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社会教育グループ　事業実施結果

課題１　すくすく育む子どもの学び

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．子育てセミナー （春期） （春期）

　　フレッシュママセミナー 6/6･13･20･27 子育て支援センター 4ヶ月～1歳の子 12組24名

7/4･11 しゃきプラ どもとその親 延67組134名

（冬期） スポセン （定員15組） （冬期）

1/20･27 マナセン 9組18名

2/3･10･17･24 延37組74名

２．サークル開設講座 乳児～就学前の

　　わんぱく教室 6/24,7/1･8 親子

　（わんぱく広場主管） （定員15組）

３．幼稚園家庭教育学級 4月～2月 町内 幼稚園児を持つ 延954名

親

　　２園合同スポーツ交流会 10/16 スポセン 52名

(大谷27･藤25)

　　家庭教育学級合同学習会 12/10 マナセン 22名

(大谷4･藤16･

一般2）

４．家庭教育セミナー 未実施

５．子育てに関する啓発・要望把握 新生児訪問時

　　子育てカレンダーの配布 通年 （保健師を通じ

　て配布）

６．子ども会活動の側面援助 随時

７．びほろっ子ワクワク通学合宿 9/21～9/26 地域用水広報館 小学4～6年生 17名

（社会教育活動奨励員生活サポート部会支援） （定員20名）

８．サークル開設講座 小学生と親

　　親子陶芸教室 7/5 マナセン （定員10組） 3組7名

　（陶芸サークル七輪の会主管）

９．おもしろ科学の祭典ｉｎびほろ 8/30 旭小学校 小学生 228名

（美幌科学の祭典実行委員会主催事業） 中学生

10．コミュニティスクール 通年 主に小学校 小学校区内の子

どもと大人

11．教育講演会 11/28 しゃきプラ 各小･中･高等学 68名

校PTA･社会教育

関係、青少年健

全育成関係等

12．子どもちょっと体験教室

（社会教育活動奨励員体験活動部会主管事業）

　①列車に乗って旅に出ようパート7 7/6 美幌駅～ 小学1～6年生 30名

浜小清水駅 （定員30名）

（道の駅はなや

　か小清水）

　②消防署体験教室 10/25 美幌消防署 小学1～6年生 13名

（定員30名）

13．子どもチャレンジクッキング

（社会教育活動奨励員生活サポート部会主管事業）

　①ふんわりおいしい３色のむしパンづ 7/12 しゃきプラ 小学1～6年生 12名

　　くり (定員20名)

マナセン
みつはしふれあい公園

11組24名
延19組42名

第１子が生まれ
た親
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事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

　②桜もちを作ろう 2/28 しゃきプラ 19名

14．夏休み子ども自然体験キャンプ 8/5～8/8 報徳つどうむ 小学生･中学生 46名

（修養団美幌会主催事業、教委後援） （定員50名）

15．美幌町文化団体招聘鑑賞事業

　　映画「うまれる」美幌上映会 4/26 びほーる 小学生～一般 200名

　　ＨＢＣジュニアオーケストラ2014 7/30 びほーる 小学生～一般 454名

　　サマーコンサート

　　劇団四季「こころの劇場」 8/22 びほーる 小学5･6年生 430名

　　「ふたりのロッテ」

16．びほーるギャラリーコンサート びほーるギャラリー 幼児～一般

　　①ちょっと気軽に音楽会 1/31 108名

　　②ちょっと気軽に音楽会 2/14 44名

　　③ちょっと気軽にアンサンブル 3/7 40名

17．びほーるアートギャラリー

　「美中・北中美術部作品展」 2/22～28 びほーるギャラリー 小学生～一般 88名

課題２　わくわく広げるボランティア活動

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．春休みボランティアセミナー 中学生 中学生　名

3/28･29 マナセン 高校生 高校生21名

（定員20名） 計　　21名

２．高校生リーダー「つみきサークル」

　　の養成 6/14～15 マナセン 高校生リーダー 3名

　（高校生リーダー養成講習会） 8/4～8/5 報徳つどーむ つみきサークル 2名

3/8 マナセン （会員12名） 名

３．ＹＭＣＡジュニアリーダー養成キャ 8/7～8/10 国立大雪少年自 高校生リーダー １名

　　ンプ派遣 然の家 つみきサークル

　（北海道子ども会育成会リーダー研修 （会員12名）

　　　　　　　会に振り替えて実施）

４．キッズカルチャークラブ 4月～3月 マナセン 小学1～6年生 延199名

（内容により定

　員は異なる）

５．集まれ！マナセン子どもクラブ 5/24 マナセン 小学生 22名

　　おもしろキッズ共和国 8/2～3 みどりの村森林公園 （年度当初に開 15名

　　（社会教育活動奨励員 9/15 マナセン 　園開国) 12名

　　　ボランティア部会主管事業） 9/27 美幌川（福住地区） 14名

2/14 マナセン 10名

3/14 マナセン 14名

６．マナビティーセンター利用サークル 4月～3月 マナセン 平成26年度

　　の育成援助 利用登録団体

51団体

７．美幌町自治会連合会女性部会の活動 4月～3月 マナセン他 単位自治会

　　援助 女性部数

37自治会
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事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

８．美幌町女性国内研修派遣 8/28～9/2 埼玉県比企郡嵐 女性団体役員等 2名

山町（東京都） （2名）

９．文化団体等の活動援助 随時 町内関係施設 文化団体等 文連加盟

マナセン登録

51ｻーｸﾙ

課題３　にこにこ深めるコミュニケーション

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．はたちのつどい 10/2･22･29 マナセン

11/12･26 びほーる 平成26年度 4名

12/4･15･27 新成人 延32名

1/10

２．成人の集い 1/11 びほーる H6.4.2～

H7.4.1生まれ

199名 148名

（町外者申込含）

３．女性学級 4月～3月 町内他 町民一般 延８学級

　　女性学級合同学習会 2/20 しゃきプラ 町民一般 79名

（定員なし）

４．美幌町自治会女性部役員研修会 未実施 自治会女性部役員

５．青年団体の活動援助 月1回例会開催 マナセン 美幌町に関係す 24名

る青年他

　　①水鉄砲で天下を取れ！ 7/27 青山南公園 22名

　　　ＢＡＮＧ☆ＢＡＮＧ☆ＢＡＮＧ

　　②びほろdeハロウィンパーリナイ 10/18 グランドホテル 84名

　　 （青年交流会）

　　③青年自主研修会 11/15～16 マナセン 11名

トレセン

　　④根室市青年サークル連絡協議会 2/14 マナセン 根室市　3名

　　　視察受け入れ 美幌町　6名

６．北中学校特別教室夜間開放 5月～4月 北中学校 マナセン 1団体

利用サークル （平成26年度）

課題４　いきいき支え合う高齢社会

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．高齢者教室「明和大学」の開設 4/16～3/4 マナセン他 65歳以上の 当初在籍数

（全22日：うち 町民 本科１年　19名

　臨時休校1日） 本科２年　16名

本科３年　14名

研修科　　41名

計　　　　90名
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事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

　　明和大学公開講座（第1回） 7/2 マナセン 明和学生 　　76名

町民（友の会含む） 23名

　　明和大学公開講座（第2回） 11/5 マナセン 明和学生 　　76名

町民（友の会含む） 18名

　　明和大学学校祭 8/30 マナセン 町民（友の会含む） 　　45名

　　３町高齢者大学交歓会 10/3 津別町 美幌･大空･津別 311名

三町高齢者教室

２．明和大学「友の会」の活動援助 随時 マナセン 明和大学 会員140名

卒業生

３．高齢者のグループ・サークル活動の 随時 マナセン他 高齢者

　　援助

課題５　のびのび高める豊かな学習

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．マナビティーセンター講座

　　①イマドキ講座 2/14 しゃきプラ 町民一般 13名

主に若者

（定員20名）

　　　イマドキ講座「演劇セミナー」 3/18･28 びほーる 町民 44名

　　②きらり☆女性セミナー 2/20 しゃきプラ 町民一般 79名

（定員なし）

　　③おもしろ科学の祭典ｉｎびほろ指 7/9･23,8/30 マナセン 町民一般 延べ39名

　　　導者養成講座 旭小学校 （定員なし）

２．美幌高等学校開放講座 5/31～9/6 美幌高等学校 成人 4コース35名

（美幌高等学校との連携事業、隔年開催） （定員10～20名） 延200名

 ５コース～アグリエンジョイ、フードプ 親子 1コース2組6名

　 ロセス、自然を楽しもう、ファミリー （定員10組） 延10組30名

　 うきうき、パソコンビギナー

３．青年講座 3/14 しゃきプラ 青年 55名

　「誰でも輝くチャンスを持っている」 （高校生含む）

（美幌町青年活動団体B-Live共催事業）

４．サークル開設講座

　　①楽しいコーラス教室 6/26,7/3･10･17 マナセン 町民一般 7名

　　（合唱団アダージョ主管） （定員20名） 延27名

　　②町民初級手話教室 10/5･19･27 マナセン 町民一般 1名

　　（美幌手話の会ピポロ主管） （定員10名）

　　③初心者陶芸教室 11/22 マナセン 町民一般 3名

　　（陶芸サークル昼の部主管） （定員7名）

５．プチアートギャラリー 5月～4月 マナセン マナセン

利用サークル
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事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

６．サークル企画展

　「ロマンドール作品展示」 未実施

　（ロマンドール）

７．美幌町文化祭 11/1～11/3 町民会館 町民 3,643名

８．芸術文化鑑賞事業

　　①演劇「華々しき一族」 11/18 びほーる 町民 580名

　　②日本フィルアンサンブルコンサート 8/28 びほーる 町民 180名

９．THE TON-UP MOTORS 11/19 びほーる 町民 390名

　　北海道179市町村ツアーinびほろ

10．芸術文化活動の援助

　　指導者招聘事業・鑑賞事業

　　①吹奏楽技術講習会 7/12～7/13 各小中高等学校 吹奏楽奏者等 175名

　　②ｱﾑﾉﾙﾄ゙ﾌﾙーﾄｱﾝｻﾝﾌ゙ﾙｺﾝｻーﾄ 4/27 びほーる 町民 280名

　　③渡辺貞夫クインテット2014in美幌 9/18 びほーる 町民 360名

　　④ﾁｪﾛｱﾝｻﾝﾌ゙ﾙ００８美幌ｺﾝｻーﾄ 9/25 びほーる 町民 310名

　　⑤表現の教室発表会 10/26 びほーる 町民 186名

　教育委員会後援事業 随時 町内 文化団体等 31事業後援

　びほーる舞台運営 随時 びほーる 文化団体等 本番61件

社会教育グループ　学習基盤の整備結果

課題１　わかりやすい情報を伝えるために～情報提供の体制整備

課題２　学びの手助けを充実するために～学習支援体制の整備

課題解決のための取り組み 平成２６年度事業計画の記載事項

地域人材の把握と支援体制の整備 学習相談体制の充実

教育資源リストの配布・活用促進

青少年関係事業一覧の発行

教育資源リストの作成・活用促進

文化事業の把握と全町的な情報発信

「びほろっ子プレイガイド」の内容充実 びほろっ子プレイガイドの発行（月１回、年間行事

予定表発行）

「教育資源リスト」の活用促進

町広報等による団体情報や活動機会の発信 町ホームページによるマナビティーセンター利用サ

ークルの活動情報掲載

課題解決のための取り組み 平成２６年度事業計画の記載事項
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　　北見・斜網地区研修会（小清水町 3名）

　⑤網走市社会教育委員自主研修会

　　「おらがまちの社会教育」（網走市 1名）

　　「おらがまちの社会教育」（網走市 1名）

課題３　魅力ある学び場とするために～施設の整備

サークル等の参画による施設づくり

工芸関係等の施設備品の維持管理

マナビティーセンター正面玄関前ゴムチップ敷設修

繕

町民会館びほーるの施設機能充実

町民会館老朽化に伴う施設改修

青少年育成センターの活動実績

①　青少年の健全育成と非行防止の巡視活動と環境浄化活動

活　　　動　　　事　　　業 期　　日 場　　所

１　巡　視　活　動

（１）定例巡視 ○各小中学校の入学式、始業日・

　終業日の｢声かけ運動」

　・入学式　 　(巡視数 延77名) 4/7･8 各小中学校

7/22･23･24

8/18･19

12/19･22･25

1/13･15･20

12/19･22

　・3学期始業日(巡視数 延64名)

※美中・北中については、生徒会役員と合同声かけ運動を開始。

活動サークル作品等展示スペースおよび学習情報コ

ーナーの充実

活　　　動　　　実　　　績

　・1学期終業日(巡視数 延50名)

　・2学期始業日(巡視数 延57名)

　・2学期終業日(巡視数 延55名)

美幌町民会館びほーる舞台機器操作業務を専門業者

に委託

関係委員の研修機会の整備

　①市町村社会教育委員長等研修会（札幌市 1名）

　②北海道社会教育研究大会兼全国社会教育委員

　　連合北海道ブロック大会（稚内市 2名）

　③オホーツク管内社会教育委員連絡協議会

　充実

　④ｵﾎーﾂｸ管内社会教育振興ｾﾐﾅー（佐呂間町 4名）

課題解決のための取り組み 平成２６年度事業計画の記載事項

　美幌町社会教育活動奨励員会議

　　全体会議（年２回）　研修会（年１回）　

　　各部会（年７～１３回）

「びほーる」利用促進に伴う舞台機器操作等の指導体制の

課題解決のための取り組み 平成２６年度事業計画の記載事項

社会教育関係委員による学習支援体制の充実 有志指導者の養成と活用
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活　　　動　　　事　　　業 期　　日 場　　所

○長期休暇中の巡視

　・夏休み巡視 (巡視数 延10名) 7/30,8/5･12 町内

　・冬休み巡視 (巡視数 延 9名) 12/26,1/7･13

（２）合同巡視　

　視

　・夏祭り　　 (巡視数 延80名) 8/9 美小グラウンド

　・ふるさと祭(巡視数 延303名) 9/4～6 祭り会場

　・新入学期　 (巡視数 延77名) 4/9･11･15･16･18 各小学校

○美幌警察署･美幌高校生徒･青少 10/15 ＪＲ美幌駅

　・ＪＲ美幌駅駐輪場における防

　　犯診断及び清掃活動

　　（巡視数 延26名）

○中学生と育成指導員との巡視 10/24 北中

（３）特別巡視 4月～3月 町内

（４）随時巡視 随時 町内

　点があれば育成センターへ連絡

　をもらい改善する

２　環境浄化活動

適時 町内

②　青少年の健全育成・非行防止に関する啓発活動等

活　　　動　　　事　　　業 期　　日 場　　所

１　強調月間等啓発活動の協力

（１）第64回「社会を明るくする運動」 6/29 役場正面玄関前

（主催：社会を明るくする運動実施委員会） 　啓発（育成ｾﾝﾀー：5名参加） 　　 及び大型店

（２）青少年健全育成強調月間 ○開会式、街頭啓発 10/26 町民会館

（主催：美幌町青少年育成協議会） 　（育成ｾﾝﾀー：7名参加） 及び大型店

○第12回「明るい家庭づくり」絵

　画コンクール表彰式 10/26 町民会館

　・応募総数289点(小272･中17)

　・表彰作品16点(小8･中8)

○第31回美幌町「少年の主張」大 11/15 びほーる

　会（育成ｾﾝﾀー：10名参加）

　・発表者17名(小6名･中11名)

　　来場者177名

（３）美幌町歳末特別警戒出動式 ○出動式及び街頭啓発 12/15 町民会館

及び大型店

　民生児童委員､護老子）による巡

　年育成センターによる巡視

・北中（防犯訓練・薬物乱用防止教室　全校生徒・教師・美幌警察署・指導員8名・育成協1名・事務局2名）

活　　　動　　　実　　　績

○地域安全ﾊ゚ﾄﾛーﾙ隊ﾘﾄﾙｳｲﾝｸ゙(育成

　ｾﾝﾀー､育成協議会､警察署補導員､

○「不審者等の出没」及び「事件

　等発生」による巡視

　・不審者等情報配信

　　平成26年度発生件数：3件

○日常において、危険箇所等問題

○有害図書等販売の立入調査

（オホーツク総合振興局 環境生活課）

活　　　動　　　実　　　績

○開会式、街頭パレード及び街頭
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活　　　動　　　事　　　業 期　　日 場　　所

２　健全育成のぼり旗の設置

7月 役場正面玄関前

11月 及び大型店

３　広報活動

（１）町広報紙による啓発 ○各学校における長期休暇の日程 7月号・11月号 全戸配布

　等を町民に周知し、児童・生徒 12月号

　を見守る呼びかけを掲載

（２）青少年育成協議会発行「リトルウ ○青少年健全育成に関わる情報の

　　　イング」 　提供 7･9･11･3月 全戸配布

町広報誌配布時

４「道民家庭の日」推進事業

○第12回「明るい家庭づくり」絵 10/26 町民会館

　画コンクール表彰式

③　青少年育成指導員の資質向上を目指した研修の推進

活　　　動　　　事　　　業 期　　日 場　　所

１　各種研修会への派遣

10/28 札幌市

　・平成26年度 青少年育成運動活

　　性化研究協議会(村口指導員)

２　指導員研修会の開催

11/28 しゃきプラ

　　員等研修会

④  青少年育成関係機関、団体との連携

活　　　動　　　事　　　業 期　　日 場　　所

１　美幌町青少年育成協議会との連携

　力を実施

  ・美幌町青少年育成協議会総会 5/29 マナセン

　・小中高PTA生活部と育成協議会 7/17 マナセン

　　合同連絡会議

　・地域安全パトロール隊リトル 7/29 マナセン

　　ウイング会議

9/11 マナセン

  　画コンクール審査委員会

10/26 町民会館

及び大型店

　　表彰式

11/15 びほーる

　　会

（参加者 合計68名 内指導員 8名）

活　　　動　　　実　　　績

　・青少年育成指導員研修会兼美幌

　　町教育講演会・美幌町ＰＴＡ役

　　会式・街頭啓発、第12回「明る

　　い家庭づくり」絵画コンクール

　・第31回美幌町「少年の主張」大

○全町的な青少年健全育成活動を推

　進するため、事業等の連携及び協

  ・第12回「明るい家庭づくり」絵

　・「青少年健全育成強調月間」開

活　　　動　　　実　　　績

○研修会等への育成指導員派遣

○青少年健全育成等に関する研修会

活　　　動　　　実　　　績

○7月(7/1～7/31)社明運動、11月

　(11/1～11/30)強調月間に合わせ

　設置
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活　　　動　　　事　　　業 期　　日 場　　所

２　生徒指導連絡協議会

5/12,7/7,10/6, 東陽小学校

　等を実施した。 12/8,2/23

　（村口会長、事務局出席）

⑤　青少年育成指導員会議　

活　　　動　　　事　　　業 期　　日 場　　所

１　定　例　会

5/23,7/10,12/9 マナセン

3/18

　て協議した。

活　　　動　　　実　　　績

○青少年健全育成のための情報交換

活　　　動　　　実　　　績

（各小中高の生徒指導教員、教育委員会、育成協議会、警察署、児童相談所、主任児童委員、保護司会）

○定期的に会議を開催し、育成セン

　ター及び育成指導員の活動につい
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図書館グループ　事業実施結果

課題１　すくすく育む子どもの学び

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．おはなしのへや 毎月第1,第3,第5図書館 幼児・児童 24回

木曜日（30分） （3歳～10歳位） 延228名

保護者

２．保育園読み聞かせ巡回 月1回 町内保育園 保育園児 計21回

３．小学校よみがたり巡回 随時 町内各小学校 児童 東陽小　18回

美幌小　33回

旭小　　35回

４．出前お話会の開催 随時 町内施設 幼児・児童 0件

５．ブックスタート事業 5/7,6/11,7/16, しゃきプラ 10ヶ月児 8回

8/20,12/24,2/4, 保護者 143名

3/11

６．ブック２（セカンド） 6/24･25 各小学校 小学1年生 139名

７．絵本とあそぼ！ 毎月第2,第4木曜日図書館 乳幼児 23回

（0～2歳位） 延331名

保護者

８．子ども映画会 4/12,5/10,6/14,図書館 幼児・児童 12回

7/12,8/9,9/13, 保護者 延220名

10/11,11/8,

12/13,1/10,

2/14,3/14

９．おはなしと工作のひろば 4/26,7/26, 図書館 児童及び父母 4回

11/22,2/28 延38名

10．手づくり絵本講習会 8/1･2 図書館 児童及び一般 14名

11．壁面及び柱面装飾 随時 図書館内 幼児・児童 4回

12．学級文庫 随時 各小中学校 児童 57学級

15,982冊

13．おはなし文庫・幼稚園文庫 4月～12月 季節保育所 幼児 55冊×7ヶ所(組)

×9ヶ月

2月～3月 55冊×3ヶ所×

1ヶ月(冬期)

4月～3月 町内幼稚園 幼児 藤63冊･大谷64冊

毎月配本

（夏休み等を除く）

14．読書感想文コンクール （表彰式）11/７ 図書館 小・中学生 応募数

小学生79点

15．児童生徒作品展 8/31～13 ギャラリー 小学生
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事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

16．絵本展示 4/23～5/11 ギャラリー 幼児～一般

　　「おいしい絵本いただきます」

17．学校図書館支援 随時 各小・中学校 各小・中学校 延10回

課題２　わくわく広げるボランティア活動

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．図書館サークル活動の支援 随時 読み聞かせ

ボランティア

２．ボランティア研修講座 8/23 視聴覚室 読み聞かせ 1回

ボランティア

幼児・児童 24名

一般町民

３．ボランティア関連図書の紹介 1回

４．図書館ボランティアの日 4/25,5/30,6/27,視聴覚室、他 一般町民 12回

7/11,8/29,9/12, 延56名

10/31,11/28,12/12

1/30,2/27,3/27

５．図書館体験の日 7/29～8/13 図書館内 小・中学生 小学生5名

高校生

６．お話どどんと！たまてばこ 10/4 図書館 幼児・児童 74名

　（お話たまてばこ実行委員会主催事業） 保護者

課題３　にこにこ深めるコミュニケーション

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．ユニットライブラリー 通年 町内2ヶ所 児童・一般 貸出冊数1,121冊

２．図書館フェスティバル 9/27～10/5 図書館 町民一般 延1,047名

３．郷土資料の充実と目録の作成 随時

課題４　いきいき支え合う高齢社会

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．古典文学講座 5/17,6/21,7/26,視聴覚室 町民一般 登録者22名

8/16,9/20,10/18 10回

,11/22,12/13, 延133名

1/17,2/21
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事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

２．お楽しみ文学館 4/11,5/9,6/13, 視聴覚室 町民一般 12回

7/11,8/8,9/12, 延288名

10/10,11/14,

12/12,1/9,2/13

,3/13

課題５　のびのび高める豊かな学習

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．図書館施設開放事業 通年 視聴覚室 団体 15件　延303名

ギャラリー展示 団体･個人 12回

読書会室･談話室 団体 79件　延432名

ギャラリー

個人 427件　延727名

２．レファレンスサービス 通年 個人・団体 193件

３．無償譲渡コーナー 6/4～6/16, 図書館内 町民一般 4回

10/1～10/16 延451名

12/3～12/15, 1，807冊

3/4～3/16

４．「まち・ひと・ほん」のコーナー 随時 図書館内 町民一般 2回

５．宅配サービス 随時 町民一般 3件

8冊

６．ふらっとギャラリー 3/5～3/19 ギャラリー 町民一般 1回

図書館グループ　学習基盤の整備結果

課題１　わかりやすい情報を伝えるために～情報提供の体制整備

ホームページのさらなる内容充実 図書館ホームページのさらなる開設

来館者用インターネット端末の設置

各種広報活動

他図書館とのネットワークの確立 図書館情報システムの整備及びインターネットによ

る蔵書公開

「図書館だより」の内容充実 図書館通信の掲載（美幌町広報内　年２回）

図書館だよりの定期発行（投稿ＢＯＸによる利用者

参加の工夫）

こどもとしょかんだよりの発行

中学生向け図書館だよりの発行

図書館要覧の発行

図書リスト等各種目録の充実 新着図書案内

特集コーナーの設置

各種図書目録の作成

図書館お知らせコーナーの設置

課題解決のための取り組み 平成２６年度事業計画の記載事項
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職能向上を図る研修機会の充実 職員研修の充実 職員研修の充実

ボランティアの発掘養成及び協力体制の充実 読み聞かせボランティア募集の取り組み

課題２　学びの手助けを充実するために～学習支援体制の整備

課題解決のための取り組み 平成２６年度事業計画の記載事項
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博物館グループ　事業実施結果

課題１　すくすく育む子どもの学び

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．びほろふるさと体験隊 5/11,6/7,7/26, 美幌博物館 小学3～6年生 延180人

9/13～14,10/4, マナセン （30人）

11/1,1/17,2/21 町内

２．夏休み子ども工作教室 美幌博物館 小学3～中学3年生 13人

（12人）

３．美幌高等学校における授業対応

　　野外学習「春の森散策」 5/14 町内 3年生 73人

　　野外学習「ウチダザリガニの捕獲」 7/24 町内 2・3年生 36人

　　野外実習「サケの野外観察」 11/11 町内 3年生 67人

４．町内小中学校の授業対応

　　東陽小学校

　　4年生（川の生き物学習） 8/27 町内 4年生 51人

　　5年生火起こし体験） 6/18 美幌博物館 5年生 62人

　　6年生（マイ箸づくり・火起こし体験） 5/23 美幌博物館 6年生 54人

　　美幌小学校

　　2年生（折り染めとそれを使った作品 11/6･7 美幌博物館 2年生 延142人

　　づくり）

　　4年3組学級レク（モザイクタイルコー 2/19 美幌小学校 4年3組 23人

　　スターづくり）

　　5年生（まが玉づくり） 6/26 美幌博物館 5年生 72人

　　5年2組学級レク（ストラップづくり）2/18 美幌小学校 5年2組 38人

　　アウトドアクラブ（火起こし体験） 9/12 美幌博物館 アウトドアクラブ 29人

　旭小学校

    １年生学級レク（モザイクタイルコー 2/24 旭小学校 1年生 40人

    スターづくり）

　　2年2組学級レク(動物キャンドルづくり)9/1 旭小学校 2年2組 40人

　　3年2組学級レク(動物キャンドルづくり)9/16 旭小学校 3年2組 50人

　　3年生（昔の道具学習） 3/5 美幌博物館 3年生 64人

　　4年生（川の生きもの学習） 9/9 町内 4年生 44人

　　4年生（サケの野外学習） 11/13 町内 4年生 44人

　　4年生（アイヌ文化体験学習） 12/9 旭小学校 4年生 44人

　　4年生（川の生きもの学習） 1/27 旭小学校・町内 4年生 44人

　　5年生（森の自然体験学習） 8/28 町内 5年生 40人

　　6年生（魚の解剖学習） 8/20 旭小学校 6年生 49人

　美幌中学校

　　1年生（美幌温水溜池の自然学習） 7/8･15,10/8 美幌中学校・町内 1年生 延202人

　　1年生（ウチダザリガニ駆除体験学習） 8/21･28,9/11 美幌中学校・町内 1年生 延136人

　美幌北中学校・網走養護学校

　　特別支援学級（モザイクタイルコース 7/2 美幌博物館 特別支援学級 12人

　　ターづくり）

５．子どもの日無料開放 5/5 美幌博物館 810人

（入館者数）

６．企画展「冬季作品展」 2/17～3/8 美幌博物館 831人

（入館者数）

７．自然講座 5/24,6/7･8,6/21美幌博物館 一般 延330人

･22,7/12,9/27･ 町内 （10～50人） （見込）

28,10/11･12,3/22

８．美幌博物館クイズラリー 9/2～9/30 美幌博物館 一般 延70人

（参加者数）
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課題２　わくわく広げるボランティア活動

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．協力員らを交えた動植物生態調査 通年 美幌博物館 学芸協力員らの 延250人

町内 有志

２．協力員らを交えた展示物・標本等の 通年 美幌博物館 学芸協力員らの 延100人

　　作成、および既存資料の整理、各種 町内 有志

　　講座の運営補助

課題３　にこにこ深めるコミュニケーション

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．博物館情報の提供 通年 一般

２．協力員らを交えた動植物生態調査 通年 美幌博物館 一般 延250人

町内

３．協力員らを交えた展示物・標本等の 通年 美幌博物館 一般 延100人

　　作成、および既存資料の整理、各種 町内

　　講座の運営補助

課題４　いきいき支え合う高齢社会

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．協力員らを交えた動植物生態調査 通年 美幌博物館 学芸協力員ら 延250人

町内

２．協力員らを交えた展示物・標本等の 通年 美幌博物館 学芸協力員ら 延100人

　　作成、および既存資料の整理、各種 町内

　　講座の運営補助

３．展示・常設展 通年 美幌博物館 一般

４．企画展・特別展 通年 美幌博物館 一般

美幌町図書館

しゃきプラ

峠の湯びほろ

美幌療育病院

緑の苑

５．自然講座 5/24,6/7･8,6/21美幌博物館 一般 延330人

･22,7/12,9/27･ 町内 （10～50人） （見込）

28,10/11･12,3/22

６．歴史講座 6/14,7/5,11/3 美幌博物館 小学4年生～一般 延18人

町内外 （8～12人）

７．明和大学ふるさとクラブ授業 5/21,6/4,7/2･16,美幌博物館 明和大学ふる 延181人

8/20,9/24,10/22,町内 さとクラブ生徒

11/5,11/19,12/3,マナセン （21人）

2/4･18
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課題５　のびのび高める豊かな学習

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．企画展・特別展 通年 美幌博物館 一般

美幌町図書館

しゃきプラ

峠の湯びほろ

美幌療育病院

緑の苑

２．自然講座 5/24,6/7･8,6/21美幌博物館 小学生～一般 延330人

･22,7/12,9/27･ 町内 （10～50人） （見込）

28,10/11･12,3/22

３．展示・常設展 通年 美幌博物館 一般

４．協力員らを交えた動植物生態調査 通年 美幌博物館 学芸協力員ら 延250人

町内

５．協力員らを交えた展示物・標本等の 通年 美幌博物館 学芸協力員ら 延100人

　　作成、および既存資料の整理、各種 町内

　　講座の運営補助

６．歴史講座 6/14,7/5,11/3 美幌博物館 小学4年生～一般 延18人

町内外 （8～12人）

７．プチ工房 4/10･17,5/8･15,美幌博物館 一般 延200人

6/12･19,7/10･28,

8/7･14,9/11･18,

10/9･16,3/12･19

８．モノづくり講座 5/16･17,6/29, 美幌博物館 小学生～一般 延100人

7/27,8/1･2,9/26 （9～16人） （見込）

･27,10/25,

3/14･15

博物館グループ　学習基盤の整備結果

課題１　わかりやすい情報を伝えるために～情報提供の体制整備

町広報紙への館情報の掲載 毎月、町広報紙「博物館だより」の掲載

博物館情報紙「グリーンレター」の内容充実 毎月、博物館情報紙「グリーンレター」の発行

博物館ホームページの内容充実 随時、博物館ホームページの更新

随時、博物館資料のデータベース化を進めるデータベース化された博物館資料や、自然・歴史情報の収

集提供

課題解決のための取り組み 平成２６年度事業計画の記載事項
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課題２　学びの手助けを充実するために～学習支援体制の整備

学芸担当職員と管理担当職員の適正配置

学芸協力員を交えた学習支援体制づくり インターネットを媒介にした学習相談

応対による体験学習や講演等の相談

課題３　魅力ある学び場とするために～施設の整備

常設展示の更新 平成26年度は実施しない。

経年による施設劣化に対する整備の検討 経年による施設劣化に対する整備の検討

収蔵庫の確保の検討 （旧）美幌中学校への収蔵資料の移動・整理

空調設備の改善等、美術資料の適切な保管場所・保存環境 空調設備の改善等、美術資料の適切な保管場所・

の整備 保存環境の整備

課題解決のための取り組み 平成２６年度事業計画の記載事項

課題解決のための取り組み 平成２６年度事業計画の記載事項
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スポーツ振興グループ　事業実施結果

課題１　すくすく育む子どもの学び

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．中３体力講習 9/17.22.26.30. トレセン 中学3年生 北中9名

　（文部科学省委託事業） 10/1(北中) （各30名）

9/19.24.25.26 美中17名

29(美中)

午後4時30分～ 延123名

同6時30分

２．幼児の体力テスト 5/9～6/3 町内保育園保育所 4～6歳児 96名

　　幼児の体力向上プログラム指導 午前9時～同11時 （2園4所）

10/21(火) スポセン 東陽、中央 52名

午前9時30分～

同11時

３．チャレンジキッズスポーツ教室 10/10.17.24.31 スポセン 5～6歳児 36名

　（文部科学省委託事業） 11/7.14.21.28 (30名) 延250名

計8回

午後3時～同4時

４．感動体験スポーツ研修 7/26(土)～28(月)日高青少年自然 小学3年～高校生 25名

（2泊3日） の家        （36名） 25名

５．水泳技能認定会 10/30（木） 海洋センター 小学生～高校生 37名

６．Ｂ＆Ｇ財団事業への派遣等 7/5～6（土～日）みどりの村 小学生以上の親子 15組36名

8/3（日） 岩見沢市 小学生～高校生 18名

７．サタ☆スポ（土曜日学校体育館開放）通年(5～9月と冬 美小 小学生～ 延569名

休み期間を除く)東陽小 一般町民 　

主に第2・第4 旭小

土曜日 　

８．スポ－ツ少年団の育成  随時    ＜スポ－ツ少年団登録団体＞ 登録団員数

 1 ジｭﾆｱ野球 11 ﾗｸ゙ﾋ゙ｰ 405名

 2 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘ-ｽｷー 12 剣道（休止） 登録指導者数

 3 柔道（休止） 13 陸上 113名

 4 ｽピ-ドｽｹ-ﾄ 14 銃剣道

 5 UFOｻｯｶー 15 ｿﾌﾄﾃﾆｽ

 6 水泳 16 ｼ゙ｭﾆｱｱﾙﾍ゚ﾝ

 7 ﾄﾗﾝﾎ゚ﾘﾝ 17 旭ﾊ゙ﾚーﾎ゙ ﾙー

 8 大東流合気武道 18 卓球（新規）

 9 ﾐﾆﾊ゙ｽｹｯﾄﾎ゙ ﾙー19 ﾍ゚ﾀﾝｸ（新規）

10旭ﾍ゙ ｽーﾎ゙ ﾙー

課題２　わくわく広げるボランティア活動

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．スポーツ指導者講習会 3/7（土） スポセン 成人一般 25名

トレセン
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事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

２．スポーツ指導者レベルアップセミナー 3/11（水） トレセン ｽﾎ゚ ﾂー指導者 20名

　（文部科学省委託事業） 学校部活動教諭

保育士

幼稚園教諭

３．レクリエーションダンス講習会 11/26（水） スポセン 成人一般 50名

午前10時～正午

４．幼児期運動・体力向上指導者講習会 10/21（火） スポセン 町内保育園・所 28名

午後6時～8時 保育士

幼稚園教諭

５．体育協会の活動奨励 8/1（金） ①町民と体育を語る夕べ 1,000名

10/3,4 ②スポーツ講演会・体育賞表彰 講演会 250名

③スポーツ研修会

④体育施設の維持管理委託業務

６．総合型地域スポーツクラブ自立支援 随時                          ①各種スポーツ教室の開催 会員数

②スポーツイベントの開催 1,303名

③各種研修会の参加・開催 (3/4現在)

④各種スポーツ活動の支援 事業参加者

⑤各種スポーツ情報の提供 延2,726名

⑥指導者の育成支援

７．全道大会開催の支援 今年度実施なし

８．スポーツ団体合宿事業 7/20～31 陸上競技場 ＮＥＣラグビー部 社会人 60名

8/1～5 あさひ多目的広場 中標津高校ラグビー部 高校生 24名

6/29～7/8 ｽﾎ゚ｾﾝ/ﾄﾚｾﾝ外 スピードスケート 社会人 5名

課題３　にこにこ深めるコミュニケーション

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．町民交歓パークゴルフ大会 9/14（日） 河畔公園 町民一般 自治会の部 114名

午前7時30分～ パークゴルフ場 自治会単位他 家族の部 8名

正午 （100名） 個人 1名

計123名

２．町民体育祭               通年  町内施設 町民一般 秋18種目 1,257名

冬5種目 414名

３．学校体育施設開放事業 随時  美小 町民一般 10団体188名

東陽小 8団体236名

旭小 7団体102名

北中体育館 7団体158名

各学校グラウンド

４．スポーツを通じた地域コミュニティ 8/29,10/27, トレセン他 スポーツ政策 33名

　　活性化促進事業「大学・企業のスポ 12/18,3/5 検討委員会委員

　　ーツ資源を活用した地域コミュニテ

　　ィ活性化促進事業 部会会議 　

11/27,12/12 　 　
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課題４　いきいき支え合う高齢社会

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．ニューエルダースポーツ教室 11/10.13.17.20.スポセン大研修室 55歳以上 19名

　（文部科学省委託事業） 27.12/1.4.8.11 （30名） 延べ139名

.15　計10回 　

（月・木）

（月）午前10時

～正午

（木）午後1時

～同3時 　

課題５　のびのび高める豊かな学習

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１．高校生トレーニング教室 12/2.5.8.9 トレセン 高校生 11名

　（文部科学省委託事業） （計5回） （30名）

午後5時～同7時

２．元気アップ講習             10/29.30.11/6. トレセン 成人一般 10名

　（文部科学省委託事業） 7.13(計5回) （20名） 延36名

 午前10時～正午

３．レディーススポーツ教室 1/26.30.2/2. スポセン 成人女性 20名

　（文部科学省委託事業） 6.9（計5回） （25名） 延66名

 午前10時～正午

４．スポーツ教室開設事業 随時 町内公共施設 一般町民 延661名

（8教室）

５．Ｂ＆Ｇ会長杯町民水泳大会 7/27（日） B&G海洋センター               小学生～ 50名

一般町民

　　　　

　　　　

６． ビホロ１００ｋｍデュアスロン大会 8/17･18(土･日)                            美幌町                 成人一般 246名

小学3～6年生 33名

ﾁーﾑ　中学生以上 11チーム22名

　

７．トレーニング機器による 通年　月･木曜日 トレーニング 一般町民 平成26年度 6,744名

　　トレーニング指導 午前10時～12時 ルーム 許可証発行者 69名

火･金曜日 （町内63名,町外6名）

午後7時～9時

８．各機関・団体への体育指導 随時 スポセン 51名

トレセン まち育3団体 44名

高校留学生のスポ

ー体験 7名

９．全国・全道競技大会選手派遣事業 随時 少年団 25団体

体協加盟団体 336名

　

　

10．スポーツ関係団体連絡調整会議 随時 関係機関・団体
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事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

11．関係部局等への指導協力 随時 学校教育関係

・体育授業への外部指導者派遣の支援

総務部事業関係

・「まち育」出前講座指導

民生部事業関係

・子育て支援ミニスポーツ教室

社会教育事業関係

・家庭教育学級  

・明和大学体育クラブ、パークゴルフクラブ

・フレッシュママセミナー

・親子ですくすく教室

・女性学級

スポーツ振興グループ　学習基盤の整備結果

課題１　わかりやすい情報を伝えるために～情報提供の体制整備

各関係機関・団体との情報の共有 各関係機関・団体との情報の共有

ホームページなどコンピュータを活用したわかりやすい情 ホームページなどコンピュータを活用したわかりや

報の提供 すい情報の提供

施設利用状況等の情報提供の工夫 施設利用状況等の情報提供の工夫

課題２　学びの手助けを充実するために～学習支援体制の整備

地域指導者の把握と支援体制の整備 地域指導者の把握と支援体制の整備

各団体や地域・学校体育指導者との連携強化 各団体や地域・学校体育指導者との連携強化

スポーツボランティアの育成と活用 スポーツボランティアの育成と活用

生涯学習推進アドバイザーの継続配置 生涯学習推進アドバイザーの継続配置

課題３　魅力ある学び場とするために～施設の整備

屋内体育施設 屋内体育施設

①トレーニングセンター施設の年次的修繕 ①トレーニングセンター施設の年次的修繕

②トレーニングルーム器具の計画的な更新・整備 ②トレーニングルーム器具の計画的な更新・整備

課題解決のための取り組み 平成２６年度事業計画の記載事項

課題解決のための取り組み 平成２６年度事業計画の記載事項

課題解決のための取り組み 平成２６年度事業計画の記載事項
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③海洋センタープールサイドフロアの修繕 ③海洋センタープールサイドフロアの修繕

④フットサルゴール等備品の整備 ④フットサルゴール等備品の整備

⑤あさひ体育センター卓球台整備 ⑤あさひ体育センター卓球台整備

屋外体育施設 屋外体育施設

①陸上競技場インフィールドの整備 ①陸上競技場インフィールドの整備

②パークゴルフ場の更新整備 ②パークゴルフ場の更新整備

③スキー場リフト設備維持補修 ③スキー場リフト設備維持補修

④いなみテニスコート人工芝改修整備 ④いなみテニスコート人工芝改修整備

⑤新設パークゴルフ場・室内多目的運動場の整備検討

⑥陸上競技場第４種公認検定更新整備 ⑥陸上競技場第４種公認検定更新整備

⑦芝管理用機械購入 ⑦芝管理用機械購入

学校施設の開放 学校施設の開放

①学校体育施設の効率的・効果的な利用と調整 ①学校体育施設の効率的・効果的な利用と調整

②美幌中学校体育施設の利用検討 ②美幌中学校体育施設の利用検討

＜総合型地域スポーツクラブ自立支援事業＞

事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
備考

１．スポーツ教室

　①わんぱくスポーツ教室 5/10.6/28.7/12. スポセン他 小学生 運営委員

9/6.10/18.11/15. 50名

12/6.2/14.3/7 延239名

（計9回）

午前10時～同12時

　②サッカー教室 5/31.6/7.18.21 あさひ多目的 小学1～3年生 サッカー協会

.28（計5回） グラウンド 24名

午後4時～同6時 延101名

土曜日は午後3時

～同5時

　③初心者テニス教室 6/9.11.13.16. いなみテニス 成人一般 テニス協会

18.20（計6回） コート

午後7時～同9時

　④ラッコ水泳教室 ①6/11.12.13 海洋センター　 ①小学1年生 水泳協会

②6/18.19.20 19名

（各3回、計6回） 延54名

①午後3時00分 ②2～3年生

～同4時30分 28名

②午後3時45分 延82名

～同5時15分

　⑤親子水泳教室 7/1.4.8.11.15 海洋センター　 4～6歳の幼児 水泳協会

.18（計6回） と母親

午後3時～ （17組35名）

同4時30分 延122名

　⑥キッズ☆ビート 5/20.27.6/3. スポセン 4～6歳児 運営委員

　　スポーツ教室 10.17.24.7/3 24名

.10（計8回） 延157名  

午後3時～同4時

⑤新設パークゴルフ場・室内多目的運動場の整備検討

課題解決のための取り組み 平成２６年度事業計画の記載事項
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事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
備考

　⑦少年少女バドミントン教室 8/20.27.9/3. スポセン 小学3～6年生 バドミントン協会

10.17（計5回） 11名

午後5時～同7時 延45名

　⑧ルーシーダットン教室 6/3.10.17 トレセン和室 子育て期の母 運営委員

（計3回） 7名

午後3時～4時 延18名

10/8.15.22.29 8名

（計4回） 延25名

午前10時～11時

　⑨ペタンク教室 11/7.10.14.17 ペタンク場 小学生～一般成人 ペタンク協会

.21(計5回) 13名

午後4時～6時 延49名 

　⑩ジュニアスピードスケート教室 ①12/26 スポセン   小学生（50名） スケート協会

午後6時～7時30分 大正橋スケート 24名

②12/31 リンク 延104名

午前11時～12時

③1/2.3.4(計5回)

午後1時～2時30分

　⑪歩くスキー教室                            1/10.17 歩くスキー 成人一般(30名) スキー連盟

午前10時～正午 コース他町外 10名

1/18（計3回） 延25名 

午前8時30分

～午後3時

　⑫ジュニアスノーボード教室 1/10.17.24. リリー山   小学3～6年生 スキー連盟  

31.2/7（計5回） スキー場 （20名）

午前9時～同11時 17名 

延71名 

　⑬ジュニアクロスカントリースキー 1/5.6.7.13.14 陸上競技場 小学生･中学生 スキー連盟

　　教室 （計5回） 26名

午前9時30分 延129名

～同11時30分

　⑭ニューエルダースポーツ教室 11/10～12/15 スポセン 55歳以上(30名) 外部指導者

（計10回） 19名

月　午前10～12時 延139名 

木　午後1時～3時

　⑮レディーススポーツ教室 1/26.30.2/6. スポセン他 成人女性(20名) 外部指導者

9.16(計5回) 20名

午前10時～ 延66名

11時30分

２．サタ☆スポ 通年(5～9月と冬 市内３小学校 小学生～ 運営委員

　（土曜日学校体育館開放） 休み期間を除く) 延569名

主に第2・第4

土曜日

３．スポーツイベントの開催 随時 一般町民 運営委員

４．運営委員会の開催  4～2月（年6回） トレセン等 運営委員
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事業名 期日 場所
対象

（募集人数）
備考

５．各種研修会 ①クラブミーティング 札幌市 関係委員2名

11/1（土）～2（日） 幕別町 関係委員1名

②クラブネット

11/29(土)～30(日)

６．広報活動 ①クラブ会報 全町民

7～2月（年4回）

②ＨＰの更新

随時 
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