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社会教育グループ　事業実施結果

推進目標１　子どもたちの個性や才能を認め合い、生きる力・生きる知恵、郷土愛を育みたい！

事　　　　業　　　　名 期　　　日 場　　　所
対　　　象

（募集人数）
参加人数

１　おもしろキッズ共和国 5/20～3/10 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ 小学生

（全9回） 他 （定員40人） 延142人

中学生

（サブリーダー） 1人

２　子どもちょっと体験教室

　　①列車に乗って旅に出ようパート10 6/24 山の水族館 小学生（定員30人） 27人

　　②びほろおしごと探検隊 11/25 美幌町内 小学生（定員20人） 4人

３　美幌町高校生ﾘｰﾀﾞｰつみきｻｰｸﾙ 6/10～3/11 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ 高校生 延31人

　　美幌町高校生リーダー養成講習会 （全4回） 他

４　美幌町コミュニティスクール 4月～3月 主に小学校 各小学校区の

児童と大人

５　びほーる演劇ワークショップ 5/18 町民会館 小学生～一般 15人

びほーる

６　びほーる演劇ひろば 毎月第２第４金曜日 町民会館 小学生～一般 17人

びほーる

　　活動成果発表会 9/24 90人

７　びほーるギャラリーコンサート ①5/7 町民会館 幼児～一般 37人

②12/23 びほーるギャラリー 141人

８　少年教育派遣事業

　　①ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰｺｰｽ派遣 8/8～8/10 ﾈｲﾊﾟﾙ北見 中学生 2人

　　②ボランティアアクションin福島派遣 3/30～4/4 福島県・宮城県 高校生 2人

９　子どもチャレンジクッキング

　　～桜もちをつくろう！～ 2/24 しゃきっとプラザ 小学生 14人

　　 （定員20人）

中学生ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 1人

10　びほろっ子ワクワク通学合宿 9/24～9/29 地域用水広報館 小学4～6年生 12人

（定員20人）

11　おもしろ科学の祭典inびほろ（第15回） 8/26 旭小学校体育館 小・中学生 300人

12　春休みボランティアセミナー 3/21,24 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ 小学5～6年生 中止

町内保育園 中学1～2年生

高校1～2年生

（定員20人）

13　キッズカルチャークラブ 4月～3月 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ 小学生 延24人

　　　（日本舞踊・陶芸） （定員５～10人）

- 1 -



事　　　　業　　　　名 期　　　日 場　　　所
対　　　象

（募集人数）
参加人数

14　文化団体招聘鑑賞事業

　　大冒険舞台劇「ハックルベリー・フィン」 2/18 町民会館 主に小学生 135人

びほーる

推進目標２　人と人とのつながりを深めたい！

事　　　　業　　　　名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

１　美幌町文化祭

　　　　　　　　展示発表 11/3～5 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 町民 1,490人

　　　　　　　　芸能発表（邦楽部門） 11/5 町民会館びほーる 526人

　　　　　　　　芸能発表（洋楽部門） 11/3 町民会館びほーる 451人

２　フレッシュママセミナー

夏期 6/6～7/11 子育て支援ｾﾝﾀｰ 4ヶ月～1歳までの 11組23人

ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ 子どもと母親 延　110人

冬期 1/23～2/27 しゃきっとﾌﾟﾗｻﾞ （各15組） 10組20人

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 延　100人

３　家庭教育セミナー 3/18 しゃきっとﾌﾟﾗｻﾞ 一般 23人

（定員50人）

４　美幌町幼稚園家庭教育学級 4/26～1/31 美幌町内 大谷幼稚園 延985人

藤幼稚園

保護者

５　美幌町教育講演会 8/30 北中学校体育館 小中高等学校ＰＴＡ役員 47人

　　　兼　美幌町PTA役員研修会 町内教育関係委員

６　女性学級 4月～3月 美幌町内 各自治会女性部 延355人

女性学級合同学習会 2/23 49人

７　明和大学 通年（月2回） ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ 65歳以上の
町民

当初在籍数

第1・第3水曜日 町民 本科生　 　41人

研修課程　35人

　　　計  　  76人
明和大学公開講座 ①7/5　　 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ 明和大学生及び 81人

一般町民

②10/25 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ 明和大学生及び 67人

一般町民

明和大学学校祭 9/2 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ 明和大学生及び 95人

一般町民

三町高齢者教室交歓会 10/6 津別町 美幌・津別・大空　各町 245人

（中央公民館） 高齢者大学生

８　アクティブシニアセミナー 2/27,3/18 しゃきっとプラザ 60歳以上の町民 延13人

（定員10人）

９　サークル開設講座 4月～3月 マナビティーセンター小学生以上

親子陶芸教室・初心者陶芸教室 （定員10人程度） 延15人

コーラス教室・初級手話教室
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推進目標３　一人ひとりの力を引き出し、活躍の場を広げたい！

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きらり女性セミナー 2/23 しゃきっとプラザ 町民 49人

（定員50人程度）

②イマドキ講座 ①7/8 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ 町民 12人
（定員50人程度）

②12/3 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 町民（定員なし） 170人

③おもしろ科学の祭典指導者養成講座 7/5,19 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ 成人（定員20人） 延48人

２　青年講座 3/17 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ 町内の青年 26人
（定員５０人程度）

３　美幌町女性国内研修派遣 8/24～8/29 埼玉県 女性（２人） 2人
東京都内

４　美幌町みんなのまなび場応援事業 町民
　　①家族みんなが元気になる！薬膳セミナー 10/9 しゃきっとﾌﾟﾗｻﾞ （2人以上の町民 29人
　　②セカンドライフ＆就活セミナー 3/4 美幌グランドホテル 有志で実行委員会 57人

を結成し実施）
５　はたちのつどい 10/5～2/23 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ等 平成29年度に 延29人

（全8回） 成人を迎える者

６　成人の集い 1/7 町民会館 平成29年度に 156人
びほーる 成人を迎える者

（H9.4.2～
H10.4.1生）

210人
（町外者含む）

７　びほーるアートギャラリー 3/15～3/28 町民会館 町民 38人
びほーるギャラリー 他、ｲﾍﾞﾝﾄ入場者

（723人）が観覧

８　芸術文化鑑賞事業
　　①ミュージカル「ザ・デイサービス・ショウ」 9/11 町民会館 町民 513人
　　②古武道コンサート 11/12 びほーる 424人

９　びほーる共催鑑賞事業
　　①日本フィル弦楽四重奏コンサート 8/24 町民会館 町民 148人
　　②NHK公開録音「真打ち競演」 9/2 びほーる 494人
　　③あんみつるコンサート 3/13 150人
　　④よしもとお笑いまつりinびほろ 3/29 460人
10　青少年関係団体の活動援助 随時 自治会連合会青少年部会

修養団美幌会等

11　女性団体の活動援助 4月～3月 美幌町内 自治会連合会
女性部会

12　美幌町青年活動団体B-live活動援助 4月～3月 美幌町内 美幌町青年活動 会員数22人
団体B-live

13　明和友の会活動援助 随時 美幌町内、他 明和大学 在籍107人

卒業生
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事　　　　業　　　　名 期日 場所
対象

（募集人数）
参加人数

14　ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ利用ｻｰｸﾙの 4月～3月 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ サークル会員 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ

　　 育成・援助 北中学校 利用登録ｻｰｸﾙ

　　　（北中学校特別教室夜間開放を含む） 52団体（713人）

15　高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｻｰｸﾙの活動援助 随時 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ 明和友の会

16　文化関係団体の活動援助 随時 主に町民会館 文化団体等

びほーる

17　びほーる舞台での発表会等の支援 随時 町民会館 町民 本番68件

びほーる

18　芸術文化活動の援助

　①吹奏楽技術講習会 7/22～23 町民会館 町民 124人

　②アムノルドフルートアンサンブルコンサート 5/13 びほーる 150人

　③劇団前進座美幌公演「くずーい屑屋でござい」 7/24 211人

　④TRIPLANEスペシャルライヴinびほ－る 10/21 260人

　⑤みのや雅彦北海道特別巡業美幌公演 3/18 223人

社会教育グループ　情報提供の充実　取組結果

掲載

社会教育グループ　学習環境の整備　取組結果

方針 取組概要

地域人材の把握と支援体制の整備 ・教育資源リスト（美助っ人）の更新に伴い、町内の人材を調
査し情報提供を行っていく。また、近隣市町とも情報交換を
行い、講師等の情報を蓄積し、発信できるようにする。

「びほろっ子プレイガイド」の内容充実とホームページへの ・各月1日付でその月に行われる社会教育４館並びに児童ｾ
ﾝﾀｰ、その他青少年教育事業の情報をA3用紙１枚(両面刷
り)にまとめ町内の全校児童に配付し周知を行う。
・ホームページへの掲載を行い、広く町民に社会教育事業
を周知するほか、町が運営するフェイスブックに講座情報等
を掲載

「教育資源リスト」の活用促進 ・毎年ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ利用登録ｻｰｸﾙの伴い情報更新を行
い、各学校へ出前講座ﾘｽﾄ「教育資源ﾘｽﾄ」を配付し、活用を
促していく。
（平成29年度よりびほろ達人大百科「美助っ人（びすけっ
と）」に名称を変更し運用）

文化事業の把握と全町的な情報発信 ・びほーるで開催される芸術文化鑑賞事業や町民発表会等
の情報をまとめ情報紙として発行する。
・町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「びほーる」ﾍﾟｰｼﾞを充実し、ﾎｰﾙの概要や
利用状況、文化事業情報等を発信する。

方針 取組概要

町広報やホームページによる団体情報や活動機会の ・町広報へ毎月ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰの事業周知を掲載する他、
随時町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにおける講座情報を更新する。
・町広報にﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ利用登録ｻｰｸﾙの紹介を掲載す
る。

発信

青少年健全育成に関する情報の発信 ・青少年育成協議会が発行する広報誌「リトルウィング」の内
容充実を図る。
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社会教育グループ　施設の整備　取組結果

環境醸成

青少年サロンの充実

・始業式、終業式での各学校の巡視（声かけ）活動の他、不
審者情報に基づく特別巡視、青色回転灯装備車による巡視
活動を充実させる。
・みまもり隊登録者の自宅付近における巡視活動を新たに
実施。

・青少年育成専門推進員と生涯学習推進員を継続配置す
る。

・びほーる舞台機能を十分に発揮させるため、舞台・音響・
照明操作を専門とする業者に委託し、利用者の要望に対応
するとともに、委託業者の指導による技術講習等を行い、ﾎｰ
ﾙｽﾀｯﾌの技術力を高める。また、舞台関係に見識の高い町
民に舞台運営の協力を頂きながら、より良い舞台運営を図
る。

及び運営体制の充実

・年次による修繕計画を立案・実施し、ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ利用
環境の保持を図る。
　今年度実績：駐車場フェンス修繕、駐車場舗装、玄関前舗
装、身障者用駐車場整備、施設正面案内看板修繕、自転
車小屋修繕、冷房室外機撤去、青少年健全育成プラン終
了に伴う看板撤去
・ﾌﾟﾁｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰの実施
主に、ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰを利用している手工芸関係ｻｰｸﾙの作
品を展示し、日頃の活動の成果を発表する機会を設ける。
（今年度は特別展示として、町民からの申し出による消しゴ
ムハンコ作品展を開催）

施設備品の適切な維持管理 ・陶芸窯などの手工芸関係備品や音響機器等、使用開始か
ら年数が経過していることから、保守点検を確実に行い、現
状の備品使用を継続できるよう管理していく。
　今年度実績：陶芸窯外壁耐熱塗装、焼成装置ファン取
替、ブラインド修繕等

・青少年育成協議会の活動拠点としての環境を整備する。

活用

びほーる等の利用促進に伴う舞台での指導体制

巡視・声かけ等による青少年育成指導体制の充実

青少年育成専門推進員並びに生涯学習推進員の

施設内外の年次修繕計画の立案と実施

取組概要方針

サークル活動の発表機会を通した施設内の文化面の

社会教育関係委員による学習支援体制の充実 ・社会教育委員の研修をとおして資質向上を図る。
　研修：町内研修、北見・斜網地区研修会、オホーツク管内
社会教育振興セミナー、全国社会教育研究大会北海道大
会（北海道社会教育研究大会、社会教育委員長等研修会
を兼ねて開催）
・社会教育活動奨励員企画・運営による事業を充実させる
一方、研修等（夜鍋談義）をとおして課題に対する共通理解
を深め、活動充実の一助とする。

方針 取組概要

びほーる舞台機構の年次的更新 びほーる舞台機構の定期的ﾒﾝﾃﾅﾝｽ及び修繕を行い、利用
者への安全性の確保と円滑な舞台運営を維持する。
　　修繕～舞台ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ回路切替ボックス取付修繕
　　　　　　 舞台吊物装置移設修繕
　　保守点検～舞台吊物・音響設備・照明設備等の点検
　　　　　　　　　 冷暖房換気設備・ピアノ等の保守
　　備品購入～平台、ﾏﾙﾁｹｰﾌﾞﾙ

町民会館改築に伴う利用率の向上 新館の平成30年9月1日改築オープンに向けて、貸し館機
能や運営方法、びほーるとの連動等について検討し、町民
が利用しやすい施設づくりを行う。
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　びほーる電気時計の設備

町民会館老朽化に伴う施設改修

　H28.9.21改修工事着工　

　H28年度末工事進捗状況　 6.95%

　H29年度末工事進捗状況　97.28%

　H30.7.12改修工事完成

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96人) 4/6,7 各小中学校

7/22,23

8/18

12/22

1/16,18

※美中・北中では生徒会役員と合同声かけ運動を実施。

○長期休暇中の巡視

　・夏休み巡視 (巡視数 延 15人) 7/27,8/3,8 町内

　・冬休み巡視 (巡視数 延 17人) 12/26,1/10,15

（２）合同巡視　

　・夏祭り　　 (巡視数 延65人) 8/11 美小グラウンド

　・ふるさと祭(巡視数 延271人) 9/4～6 祭り会場・子ども横丁

　・新入学期　 (巡視数 延92人) 4/10～14 各小学校

○美幌警察署･美高・美中・北中・ 5/18 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80人）

（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

２　環境浄化活動

随時 町内

町民会館びほーるの施設機能充実

　ｾﾝﾀｰ､育成協議会､警察署補導員､

　・3学期始業日　　　(巡視数 延53人)

活　　　動　　　実　　　績

　・不審者等情報配信

　　平成29年度発生件数：2件

　・1学期終業日　　　(巡視数 延67人)

　・2学期始業日　　　(巡視数 延66人)

　・2学期終業日　　　(巡視数 延38人)

○地域安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ(育成

　民生児童委員､護老子）による巡視

　青少年育成センターによる巡視

　　

○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）

○「不審者等の出没」及び「事件等

　発生」による巡視
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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67回「社会を明るくする運動」 7/2 役場前

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

（２）青少年健全育成強調月間 ○開会式、街頭啓発 10/29 しゃきっとプラザ

（主催：美幌町青少年育成協議会）  　（育成ｾﾝﾀｰ：4人参加）

○第15回「明るい家庭づくり」絵画 10/29 しゃきっとプラザ

　コンクール表彰式

　・応募総数271点(小262･中9)

　・表彰作品16点(小･中 各8)

○第34回美幌町「少年の主張」大会 11/11 町民会館びほーる

　（育成ｾﾝﾀｰ：4人参加）

　・発表者18人(小学生6人･中学生12人)

　　来場者174人

（３）美幌町歳末特別警戒出動式 ○出動式及び街頭啓発 12/15 しゃきっとプラザ

　　（育成ｾﾝﾀｰ： 3人参加） 及び大型店

２　健全育成のぼり旗の設置

7月 各学校・

11月 公共施設周辺

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月号町広報 全戸配布

　等を町民に周知し、児童・生徒を 12月号町広報

　見守る呼びかけを掲載

（２）青少年育成協議会発行「リトルウイング」 ○青少年健全育成に関わる情報の 7･9･12月

　　　 　提供（年３回） 町広報紙配布時 全戸配布

４　「道民家庭の日」推進事業

○第15回「明るい家庭づくり」絵画 10/29 しゃきっとプラザ

　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

　　・平成２9年度　北海道青少年育成 9/8 札幌市

　　　大会（村口指導員出席）

　　・平成２9年度　北海道青少年育成 11/8 札幌市

　　　運動活性化研究協議会

　　　（村口指導員出席）

２　指導員研修会の開催

8/30 北中学校体育館

 　安全教室」への参加

　　　　（育成センター：7名参加）

11/30 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ

　　　　（44名参加）

○7月(6/30～7/31)社明運動、11月

　　「美幌町教育講演会～携帯電話

活　　　動　　　実　　　績

活　　　動　　　実　　　績

　　・青少年育成指導員等研修会

○開会式、街頭パレード及び街頭啓発

　(10/31～11/29)強調月間に合わせ

　設置

○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

○町PTA連合会・教育委員会共催
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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 5/25 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ

　・小中高PTA生活部と育成協議会 7/11 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ

　　合同連絡会議

　・地域安全パトロール隊 7/18 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ

　　リトルウイング会議

9/11 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ

  　絵画コンクール審査委員会

10/29 しゃきっとプラザ

及び大型店

　　絵画コンクール表彰式

11/11 町民会館びほーる

２　自治会連合会青少年部会

○びほろワクワク雪ん子広場への 2/25 ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ

　参加（育成センター:4人参加）

３　生徒指導連絡協議会

5/17,7/5,10/4,　 美幌小学校

　等を実施した。 12/6,2/21

　（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

5/17,7/18,12/13, ﾏﾅﾋﾞﾃｨｰｾﾝﾀｰ

3/20

　て協議

活　　　動　　　実　　　績

○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

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

　　第15回「明るい家庭づくり」

活　　　動　　　実　　　績

○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

　・「青少年健全育成強調月間」

　・第34回美幌町「少年の主張」大会

○青少年健全育成のための情報交換

　　開会式・街頭啓発

  ・第15回「明るい家庭づくり」
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図書館グループ　事業実施結果

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 図書館視聴覚室 幼児・児童 ２５回　　延1２３人

木曜日（30分） 　　（3歳～10歳位）

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２２回

（２ヵ所）

３　小学校読みがたり巡回 随時 町内各小学校 児童 東陽小学校　　 23回

美幌小学校　　 35回

旭小学校    　　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 ４月～３月 しゃきプラ 10ヶ月児 １２回

１２回 保護者 114人

６　ブック２（セカンド） ４月～３月 しゃきプラ ３歳児 １０回

１０回 保護者 １３７人

７　ブック３（サード） ７/5､7/11､７/13 各小学校 小学１年生 ３回

３回 １５０人

８　絵本とあそぼ！ 毎月 図書館 乳幼児（0～2歳位） ２３回

第2､第4木曜日 保護者 延２８５人

９　おはなしと工作のひろば 年4回　4/22 図書館 児童及び父母 4回

7/22、11/25、2/24 延４４人

１０　手づくり絵本講習会 7/25～26 図書館 児童及び一般 １０人

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・生徒 56学級　

16，312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×3ヶ所（組）

×９ヶ月

2月～3月 55冊×3ヶ所（組）

×１ヶ月（冬期）

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）11/8 図書館 小・中学生 応募数　136点

（小74点、中62点）

１５　児童生徒作品展 8/30～9/10 ギャラリー 小学生 美幌小学校

１６　絵本展示 4/23～5/12 ギャラリー 幼児～一般

１７　学校図書館支援 随時 各小・中学校 各小・中学校 6回

4/13、4/20、5/2

4/18、4/27、5/23

１８　見たい、知りたい、調べ隊 7/23 図書館 小学生 ３人

　　　　やってみよう自由研究！

１9　ユニットライブラリー 通年 町内1ヶ所 児童・一般 貸出冊数 190冊

目標１　子どもの個性や才能を認め合い、生きる力・生きる知恵、郷土愛を育みたい！

　　「どんなところ？たのしいところ？ようちえん・
ほいくえん・がっこう」
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目標２　人と人とのつながりを深めたい！

事　　　　業　　　　名 期　　日 場　　所
対　　象

（募集人数）
参加人数

１　ボランティア研修講座 11/1 視聴覚室 読み聞かせボラン 1回

ティア 14人

幼児・児童

一般町民

２　よみきかせ読み手養成講座 9/20、9/27 視聴覚室 ２回

28人

３　わくわくお話たまてばこ 9/30 図書館 幼児・児童 73人

　　（お話たまてばこ実行委員会主催事業） 保護者

４　「まちゼミ」のコーナー 10/19～11/26 図書館内 町民一般 1回

５　ふらっとギャラリー 3/14～3/22 ギャラリー 町民一般 1回

６　図書館フェスティバル 9/30～10/8 図書館 町民一般 延919人

期間来館者数延2,249人

目標３　一人ひとりの力を引出、活躍の場を広げたい！

事　　　　業　　　　名 期　　日 場　　所
対　　象

（募集人数）
参加人数

１　郷土資料探偵団 12/17 視聴覚室 町民一般 10人

２　古典文学講座 5/20､6/17､7/22 視聴覚室 町民一般 １０回

8/19、9/9､10/21 延178人

11/18､12/16　

1/20､2/17

３　お楽しみ文学館 4/14､5/12､6/9 視聴覚室 町民一般 １１回

7/14､9/8､10/13 延195人

11/10､12/8

1/12､2/9､3/9

　

４　図書館施設開放事業 通年 視聴覚室 団体 25件　延294人

ギャラリー展示 団体・個人 7回

読書会室・談話室 団体 85件　延451人

ギャラリー 個人 463件　延707人

５　レファレンスサービス 通年 個人・団体 149件

６　無償譲渡コーナー 6/6～6/18、　 図書館内 町民一般 延552人

9/30～10/7､ 2,124冊

12/5～12/17､　　

3/6～3/18

７　宅配サービス 随時 町民一般

ボランティア・一般
町民
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事　　　　業　　　　名 期　　日 場　　所
対　　象

（募集人数）
参加人数

８　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

９　図書館ボランティアの日 4/28､5/26､７/14 視聴覚室、他 一般町民 11回

8/25､9/22､10/27 延６５人

11/24､12/28

1/26､2/23、3/30

　

10　図書館体験の日 7/27～8/16 図書館内 小・中学生 小学生９人

高校生

図書館グループ　学習基盤の整備結果

情報提供の充実

ホームページのさらなる内容充実

他図書館とのネットワークの確立

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

職能向上を図る研修機会の充実 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

学習環境の整備～学習支援体制

課題解決のための取り組み 平成２９年度事業計画の記載事項

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

他の図書館との連携により他の図書館所蔵の本を当図書館
にて貸出する「相互貸借」を行っている。

図書館ホームページの内容を整理

来館者用インターネット端末の設置

各種広報活動

課題解決のための取り組み 平成２９年度事業計画の記載事項

- 11 -



博物館グループ　事業実施結果

推進目標１　子どもたちの個性や才能を認め合い、生きる力・生きる知恵、郷土愛を育みたい！

事　　　　業　　　　名 期　　日 場　　所
対　　象

（募集人数）
参加人数

１ 博物館講座（自然編・歴史編・芸術 博物館 中学生以上 延べ239人

　 編） 町内 （15～50名）

２ 学校と連携した体験授業・研修会 通年 博物館、町内外 町内外の小中高等学校

美幌小学校

　歴史体験

　　5年生　「勾玉づくり」 7/6 博物館 5年生 72

　　4・5・6年生　「火起こし体験」 11/9 博物館 4・5・6年生 23

旭小学校

　自然体験

　　4年生　「駒生川の生き物学習（春）」 5/31 町内 4年生 37

　　4年生　「駒生川の生き物学習（夏）」 8/31 町内 4年生 36

　　4年生　「駒生川の生き物学習（秋）」 10/31 町内 4年生 36

　　4年生　「駒生川の生き物学習（冬）」 1/23 町内 4年生 36

　　5年生　「自然観察」 8/31 町内 5年生 51

　　6年生　「魚の解剖」 9/15 旭小学校 6年生 54

歴史体験

　　3年生　「昔の道具や暮らしの様子」 1/31 博物館 3年生 40
　　4年生　「特別展　なつかしの学び舎　見学」 10/17 博物館 4年生 36

　　5年生　「土器作り」 7/14 博物館 5年生 47

　　5年生　「土器焼き」 8/31 博物館・町内 5年生 51

モノ作り　

　　5年生　「モザイクタイルの写真立て」 10/14 博物館 5年生 6

東陽小学校

　自然体験

　　4年生　魚無川の自然観察 9/1 町内 4年生 54

　　5年生　自然散策 6/22 町内 5年生 54

　歴史体験

　　4年生　特別展見学 10/5 博物館 4年生 52

　　5年生　火おこし体験 6/22 博物館 5年生 54

　　6年生　火おこし体験 5/19 博物館 6年生 63

　　3年生　「昔の美幌を知ろう」 2/9 博物館 3年生 52

　芸術体験

　　6年生　展示室見学 5/19 博物館 6年生 63

　モノ作り

　　1年生　学級レク「コマ作り」 10/19 博物館 1年生 4

　　6年生　箸作り 6/22 博物館 6年生 54

美幌中学校

　自然体験
　　1年生　「温水溜池の生きもの観察　事前授業」 7/10 美幌中学校 1年生 85

　　1年生　「温水溜池の生きもの観察」 7/11 町内 1年生 85
　　1年生　「ウチダザリガニの駆除体験　事前学習」 8/22 美幌中学校 1年生 85

　　1年生　「ウチダザリガニの駆除体験」 8/23,25,29 町内 1年生 86
　　1年生　「ウチダザリガニの駆除体験　事後学習」 9/13 美幌中学校 1年生 86

　　1年生　「総合学習まとめ」 1/30 美幌中学校 1年生 86

美幌高等学校

　3年生「春植物の観察」 5/12 町内 3年生 36

　2・3年生「ウチダザリガニ駆除体験」 7/13 町内 2・3年生 48
　2・3年生「農業クラブ プロジェクト学習」 通年 美幌高校・町内 2・3年生

東京農業大学

　3年生　施設見学と展示解説 5/19 博物館 3年生 27

  2年生　特別講義「博物館の仕事」 12/8 博物館 2年生 102

　2年生　博物館展示論 12/5 博物館 2年生 53

美幌町外小中学校・教員研修
　東藻琴小学校　3年生　「モザイクタイル」 6/28 博物館 3年生 31
　白鳥台小学校　5年生　「ウチダザリガニ駆除体験」 7/13 町内 5年生 13
　白鳥台小学校　5年生　「ウチダザリガニ駆除体験」 7/14 町内 5年生 13

　津別小学校　3年生「昔の道具とくらし」 2/15 博物館 3年生 32

6/17、6/24、
7/23、8/19・20、
9/2・3、10/7、
10/14、11/25・
26、12/10、3/24
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事　　　　業　　　　名 期　　日 場　　所
対　　象

（募集人数）
参加人数

　北見市教育研究協議会　「植物観察会」 9/5 町内 18

　大空町教育委員会　理科部会　「植物観察」 9/8 町内 4

　美幌町教職員　研修活動 1/23 博物館 5

３ こどもの日イベント 5/5 博物館 一般 1,059名

４ 企画展「交通安全ポスター作文展」 11/4～26 博物館 一般 278名

　 （入館者数）

５ 企画展「冬季作品展」 2/3～3/4 博物館 一般 747名

（入館者数）

６ お宝をさがせ！ 推進目標３に記載

７ モノ作り講座 推進目標２・３に記載

８ 博物館フォーラム 推進目標３に記載

９ プチ工房 推進目標２・３に記載

推進目標２　人と人とのつながりを深めたい！

事　　　　業　　　　名 期　　日 場　　所
対　　象

（募集人数）
参加人数

１ 学芸協力員らを交えた動植物生態調査 通年 博物館、町内 学芸協力員ら有志 延べ98人

２ 学芸協力員らを交えた展示物・標本等の 通年 博物館、町内 学芸協力員ら有志 延べ40人
　 作成、および既存資料の整理、各種講座の

　 運営補助

３ 企画展・特別展 通年 一般

４ 博物館講座（自然編・歴史編・芸術編） 博物館、町内 中学生以上 延べ239人

（15～50）

５ モノ作り講座 博物館 講座内容により 延べ51人

対象変わる

（8～16）

６ プチ工房 博物館 どなたでも 延べ609人

７ 博物館フォーラム 推進目標３に記載

８ 学校と連携した体験授業 推進目標１に記載

推進目標３　一人ひとりの力を引き出し、活躍の場を広げたい！

事　　　　業　　　　名 期　　日 場　　所
対　　象

（募集人数）
参加人数

１ 博物館講座（自然編・歴史編・芸術編） 博物館、町内 中学生以上 延べ239人

（15～50）

4/12・14、5/10・
12、6/14・16、
7/26・28、8/9・
11、9/13・15、
10/18・20、11/8・
10、12/20・22、
1/10・11、2/14・
26、3/14・16

6/17、6/24、
7/23、8/19・
20、9/2・3、
10/7、10/14、
11/25・26、
12/10、3/24

博物館、図書
館、しゃきっと
プラザ、峠の湯
びほろ、美幌療
育病院、緑の苑

6/17、6/24、
7/23、8/19・
20、9/2・3、
10/7、10/14、
11/25・26、
12/10、3/24

5/27、6/10、
7/25、2/24、
2/25
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事　　　　業　　　　名 期　　日 場　　所
対　　象

（募集人数）
参加人数

２ モノ作り講座 博物館 講座内容により 延べ51人

対象変わる

（8～16）

３ プチ工房 博物館 どなたでも 延べ609人

４ 明和大学「ふるさとクラブ」の受け入れ

５ 企画展・特別展 通年 一般

６ 学芸協力員らを交えた動植物生態調査 通年 博物館、町内 学芸協力員ら有志 延べ98人

７ 学芸協力員らを交えた展示物・標本等の 通年 博物館、町内 学芸協力員ら有志 延べ40人
　 作成、および既存資料の整理、各種講座の

　 運営補助

８ お宝をさがせ！ 9/1～10/1 博物館 どなたでも 447人
（入館者数として）

９ 国際博物館の日記念事業 4/29 博物館 どなたでも 155人
（入館者数として）

１０ 博物館フォーラム 10/7 博物館 中学生以上 4人

（50名） （入館者数として）

博物館グループ　学習基盤の整備結果

情報提供の充実

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

博物館フェイスブックの内容充実 随時、博物館フェイスブックの更新

随時、博物館資料のデータベース化を進める

5/27、6/10、
7/25、2/24、
2/25

4/12・14、
5/10・12、
6/14・16、
7/26・28、8/9・
11、9/13・15、
10/18・20、
11/8・10、
12/20・22、
1/10・11、
2/14・26、
3/14・16

5/17、6/7、
7/5、8/2、
8/23、9/13、
9/27、10/25、
11/15、11/29、
12/13、2/7

博物館、マナセ
ン町内外

明和大学ふるさ
とクラブ受講生

延べ147人

データベース化された博物館資料や、自然・歴史情報の

「授業で活用できる博物館手引書」の学校への継続配布 博物館資料や情報を授業で活かせるように、教師向け
の博物館活用手引書の内容を、随時更新

課題解決のための取り組み 平成２９年度事業計画の記載事項

博物館、図書
館、しゃきっと
プラザ、美幌療
育病院、緑の
苑、峠の湯びほ
ろ

収集提供

観光・旅行雑誌等への博物館情報提供 より博物館を利用してもらえるよう、観光情報雑誌
「じゃらん」に年1回博物館情報を掲載
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学習環境の整備～学習支援体制

学芸協力員らを交えた学習支援体制づくりとその育成 学芸協力員らを交えた学習支援を行う

学校教育との連携事業の学習支援を専門とする職員の

配置

職員体制の充実

学習環境の整備～施設の整備

常設展示の更新（部分展示更新） 2Fホール照明用配線ダクトの新設。

経年による施設劣化に対する整備の検討 博物館正面玄関前庭階段の改修。

博物館屋根の改修。

美術資料の適切な保管場所・保存環境の整備 美術資料の保管環境の整備。

課題解決のための取り組み 平成２９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２９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

推進目標１　子どもたちの個性や才能を認め合い、生きる力・生きる知恵、郷土愛を育みたい！

事　　　　業　　　　名 期　　日 場　　所
対　　象

（募集人数）
参加人数

１　全国・全道競技大会選手派遣事業 随　時 19団体（件）

290人

２　スポ－ツ少年団の育成 随　時    ＜スポ－ツ少年団登録団体＞

 1 ｼﾞｭﾆｱ野球 11 剣道 登録団員数

 2 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘ-ｽｷｰ 12 陸上 500人

 3 ｽﾋﾟ-ドｽｹ-ﾄ 13 銃剣道

 4 UFOｻｯｶｰ 14 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 登録指導者数

 5 水泳 15 ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝ 112人

 6 ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ 16 旭ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

 7 大東流合気武道 17 卓球

 8 ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 18 ﾍﾟﾀﾝｸ

 9 旭ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ 19 柔道相撲

10 ﾗｸﾞﾋﾞｰ

３　中３体力講習 10/24,25,27,30,11/1 トレーニングセンター 中学3年生 13名　延51人

 計５回 （各30人）
午後4時30分～同6時30分

４　感動体験スポーツ研修 7/27(木）～30(日) ネイパル足寄 小学3年～高校生 25人

 （３泊４日） （36人）

５　Ｂ＆Ｇ財団事業への派遣等 8/6（日） 積丹町 小学生～高校生 16人

６　幼児の体力テスト 5/10～5/17 町内保育園保育所(2園3所) 4～6歳児 75人

　　運動指導 3/27 東陽保育園 25人

推進目標２　人と人とのつながりを深めたい！

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 9/10（日） 河畔公園 町民一般 100人

パークゴルフ場 自治会単位他 

　（100名）

２　町民体育祭               通　　年 町内施設 町民一般 秋季　1,103人

冬季　　526人

３　 Ｂ＆Ｇ会長杯町民水泳大会 7/23(日) Ｂ＆Ｇ海洋センター 小学生～一般町民 75人

４　ビホロ１００ｋｍデュアスロン大会 8/19,20 美幌町内             成人一般、高校生 １部　 218人

小学3～6年生 ２部　  45人

ﾁｰﾑ　中学生以上 チーム　22人(11組)

　（300人） ジュニア  42人

５　レクリエーションダンス講習会 10/25 スポーツセンター 成人一般 39人

６　学校体育施設開放事業 随    時  美小 町民一般 9団体　 4,575人

東陽小 6団体　12,908人

旭小 5団体 　4,745人

北中体育館 7団体 　1,384人

各学校グラウンド

推進目標３　一人ひとりの力を引き出し、活躍の場を広げたい！

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 11/28,12/1,4,6,8（計5回） トレーニングセンター 高校生 14人　延59人

　  午後5時～同7時 （30人）

２　元気アップ講習 3/2,5,7,9,12（計5回） トレーニングセンター 成人一般 15人　延48人

　  午前10時～正午 （20人）

少年団
体協加盟団体

- 16 -



事　　　　業　　　　名 期　　日 場　　所
対　　象

（募集人数）
参加人数

３　体力測定 随      時                           町内施設 一般町民

４　水泳技能認定会 10/25 Ｂ＆Ｇ海洋センター 小学生～高校生 49人

５　スポーツ指導者講習会 中止 トレーニングセンター 成人一般

スポーツセンター

６　トレーニング機器によるトレーニング 月･木曜日         トレーニングルーム 一般町民 9,617人

　　指導 　午前10時～12時 

火･金曜日

　午後7時～9時

７　体育協会の活動奨励 8/4(金) ①町民と体育を語る夕べ 1,000人

10/6(金),10/7(土) ②スポーツ講演会・体育賞表彰

③スポーツ研修会

④体育施設の維持管理委託業務

８　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 1,037人

③各種研修会の参加・開催

④各種スポーツ活動の支援

⑤各種スポーツ情報の提供

⑥指導者の育成支援

９　スポーツ団体合宿事業 7/11～7/23(13日間) 柏ヶ丘公園陸上競技場 ＮＥＣ 60人

8/10～8/20(11日間) あさひ広場公園多目的広場 防衛大 50人

8/4～8/8(5日間) 中標津高校 31人

１０　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  

・フレッシュママセミナー

・女性学級

スポーツ振興グループ　情報提供の充実　取組結果

各関係機関や団体との情報の共有および発信

町広報による「トレセンだより」の内容充実

ホームページを使った各教室などの情報発信

施設の利用状況等についての情報提供の工夫

スポーツ振興グループ　学習環境の整備　取組結果

地域指導者の把握と支援体制の整備 スポーツ少年団登録指導者及び体育関係団体との連携
を図る

・明和大学体育クラブ、パークゴルフクラブ

課題解決のための取り組み 平成２９年度事業計画の記載事項

体育協会や自治会、各種スポーツ団体との情報共有及
びホームページ等による情報発信を行う

各種教室などの案内や施設利用に関する情報提供を行
う

町ホームページにて各種教室の情報を掲載する

施設掲示板やホームページ活用のほか、報道関係機関
による週間行事予定の掲載を行う

課題解決のための取り組み 平成２９年度事業計画の記載事項
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スポーツボランティアの発掘および活用

各団体や地域、学校体育指導者との連携強化

生涯学習推進アドバイザーの継続配置

スポーツ振興グループ　施設の整備　取組結果

スポーツセンターの耐震化

スポーツセンターアリーナ照明のＬＥＤ化

トレーニングルーム機器の年次的な更新

多目的運動場の整備検討

施設備品の年次的な更新

クロスカントリースキーコースの整備

リリー山スキー場リフトの年次的修繕

施設管理備品の年次的更新

美幌中学校体育施設の学校開放への検討

スポーツセンター：電子ｽﾀｰﾀｾｯﾄ(1台)、ﾊﾞﾚｰﾈｯﾄ(2組)
トレーニングセンター：暖房機(2台)

コース整備の検討協議

油圧緊張シリンダー修繕

美富テニスコート：審判台（2台）・ベンチ（4台）
柏ヶ丘公園陸上競技場：スポーツトラクタ（1台）
　　　　　　　　　　 サッカーゴールネット(1組)

体育館及び天然芝グラウンドの利用開放

イベント開催に伴うボランティアの公募
スポーツ推進委員（会議　年3回）
スポーツ指導者研修会への派遣

学校体育授業等への外部指導者の派遣
地域指導者への活用支援

生涯学習推進アドバイザーの配置により、各種サーク
ル団体等への支援を行う

課題解決のための取り組み 平成２９年度事業計画の記載事項

耐震化実施に係る実施設計

実施設計

レッグエクステンション（１台）

先進地視察研修、基本計画、基本設計

課題解決のための取り組み 平成２９年度事業計画の記載事項

- 18 -



 ＜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

スポーツチャレンジ教室 ５月～３月 町内公共施設 小学生～一般町民 109人　延445人

（７事業） （各５回程度）

アクティブBeet体験会 7/13（ｶﾇｰ）中止 野外 一般町民

8/27（登山） 13人

アイガモ水泳教室 7/4,6,11,13,18,20（計6回） Ｂ＆Ｇ海洋センター ５～６歳児　 15人　延80人

午後3時～同4時

キッズ☆ビートスポーツ教室 9/12,19,26,10/3,10, 30人　延216人

10/17,24,31（計8回)

午後3時～同4時

なでしこスポーツ教室 1/23,26,30,2/2,6 スポーツセンター 成人女性 11人　延39人

10時～11時（計5回） 　　

シニアビートスポーツ教室 中止 スポーツセンター ５５歳以上

　 　

ストレッチヨガ教室 5月：5/8,15,22,29 トレーニングセンター 一般町民 5月　12人 延43人

10月：10/5,12,19,26 10月　10人 延34人

11月：11/10,17,24,12/1 11月　12人 延40人

(計4回×3)

歩くスキー教室 中止 柏ケ丘公園 一般町民

陸上競技場

冬休みスキー教室 1/9,10,11,12,15,16 リリー山スキー場 小学生 10人　延53人

(計6回)

AKBスポーツチャレンジクラブ 6/10～3/17 公共施設等 年長幼児～

(計20回） 小学３年生　

２ サタ☆スポ 10/28,11/25,12/9, 町内３小学校 小学生～一般町民

（土曜日学校体育館開放） 2/17,3/10(年5回) 美小 4回　 65人

午前9時～同11時30分 東陽小 5回　 53人

旭小 4回　 78人

３ スポーツイベントの開催 随　時 公共施設等 一般町民 延1,077人

４ 運営委員会の開催 4/5,9/7,11/2,2/7,3/27 トレーニングセンター 運営委員 延90人

５ 広報活動 　　 　　 随　時 全町民

   ＨＰの更新、会報誌の発行

スポーツセン
ター

幼児

36人　延447人

１　スポーツ教室
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