を有効利用し、町民の皆さんに楽しめる事業を展開している。 

▽非常に多くの事業が定番化してきている事が評価できる。 

（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＞ 

▽それぞれの目的をもった団体や個人が気持ちよく使用できるように努めている。 

▽新しくなったトイレは大変気持ちよく安心できます。玄関の外灯照明、階段下の板など小さな

改善がなされ利用者に対する気配りが感じられるようになった。 

▽10年後の公民館のあり方を考える時期。施設も含めなくしてはならない。 

▽トイレが改修されて利用しやすくなった。 

▽施設のスタッフのサポートもあり、高齢者が利用しやすくなっている。更に社会参加が増える

と良い。 

▽トイレの改修がそろそろ必要です。 

▽今後も施設の老朽化が課題になってくると思うので、計画的な維持・改修が必要であると思わ

れる。また、その時はバリアフリー化などの福祉的な改修が必要である。 
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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＞ 

▽関係団体との連携を図りながら活動の充実に努めている。 

▽豊頃町との連携については今後もぜひ継続していって頂きたい。参加された町民の声も発信さ

れると興味関心も広がり充実していくのではないか。 

▽サークルなど各団体でのグループでの参加などお誘いしてはいかがでしょう。 

▽豊頃町との連携はなくしてはならない。 

▽公民館が核となってきている。 

▽今後、更に広域連携が進むと良い。 

▽公民館が地域の核として頑張っていると思います。 

▽うらほろスタイルと連携事業は今後具体策を考える必要があると思われる。 

 

（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＞ 

▽学校や公民館が地域コミュニティの中核となり、連携した活動が行われている。 

▽夏休み学習サポートは参加児童生徒にとっても良い取り組みと思う。ぜひ高校生の参加（サポ

ート役）も考えてみてはどうか。中学生と高校生との交流などもあると良いのではないか。 

▽ＣＳについては結果が出てくる時期に入るので、より家庭・地域が連携しなければならない。

より掘り下げ確認。 

▽学習サポートの参加呼びかけあるいは、参観してもらう。 

▽夏休み学習サポート事業は浦小中だけでなく他の学校へ拡大したらどうでしょうか。 

▽地域総ぐるみで取り組まれていて、環境も良い。 

▽学校と地域がもっともっと深く関わっていける可能性があります。 
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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＞ 

▽教育と福祉との連携・協働は大切であり、その充実に努めている。 

▽事業に参加している子育て世代の保護者は内容についてももちろん顔を見ながら同じ話ができ

る、共感しあえるという場を求めていると感じる。継続と充実をお願いします。 

▽子育て世代の連携が重要。 

▽にじいろスイッチのような団体がさらに増えることを望みます。 

▽子育て中の親子の交流の場は情報交換や気分転換に必要と思うので、関係機関と連携を密にし

て取り組んで欲しい。 

▽家庭の教育力向上につながればよい。 

▽全体として、事業の定着化が進んでいるように見受けられました。 

（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＞ 

▽早い段階より家庭の教育力を高める取組がなされている。 

▽出前ミニ講座は毎回内容が工夫され楽しみにされていると思う。保護者の安心と安全が子ども

の心身の成長には大変大切なので家庭だけではなく地域での家族育ての意識を高めて頂きた

い。 

▽入園前の方への行事の周知の徹底をしたら良いと思います。 

▽参加者アンケートを有効に生かしたテーマでの講座は良いと思う。これからも参加したくなる

講座を工夫継続して欲しい。 

▽来場者も多く安心できる。 
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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＞ 

▽関連する活動と結びつけながら、より多くの町民が参加できるように取り組まれている。 

▽時代が変わっても子どもも大人も「読み聞かせ」は大変楽しめる。子どもだけではなく大人も

あるのは良い事業と思います。 

▽家庭教育講演会については、もう少し工夫があっても良いかと。求めているものと提供された

内容がかみ合っていない感じがした。 

▽ＣＳの結果にも影響してくる。家庭教育をオープンに出来たら良いでしょう。 

▽スマホ、ゲーム機の使用ルールの現状を知り、共有できたと思う。 

▽更なる充実を。 

（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＞ 

▽小さな取組があっても繰り返し継続的に進めていくよう努力している。 

▽定着されており大切なことだと理解されていると思うので、ステップアップする工夫があると

改めて認識できるのでは。 

▽事業の周知をコミバス内やスクールバス内で出来ないでしょうか。 

▽定着していると思うが、啓発の継続は必要だと考える。 

▽引き続き掲載していただきたい。 

▽幼少期における「生活習慣の確立」の大切さをもっと発信することが必要な時代になってきた

ように思います。 
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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＞ 

▽豊富な事業が展開され、意義のある体験活動が進められている。 

▽昨年からの新事業オーラポロ広場土曜日編を含め内容の事業が多く充実していると思う。 

▽通楽合宿については「思いやりの心」は良いが、「自立心」という目的は関わる大人の多さから

見直しても良いのでは。家族以外の人との生活から様々な価値観を知るなど。 

▽オーラポロ広場の取組が上浦幌でも開催され大変感謝しております。 

▽充実した内容で望ましい体験ができている。 

▽連携がなされていて、よく出来ていると思う。 

▽子供達が笑顔になる活動がいくつも見られると思っています。 

▽学校・行政・民間と充分な連携が取れた中で、各事業が行われ、定着化してきたと思われる。 

（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＞ 

▽町民の代表として活躍できる人材づくりへと結び付いている。 

▽夏は交流事業があるので、リーダー研修は冬季のみとし、小・中学生の交流の機会として内容

の充実継続が希望される。 

▽少年教育の中でＪＡＩＣＡ（ジャイカ）との連携は出来ないでしょうか。 

▽より多くの参加が得られるように働きかけて欲しい。 

▽会場も近く、丁度よい距離である。 

▽様々な活動を通して、子供のリーダーシップが育まれていると思います。 

▽学校・行政・民間と充分な連携が取れた中で、各事業が行われ、定着化してきたと思われる。 
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（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＞ 

▽学校との連携については十分になされている。 

▽子ども会組織とのつながりについては、他の事業内容を充実させていく方向で転換を図ってい

く時期を迎えていると思う。 

▽各行政区での活動の実態はどのような状況なのか。活動そのものが難しい行政区もあるのでは。

合同で又は全体での活動を考える時期に来ているのではないか。 

▽子ども会の再編成の時期に来ているのでは。 

▽地域の子どもが減少して、活動が難しくなっている。 

▽来年度は実施できると良いですね。 

▽時代の流れも有り、子供会の活動がしにくくなってきていると思います。 

▽浦子連との連携が必要なのではないか。 

（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＞ 

▽各事業が大変充実している。担当者の工夫やアイデアが十分に発揮されている。 

▽図書館での各事業、活動は充実しており、楽しめる工夫がたくさんありました。子ども達が体

験できるボランティアもあると良いのではと思います。 

▽図書館事業は将来の子ども達に大きな未来を残すものなので切れ目なく継続していただきた

い。 

▽図書館の事業が多彩で参加したい気持ちにさせてくれる。 

▽引き続き継続を。  

▽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。 

▽図書館の活動は非常に活発に行われていて良いと思う。 
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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＞ 

▽ＣＳ事業やＰＴＡ活動の充実における力強い下支えとなっている。 

▽各公民館がその地域の中で独自の活動が展開されており素晴らしいと思います。 

▽人づくりの拠点としては、今後の活動の充実が望まれる。工夫とアイデアを。 

▽やはり青年団の復活を望む。 

▽知っとこ！浦幌の継続を。 

▽地域に根ざした活動は充実しているが、青年層のニーズの把握が不足していないだろうか。 

▽参加しやすい環境が整っている。情報提供もなされている。 

▽日本人としての素養を高めることで、日本の良さを世界に発信する人が育つと思います。同時

に、浦幌の良さも発信すると思います。 

▽多種多様な事業を用意しているが、事業が悪いのではなく、成人が時間を取れなくなっている

中で、どう生涯教育に目を向けてもらうかという、地道な啓発が必要に思える。 

（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＞ 

▽多彩な事業の提供に努めている。 

▽イベントなどの活動以外にも世代間交流が広がっていくための課題は何なのか。掘り下げて語

り合える場があっても良いのでは。 

▽毎年出てますが、各種青年団体との連携はしているのでしょうか。 

▽更なる継続が必要。 

▽浦幌に住みたいと思う青年が一人でも増えるように、更なる活動の充実をお願いします。 
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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＞ 

▽女性の視点や立場からの町づくりや人材育成へとつながっている。 

▽女性団体の活動も参加、協力する人数が年々減っている中、心を込めて活動されており頭が下

がります。「あいフェスティ」も毎年工夫が見られ今年の今を学ぶコーナーの講演会も大変勉強

になりました。 

▽成人者達がもっと主役になりたいようです。 

▽とってもよい成人式なので一般町民の方にも参観していただいては。 

▽成人式は地域の人々、保護者が暖かく祝う式でした。 

▽あいフェスティでは子育て世代の若い人がフリーマーケットに参加していて良かった。 

▽毎年盛況であり、良い結果だと思う。 

▽成人式に参加する青年達の表情が明るく、様々な人々の支えが豊かな人を育てていると思いま

す。 

▽女性団体との展開は実に良い展開として定着しているようにうかがえる。 
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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＞ 

▽高齢者の方々が生き生きと生活していくことが、町の活性化へとつながっている。 

▽今の時代社会的にも経済的にも安定している立場の 60 歳代を高齢者と見るというより、70 歳

以上、子育て世代をつなぐ役割を担って頂き、各々の意識を少し外へ向けて頂きたいと思いま

す。 

▽100 歳時代の幕開けならば高齢者の皆さんのそれぞれの地域の役割は大きいと思います。益々

元気な高齢者が増えることを希望します。 

▽高齢者が健康で元気に過ごせる事業なので、今後も楽しい場所になって欲しい。 

▽広く周知されている。 

▽お年寄りの皆さんが楽しく参加しているところがとても良いと思います。 

（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＞ 

▽高齢者の方々のもつ生きる力を若い世代へとつなげていく取組となっている。 

▽寿大学の人数が減っている（中央）のが気にかかる。 

▽高齢者の経験や知識をもっと子ども達に伝えられると良い。 

▽ボランティアを増やすとともに高齢者の特性をもっと生かす。 
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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＞ 

▽将来を担う子どもたちとの交流は大変素晴らしいことであり、今後も大切にしていきたい。 

▽小中一貫ＣＳとの連携を活発にするためにも更に理解を深める機会を作ることも必要だと考え

られる。子どもに関わること（活動）で参加する意識が高まりやすいと思う。見学するだけの

ものから一緒に何かをするという参加できるものへ。 

▽すべての分野において伝承を風化させてはいけません。 

▽学校との交流事業は継続して欲しい。 

▽給食交流の流れで円滑な弁当サービスにつながれば良い。 

▽世代間交流の事業が確実に実施されるようになった事に評価できる点がある。 

（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＞ 

▽高齢者の方々にも参画していただき、町の人づくり、未来づくりへとつなげていくことが、Ｃ

Ｓ事業の理念であり、すばらしいことである。 

▽寿大学生と小中学校の交流は今も充実していると思うけれど、小中学生が出向いていく、自分

達で活動を考え（ホーム慰問など）新しい展開もあって良いのではと思います。 

▽さらにＣＳの応援団になっていただくよう呼びかけを続ける。 

▽行事への参加がしやすくなる工夫が必要と考える。 

▽引き続き連携を。 

▽子供達との交流の機会が少しずつ増えると、お年寄りの皆さんの笑顔も増えていくでしょうね。 

▽ＣＳとの連携は今後も多くなり社会教育全般における事となる。 
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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＞ 

▽専門的でありながらも、町民全体へと幅広く、親しみをもたせるように工夫されている。 

▽アシール・レーラ、町の広報誌、博物館事業の活動など毎月の活動がわかりやすいと思う。日

時など確認でき、紙面がやはり利用しやすい。 

▽地道ですが周知の徹底をお願いします。 

▽アシール・レーラは内容が豊富で楽しみにしている。 

▽周知看板設置事業が更に進むと良い。 

▽きめ細やかな情報発信で、浦幌について色々と知ることが出来ていると思います。 

▽積極的な情報の発信が行われていると思います。 
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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＞ 

▽各事業や関係団体活動の充実を図るように取り組まれている。 

▽小さくても町内でのサークル活動が継続されていることは大変重要なことだと思う。 

▽いろいろな意味で人とのつながりを持つことがどの世代の町民にとっても生きていくために大

切なことだと思う。 

▽貴重なサークル活動がなくならないような活動支援をしていただきたい。 

▽活動状況を含め、周知、広報がうまくいっている。 

（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＞ 

▽地域の文化活動の拠点、発信地としての役割が果たされている。 

▽町文化祭、各公民館など年々工夫がなされ、地域の特性を生かし（若者が司会をするなど）活

発ですばらしいと思う。ぜひ文化協会の団体などゲストとして出演して頂くなどの交流はいか

がでしょう。 

▽上浦幌公民館で化石教室を開催したら、道内からの参加者もあり大いに盛り上がったようです。

（人々のつながりが大切） 

▽町文化祭において、来場者が長時間とどまる工夫がとても良い。 

（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＞ 

▽いろいろな場、機会を通して創造的に活動が展開されている。 

▽昨年も書きましたが「うらほろ○○カフェ」の実現をお願いしたいと思います。「憩いの共有」

今の時代にとても大切だと考えています。顔を見て話すことが何より人を元気付けて活動の糧

になると思うので。 

▽地域の人材の発掘に注視していかなければならない。 

▽浦幌にいながら、本物に触れることが出来ることを幸せだと思っています。企画・準備・実施

は大変なことと思いますが、今後とも充実した鑑賞の機会を提供していただけたらと思ってい

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＞ 

▽町としての大きな宝である文化財や伝統芸能にしっかりと目を向け保護や継承に努めている。 

▽浦幌ならではの見学、観察会など年間通して実施されているのですが、都合があわず参加でき

ずにいます。１つでも参加できることを目指しますので継続してお願いします。 

▽若い人へのＰＲ不足があるのでは。 

▽郷土の植物の中でハマナスについてを更に取り上げてほしい。 

▽これから、サークル等でも後継者の育成が課題になってくるのではないでしょうか。 

 


