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開議 午前 ９時００分 
      ◎社会教育の現状について 
 
○福原委員長 皆さんおはようございます。 
 今日は、９時に現地を見ようということで図書館、博物館を見てまいりまして、開催の

時間が 40 分ばかり遅くなりましたことをお詫び申し上げます。今日、雪の中ということ

で小降りになりましたが、毎日寒いということでインフルエンザにかかっている方もおり

ますので、どうぞ皆様もお気をつけてお過ごしをしていただきたいと思います。 
 また今日は、教育長をはじめ説明員の皆さんには忙しいところ大変ありがとうございま

す。またモニターさんにおきましては、２名ご出席いただきまして、大変ありがとうござ

います。また議長と副議長には、職責上いろいろとお世話になりまして、いつもありがと

うございます。今日もよろしくどうぞお願いいたします。 
 本日は、阿部委員がインフルエンザのため、今日がちょうど５日目ということで、まだ

保菌疑いがあるということで欠席ということでございますので、委員全員ではございませ

んが、ただいまから総務文教厚生常任委員会を開催いたしたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
 ただいまの出席委員は４名です。定足数に達しておりますので、ただいまより総務文教

厚生常任委員会を開催いたします。 
 本日の付議事件は、社会教育の現状についてということで３点に絞って現状を把握しな

がら、いろいろと審議をしていたきたいというふうに思っております。１点目は、各公民

館の現状、２点目図書館の現状、３点目博物館の現状ということで、調査をしてまいりた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 まず最初に説明の方からどうぞよろしくお願いいたします。教育長。 
○久門教育長 本日は、教育委員会、公民館、図書館、博物館の所管事務調査ということ

で課題をいただきました。短い期間でしたけれども資料を取りそろえまして、次長の方か

ら説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 
○福原委員長 教育次長。 
○山本教育次長 皆さんおはようございます。 
 私の方から全体的な説明をさせていただきたいと思います。今回の所管事務調査にあた

りましては、お手元の方に総務文教厚生常任委員会所管事務調査資料というものと、それ

と公民館事業とかそれから図書館、博物館事業の現状ということで、別冊になっておりま

すけれども、平成 23 年度の資料と平成 24 年度の資料ということでお配りしております。 
 私の方から総務文教厚生常任委員会所管事務調査資料という、こちらに基づきながら全

体的な説明をさせていただきたいと思います。 
 このページのまず１ページ目をごらん願いたいと思います。１ページ目は、寿大学の関

係でございます。寿大学につきましては、公民館単位で開設しておりまして、（１）になり
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ますけれども、４学級の開設ということになっております。中央寿大学、上浦幌、それか

ら下浦幌、厚内寿大学の４寿大学でございます。（２）で主な学級事業ということで、平成

23 年度から 24 年度のものを列記しておりますけれども、アになりますけれども、開講式、

閉講式、それから教養、交流、創作ということで各講座を開設しております。そのほかに

芸術鑑賞とか体験講座等の学級を開設しております。 
 交流会の実施ですけれども、４つの寿大学の交流につきましては、年１回ということで

開催しております。また２寿大学交流会では、中央と厚内、それから上浦幌と下浦幌の交

流ということで各１回ずつ行っているところでございます。 
 そのほかに世代間交流につきまして、小学生との交流、それから公民館まつりへの出演、

そのほかにクラブ活動とか、クラブ活動の中になりますと調理とかカラオケとか、レクダ

ンス等を行っているところでございます。 
 次の２ページ目をお開き願いたいと思います。 
 ２の公民館主催事業の関係ですけれども、まず公民館につきましては、地域の住民の中

から公民館運営審議会の委員として委嘱をさせていただきまして、公民館における各種事

業の企画・実施について、調査・審議を行いまして、公民館事業に反映をしているところ

でございます。 
 （３）番目になりますけれども、主な事業ということで、平成 23 年度から 24 年度のも

のをそれぞれ公民館ごとに記載しております。中央公民館でいきますと、オーラポロ広場、

それからうらほろ通楽（学）合宿、また高齢者学級とか博物館との共催事業を行っており

ます。 
 そのほか、上浦幌、吉野、厚内公民館につきましても、同様に高齢者学級の開設、それ

から各種成人講座等を行っている所でございます。また上浦幌と厚内公民館につきまして

は、これから２月に実施されますけれども公民館まつり、それから吉野公民館につきまし

ては、文化週間ということで行っております。 
 （４）番目に移りますけれども、公民館まつりと文化週間の開催ですけれども、公民館

まつりにつきましては、平成 24 年度までで上浦幌が第 37 回、そして厚内が第 33 回まで

実施しているところでございます。それぞれ地域の小学校児童や幼稚園、保育園児、そし

て寿大学生が地域一体となった形で開催されているところでございます。 
 吉野につきましては、公民館まつりにつきましては、平成 17 年度で終了しているわけ

なんですけれども、平成 23 年度からは文化週間ということで開催しております。内容に

つきましては、主に作品展をメーンとしながら芸能発表とか芸能鑑賞会を行っているとい

う状況でございます。 
 ３ページ目をごらん願いたいと思います。３の生涯学習公開講座の関係でございます。

この関係につきましては、平成 18年度から講座名を気軽にホットすたでぃということで、

帯広大谷短期大学と連携した中で、講座の開設を年６回から８回ということで開催してま

いりました。 
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 （１）で平成 23 年度の実施状況ということで、開催状況等を記載しておりますけれど

も、平成 23年度は第１回から第６回まで合計 42名の受講がありました。ごらんのとおり、

第１回が 16 人、それから第２回が６名、第３回も６名、第４回が３名ということで、18
年度から実施してきたわけなんですけれども、参加者が徐々に少なくなってきている状況

がございました。 
 次のページをごらん願いたいと思います。 
 ４ページになりますけれども、平成 24 年度からは生涯学習公開講座の名称をうらほろ

スタイルゼミナールということで改称しまして、幅広い分野の複合的なテーマについてで

すね、実施していこうということで 24 年度から実施しております。 
 平成 24 年度は、第１回から第９回ということで合計 208 名の参加がございました。講

座の内容も地球を食べる生物の話とか、十勝で発見されたアンモナイトなど、先ほど博物

館の方をごらんいただきましたけれども、ちょうど今年浦幌でアンモナイトが発見された

りとか、また新種の巻貝が発見されたということで、そういったことを題材としながら講

座を開設してきたところでございます。 
 また２月 13 日、第４回では、協働のまちづくり元年ということで、町長に講師をお願

いをしまして、この内容につきまして講演をいただいているところでございます。 
 次の５ページ目をごらんいただきたいと思います。 
 ４の通楽（学）合宿でございます。これにつきましては、平成 18 年度から実施してい

るんですけれども、子どもたちが異年齢での共同生活や地域での体験活動を通しながら通

学をすることによりまして、自分たちの力で炊事や掃除などの生活体験や基本的な生活習

慣を身につけることをねらいとして実施しているものでございます。 
 （１）アになりますけれども、平成 23 年度実施状況ですけれども、ちょうど夏場にな

りますけれども、７月３日から８日、５泊６日の日程で中央公民館を会場に実施しており

ました。中央公民館で寝泊まりをしながら、学校に通学するということの展開でございま

す。23 年度は、４年生から６年生までの児童９名が参加をしております。 
 また実施にあたりましては、後援ということで中央寿大学の学生さん、それから更正保

護女性会、また北海道教育大学教育学部釧路校学生さんのお力をいただきながらですね、

調理の協力とか、生活補助ということで実施してきたところでございます。 
 次の６ページ目をお開き願いたいと思います。 
 （２）の上浦幌通楽（学）合宿ですけれども、上浦幌につきましては、平成 23 年度か

ら実施してまいりました。平成 23 年度同様に７月３日から６日ということで、３泊４日

の日程で上浦幌中央小学校の児童４年生から６年生６名が参加しております。こちらの方

は、主催が教育委員会という形ではなくて、上浦幌公民館とそして上浦幌子ども会がです

ね、主催ということで行っております。 
 同様に釧路教育大学の釧路校の学生さんの生活補助ということで、協力を受けながら実

施をしているところでございます。 
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 次の７ページ目をお開き願いたいと思います。 
 ５の子ども居場所づくり事業「オーラポロ広場」の関係でございます。公民館等の社会

教育施設に安全・安心して活動できる子どもの居場所を設けるということで、浦幌小学校

校区の児童を対象とした放課後の体験活動を支援することを狙いとして実施しているもの

でございます。 
 平成 23 年度の前期の状況が（１）で掲載しておりますけれども、それぞれ前期と後期

に分けながら行っているところですが、前期につきましては５月から９月まで月２回の回

数で実施しております。 
 平成 23 年度になりますと参加者が１年生が 10 名、２年生が 15 名、３年生が２名とい

うことで合計 27 名の参加となっております。この事業を進めるにあたっても指導協力と

いうことで、社会教育関係団体７団体、そのほかにボランティアバンク登録者、またボラ

ンティアいちげの会の方々のご協力をいただきながら実施をしております。 
 エの活動内容では、ごらんのとおりとなっていますけれども、陶芸とか孔版画、茶道と

か野外散策などを実施しているところでございます。 
 ８ページと９ページには、23 年度の後期、それから 24 年度の前期と後期のそれぞれ実

施状況を記載しておりますけれども、こちらの方につきましては省略させていただきます。 
 10 ページ目をお開き願いたいと思います。 
 ６の公民館ボランティア養成講習会でございます。こちらにつきましては、公民館や学

校を中心に地域の活性化を担う人材を育成することや社会教育関係ボランティアの設置に

向けた調査研究をねらいとして実施しているところでございます。 
 （１）の平成 23 年度と（２）の平成 24 年度の実施状況を掲載しておりますけれども、

（２）の方をごらんおき願いたいと思います。平成 24 年度は、公民館ボランティアの人

材育成を図るため、取り組み方法や心構えについて学習する機会を提供するため実施をし

ております。３月 18 日に日中ですけれども、午後１時から２時までということで、中央

公民館を会場に実施しております。講師の方は、釧路市立博物館友の会の中塚会長に講師

をお願いいたしまして、当時は公民館活動やボランティア活動に興味のある方ということ

で 43 名の受講がありました。 
 続きまして、11 ページ目ですけれども、７浦幌町学校支援実行委員会の関係でございま

す。この関係につきましては、地域全体で学校教育を支援するために、学校と地域との連

携体制の構築を図り、そして文部科学省が行っておりました学校支援地域本部事業に基づ

いて設置をしてきたところでございます。 
 平成 20 年６月から町内の各小・中学校長と社会教育委員で構成してまいりましたけれ

ども、現在はこのほかに各小・中学校の教頭先生、それから各公民館長、またＰＴＡ会長

とか学識経験者含めながら、28 名の委員で構成しているところでございます。 
 （１）で平成 23 年度実施状況ということになっておりますけれども、ネットワーク委

員会の設置ということで、それぞれ各学校、地区単位で組織するネットワーク委員会では、
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具体的な学校支援の取り決めについて協議をするとともに、幅広い教育支援活動を進めて

いるところでございます。 
 ネットワーク委員会につきましては、浦幌小学校、それから浦幌中学校、そして厚内小

学校、上浦幌地区と４つの委員会を設置しているところでございます。 
 以上が公民館事業の主な内容でございます。 
 続きまして 12 ページ目になりますけれども、図書館の主な事業について説明をいたし

ます。 
 図書館事業の関係ですけれども、12 ページ目からなります。１の浦幌町子どもの読書推

進計画の関係ですけれども、平成 24 年の３月に策定をしております。子どもの発達段階

に応じた読書活動、家庭・学校・地域において積極的に推進することを目的として策定を

しているところでございます。 
 一つ飛びますけれども、３番目、図書館主催事業の関係でございます。（１）は、浦幌町

教育の日と連携した事業ということで、浦幌町教育の日では、平成 24 年度、平成 25 年度、

それぞれ年間のテーマを読書ということで活動を行ってまいりました。この中でアにあり

ますけども、平成 24 年度は６月にブックフェスティバルを開催しまして、家読のすすめ

宣言などを行っているところでございます。 
 また（２）ブックスタート事業でございます。０歳から絵本に接する機会を提供するこ

とを目的として、平成 19 年度から実施しております。乳幼児健診、10 カ月健診の際に会

場で絵本３冊とブックリストを図書館司書から渡しているところでございます。 
 また（３）絵本のお話し会、また（４）図書館映画会につきましては、月１回ずつ開催

をしているところでございます。 
 13 ページ目をごらん願いたいと思います。 
 （５）の北海道ブックシェアリング図書提供活動に係る図書配本でございます。これに

つきましては、図書のボランティア団体北海道ブックシェアリングから寄贈を受けました

図書を、幼稚園や町内医療機関などに配本しながら、平成 24 年度から実施しているとこ

ろでございます。アになりますけれども、平成 24 年度の実施状況ですけれども、浦幌幼

稚園など６施設に対しまして 1,299 冊の配本を行ってございます。 
 （６）の巡回図書配本ですけれども、ごらんのとおり公民館や幼稚園、それから各小学

校に配本を行っておりますけれども、中ほどに子育て支援センターがありますけれども、

支援センターにつきましては、隔月１回ということになっておりますけれども、そのほか

の施設につきましては、毎月１回ということでごらんのような冊数で配本を行っていると

ころでございます。 
 次のページをお開き願いたいと思います。 
 （９）で幼稚園、保育園、小中学校、地域への読書活動支援ですけれども、学校や地域

等と連携を図りながら、図書館学習や職場体験実習などの受け入れ、地域に出向いて読み

聞かせや工作づくりを行うなど、読書活動の推進を行っているところでございます。 
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 平成 25 年度からは、読書へのきっかけづくりとして月１回ブックトークを開催しまし

て、楽しく本の見どころを紹介しながら、発達段階に応じたブックリストを作成して配布

をしているところでございます。 
 また（10）の図書館まつりの開催ですけれども、年１回ということで昨年度までは 10
月に開催をしてですね、いろいろなイベントを仕掛けながらですね、多くの方に来場いた

だくような仕掛けをしているところでございます。 
 15 ページをごらん願いたいと思います。 
 （12）の図書館ボランティアの育成ですけれども、アの読み聞かせボランティアの「ぐ

りとぐらの会」、イの布絵本づくりボランティア「浦幌布絵本の会」、そしてウの図書館ボ

ランティア（うらさぽ）、これらのいろいろな団体と情報を共有しながら事業を進めている

ところでございます。 
 下の方になりますけれども、平成 25 年度からは定期的にボランティア活動体験日（う

らさぽデー）というのを設けながらですね、新刊本の受け入れ作業やそれから図書の整理

などをお手伝いいただいているところでございます。 
 以上が図書館の主な事業でございます。 
 ページの 17 ページになりますけれども、博物館の主な事業の関係でございます。先ほ

ど会場の方は見ていただきましたけれども、博物館におきましても１の博物館講座という

ことで、それぞれいろいろな講座等を催しているところでございます。（１）平成 23 年度

実施状況ですけれども、世代間文化交流事業ということで、「琴音の中で野点を楽しむ」ほ

か 11 講座を実施してございます。延べ 317 人の受講がございました。このほかに埋蔵文

化財センターと共催した子ども考古学講座、そして日本大学生物資源学部の協力のもとに

「子どもヒグマの学校」等、町内の団体や他の機関との連携のもと事業を展開しておりま

す。また、アイヌ彫刻・刺繍教室などアイヌ文化伝承についてもアイヌ協会と連携した事

業を展開しているところでございます。 
 ２の博物館移動（ミニ）講座の関係でございます。こちらにつきましても町民の文化財

やそれから地質・草花や野生動物の探索など、各種の移動講座を四季にわたって開催して

いるところでございます。 
 （１）で平成 23 年度の実施状況ということで渡り鳥の観察会とか移動講座ほか 12 講座

を実施しながら、延べ 165 人の受講がございました。（２）の平成 24 年度も同様に地質編

ということで恐竜絶滅の謎を探るというような移動講座を開催しまして、16 講座延べ 176
人の受講がございました。 
 次のページをお開き願いたいと思います。 
 （３）ロビーコンサートの実施ということで、博物館に収蔵資料のレコードとか、また

アンプを活用したコンサートをですね、毎月１回午後からの日程になりますけども２時間

程度行っているところでございます。 
 ４は企画展の実施ということで、町民の皆様から寄贈していただいた貴重な収蔵資料と
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か、それから町民の芸術作品の発表の場として定期的に企画展を開催しているところでご

ざいます。 
 （１）平成 23 年度実施状況ですけれども、10 の企画展を開催しまして閲覧記帳者は延

べ 1,090 人となっております。3.11 本町を襲った津波展とか、それから真夏の残像展とい

うことで戦争体験を伝える、そのほかに開拓当時の農機具展とか、アイヌ文様刺繍展など

を開催しているところでございます。 
 次のページをお開き願いたいと思います。 
 ７の講義・指導ということですけれども、（１）にございますけれども、平成 23 年度の

実施状況でいきますと、22 団体延べ 735 人の方が博物館の方に来場されています。中身

としましては、東十勝ロングトレイル・モニターツアー、それから十勝社会科教育研究会

地理巡検や釧路市博物館の石炭基礎講座、また町内外から小学校の地質探訪ということで

多くの方が来場されている状況となっております。 
 ８、最後でありますけれども、博物館年報・紀要の発行ということで日常の調査研究の

成果や、それから地域に密着した博物館活動の成果を町内外に発表する目的といたしまし

て、年１回それぞれ発行しているという状況でございます。 
 以上が大変雑駁ですけれども、全体的な公民館、それから図書館、博物館の事業の内容

でございます。よろしくお願いいたします。 
○福原委員長 ありがとうございました。 
 今、説明を受けました。続きまして、この資料の説明は受けた方がいいかどうか。 
○山本教育次長 今、主な事業ということで進めさせていただいたんですけれども、こち

らの平成 23 年度と平成 24 年度の社会教育の現状につきましては、それぞれ社会教育等の

関係団体の一覧とか、それから公民館の主催事業、それから公民館の利用状況、そして図

書館の事業報告とか、利用状況と同じく博物館につきましても事業の報告とそれから利用

状況ということで、ただいま説明させていただいたもののそれぞれ内訳的な形になるもの

ですから、この中を特に説明等はですね行う予定ではありますけれども、すべての全体的

な資料の中でご質問いただければというふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 
○福原委員長 説明を受けましたので、一つずつわけて質問がある方はお願いをいたしま

す。まず１点目に公民館事業についてということで、委員の皆さんの中で質問がありまし

たらよろしくお願いいたします。 
 私からよろしいですか。２年に一度なんですけれども、町民文芸誌を発刊しているんで

すよね。その位置づけはどこにあるのかなと思ってずっと見たのですけども、どこにも記

載がないんですよね。あれはまた別な事業なのかなということで、予算伴っていますので

ね、何かどこかに入ってくるのかなと思って眺めてて思ったんですけれども。 
 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 今、ご質問された中身でございますが、今回記載をさせていただい
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ているのは、あくまでも公民館事業を中心とした事業をピックアップして掲載をさせてい

ただいております。文芸誌樹炎につきましては、樹炎編集委員会を主とした事業でござい

ますので、こちらの資料からはちょっと省かせていただいております。 
○福原委員長 わかりました。皆さんの方から何か質問がありましたら、非常にすばらし

い活動をなさっているということで、公民館事業におきましてもそうなのですが、私の方

からよろしいですか。 
 職員の研修なんかは常になされているかどうか、ちょっと伺っておきたいなと思ってい

るんですが。まず公民館事業の関係で、東部４町とか全道とか、いろいろありますよね。

そういった所に出席なさって。 
 社会教育係長。 
○熊川社会教育係長 公民館の研修の関係につきましては、毎年全道大会というのがあり

まして、そこに公民館運営審議会の委員さんを例年でいくと２名から３名程度出席して、

あと職員が随行して参加して、いろいろな情報提供をいただいて、戻ってきて当町の事業

に反映してきているところでございます。 
 24 年度は、壮瞥町の方に出席しております。25 年度は、実は全国大会も兼ねていまし

たので、今回は富良野市の方で開催しておりまして、倉本聰さんの講演ですとか、そうい

った部分でいろいろな情報提供をいただいてきているところでございます。 
○福原委員長 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 ただいまの一部補足をさせていただきたいと思いますが、職員につ

きましては、北海道の公民館協会という組織がございます。そちらの方と連携をとりまし

て情報交換ですとか、年に一度の総会の方に出向きまして情報交換というような形でやっ

ております。あわせて、職員につきましては、十勝の社会教育主事協議会という組織がご

ざいますので、そちらの方に加盟をしまして十勝管内の社会教育の関係する職員の方々と

情報交換とか、研修を重ねて地元に戻りまして、こういった事業の方の展開ということで

企画・立案から実施まで進めているところでございます。 
○福原委員長 もう１点よろしいですか。非常に少子高齢化ということで、公民館活動に

もいろいろな意味で新しい展開が必要かなというふうに思っているのですが、十勝全道で

どのような取り組みなんか、そういう学習の場に行ってなされているかということ、もし

わかる範囲で。 
○次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 ただいまのご質問でございます。浦幌町につきましては、やはり今

ご説明をさせていただいたように公民館という施設が非常に長い歴史を持っておりまして、

公民館を中心とした生涯学習活動、生涯学習公民館事業、そういった形を中心として展開

をしてきているという歴史がございます。 
 その各上浦幌、吉野、厚内につきましても、公民館を中心として文化活動ですとか、生

涯学習活動ですとか、そういった事業を道の公民館協会なり、十勝の主事会なり、そうい
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ったところと連携をしながら事業を随時時代に応じた事業を展開していくというような形

をとらせていただいております。 
 あわせて各公民館には、公民館運営審議会委員さんという方をご委嘱させていただきま

して、そういった方々とも連携をとりながら事業を展開しているというようなところでご

ざいます。 
○福原委員長 委員の皆さんの方から何か質問があったらお願いいたします。 
 野村委員。 
○野村委員 ただいまるる説明いただいて、内容的にはいろいろな団体の活動及び教育委

員会が主体的な形での事業が相加的に展開されているんだけれど、今答弁あった各公民館

には運営審議会委員が委嘱されていると思うんですけれども、これらの人たちとこの事業

のかかわりとか、その展開とか、そういう役割的なものもあるのかどうか。具体的な審議

委員の仕事内容ではなくて、このような事業に関するいろいろな先ほど言った研修は、職

員は研修をしながらいろいろな事業取り入れているというけど、公民館運営審議委員とい

うのはどういう役割、実際の事業展開としてどういう関わりがあるのかなというのがちょ

っとお伺いしたいと思うのですけれども。 
○福原委員長 社会教育係長。 
○熊川社会教育係長 公民館運営審議会につきましては、年３回ですね、それぞれの公民

館に各部会にわかれまして、運営審議会の部会という形で開催しております。主に６月、

12 月、３月と。６月については年度の事業計画をお示しして、その中で各公民館長さんが

ですね、主となって年間こういう方針で事業を進めていきますということでお話して、そ

れに対していろいろな助言をいただいたりですとか、その中にいただいたものをまた中身

に入れて年間運営していくということ。12 月については主に中間報告ですね、それを行っ

て３月に最終的に事業報告を行って、また意見をいただいて翌年に生かしていくというこ

とで、特にそして公民館の関係ですので、特に 12 月から２月に関しては各公民館におか

れましては、上浦幌、厚内におかれましては、公民館まつりがありますので、そこで各運

営審議会委員さんは実行委員会を立ち上げて、実行委員になられますし、吉野におかれま

しても館長さんが中心に今進めております吉野の文化週間、こちらについても公民館運営

審議会で審議して、あとは地域の方々と協力して事業展開をしているところです。 
 やはり公民館においては、公民館まつり、吉野文化週間の部分が年間事業の中で大きな

位置を占めているところでございます。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 活動内容的にはわかりました。今言われたとおりね、別に審議委員の活動を

どうのこうの言うわけじゃないけども、先ほどのとおり、私吉野ですけれどね、審議委員

の方は特に地元の一大イベントである公民館まつりというのがいろいろな人たちのコミュ

ニティの場所として、いろいろな団体、またいろいろな文化団体も含めてね、積極的に中

心になって動いてきて、そして核となってやってきていただいているので、よく見えたん
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ですよね。 
 ところが先ほど伺ったように、どういう理由かいろいろあるんですけど、そういう公民

館を中心としたおまつり的なイベントが非常になくなって寂しい気がするので、その中で

本当にどういう、今言ったように四半期ごとのいろいろな結果だとか、今後の方針ではな

くて、特に公民館をよくしよう、町民の地域の人のためにもっと積極的に利用していただ

こうといった時のね、そういうアクション的な提案だとか、アクション的な活動がもっと

できる、今の人が駄目だということではないけど、いろいろな意味でもっと活動なり、い

ろいろな団体飛び込んでいって、公民館で何かいいアイデアないとか、そういう活動をや

るべきではないかなと。 
 特に上浦幌も厚内も毎年毎年公民館まつり続けていますので、地域の一つの大きなイベ

ント、まつりとなっているけど、それと比較して最近は私も考えるんだけど、公民館長も

頑張っていますし、特に担当社会教育だとか、教育委員会も頑張っていますけど、やっぱ

り地域から選ばれた委員の方がもっと積極的にいろいろな団体なり、また公民館長とリン

クをしながら、公民館をもっと活発に利用していただくような活動をする業務も課した方

がいいのかなと、課した方がいいと言ったら失礼だけど、何かそういうような積極的な方

向へ持っていった方がいいのかなという気がするんですけど、その辺どうですかね。 
○福原委員長 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 ただいまの貴重なご意見ありがとうございます。まず公民館を中心

にするには、やはり個々人の方々、住民の方々が個々人で学習のする場所の提供、それと

やはり大事なのは、既存されております団体の方々とのやはり連携、そういったものが必

要不可欠ではないかなというふうに思っております。 
 今ご提案ありましたように、まず館長と公民館運営審議会の方々にはやはり個々人の方

との連携ですとか、もちろん普段利用されております団体の方々とのやはり意見交換、連

携といったものが重要になってくるというふうに思っておりますので、館長とも含めてそ

の辺は今後も協議をさせていただきながら、地域に根差した公民館活動を目指していけれ

ばなというふうに思っております。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 地域に４つの公民館ある地区って、十勝全道でもめずらしいのではないかなと思うので

すが、よその状態は全く私はわからないのですが、今職員じゃないですよね、３つとも。

浦幌市街から離れたところは。その辺なんかは管内ではどのような扱いをしているところ

は、どんなふうになっているか何かわかったら教えていただきたいんですけど。 
 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 ただいまのご質問でございます。まず先ほどちょっとお話させてい

ただきました、北海道には公民館協会という組織がございまして、そこに十勝管内で現在

加盟しているのは、浦幌町含めて３町から４町ぐらいというふうにちょっとデータがござ

いませんので概略で申し上げますが、３町から４町というふうには聞いております。 
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 その中でよく新聞なんかに掲載されるのは、本別がよく勇足公民館まつりとか、そうい

った形で積極的に活動されている記事なんかも一度目にしたこともございますが、やはり

本町の場合につきましては、十勝管内でも公民館に職員を置いて、かつ３館につきまして

は、嘱託の館長さん、臨時の館長さんを置いておりますが、やはりそういった館長さんを

中心にやっている町村というのは、浦幌がめずらしい特有な歴史があるというふうに自分

では考えているところでございます。 
○福原委員長 教育長。 
○久門教育長 管内の教育長会議の中でも、社会教育のことについては話題になります。

特に公民館活動をいかに活性化していくかということで、今補佐の方から答弁ありました

けど、十勝管内では本当に若干の公民館の活動に全体の組織として加盟しているという状

態、しかも私たちの町は公民館を中心に地域の活性化を図っていくと。この基本方針でや

っておりますけれども、他町におかれましては、なかなかそうはいかなくて貸館的な役割

は担えるけれども、公民館自体が企画・運営・立案していくということが難しいと、衰退

していっているというのが現状でございます。 
 管内的にも全道的にもそうですけど、いかにして公民館活動の活性化を図っていくかと

いうのは、これは全道的な大きな課題になっております。 
 浦幌におきましては、今象徴的であります公民館まつり、私ここに仕事に就けさせてい

ただいたのが 21年でありますが、最大の課題がこの公民館活動がいかに継続していくか、

そして一度閉じた所については、再開をしていただくかということでありました。 
 幸いにして吉野の方もですね、23 年度から文化週間という形でありますけれども、徐々

に立ち上がってきておりまして、館長はじめですね、公運審の皆さん、それから関係者の

皆さんが大変ご苦労いただいておりまして、今年度で３年目に入ります。これが一つの公

民館まつりの形になっていくのかなと思って、教育委員会としても企画的な面、それから

予算面でもバックアップをしているところでありまして、私はもう数年のうちにですね、

ほかの館と同じように吉野の方も復活していくものと希望を抱いております。そのように

また館長にもお願いをしているところであります。 
 いずれにしましても、この地域を活性化していくというのは、中央で何か号令をかけれ

ば動いていくというものではございません。地域に住む方々とともに公民館活動、コミュ

ニティ活動を盛んにしていく、それが本当に地道な活動でありますけれども、一つ一つサ

ークルを興していくとか、講座を中央だけじゃなくて地方でも行うとか、それからボラン

ティア活動のようなそういうことをやっていく方の養成研修ですね、こういうものを行っ

ていくと、そういうことに今後とも意を尽くしてまいりたいと思っております。 
○福原委員長 ほかに公民館事業について、ご質問ありませんでしょうか。また後から気

が付いたら全体的なことは諮りますけど、次に進んでよろしいですか。 
 次、図書館の事業についてということで、質問がありましたらお願いいたします。 
 今見せていただいた図書館も非常に立派で使いやすくて、それぞれの魅力あるコーナー



- 13 - 
 

を設けながらすばらしい活動、心のこもった事業の展開をしていると私は大変感心して、

そんなにたくさん本を借りているわけじゃないんですが、結構読む方ではないかなという

ふうに思っております。 
 蔵書は何万冊と言っておりましたよね。 
 図書館係長。 
○栗本図書館係長 現在のところ７万 7,000 冊ほど所蔵しております。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 説明の時に 16 ページですね、ここについてもう少し詳しく時間の延長につ

いてね、現在どのように展開しているか、今後どう考えているかお聞きしたいんですけれ

ども。 
○福原委員長 図書館係長。 
○栗本図書館係長 開館時間の延長に向けた 16 ページの関係なのですけれども、試験的

実施ということで町の行財政改革プランに基づきまして図書館の更なる利用促進を図ると

いうことで、利用時間の延長に向けた 23 年度はその調査・研究に着手するということで、

24 年度につきましては、町民アンケートを実施しまして、図書館の開館時間についての町

民アンケートを実施しまして、掲示してあるのが 644 人に回答をいただいております。 
 現在、図書館は 10 時から午後６時までの開館時間となっておりますけれども、今のま

までよいという方が多かったのですが、遅くしてほしいですとか、早くしてほしいという

ことで、数名の方、載っている方が回答されておりまして、24 年度はそういった状況を調

査しました。 
 今年度につきましては、それを受けまして試験的にですね、７月から 10 月までの４カ

月間を２時間延長しまして、午後８時まで開館しておりました。来月２月なのですけれど

も、新刊が入る曜日に４回ほどまた冬期間ということで開館時間を延長しまして、利用者

の状況、貸出冊数の状況ですとか、またアンケートをとりながら利用者の意向を確認して、

調査していく予定となっております。 
 26 年度については、可否の決定という形になっておりまして、今年度については試験的

に開館時間を延長している状況でございます。 
 失礼いたしました。７月から今年度 25 年度に行った部分につきましては、毎週水曜日

ですね、休刊日を除くんですけれども、２時間延長しまして午後８時まで開館しておりま

した。毎週水曜日と言いますのは、新刊が入荷する日でございますので、それに合わせま

して午後から貸出が可能となりますので、仕事帰りに寄っていただけたらということで水

曜日毎週１回ですね、延長４カ月間してきたところであります。 
 ２月につきましては、予定しておりますのが２月５日、２月 13 日、２月 19 日、２月

26 日の４回を予定しておりまして、いずれも新刊が入荷する日となっております。以上で

す。 
○福原委員長 差間委員。 
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○差間委員 なかなか自分でもですね、図書館へ時間的に行けなくなってしまったのです

けれども、やっぱりこういう本が出ているなということで図書館へ行きたいと思っても、

なかなか時間が合わなくて、それでちょっと顔を出すにも中の様子を見てもうしまいかけ

ているなと思ったら入りにくいものですからね。 
 それでこういったふうに新刊の入荷の日に合わせてやっていただけるということでした

ら、本当に利用者もこれは大した多くは見えないんですけれども、この状況をですね、こ

の括弧づきが。 
○福原委員長 図書館係長。 
○栗本図書館係長 こちらの表につきましてはですね、24 年度に行った町民アンケートの

結果なので来館者数ではないんですけれども、その人数です。 
○差間委員 この人数はわかるのですか。７月から 10 月までの各水曜日ですね。 
○栗本図書館係長 ちょっと今数字がぱっと出てこないのですけれども。 
○福原委員長 教育次長。 
○山本教育次長 ７月から 10 月まで行ったわけなのですけれども、ちょっとばらつきが

あるんですけれども、６時で通常閉館するところが６時から７時、７時から８時という形

なのですけれども、最大多い時でですね、６時から７時の間で 10 人という時があったの

ですけれども、やはり７時から８時になってしまうと、０人という時もありましたし、一

人とか二人とか、人数が非常に少数ということの結果でございます。以上でございます。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 なかなかこういう図書館の時間延長というのは、聞いてみますともうちょっ

と遅くやってくれたらなという町民もいるんですけれども、やってみると大した来ないと。

だからね、だからこそ周知が必要で、それでできれば長い期間これにトライしていただき

たいなと思うんですけれどもね。 
 ですから、どういった形になるか僕もちょっとわからないんですけれども、何とか図書

館の開館時間の延長に向けて、いろいろなことをやってほしいという気持ちはあるんです

よ。その点については、今後の見通しですね。 
○福原委員長 教育次長。 
○山本教育次長 正直なところ、昨年の４カ月間の実績を見るとどのような形というか、

着地点がどうなのかなというふうには考えているところなのですけれども、少数であって

も図書館が延長になっている状況の中でですね、例えば中学生が塾帰りにそこでお父さん、

お母さんとの待ち合わせをしたりとか、テスト期間中はたまたま延長日だった場合は、そ

ういった形で図書館を利用したりとか、人数は少ないんですけれども、それぞれのニーズ

に応じながらご利用いただいているところでございます。 
 差間委員がおっしゃるとおり、いろいろな中でですね、ＰＲすることが必要だというふ

うに考えますので、いま冬期間の実施ということで２月に４回実施しますけれども、広報

等で周知させていただきますけれども、さらにいろいろなＰＲ方法、そしてそういった方々
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からもご意見をいただきながら、新たな年度の中でですね、どんな形がいいのかというこ

とをですね、検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 いろいろご説明いただいた中で、皆さん一生懸命やっておられるなという感

じがしたわけですけれども、この中でですね、非常に図書館の活動を活発に運営していく

ために、いろいろな方のご協力を得て現在いろいろな活動がなされているのかなと、資料

などを見せていただき、また説明を受けた中で感じております。 
 その中で、15 ページにですね、12 番に図書館ボランティアの育成というようなことで

の説明があるわけですけれども、現在、読み聞かせボランティア１団体、布絵本のづくり

ボランティア１団体、図書館ボランティア（うらさぽ）ですか、このようなボランティア

の方の支援を得た中で活動を活性化させていると思うわけですけれども、今後ですね、こ

ういった人材をやはり継続的にやはりキープしていくというか、またその関係というもの

をですね、やはりもっともっといい方向へ持っていくためにいろいろその関係への努力を

していく必要があると思うのですけれども、その辺の育成を含めた協力関係の考え方とい

うか、その辺についてご説明いただきたいと思います。 
 またあとですね、ここに小企画展、博物館講座、ミニ移動講座、出前講座、ロビーコン

サート、各大学のいろいろな研究機関との連携、そんなようなこともご協力の中で博物館

の場合いただいているようですけれども、その辺含めてご説明いただきたいと思います。 
 博物館あとかな。すいません。図書館だけお願いします。 
○福原委員長 図書館係長。 
○栗本図書館係長 先ほどありました図書館ボランティアの育成という形なのですけれど

も、現在読み聞かせボランティア１団体、布絵本づくりボランティアと図書館ボランティ

アということでうらさぽのメンバーが活動していただいておりまして、読み聞かせボラン

ティアにつきましては、月１回のお話会ですとか、各種いろいろな行事図書館まつり、多

種いろいろな行事にですね、読み聞かせを中心にご協力いただきながら活動していただい

ております。 
 現在、会員数が７名という形なのですけれども、新しく小さなお子さんを連れたお母さ

んも入ってきて、お話し会に来ていただく顔ぶれもですね、赤ちゃん連れた親子連れが多

くなったりですとか、新たな展開を見せている状況であります。 
 布絵本づくりのボランティアの方々につきましては、23 年４月に発足しまして、いま月

に２回活動日ということで布絵本づくりをしていただいております。こちらの方はですね、

つくっていただいた布絵本は、先ほど館内にも展示してありましたけれども、図書館です

とか、幼稚園、保育園の方にも寄贈していただいておりまして、図書館まつりなど、そう

いったところでですね、実演を行っていただいたりですとか、深く図書館の方にかかわっ

ていただいてご協力いただいているところであります。 
 図書館ボランティアのうらさぽという所の部分なのですけれども、24 年度の時には一度
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曜日を決めまして、図書館のボランティア活動体験日ということでうらさぽデーを設置し

たのですけれども、今年度につきましては、毎月定期的に１回ですね、図書館業務の体験

をしていただくという活動日をつくったのですけれども、そちらの方には現在ですね、常

時来ていただいているのが２名から４名ぐらいですね。ほとんど水曜日に設定しておりま

すので、新刊本の受け入れ作業、また図書の整理作業などを行っていただいている状況で

す。 
 ボランティアさんにつきましてはですね、こういった活動のほかにも今年度は 10 月に

行った図書館まつりの時には、こういったメンバーの方にお手伝いいただいたほか、図書

館の司書体験ということで池田高校の生徒さんが来ていただいた時にもボランティアとし

てお祭りの方に参加していただいたりですとか、いろいろな方にご協力いただきながら各

種行事を進めているところでありますので、さらに皆さんとのかかわりを連携を図りなが

らいろいろな事業、図書館の職員だけでは手が回らないところもありますし、皆さんのお

知恵ですとか、お力を借りながら地域で図書館運営を進めていきたいと考えております。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 １点ちょっと。23 年度の事業で蔵書点検作業って５ページにありますよね。

これ 24 年度は見当たらなかったのですけれども。それがうらさぽデーに合わせてやって

いるということなのですか。23 年度と 24 年度の資料ありますよね。23 年度の５ページに

ある。 
○福原委員長 図書館係長。 
○栗本図書館係長 23 年度につきましては、資料５ページで蔵書点検作業という所ですか

ね、24 年度の所がないという。24 年度の資料の６ページの 16 番目の所にですね、図書特

別整理期間ということで年１回ですね、全部の蔵書点検をするということで休館するんで

すけれども、そちらの方にあります。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 お伺いしたいのは、すばらしい数字もあがっていますけど、基本的な考え方、

毎年予算を組んで本を購入していくわけですけれども、いろいろなジャンルにわたって何

を基準に、金額的に最近はだんだんと少なくなってきて、可哀そうだと思っているんだけ

れど、時給と言ったら言い方失礼だけど、借りに来た人と蔵書がないという、検索システ

ムだとか、帯広だとか、場合によっては国会図書館まで連絡とれるような形になっている

けれども、やはり図書館というのはそこに蔵書、目についた時に借りられるというのがサ

ービスであるし、そのために知識の集約の場所だと思っているんだけれど、そういう基本

的な蔵書のふやすというか、どんどん更新していく、月刊誌、週刊誌みたくリサイクル的

なものは別にしてね、基本的な考え方、ウエート的なものというのは、決めて毎年進んで

いくものなのか、あわせて私もこの図書館つくった時に議員としていたもので、あの時に

はもう月 500 万ぐらい予算組んで、10 万冊めざそうというような記憶だけなので、よく

ないのですけど、それでみるとまだ７万冊、冊数がふえればいいというわけではないけれ
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ど、やっぱり特色のある、先ほど見せてもらった、これからも出てくる博物館、博物館関

係の資料だったら、浦幌図書館へ来ればそこそこ揃っているよとか、何とかポリシーとい

うか、そのカラーというものは、予算も絡んでくるだろうし、その辺はやっぱり担当の部

署の責任かなと思っているんだけれども、ちょっと何を聞いたかよくわからないけど、と

りあえずいろいろな蔵書、ふやしていくことに対する基本的な基準というものは設けて毎

年進んでいくものなのか、それに対して今これからまた予算審議ありますけど、その本代

というか、それに対しての考え方等どうなのか、あともう１点、やはり指導でいいという

か、いろいろな形で今子どもたちにも読み聞かせだとか、講演をやっていますけど、そう

すると子どものベースにおいて、浦幌へ来ればすべてにわたって特色のある蔵書というの

かな、そういうような考え方はできないものなのかということをちょっとお伺いしたいな

と思います。 
○福原委員長 図書館係長。 
○栗本図書館係長 今、500 万から比べると減りましたけれども、大変ありがたく予算も

ありまして、本を毎年購入することができております。また寄附をいただきながら図書を

購入して、水曜日に新刊が入るということで、それを目玉にしながら玄関入った入口のと

ころに目立つように置いたりしてですね、努めているところではありますし、またどんな

本をという部分では、偏りなくいろいろなものを揃えていくという形ではしておりまして、

また古い本については、入れ替えしながらしていこうという部分もあるんですけれども、

なかなか高額な本もありますので、すべてをいっぺんにというのはなかなかできなくてで

すね、今現在人気のある作家さんの本ですとか、子どもたちの部分ですと絵本や児童書で

すね、紙芝居等、また視聴覚資料ということでＤＶＤですとか、そういったものも入れな

がらやっていくとですね、なかなか特色のあるというところ難しい部分もありまして、地

域資料ですとかそういった部分にもまた力を入れていかなければいけないのかなと思いな

がらいるわけなのですけれども、図書館は博物館と併設しておりまして、こういった所が

管内的にと言いますか強みでもある部分でもありますので、博物館の関連した事業と展開、

同じく足並み揃えて、例えば去年ですとアンモナイトが発見された時には、本物のアンモ

ナイトを図書館の中に展示していたんですけれども、そういった中ではすごく視察に訪れ

る方もいらっしゃって、博物館に来たんだけれども、図書館にも来ていただいて図書館を

知っていただくというとてもいい機会にもなったかなとは思っておりますので、本に限ら

ずそういった事業を一緒に展開しながら進めていければなとは思っております。 
○福原委員長 教育次長。 
○山本教育次長 ただいまの説明に対して補足させていただきますけれども、正直なとこ

ろ、野村委員からおっしゃられたところがですね、一番図書館にとって大事なところとい

うか、課題であるというふうにとらえております。 
 現在、開館から含めまして７万冊ということを目標に蔵書を図ってまいりましたけれど

も、まちづくり計画の中でいきますと成果指標の中でいきますと、さらに７万冊からそれ
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以上の冊数というところで目標を定めているところなのですけれども、このところの年間

予算でいきますと、300 万の予算の中で蔵書しながら更新しているところなのですけれど

も、そこで果たして７万冊がいいのか、７万冊から８万冊というのがどうなのかというと

ころを今まさに議論しているというか、私たちの中でもどういったところで今展開してい

こうというふうに考えているのが正直なところの現状でございます。 
 先ほどからの図書館としてのポリシーとか、それからカラーを出したらどうかというご

指摘もありましたけれども、まさにそういったところを来館される方々とか、それから小

学校の児童生徒も含めながら、いろいろなニーズに対してどうこたえていくかというのが

今の図書館の課題であり、私たちの任務であるというふうに考えておりますので、これか

らまたまちづくり計画の中でも前期が終わり、後期に向かっていきますけれども、その中

でもこういった形というか、浦幌町立図書館に来るとこういったものがあるとか、それか

ら浦幌町との博物館や歴史とのかかわりを持てるような、そんな形のですね、蔵書につと

めてまいりたいというふうに思いますので、ご理解のほどお願いいたします。 
○福原委員長 ほかの委員さんで質問。河内委員。 
○河内委員 今後の課題だと思うんですけれども、今時代がですね、ネット社会というこ

とでどなたも家にパソコンを持っている時代でして、情報化社会の中でそういった図書館

が占める、そういった今後ネット社会とのかかわりの中で、例えば電子図書とか、そうい

うことも今出てきていますよね。そういうこと含めて今後やっぱりいろいろあり方という

のは、時代とともに模索していく必要があると思うんですよね。その辺の研究だとか、そ

ういう研修会だとか、今後のそういった未来志向というかな、そういう時代に即した図書

館のあり方とか、そういうものは研修とか勉強とか、何かされているのでしょうか。 
○福原委員長 図書館係長。 
○栗本図書館係長 今おっしゃられたように、電子図書につきましては、管内ですとか道

内の図書館協議会の中では、一部講演とかの中でお話を聞く機会があったりですとか、そ

ういったことはあるんですけれども、そういったところで情報収集しながら、またいろい

ろな地域のほかの図書館の状況を聞きながら、情報収集しているところではあります。以

上です。 
○福原委員長 よろしいですか。差間委員。 
○差間委員 先ほどの新刊が年間 300 万と言ったんですけれども、例えば、私なんか前に

行っていた時は、図書館にない本は手に入るかどうか窓口で聞いて、それで受付の紙に書

きますよね。そして、入ったって連絡もらって借りに行くんですけれども、そういう作業

というのはね、例えば、そういう町民がいた場合は、それは次の新刊を手に入れる中にそ

の本を入れるという圧力にはなるのですか。これも入れなきゃというふうになるんですか。 
○福原委員長 図書館係長。 
○栗本図書館係長 リクエストは常時受け付けしておりますので、それを受け付けしまし

て入れれる本であれば購入するように手続きをとりまして、ちょっとすぐ入るかどうかは
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あれなんですけれども、入る形にはなるので、リクエストしていただいた方が購入の中に

は入ってきます。 
 ちょっと購入できないような古い本ですとか、そういったものは全道総合貸借という形

で本を貸し借りすることができますので、ほかの図書館からお借りして、それをお貸しす

るというようなこともしております。 
○福原委員長 あとよろしいですか。図書館について。また何かありましたら、後から総

体の時に。次に、博物館事業について質問ある方。河内委員。 
○河内委員 博物館の利用状況、累計数を見ていくとですね、年々ふえていくということ

で、これも努力の賜物かなと思っているわけですけれども、この中で先ほどお聞きしたよ

うにですね、いろいろな方のご協力を得ながら小企画展だとか、博物館講座だとか、ミニ

移動講座、出前講座、ロビーコンサート、研究者の受け入れ、その中でいろいろ大学関係

の連携、また三笠市立博物館、それとまた帯広百年記念館、このような形でいろいろな大

学、各関係機関と連携をしながらですね、そういったものを進めているわけですけれども、

その辺の連携についてどのように対応されているか、また今後考えているかということに

ついて、考え方をお聞きしたいと思います。 
○福原委員長 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 ただいまのご質問でございます。まず大学との連携につきましては、

お手元にお配りさせていただいております資料、平成 23 年度資料の中の 13 ページになり

ます。あわせまして、平成 24 年度でいきますと同じようにページ数 13 ページにございま

す。こちらの方が主に大学との研究者受け入れということで大学との連携について記載を

させていただいております。主にヒグマ研究ですとか、貝の化石といったこういった内容

について大学との連携をとらせていただいているような状況でございます。 
 あと各事業の連携につきましては、町内にいらっしゃいます方々、それとか博物館での

ボランティアの方々、いろいろな方々がいらっしゃると思いますので、そういった方々と

も密接な連携を今後も進めていきたいなというふうに考えております。 
 以上でございます。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 この中でお礼というのかな、団体に対するお礼だとか、そういった部分とい

うのは、どういう対応をされて。 
○福原委員長 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 お礼につきましては、町費の中から謝礼という形でお出しする方法

とあとボランティアの方々については、無償ボランティアという形で謝礼をお支払いはし

ないというような方法というふうにとらさせていただいております。 
○福原委員長 よろしいですか。野村委員。 
○野村委員 先ほどから私は差別化だとか、いろいろな特色のことばっかりしか言わない

で申しわけないけども、図書館もそうだし、今回博物館併設しているから、文献的にも揃
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えた方がいいという考えなんだけど、実際のもの今日も見させてもらって、やはりほかに

ない特色になって、めずらしいものそれをどういかに広げて町民ばかりじゃなくていろい

ろな人、ここでは研究者という形で何組かありますけれども、そこでちょっとお伺いした

いんだけれども、ジオパーク構想だかという形でＫＴ層だとかアンモナイトだとか、貝化

石だとか、大きな核になると思うんだけれども、そういうものはジオなんだかの核にはな

るべきものではないんですか。その辺の総体的にどういうふうなのか、今回鹿追でしたっ

け、あれもいろいろな自然を一つのアピールとして申請を申し込んでいるけれども、そう

いうことを考えると、この大自然の中ですばらしいものが厳然として出てきたり、厳然と

して世界に類のないＫＴ層があったりしたら、そういうのが一つの目玉になるのではない

かと思うんだけれども、そういうのとはリンクしないものなのですか。その辺はどうなの

ですか。よくわかりませんけど。 
○福原委員長 教育長。 
○久門教育長 ジオパーク構想ですね、このシンカイヒバリガイが発見されて、その後も

類似したような新しいものが次々と出てきているということで、当然事務局としてもです

ね、このジオパーク構想というものを考えていきたいということでおりました。 
 昨年ですね、鹿追の方で認定されまして、鹿追の教育長からもいろいろ情報をいただい

ております。何が必要なのかと言いますと、私たちの町の場合は、品物としては非常にい

い、地層もかなり連続して出てきているということでかなり条件は揃ってきているかと思

うのですが、ただ１町だけでなすものではなくて、例えば地質的にも隣にも足寄の化石博

物館があります。非常に似たような状況、状態が続いております。 
 ですから、複数の町でそういった財産をですね、きちっと形にしていくという上では可

能なのかなと思うのですが、大きく違いますのはそれを支えていくいわゆるボランティア

団体と言うんですかね、日常的に地質なり化石なりのボランティア的に説明をしていった

り、みずから調査に加わったりですね、そういう所が大きく我が町の所はそこまで生き得

ていないということが挙げられるかと思います。 
 それとあと学校教育の中でも幼・小・中・高連携という中で、教科としてですね、ジオ

パーク構想に耐えうるような、例えば浦幌学とか、そういうものが町全体の中でできて、

歴史があると、そういうものも条件のようです。 
 いろいろありまして、鹿追の話を聞きますと、単独で今手を挙げてジオパーク構想に名

乗りを上げるということには、まだまだ準備を重ねないとまずいなという考えはしており

ます。 
 もちろん教育委員会の内部、委員長はじめ内部の中でもこのジオパーク構想の話は話題

に出ておりますが、そういう状況ですのでまだまだ周りを固めていかなければ、一足飛び

にはいかないという状況でございます。 
○福原委員長 ほかに何かございませんでしょうか。 
 差間委員。 
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○差間委員 説明資料の 19 ページの東十勝ロングトレイル・モニターツアー、これはい

ろいろな浦幌町内でも商工会と大変気にしておられると思うのですけれども、例えばです

ね、今十勝全体でもやっとアイヌ協会のＮＰＯが今立ち上がるんですよ。もうすぐにです

ね。 
 それで各地にある自然の状況、それからいろいろな資料のなんかいろいろ含めて、皆さ

んにどうアピールしていったらいいかということ、集まっていろいろ相談しているんです

けれども、やっぱり浦幌町もですね、歴史的にそういう専従民族が確かにいたということ

で、その資料、史跡いろいろ残っているんですけれど、そういったものも利用して、この

東十勝ロングトレイル、こういったものもし企画していただければというふうに思うんで

すけれども。 
 それからもう１点、博物館の中でいろいろな資料を今日見させていただいたんですけれ

ども、各資料一つ一つですね、どういった状況でそれを収集したか、誰が収集したか、そ

の時点ですね、時間的なことですね、そういったことも確実にあれは全部記録してあるん

ですよね。その辺ちょっと含めて。これで２点。 
○福原委員長 教育次長。 
○山本教育次長 まず１点目のロングトレイル・モニターツアーとの関連の差間委員がお

っしゃった新しいアイヌ協会のＮＰＯ団体とのかかわりなのですけれども、ロングトレイ

ル・モニターツアーにつきましては、十勝全体というか、その組織の中の東十勝の部分で

浦幌町のいろいろな炭鉱とか、温泉とか、海岸線とかいろいろなルートが自然を利用する

中でルートがあるということで、その中に多くの人々をですね、入ってもらいながら、そ

のツアーということで実施しているところでございます。 
 こちらにつきましては、あくまでも博物館の中の講義・指導の中の協力という形でです

ね、そちらの実行委員会と連絡をとりながらそれぞれのコースについて浦幌の持ち味とか、

いろいろな歴史的背景も含めながらかかわっているところでございます。 
 同じような形で今ＮＰＯ法人がかかわるような形とか、それからアイヌにかかわります

歴史的なかかわりについてもかかわることができると思いますので、そういった中ではま

た情報交換をしながら、そういったものともかかわりを持っていきたいというふうに考え

ております。 
 また博物館の資料の関係なのですけれども、これにつきましては、それぞれほとんどが

寄贈いただいた資料とか、そういったものが中心なのですけれども、収蔵にあたってはそ

れぞれの展示の中には記載はしていませんけれども、台帳整理をしているところでござい

ますので、その中できちんとした中でいついつの収蔵とか、どなたからのものだとか、そ

ういったものを整理しているところでございます。 
 以上で終わります。 
○福原委員長 ほかに何かございませんでしょうか。 
 １点よろしいですか。入って右側の博物館のですね、壁に展示してある展示物あります
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よね、下駄ですとか古い電話ですとか、あの部分が開館以来ふえてもいない、減ってもい

ないという状態なんですけど、展示物はないのでしょうか。あのスペースがずっと半分以

上空いていますよね。何か勿体ないなといつも見ているんですけれども、その辺なんかは

どんなふうに考えてますでしょうか。 
 教育次長。 
○山本教育次長 博物館は平成 11 年から開館しまして、リニューアルをしたのが平成 23
年となります。その時は、新たなものということで、ちょうど今中央の部分に設置したも

のなのですけれども、今、委員長からおっしゃられましたいろいろな農耕用の道具とかそ

ういったものは変わっていない状況になります。ただ、収蔵している中ではですね、いろ

いろなものがあるんですけれども、その時は交換という形ではなくて、こちらにも記載し

てありますけれども、小企画展とかそういう時にロビーを使いながら、そういったものを

出しながらですね、ごらんいただくような方法をとっているということで、たくさん数が

あるものですから大きなメーンの方は取りかえないで、小企画展の中でですね、町民の方々

にごらんいただくような方策をとっているところでございます。 
 以上でございます。 
○福原委員長 博物館事業に関して、何かございませんか。 
 なければ、全体でここだけは聞いておきたいというようなことがありましたら、お願い

いたします。 
 よろしいですか１点。図書館の方の事業で２点、３点ばかり、インターネットによる予

約ありますよね。あれの実績がわかればお願いします。それと視聴覚資料の数と言うので

すか、ＤＶＤですとか、そういったものの数とか、それから閲覧はどの程度されているか。 
 それと不明図書は、浦幌町の場合はあるのかないのか。それと図書が汚れて却ってきた

りとか、何か線が引かれてたとか、やぶられていたとか、そういうものはあるのかないの

か。その３点についてわかる範囲内でお願いします。 
 図書館係長。 
○栗本図書館係長 順番が違いますが、すみません。不明資料の部分につきましてはです

ね、蔵書点検の際に全部の図書を点検しますので、その中で不明になっているものについ

ては３年経って全部の点検をして出てこないものについては、除籍という形で処分という

か、廃棄と言いますか、している形でありまして、24 年度につきましては、不明資料は

21 点ございまして、そのうち８点の方が長期不明という形になっていましたので、除籍と

いう形で処理をいたしました。 
 23 年度につきましても長期不明の資料が７点ほどございましたので、そちらの方も除籍

という形で処理をしております。 
 インターネットの件数は、現在資料を持ってきていなかったものですから、詳しくあれ

なのですけれども、視聴覚資料の方は、持ってきていなかったです。 
 汚れですね、図書の返却された時の汚れにつきましては、クリーニングしたりですとか、
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もし破れていたりしたものは補修しながらまた戻すのですけれども、貸し出しする時には

破れがありですとか、汚れがありというような表記をしながら出しております。 
 よっぽどひどいものについては、除籍という形で処分をするような形をとっております。

すみません。資料がなくて申しわけございません。 
○福原委員長 わかりました。ビデオの場合は、23 年度で 921 本と言うのでしょうか。

ということで、これ貸し出し数ですか。重複していることももちろんあるんですね。在庫

というわけではないんですね。これはね。 
 ビデオは主に子ども向けでしょうか。 
○栗本図書館係長 主に見に来られるのが小学生、中学生のお子さんが多いので、そうい

ったものをメーンになりますけれども、話題のものですとか、人気のあるようなものを各

種取り揃えておりまして、館内の中で見られるものとまた月１回映画会というのを開催し

ていますので、上映権のついたものと、それぞれ揃えながら揃えております。 
○福原委員長 ありがとうございます。ほかに何かございませんでしょうか。 
 よろしいですか。 
 議長の方で何かございませんでしょうか。公民館へ行ってこなかったんですけれども、

今日は。 
○田村議長 それぞれ今日はお忙しい中、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査という

ことで、それぞれご協力いただきまして心から厚くお礼申し上げたいというふうに思って

ございます。 
 別段、私の方からは申し上げることはありませんけれども、特に公民館事業においては、

今、人と人との関係の疎遠だとか、いろいろなことがありますけれども、それは公民館活

動の中で地域の活性化をやりながら、町の発展をつなげていくという観点から言えば、そ

れぞれ公民館活動をさらに力を入れていただきながら、公民館活動をすることが大事なこ

とになるのかなというふうに思いますので、この辺も運営委員会も審議会もあるでしょう

し、まただんだん年配になっていくという観点から言えば、やっぱり教育委員会主導の形

をとりながら盛り上げていったらいいのかなというような感じもしますので、その辺一つ

お願いしたいなというふうに思ってございます。 
 また図書館事業につきましては、それぞれ浦幌教育の日を制定しましてから、「つなげよ

う・ひろげよう・読書の輪」という中で一生懸命子どもたちに本を読んでいただくという

環境づくりに努力されていることについても十分承知をしておりますけれども、これをま

た一層読書し、子どもたちに浸透させるというようなことで、この辺もなお一層の努力を

していただければ、こんなありがたいことはないなというふうに思ってございます。 
 また博物館については、恥ずかしい話、本当に初めて今日見させていただきながら、本

当に感動をしたところでございますけれども、これも浦幌町の本当の文化的歴史の中での

ことでございますので、これもやっぱり本当に恥ずかしい話ですけれども、自分もしない

で人のこと言えるかというようなこと言われるかもしれませんけれども、これもやっぱり
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子どもの情操教育を兼ねての中で、子どもたちに浸透させながらやっぱり館長はじめとし

て今日みたいな懇切丁寧な説明をしながら教育していくということも、これもふるさと十

勝の浦幌のためになるのかなというふうに思ってございますので、そんなことで大変いい

勉強をさせていただいたなと思っております。 
 そんなことで一つなお一層、ご尽力、ご努力をされますよう、切にお願いをしたいとい

うふうに思ってございます。以上です。ありがとうございました。 
○福原委員長 暫時休憩に入りたいと思います。 
 

午前１１時１４分 休憩 
午前１１時２５分 再開 

 
○福原委員長 休憩を解きまして、審議に入りたいと思います。 
 それでは、再開いたします。この報告書の作成につきましてのことをお伺いしたいと思

いますが、どのような形にしたらよろしいでしょうか。 
 河内委員。 
○河内委員 今日のいろいろな流れの中で、委員長にお任せしたいと思います。とりまと

めを。特に委員長の方から我々に何か確認がなかったら、委員長とりまとめを。 
○福原委員長 いつもでしたら副委員長と合同作業をするのですが、今日副委員長がイン

フルエンザで休んでおりますので、私に一任していただいてよろしいでしょうか。 
 そのようなことで報告書を作成したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 ほかに何かございませんか。野村委員。 
○野村委員 今の一任ですけれども、単なる最終報告書じゃなくて、今日の特に録音もし

ていますし、皆さんの発言も的確な意見が出たと思うので、委員長に原案作成を一任とい

う、ちょっとおかしなあれですけれども、それで出されたものについてまた委員会を開い

て、皆さん今日は３人しか、委員長入れて４人しかいないですけど、加除するという形で

最終報告書を作成するというのが流れでいくのではないかと思うんですけど。 
○福原委員長 今、野村委員の方から原案をつくってから一度集まりを持った方がいいと

いうことですね。事務局的にはいかがですか。そんな急に収録してから。 
○河内委員 例えばね、今後いろいろな日程の中で取り組まれた、その時のちょうど同じ

日の時間を使って、対応していただければいいんじゃないかな。 
 わざわざそれで集まるということじゃなくてね。 
○野村委員 次は、10 日、14 日。 
○前田議会事務局長 １週間ぐらいでたぶん起き上がると思いますので、臨時会ぐらいを

めどに委員長に原案つくってもらえれば、再度総務常任委員会を開いて、10 日は議会報告

会ですから、そんなに時間ちょっとない。班わかれますし。 
○野村委員 今、一番時間的な余裕があるのは、河内委員言われたように、集まった時に
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合わせて委員会の開催でやるとしたら 14 日の臨時会の時には十分時間がありますので。 
○福原委員長 今、野村委員の方から原案作成をした後、委員でまた検討するということ

ですので、臨時会 14 日に開催されるということで、14 日の臨時会終わったあとでよろし

いですか。14 日の臨時会終了後にまた総務委員会を開催したいと思いますので、よろしく

どうぞお願いいたします。 
 あと、ほか何かございませんでしょうか。なければこれで閉会してよろしいですか。 
○前田議会事務局長 ただいまの 14 日の関係は、文書で通知しませんので、口頭で通知

済みということで、阿部副委員長には言っておきますけど、そういうことで確認させてく

ださい。 
○福原委員長 所管事務調査は、これにて終わりたいと思います。３番目その他となって

おります。何か皆さんの方からございませんでしょうか。 
〔「ありません」の声あり〕 

○福原委員長 それでは、これで総務文教厚生常任委員会を閉会したいと思います。 
 長い時間、貴重なご意見をいただきまして大変ありがとうございました。お忙しい中、

雪の中、参加していただきましたモニターの皆さんにも本当にありがとうございました。

今後ともまたどうぞよろしくお願いいたします。どうもご苦労様でした。 
 

閉議 午前１１時２９分 


