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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＞ 

▽様々な活動が行われており、町民は恵まれていると思う。 

▽地域学校協働本部と連携して住民の学習成果が活用できる場づくりを具体的に進めていく必要

がある。 

▽うらほろスタイルゼミナールはこれからもずっと続けてほしい。土日以外の日がもっとあって

もいいのでは。 

▽多様な事業に意欲的に取り組んでいて評価したい。 

▽各種活動の学習成果を活用する場づくりをはじめ、様々な情報の発信も工夫されていると思い

ます。（各公民館、図書館、博物館それぞれに情報も分りやすいです。） 

▽公民館だよりの内容も良く情報発信できている。 

▽ますます、多年齢のボランティアの皆さんが必要になってくると思います。 

▽多種多様な方が講師を務めており活用・発揮がなされている。 

▽Ｅメールの使い方をもっと積極的にしても良いと思われる。 

▽公民館、フタバとのしっかりとした位置づけ。図書館ボランティアの育成。 
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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＞ 

▽事業内容が工夫されている。 

▽創意工夫され、特色ある事業が推進されている。 

▽まちコミサロンのＰＲをもっとしたらいいと思う。 

▽活動によっては天候に左右されるが、今後も継続して欲しい。 

▽各々の地域、施設でそれぞれに楽しい工夫がされ、楽しんでいる様子は大変すばらしいと思い

ます。さらに求められているニーズや声をひろい上げて頂き進めて頂きたいと思います。 

▽特色ある事業、成人層の参加が増えているようだ。秋など別のシーズンの開催を実現させてく

ださい。 

▽移動講座は大変ありがたいです。 

▽各施設で上手に分散して使われるようになってきたと思う。 

▽たくさんの事業を展開して下さっているが、町民の参加が少しでも増えるにはどうすれば。 

（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＞ 

▽今後「避難所」としての機能の充実も必要になってくるように思う。 

▽計画的に改修工事等も行われ、利用促進が図られている。 

▽高齢者の利用が多いのはとてもよいと思う。 

▽施設の老朽と共に改修は多くなると考える（例：中央公民館の水道管やステージの段差等） 

▽トイレが新しくなった事で、各事業の時など安心して利用することができるようになりました。

まず、安心と安全が大切と思うのでステージ付近の使わなくなった古い物などの見直しも必要

と思います。 

▽更にバリアフリー化が進むことを望みます。 

▽施設の老朽化はさけられず、消防施設、ボイラー、音響他、長期的なビジョンが必要。 

▽備品の入れ替えが少しずつなされてきた。 

▽備品使用のマニュアル等の整備があっても良いと思う。（例：公民館の音響や照明など） 

▽町民が施設を利用しやすいように今後も考えてほしい。 
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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＞ 

▽豊頃町との共催事業など広域連携に努めている。 

▽豊頃町との連携はこれからも続けて。 

▽人口減の中、近隣町との連携事業は評価したい。 

▽今現在行われている事業の中に寿大学生が参加するなど、新しい工夫もやってみると楽しいの

では。様々な視点が広がるのではと思います。 

▽豊頃町との連携は末永くお願いしたいです。 

▽アスリート先生のかけっこ教室は今後も続くとよい。 

▽東部４町の連携は少々温度差が出てきているようだが、豊頃町との連携はなくさないでほしい。 

▽大会等の誘致はすぐには難しいが継続した誘致活動と、わかりやすい誘致案内の整備が必要で

ある。 

▽豊頃町との連携事業はさらに進めてほしい。 

（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＞ 

▽「浦幌小・中学校学習サポート」への地域の方々の参加を、より一層呼びかけていくと良いの

ではないか。 

▽小中一貫コミュニティ・スクールの推進の拠点としても事業が充実している。 

▽地域、学校のより強い連携を望む。 

▽長期休み中に中学生と高校生との交流、学習会、又は帰省する大学生などとのお話をする機会

など（浦幌っ子カフェ）外からの情報や想いを聞く会もあったら良いのではと思います。 

▽夏冬学習サポートの補講をフタバでぜひ実現されればよい。 

▽地域と学校の連携はフラットになりつつありますが、どうしても家庭がおいていかれているよ

うに感じるので、幼小中の親対象の家庭学習サポートも必要。 

▽ＣＳにおける地域のすそ野を広げるのは社会教育委員の役割。 
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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＞ 

▽乳幼児期からの保護者同士のつながりが、その後の大きな力につながっていくと思う。 

▽親同士の情報交流や学び合いなど、家庭の教育力向上に努めている。 

▽アンケートをとり、ニーズに合った趣味、娯楽、スポーツ等多岐にわたり実施されている。 

▽子育て世代の保護者にとっての安心な場での交流機会が増えることか求められていると感じて

います。親世代の安心が子ども達の安全につながると考えます。 

▽まさにゲーム機器の設定やアカント登録など子どもが出来ない所の親同士の情報交換は盛んに

行われているようなので、家庭教育にも親同士の情報交換が必要。 

▽事業の定着がなされている。 

▽子育て世代の声を聞き、さらなる事業の充実を。 

（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＞ 

▽保護者を孤立させないしかけが、地域に必要な時代になっている。 

▽親子のふれあいや、子育て支援の充実に努めている。 

▽事業に参加し、家庭での保育や教育向上につながることを望む。 

▽毎年、子ども達も大変楽しみにされていると思います。ぜひ、寿大学生の参加、見学など無理

のない範囲での共有があっても良いかと思います。 

▽チラシ、ポスターを配布するなど７回実施が盛況で良い。 

▽親子どもに町内の全園児が一同に集う取組は大変良いこと。 

▽家読運動の成果を何をもって指針とするかを考えていく必要がある。 
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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＞ 

▽保護者の世代間を超えたつながりを今後も大切にしたい。 

▽浦幌町教育の日実践交流会をはじめ、家庭教育の充実に向けた取組が推進されている。 

▽スマホは生活から切り離すことのできない時代になっているので、ルール、マナーも見直しな

がら進めることが大切。 

▽親である大人達が自らを大切にし、安心してくらせる姿を子ども達に見せられる機会も必要な

のかと思います。「大人のお話し会」など保護者対象のものがあっても良いと思います。 

▽脳トレは寿大学で好評のようです。 

▽ＣＳの重点項目でもある家庭教育の底上げをさらに求めていかなければいけない。 

▽情報誌の発行をどのようにするのか、具体的にする必要がある。 

（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＞ 

▽今後も積極的に呼びかけていくことが大切。 

▽様々な事業を通して、運動の推進や啓発が行われている。 

▽啓発活動は定着されていると思いますが、少しの工夫をつけ加え（目新しい）周知、理解が深

まるための具体的な案があっても良いと思います。 

▽引き続き掲載を。 

▽幼少期の生活習慣が小中学校の生活習慣に大変大きく関わってきているようですので、幼少期

の大切さを再認識することが必要。 

▽さらなる努力を要望する。 
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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＞ 

▽今後も異年齢のつながりを大切にしたい。 

▽充実した事業が展開され、子ども達の健全育成に大きな力を発揮している。 

▽地域の人達との交流は両方にとって有意義に思う。 

▽「オーラポロ広場」も定着した活動となっており取組にも工夫がなされていて素晴しいと感じ

ております。ぜひ地域の方々にも参加（見学）して頂ける機会として「フタバ」での活動日が

あってもおもしろいと思います。 

▽植樹体験、木育教室など産業体験が充実している。 

▽子ども達の体験活動はより充実した内容が求められてくる。 

▽少年教育については全般的に厚くなされていると思います。 

▽いろいろな企画で頑張っていると思います。 

（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＞ 

▽子どもたちの視野の広がり、活躍の場の充実に役立っている。 

▽岩手県洋野町との交流事業の中で昨年北海道でもあった大きな地震の後での経験などを話する

機会などがあると良いのではないかと思います。 

▽洋野町の防災意識を私たちも学ばねばと思う。 

▽開催時期の調整ができれば良いのでは。 

▽「少年の主張」、「ジュニアリーダー」に継続的に参加できているのが良い。 

▽子供達の見聞を広げるためにも継続して行っていただきたい。 
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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＞ 

▽地域の子ども会活動の充実を具体的にどう図っていくかが課題である。 

▽対象学年を広げ、多くの子供たちが経験できるようにして欲しい。 

▽「東部十勝４町地域子ども会交流会」など他町の子ども達のつながりを持つ機会にぜひ多くの

参加を呼びかける工夫をお願いします。 

▽来年度実施できれば良いと思う。 

▽町内子ども会の活動状況を集約・整理してはどうか。 

▽子ども会の自主活動の内容を情報収集しなければ、各活動に対し、講師等の派遣をする事は難

しいと思われる。 

（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＞ 

▽充実した活動が行われている。今後「家庭での読書習慣」が課題になってくると思う。 

▽多彩な事業が展開され読書活動の推進に結びついている。 

▽図書館での事業は充実した内容で楽しみにしている。 

▽「絵本の読み聞かせ」は実は読み手、聞き手双方の脳にいやし効果のあるホルモンがたくさん

出ます。その時間は今の時代の親子に限らず、すべての世代に求められていることだと思いま

す。様々な事業のすきまにもはさみなど気軽に体験できると良いと思います。 

▽公民館に配本されている本の内容が良いので引き続きお願いします。 

▽図書館の企画力はすばらしいものがあり、参加者も増えているようでありがたいです。 

▽図書館事業がこれだけ充実しているので、やはり家読の評価の指針をはっきりさせる必要があ

る。 

▽子供達の参加が昨年より増えており、さらなる事業展開を期待する。 
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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＞ 

▽大人になってからも学べる場があることは大切です。 

▽ＣＳ事業やＰＴＡ活動との連携を図りながら推進されている。 

▽各地域の公民館が特色を持ち、活動して欲しい。 

▽様々な公民館事業が各地域の方々と活動・展開されており素晴しいと思います。参加人数の課

題は常にありますが、工夫して継続されることを希望します。 

▽公民館主催事業は毎度趣味を凝らしたもので素晴しい。 

▽若者の元気が浦幌の元気になるはず。 

▽生涯学習と関連する事業が多いが、非常に多種多様な事業が展開されていると思う。 

▽浦幌部との連携を考えてはどうか。 

（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＞ 

▽より一層の交流の活性化を期待しています。 

▽青年層の交流促進を具体的にどう図っていくかが課題である。 

▽青年層のニーズをアンケートするのも良い。 

▽イベントなどの交流の他にも語り合うだけの場、交流などがあっても良いと思います。（大きな

目的や課題のためでなく） 

▽異業種間交流はまだまだ未知数、町内は広いので更に難しいと感じる。 

▽各種成年活動状況の集約整理が必要では。 

▽世代間交流については、シンプルな交流を複数回行える様にしてはどうか。（青年層も） 

▽読書会はそれぞれの感想であり、開催は疑問である。 
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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＞ 

▽女性団体等のすばらしい活躍が大きな力となっている。 

▽成人式に関係ない町民の方にも、参観してもらってはいかがでしょうか。 

▽地域の団体やサークルの活動が一斉に揃うので楽しみだ。 

▽成人式で在学中の学習の様子を知ることが出来、興味深かった。 

▽「あいフェスティ」など最近では女性連各行政区の他にお手伝いされる方々が減る一方で事業

者さんの男性の手があることで会場片付けなどが楽になっていると思います。 

▽近年、警察署が何かと協力してくれているので助かる。 

▽成人式でのコーラスはほんとうに心にしみます。 

▽毎年良い事業ができていると思います。 
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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＞ 

▽高齢者の方々の活動の拠点として、しっかりと公民館が位置づいている。 

▽いつまでも健康で生き生きと活動する姿に元気をもらえる。 

▽寿大学は各地域で楽しく事業が展開されており素晴しいのですが、それ以外の小さなサークル

での活動や交流などがつながって行っても良いのかと思います。 

▽寿大学移動研修の行先が町内ということで、浦幌の魅力が再確認された。 

▽高齢者の皆さんの元気が地域社会の元気になっています。 

▽60歳がはたして今の時代に寿大学の入学要件として合っているのかの検討が必要な時期に来て

いるのではないか考える。 

▽高齢化社会の今、さらに充実を計ってほしい。 

（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＞ 

▽ふらっと行ける「場」があることに意味があると思います。 

▽高齢者の方々の活躍の場を広げていく取組がなされている。 

▽「高齢者の特性を活かした場」とボランティア養成講習会の内容をすり合わせ、今の時代の考

えるボランティアの見直しが必要になっているのではと思います。 

▽引き続き継続を望む。 

▽全町的に学校、子ども達と積極的に交流していただいていることは大変ありがたい。 

▽昔遊びの伝承活動を学習サポートの息抜きの時間として行ってはどうでしょうか。 

▽高齢化社会の今、さらに充実を計ってほしい。 
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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＞ 

▽小中学生との交流事業が充実し、絆を深める機会となっている。 

▽上浦幌中学校との交流が盛んなので、他の地区にも広がるといい。 

▽上浦幌での事業内容が参加型が多いので中央の参観と試食という内容にも交流をもう少しでき

ると良いのではと思います。一緒に作る、手を動かす、考えるなどもあると良いと思います。 

▽引き続き継続をお願いします。 

▽全町的に学校、子ども達と積極的に交流していただいていることは大変ありがたい。 

▽お年寄りがよろこんでいる光景を目にしてほほえましい感じがします。 

▽活発に活動されていると思います。 

（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＞ 

▽子ども達に歴史を語っていただく場があればいいですね。 

▽学校においては、高齢者との交流活動が教育活動の充実へとつながっている。 

▽家族以外の人に自分の名前を知ってもらう、呼んでもらえる機会は高齢者にも子どもにも親世

代にも大切な経験だと思います。小さな取り組みも大事にしてほしいと思います。 

▽全町的に学校、子ども達と積極的に交流していただいていることは大変ありがたい。 

▽幼稚園、保育所等とも連携していけたら良いですね。 

▽活発に活動されていると思います。 
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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＞ 

▽工夫された活動が行われていると思います。 

▽タイムリーに幅広く、様々な情報発信がなされている。 

▽専門的な情報を親しみが持てるように工夫がされている。 

▽アシール・レーラ、博物館だより、町の広報誌は紙面でやはり見やすく活用しやすいです。毎

月様々な内容で楽しみに参考にしています。 

▽博物館の窓が充実している。 

▽博物館事業は、町外の方も参加があり、大変おもしろい企画ですばらしい。 

▽発信は多くの手段を使ってなされていて、とても良く目にするようになっている。 

▽継続して活動してほしい。 
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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＞ 

▽公民館と連携した事業が適切に行われている。 

▽町内のあちこちで展開されている様々なサークル活動を知る機会を多く作り、活動が継続され

ることの支援も大切だと思います。 

▽引き続き加入促進をお願いします。 

▽営利目的の文化活動も取り上げてはどうか。（例：ピアノ教室、書道等） 

▽文化協会には町民に向けたＰＲに力を入れてほしい。 

（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＞ 

▽地域文化活動の拠点としての機能を果たしている。 

▽文化祭で初めて参加したグループホームの皆さんの活動は新しい試みであり、貴重な体験でし

た。職員ボランティアの方々のまじめな取り組みとお客様の温かい拍手に感動いたしました。 

▽各公民館の館長さんを中心に様々な活動をされていると思います。 

▽文化祭や公民館まつりは非常に有意義なものであると思うが、近隣町村との相互交流の場であ

るのかと問われると少し違うような気がする。 

▽各公民館には今後も地域に根付いて頑張ってほしい。 

（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＞ 

▽無理なく、無駄なく、様々な文化活動の推進がなされている。 

▽「うらほろカフェ」、「お父さんカフェ」、「お母さんカフェ」など目新しいキャッチで気軽に参

加でき、集う場を博物館ロビー、お話室、フタバなどで開催してはいかがでしょうか。 

▽お金のかかる事ではあるが、鑑賞の機会を自前だけではなく、チケットの確保等などで、他市

町村等の鑑賞会へ促す事も考えてみてはどうか。 

▽さらなる連携事業を考えていただきたい。 
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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＞ 

▽町の文化を大切にし、より一層発展させていく意識を町民一人一人が持てるように、今後も充

実した活動をお願いします。 

▽町の貴重な財産として、町民への周知や発信、記録化、保存に今後も努めていくことが大切で

ある。 

▽町民文芸誌の発刊年なので期待している。 

▽町民文芸誌「樹炎」はご苦労もあるかと思いますが、後年に残る物として、ぜひ隔年実施でも

継続されることを希望しております。 

▽オンライン化について引き続き協議をお願いします。 

▽上浦幌の高齢者の皆さんが学芸員から博物館や浦幌町の各所の説明をしていただき大変感動し

ておりました。 

▽博物館事業は多彩にわたり展開されており、今後も期待します。 

 


