
生涯学習の推進 
 

１ 現  状 

生涯学習とは、一般には人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、文化活

動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動など様々な場や機会において行う学習

の意味で用いられます。また、人々が、生涯いつでも自由に学習機会を選択し学ぶことができ、その

成果が適切に評価される社会を実現していくことの理念を目指し、私たちが自分らしく生きていく上

でも非常に密接な考えとして捉えることができます。 

今回の計画策定に際し実施した「生涯学習に関するアンケート調査」の結果によると、生涯学習事

業の情報入手方法としては、町が発信する広報誌やホームページ等から活用されている現状でありま

すが、事業の開催を知りながらも、日常生活の制約上参加できないという状況も見受けられます。 

本町においては、うらほろスタイル教育の推進のため、「浦幌町小中一貫コミュニティ・スクール」

及び「浦幌町地域学校協働本部」や地域住民の知識と学習成果を活用した取り組みである「早寝・早

起き・朝ごはん運動」を継続し「うらほろスタイル推進連携会議」との連携による事業などが盛んに

行われています。 

また、令和２年に設立された「十勝うらほろ創生キャンプ地域協議会」から運営委託を受けた「一

般社団法人十勝うらほろ樂舎」との連携により、今後さらに活用されるデジタルツールを用いて、遠

隔による交流・学習を行いながら地域課題に対し、共に学ぶ機会を充実させて生涯学習の推進を図り

ます。 

そのためには、公民館・図書館・博物館など社会教育施設を有効活用し、地域住民主体による学習

成果を生かせる環境の整備や、本計画を指針として「人づくり・つながりづくり・地域づくり」の担い

手の育成に努め、学校と連携・協働した事業による地域教育力の向上や「子どもたちの学びを広げ、

支える」推進体制づくりと持続可能なまちづくりが必要であります。 

更に「地域の良さや課題を学ぶ」機会の提供と共に「町民の学びを行動につなげる」など地域課題

解決を行い、持続可能な地域づくりの推進と感染症や災害などに対し、命を守り、誰一人として取り

残さない社会の実現に向けて生涯学習を推進することが重要となります。 

 

２ 課  題 

 ●誰一人として取り残さない生涯学習の推進 

 ●人生１００年時代を見据えた生涯学習（各世代における必要な学びの機会提供） 

 ●社会教育施設を有効活用し、地域住民主体による生涯学習推進体制の強化 

 ●担い手の育成に努め、学校と連携・協働した事業による地域教育力の向上 

●施設の有効的な活用と感染症や災害などに対応できる施設管理 

  

 

３ 重点目標 

 多様な人々と協働し情報通信技術（ＩＣＴ（注２））の活用で「うらほろ」らしいつながる生涯学習・

社会教育の推進 

 

 

（注２）ＩＣＴ 

ＩＣＴとは、パソコンやタブレット端末、インターネットなどの情報通信技術を活用した教育手法

のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 課題を解決するための施策・事業 

施  策 事  業 

（１）誰一人として取り残さない

生涯学習の推進 

▽社会教育関係団体の知識や技術の活用と提供 

▽地域学校協働本部（注３）と連携した地域住民の学習成果が

活用される機会の提供 

▽地域の多様な人たちが相互に理解し合い共生できる環境整備 

▽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 

（２）人生１００年時代を見据え 

た生涯学習 

▽世代間と地域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 

▽新しい技術を活用した学びの利点を最大限生かした取り組み

を更に充実・発展へ導く事業の開催 

▽利用者のニーズに応じた運用の検討 

（３）社会教育施設を有効活用

し、住民主体による生涯学

習推進体制の強化 

▽小中一貫コミュニティ・スクールと連携した地域活性化と促  

 進 

▽新しいひとの流れをつくるため、スポーツ大会の広域連携を

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 

（４）担い手の育成に努め、学校 

と連携・協働した事業によ 

る地域教育力の向上 

▽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・スクールと地域学校協働本部が連携・

協働し、地域総ぐるみで取り組む環境の整備 

（５）施設の有効的な活用と感染 

症や災害などに対応できる 

施設管理 

▽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 

▽感染症や災害に対する適正な情報発信と施設管理 

 

（注３）地域学校協働本部 

 地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく仕組み。従来

の個別の活動の充実、総合化・ネットワーク化を図り、「支援」から「連携・協働」を目指す新たな体

制により、大人も共に学び合い、地域の教育力を再生し、持続可能な地域社会を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社会教育 
 

 家庭教育                              

 

１ 現  状 

 家庭教育は全ての教育の出発点であり、基本的倫理観や社会的マナー、自制心、自立心等を育成す
る上で重要な役割を果たします。 
近年、核家族化や少子化等の家族形態の変化や地域社会のつながりの希薄化等を背景に、子育ての

悩みや不安を抱えたまま保護者が孤立してしまうなど、家庭教育が困難な現状にあります。 
また、テレビ・スマートフォンの長時間視聴により、家庭での学習習慣が定着しないことが現状で

あります。 
そこで、子どもの成長段階に応じた子育て世代への体験学習機会の提供・充実・情報提供や子育て

中の親が家庭教育に関して気軽に相談できる体制を整備する必要があります。 
本町においては、平成２５年度に「子どもの望ましい生活習慣の定着に向けた取り組み」として、

子育てサークル「にじいろスイッチ」が発足し、親同士の交流や子育てに関する悩みの共有、学習な
どの取り組みを実施しています。子育てをするための子育て支援センターなど関係機関と連携した「子
育て出前ミニ講座」、「親子ふれあい公演」の実施、学校や地域と連携・協働した学習機会として「家
庭教育学級」の開設、「家庭教育講演会」の開催など、家庭教育を支援するためのネットワーク化の拡
大に関する情報提供を行います。 
更に学習機会の充実と「浦幌町小中一貫コミュニティ・スクール」における基本理念に基づいて「早

寝・早起き・朝ごはん運動」の推進など家庭教育の向上に導くことが重要となります。 
 

２ 課  題 

 ●子育て環境改善と関係機関との連携           

 ●デジタル機器の教育 

 ●子育て世代への学習機会や情報交換の充実 

 ●早寝・早起き・朝ごはん運動とあいさつの推進 

 ●体験活動の機会の充実 

 

３ 重点目標  子育て世代との情報交換及び環境改善 

 

４ 課題を解決するための施策・事業 

施  策 事  業 

（１）子育て支援の関係機関と

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 

▽認定こども園との連携・協力 

（２）デジタル機器の教育 ▽子育て出前ミニ講座の開催 

▽家読運動の推進 

▽オンラインによる事業同時開催の促進 

（３）子育て世代への学習機会

や情報交換の充実 

 

 

▽親子ふれあい公演の開催 

▽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 

（４）早寝・早起き・朝ごはん運

動とあいさつの推進 

▽情報誌や事業への掲載・啓発 

（５）体験活動の機会の充実 ▽親子で参加できるイベント情報の発信 

 

 

 



少年教育 

 

１ 現  状 

 近年の子ども達を取り巻く社会環境は、少子化・核家族化により地域のつながりが希薄化し、家庭・

地域の子育て機能・教育力の低下が懸念されている現状にあります。 

 そのため、本町では平成２７年度から「浦幌町小中一貫コミュニティ・スクール」を導入し、自己の

人格の形成に向けて「ふるさとを愛し、たくましく生きぬく人」（浦幌学園）「ふるさとを思い未来を

切り拓く心ある子ども」（上浦幌学園）を目標として、地域総ぐるみで教育を推進しています。 

 少年教育においては、子ども達が参加しやすい学習機会の提供を発達段階に応じて位置付けていく

ことが大切です。そのため、本町では、放課後居場所づくりの事業として「オーラポロひろば」を実施

し、事業への参加促進を図りながら、子ども達の集団生活の中で自ら考え学ぼうとする自立心のある

子どもや人とかかわり心豊かに・思いやる子どもへと導く人材育成を目的とした事業の実施を行って

おります。 

更に、健やかでたくましい子どもの形成に導くため子ども会組織の活性化支援を目的に、浦幌町地

域子ども会育成連絡協議会と連携した「少年リーダー養成講習会」等を継続開催します。 

今後も、子ども会組織の継続支援や子どもが気軽に参加できる異世代交流事業の提供を実施するた

め、地域で学びを積み重ねてきた高齢者を含む住民との連携により、地域の歴史や文化産業について

理解を深め、地域への愛着や誇りが育まれるような事業継続が必要です。 

 また、読書活動については、インターネットや携帯機器などの情報端末機の普及に伴い、本に対す

る興味の希薄化や活字離れの影響等が懸念され、子どもの読書活動の向上のため、「浦幌町子どもの読

書活動推進計画」に基づいた読書活動の推進と図書の充実を更に図っていくとともに、「浦幌町教育の

日」における「スマホ・ゲーム機使用」宣言を着実に実施していくことが大切です。 

 更には、これからの時代を切り拓く子ども達の生きる力を育むために、ＩＣＴ活用を推進していく

ことも必要となります。 

 

２ 課  題 

 ●共同生活体験による協調性と世代間交流の促進          

●あいさつや礼儀の推進とコミュニケーション能力の向上 

●少子化に伴う子ども会・クラブ・スポーツ活動等の持続支援 

●読書活動の推進とスケジュール管理の確立（「スマホ・ゲーム機使用のルール」宣言の実施） 

 ●ＩＣＴ活用の推進 

 

３ 重点目標  自立・自律心を伸ばし、郷土愛と生きる力を育む教育 

 

４ 課題を解決するための施策・事業 

施  策 事  業 

（１）共同生活体験による協調

性と世代間交流の促進 

▽子ども居場所づくり事業の開催（オーラポロひろば） 

▽うらほろ通楽（学）合宿の開催 

▽各種体験教室の開催の維持 

▽先人の歴史や体験談を後世に残す事業の開催 

（２）あいさつや礼儀の推進と

コミュニケーション能力

の向上 

▽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支援 

▽情報誌や事業への掲載・啓発 

（３）少子化に伴う子ども会・ク

ラブ・スポーツ活動等の

持続支援 

▽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 

（４）読書活動の推進とスケジ

ュール管理の確立 

▽子どもの読書活動推進計画の策定 

▽図書館事業との連携・推進 

（５）ＩＣＴ活用の推進 

 

▽オンラインによる事業開催の推進 

▽ＩＣＴ活用の推進と情報モラルの啓蒙 



 

成人（青年）教育     

 

１ 現  状 

成人教育については、少子高齢化や地域の人間関係の希薄化により、町内会などの組織の地域活力

が衰退傾向にあり、情勢が著しく変化する状況であっても、日常生活や仕事に役立つ講座等の提供と

地域課題を解決するものなど、様々な要望を的確に把握した学習機会の充実を図ることが求められる

状況にあります。 

本町においては、公民館等で多様な趣味・教養講座を各サークル等が活動しているほか、情報提供

や各種講座を開設していますが、参加者の多くは女性と高齢者であり、その成果を学校支援や放課後

居場所づくり事業等で発揮している反面、男性の参加者が少ない傾向にあります。そのため、成人の

学習要望を的確に把握した多様な学習機会の提供を持続可能な地域づくりに貢献できる講座を企画立

案し、役場関係機関や商工会と連携を図り一次産業を含めた起業創業や店舗開業等に役立つ情報提供

や事業継承者不在の事業者と起業計画がある方のマッチングを目的に成人教育講座の開催が必要とさ

れています。 

また、地域文化の継承については、世代間交流の場の提供として開催している「町文化祭」「公民館

まつり」や女性で組織する社会教育関係団体として「女性団体連絡協議会」が継続した取り組みを実

施していますが、会員数の減少と年齢構成も高くなっている現状にあり、女性団体と連携した事業の

展開を実施し、団体の持続的な存続を目的に会員の加入促進が必要となってきています。 

 

２ 課  題 

●その時々に求められている学習及び交流機会の提供 

●世代間交流の場の提供と交流機会の充実 

 ●女性団体と連携した事業の展開と持続的な支援 

 

３ 重点目標 

 魅力ある学習提供と参加しやすい環境の整備、情報提供 

 

４ 課題を解決するための施策・事業 

施  策 事  業 

（１）その時々に求められてい

る学習機会の提供 

（タイムリーな講習会等） 

▽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 

（２）世代間交流の場の提供と

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 

（３）女性団体と連携した事業

の展開と持続的な支援 

▽成人式の開催 

▽あいフェスティの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

高齢者教育 

 

１ 現  状 

全国的に少子高齢化が進み、本町においても全人口における高齢者の割合は４２％を超えており、

今後もその割合が増えてくることが予想されています。地域づくり、まちづくりにおける高齢者の知

識や卓越した技術の伝承は、地域の教育力を高めることにもつながることから、伝承するための講座

開催の期待は、大きくなっております。 

 本町の高齢者教育においては、公民館単位で開設している高齢者学級（寿大学）事業を展開してお

り、教養、健康、趣味などの活動の他、学校と連携・協働した学習機会の提供により小学生との交流が

促進されるなど、積極的に世代間交流を実践しています。 

また、保健福祉課や社会福祉協議会など、他機関での事業開催や各地区での老人クラブ活動等の学

習活動が展開されています。 

 高齢者が、これまでの長い人生で培ってきた、経験を活かした場の提供は、地域の担い手へ伝承さ

れることが可能となり、併せて世代間交流が促進され高齢者が生きがいを持って生活できることにつ

ながります。 

更に町全体が活気づくことにもなり、持続可能な地域づくりの礎となる事が期待さます。 

 今後は、高齢者学級の周知と多様な学習機会の提供・充実を図り、時代の経過と共に新たな課題に

対して学習の場を提供し、これからも元気でシルバーライフを営まれるような環境整備が重要となっ

てきます。 

 

２ 課  題 

 ●高齢者学級の周知と多様な学習機会の提供 

 ●高齢者の経験や特技の伝承 

 ●世代間交流の機会の充実と促進 

 ●学校と連携・協働した学習機会の提供 

 

３ 重点目標 

 生きがいとなる事業の提供及び環境づくり（健康寿命の延伸） 

 

４ 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 

（２）高齢者の経験や特技の伝承 ▽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 

（３）世代間交流の機会の充実と

促進 

▽世代間交流事業の開催 

▽知恵や知識を伝える機会の充実 

（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 

 

 

 

 

 

 

 



 

社会体育 
 

１ 現  状 

 本町におけるスポーツを取り巻く環境は、人口減少に伴い各種スポーツ競技者も減少傾向にありま
す。また、スポーツ施設は設置後２０年以上経過していることから、施設の老朽化に伴う改良・改修
整備については、利用者要望に沿ったスポーツ施設の整備の充実と有効活用が必要であるとともに、
施設の計画的な整備が必要な状況であります。 
スポーツ少年団活動については、少子化に伴いチーム編成に苦慮する状況にあるため、少年団の育

成支援と指導者の発掘、育成支援を兼ねて、スポーツ少年団本部へ継続的に支援してまいります。 
一般のスポーツ競技の振興については、スポーツ推進委員、体育協会、総合型地域スポーツクラブ

（たいしん）など関係団体との連携、スポーツ施設の指定管理者との連携を進めながら各種自主事業
や各種スポーツ関係イベントの開催に取り組み、スポーツの普及・振興を図っています。 
しかし、スポーツ施設の利用状況が減少傾向にあるため、スポーツ離れを抑制するための方策とし

て、子どもから高齢者や親子、障がいのある方が楽しめる環境づくり、スポーツを楽しむ機会を促進
し、ニュースポーツの普及啓発を行いながら施設の利用促進に寄与する企画立案を行い、町民が生涯
にわたって健康で明るく豊かで生きがいのある生活を持続可能とするため提案を行います。 

 

２ 課  題 

 ●少年スポーツの環境整備とコミュニケーション能力の向上 

●時代に合った施設の計画的な整備 

●指導者養成と保護者の協力 

●誰でも気軽にできるスポーツの普及 

●地域スポーツ組織の周知と構築 

●浦幌町外へのスポーツ施設のアピール 

 

３ 重点目標 

 スポーツ活動に参加し、地域の人達とのコミュニケーション能力を育む 

 

４ 課題を解決するための施策・事業 

施  策 事  業 

（１）少年スポーツの環境整備

とコミュニケーション能

力の向上 

▽幼児期からスポーツに取り組むことを意識した事業 

▽親子でスポーツに親しむ教室の開催 

▽時代に合った少年団活動への支援 

▽近隣自治体との連携・交流 

▽地域と連携した事業 

（２）時代に合った施設の計画

的な整備 

▽施設の計画的な改修・修繕 

 

（３）指導者養成 ▽指導者が活躍できる事業の開催 

▽指導者と保護者が互いにルールを学びあい、指導できる場の

支援 

（４）誰でも気軽にできるスポ

ーツの普及 

▽ニュースポーツの普及・促進 

▽障がいの有無に関わらず誰でも気軽にできるスポーツの普

及・振興 

▽大会への参加を支援 

（５）地域スポーツ組織の周知

と構築、浦幌町外へのス

ポーツ施設のアピール 

▽情報発信の工夫・充実（町広報誌、ホームページ） 

 

 

 

 



 

芸術文化・文化財 
 

１ 現  状 

 町民の創造性や感性を育み心豊かに暮らすため、また、特に青少年の豊かな創造性や情操を育むう

えで文化・芸術活動や優れた作品などに触れることは重要な役割を果たしています。 

本町では、芸術文化振興の中核を担う浦幌町文化協会加盟団体をはじめ、数多くのサークルやグル

ープが活動しています。特に平成１７年度より実施している子ども居場所づくり事業「オーラポロ広

場」では指導員として芸術文化を継承、その経験を活かし学校支援ボランティアとして学校でも活躍

するなど、芸術文化を通して地域と学校が連携を強めています。  

その一方、各団体では会員の減少と高齢化が進んでおり、既存のサークル団体の世代交代を前提と

した従来の考え方を転換する必要があります。若い世代が魅力を感じるような活動の創出や、中高年

世代が引き続き従来からの芸術文化活動の取り組みをより充実して継続できるような指導者層の確保、

さらには参加者相互に学び合える環境づくりが求められています。 

文化祭については、実行委員会との共催で展示や芸能発表を実施していますが、参加者の高齢化、

固定化の傾向があり新規参加者を増やすための方策が必要です。 

 幼児・小中学生を対象とした芸術文化鑑賞会については、子ども達が文化に触れることにより豊か

な心を育むため、体験型の鑑賞会を毎年継続して実施しています。 

 博物館は、地域の自然、歴史、文化の貴重な資産を収集保存及び継承し、調査研究の成果をもとに

町民の教育、学術、文化の振興を図ることを目的として様々な活動を行っていますが、開館２０年を

経て常設展示の内容や解説の内容に新規性や工夫が求められています。今後は、町の学術資源を町内

外に情報発信するため、事業内容の見直しとともに、広報や資料検索システムの導入などへの新たな

取り組みが必要となります。 

文化財は、地域の歴史や文化等の正しい理解に欠くことのできない貴重な財産であり、地域理解の

基礎をなすものですが、多くの町民に認知されていない現状があります。文化財や豊かな自然が「自

分たちの財産」と町民一人一人が認識できるような仕組みづくりや、新たな文化財の指定などを図る

必要があります。 

 

２ 課  題 

●文化や芸術活動に触れる機会の創出や、相互に学び合える環境づくりと情報発信の推進 

●若年層から中高齢層まで各世代に応じた文化活動の取り組みと発信 

●地域文化に対する町民の関心と意識、需要に関する情報把握 

●文化財の周知活動と、新たな文化財の指定 

 ●近隣町村や関係機関との広域連携による魅力発信事業の継続 

 

３ 重点目標 

 町民同士が絆を深め、生涯を通じて、創造性や感性を育み、心豊かに暮らすための文化活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 課題を解決するための施策・事業 

施  策 事  業 

（１）文化活動に触れる機会創

出と情報発信の推進 

▽各世代の需要に応じた文化活動情報の発信方法の検討 

▽子ども居場所づくり事業等を活用した幅広い世代への体験

機会の創出  

▽幅広い町民から日常的に文化事業への要望などを聞く公聴

機能の充実 

（２）各種イベントへの積極的

な参加意識の高揚促進 

▽子ども居場所づくり事業、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 

▽文化協会情報誌などの配布及び、インターネットを活用した

サークル団体や町民への周知 

▽各サークルの活動状況を把握し周知する事業の創出 

（３）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 

（４）文化財や伝統芸能の保存

や次世代への継承 

▽町のホームページやマップを活用した各種文化財の周知 

▽文化財周知標識等の計画的改修と増設 

▽博物館情報紙やインターネットを活用した文化財の周知 

▽様々な伝統芸能の記録化と情報発信 

▽文化財の新たな指定 

（５）広域連携による魅力発信

事業の継続 

▽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 

▽国や道、他市町村、大学、博物館など、関連する各種機関と

の連携による事業の開催や情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


