
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度～平成３３年度 

美 幌 町 教 育 委 員 会 



はじめに  

 

 平成２３年度から５か年にわたり推進してきた「第６次美幌町社会教育中期計画」

が平成２７年度に最終を迎え、この計画最大の目標である「うるおいのある幸せな

まち」の実現を目指し、町民の皆様の多大なるご理解とご協力のもと、社会教育関

係各グループが中心となって諸課題の解決に努めてまいりました。  

 この間、社会情勢は変貌し、社会教育行政としてこれまで以上に町民のニーズ、

そして現代社会を生きるうえで必要となる学びがどのようなものであるかを的確に

把握し、多くの要求に応えていく必要があります。  

 本計画のスタートと同じくして、平成２８年度は本町におけるまちづくりの最上

位計画である「第６期美幌町総合計画」が初年度、さらには美幌町総合教育会議に

おいて策定した「美幌町教育大綱」が本格実施を迎えることとなり、こうした諸計

画等との整合性を図りながら、より実効性のある計画を策定するため、平成２７年

６月に「第７次美幌町社会教育中期計画策定委員会」に諮問し、この度答申をいた

だきました。  

 計画策定にあたっては、「第４次美幌町社会教育中期計画」から引き継いできた５

つの課題全てを見直し、現在の社会情勢や本町の教育を取り巻く諸課題について多

くの時間をかけて議論いただき、今後６年間で重点的に推進すべき事項として３つ

の推進目標と方針を新たに掲げました。  

 社会教育委員ならびに社会教育活動奨励員・スポーツ推進委員・博物館協議会委

員・図書館協議会委員で組織しました２１名の第７次美幌町社会教育中期計画策定

委員の皆様には推進目標とその目標に対する方針設定のための協議、さらには各グ

ループの取組内容につきまして大変短い期間ではありましたが精力的にご審議を賜

り、策定委員の皆様のご意見をベースに本計画をまとめることができましたことに、

改めてお礼を申し上げます。  

 推進目標として設定した「子どもたちを育てる」「人と人とのつながりを深める」

「一人ひとりの力を発揮する」という３つの柱は、社会生活において極めて基本的

なことではありますが、この基本が今日的に揺らいでおり、「原点」に改めて立ち返

ることが今まさに求められているものと考えています。  

本計画を今後６年間の社会教育行政推進の核として、町民の皆様のより一層のご

支援・ご協力を賜りますよう心よりお願いを申し上げる次第であります。  

 

 

美幌町教育委員会  

教育長  平  野  浩  司  
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１．計画策定の意義   

 

 水多き大いなるところ「ピ・ポロ」。 

 私たちの先人たちはたくさんの清らかな川に恵まれたこの場所を「ピ・ポロ」と呼び、暮らしの

中に息づく美幌川・網走川の豊かな水と恵まれた自然の中で、美幌町は発展してきました。 

 美幌町教育委員会は、平成１３年度に「うるおいのある幸せなまち」を目指して、構成を５つの

課題にまとめた第４次美幌町社会教育中期計画を策定し、『水多き大いなる「まち」づくりへ』、す

なわち一人ひとりの学びが社会に活かされ、子どもから高齢者まで、あらゆる世代が生き生きと輝

き、社会全体の教育力向上につながる知の循環型社会を築いていくことを基本理念として第６次美

幌町社会教育中期計画まで引き継いできました。 

 この間、社会環境は目まぐるしく変貌し、少子・高齢化による人口減少問題が大きな課題となり

ました。また子どもたちや大人を取り巻く環境も大きく変わり、生活水準が豊かになった反面、そ

のひずみによって貧困などの様々な問題が生じています。さらには高度な情報化により町民の学習

要求がより高度化・複雑化しており、社会教育行政としてこうした学習要求の把握、必要課題への

取組、学習条件の整備が必要とされています。 

 こうした経過から、今回策定しました第７次美幌町社会教育中期計画（以下、「本計画」という。）

においては、第４次美幌町社会教育中期計画から引き継いできた５つの課題の検証・評価を踏まえ

た上で、現在の社会情勢や本町を取り巻く諸課題、さらには国・道で策定している教育推進計画等

や平成２８年度から本町においてスタートする「第６期美幌町総合計画」、平成２８年１月に策定

された「美幌町教育大綱」の内容を踏まえ、今後６年間で推進すべき計画としてまとめることとい

たしました。 

 

 

２．本町社会教育の現状と課題  

 

 （１）現状と課題の把握について 

平成２７年度まで推進してきた第６次美幌町社会教育中期計画に基づく５つの課題解決のため

の取組については、各年度の事業推進によりどの程度効果を上げてきたのかを、美幌町社会教育委

員１３名が毎年評価してきました。これは、社会教育関係各グループ※（以下、「各グループ」とい

う。）が実施した単年度の個別の事業実績をもとに客観的に評価したものであり、この毎年の積み

上げをまとめたものを本計画の基礎資料としています。 
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社会教育関係各グループ：社会教育・スポーツ振興・博物館・図書館の４グループを指す。 
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第６次美幌町社会教育中期計画において掲げた５つの課題（学習機会の整備）におけるこれまで

の評価等を踏まえ、本計画策定の基礎資料とした平成２３年度～平成２６年度までの４年間の取組

に対する現状と課題を次のとおり整理しました。 

 

（２）第６次美幌町社会教育中期計画の評価から見る現状と課題 

①すくすく育む子どもの学び 

（挨拶の徹底等モラルの向上、生きる力を身につける体験学習の機会づくりなど） 

現状） ・人間として生活をしていくうえで基本となる挨拶の習慣は、各関係機関との連携

協力により子どもたちに定着しつつあります。 

・各学校と連携した取組も効果を上げています。 

課題） ・あらゆる体験が子どもたちにとってプラスになることから、これまで以上に保護 

者の理解や協力が不可欠です。 

・情報通信技術が多様化・高度化する中、その適切な利用について情報を集約し、 

理解する力があらゆる世代の人たちに必要です。 

 

 

②わくわく広げるボランティア活動 

（主体的な地域活動の奨励、やりがいや達成感を得られる機会の拡充など） 

  現状） ・子どもたちのボランティアに対する意識は高まってきています。 

・各グループで実施している事業内容については充実してきています。 

課題） ・子どもたちへの取り組みに対し、保護者の理解・意識の高揚がさらに必要です。 

・個別の取り組みを連携させ、人材の養成を図っていくことが必要です。 

・「思いやりの気持ち」等の大切さを伝えることの重要性がある一方、これをテー 

マとした事業に、参加者をどう確保していくかが課題です。 

 

 

 ③にこにこ深めるコミュニケーション 

 （親子や地域のふれあいの場の拡充、青年層の社会参加促進など） 

現状） ・新たに結成された青年活動団体を中心として本町活性化につながる取組が活発に 

行われています。 

・個人や団体間でのコミュニケーションが十分ではありません。 

課題） ・団体内でのつながりが希薄であるため、団体間の交流が必要です。 

・町民同士のコミュニケーションが深められるよう、各グループで実施している事

業のＰＲ等の充実が必要です。 

 



- 3 - 

 

 

 

 

④いきいき支え合う高齢社会 

（高齢者が知識や経験を活かす機会の拡充、様々な世代が交流できる機会の充実など） 

現状） ・各方面における高齢者の積極的な参加があり、高齢者のニーズに合った活動、 

さらには活躍の場もある程度充実しています。 

・高齢者の持つ知識や経験をどのような方法で、どういった対象に伝承していくか 

が十分に整理されていません。 

課題） ・子どもから高齢者という大きな流れの中で伝承していく機会の充実が必要です。 

・高齢者が活躍する場の存在をＰＲしていくことが求められています。 

 

 

⑤のびのび高める豊かな学習 

 （学びの成果を発表し、学習者同士が教え合える機会の充実、学習のユニバーサルデザイン※化など） 

   現状） ・平成２４年８月に「びほーる」がオープンし、施設面での充実が図られました。 

・各施設の機能を活かして広い世代に向けた講座等が展開されています。 

・参加者確保のための取組が十分ではありません。 

課題） ・若年層との関わりが比較的薄いことから、知識や技術の伝承を行うための取組が 

必要となっています。 

 

 

３．計画策定に向けた取組  

 

各グループにおいては、社会の変化と地域住民の要求課題に対応するため、昭和６１年度から５

か年ごとに見直して中期計画を策定し、行政指針として様々な取組を展開しています。 

第６次美幌町社会教育中期計画の推進期間が平成２７年度で終了することから、こうした現状分

析と課題等を踏まえたうえで、今日の社会教育が抱える課題を明確にするため、社会教育委員なら

びに社会教育活動奨励員・スポーツ推進委員・博物館協議会委員・図書館協議会委員の２１名で組

織した第７次美幌町社会教育中期計画策定委員会（以下、「策定委員会」という。）において、計画

策定に至る議論を重ねてきました。 

今回の計画策定では第４次美幌町社会教育中期計画から１５年間引き継いできた５つの課題を

全て見直し、これまで積み上げてきた基礎資料等をもとに、美幌町における教育の現状・課題や子

どもたち・大人を取り巻く環境など、第７次美幌町社会教育中期計画策定委員（以下、「策定委員」

という。）それぞれの思いを率直に出し合い、今後６年間にわたり優先して取り組むべきことにつ 

 

 

 

Ⅰ 第７次美幌町社会教育中期計画の概要 

ユニバーサルデザイン：ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべての人のための 

デザイン」を意味し、年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人 

が利用可能であるようにデザインすること。 
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いて多くの時間をかけて議論してまいりました。その結果、策定委員より出された意見をもとに最

終的に次の３つのキーワードに集約しました。 

 

 

 

 

 

 

 

この３つのキーワードをもとに実効性ある目標設定を意識し、新たに３つの「推進目標」を各グ

ループ共通の目標として設定したほか、推進目標実現のための「方針」を同じく全体協議の中で定

めました。その後、各グループで部会を構成し、今後６年間にわたって取り進める取組内容を協議

しました。 

 

 

４．計画の名称と推進期間  

●計画の名称   第７次美幌町社会教育中期計画 

●計画の推進期間 平成２８年度～平成３３年度（６年間） 

本計画は６年間の推進期間とし、後に掲げる基本目標・推進目標実現のために、各グループにお

いて単年度ごとの事業計画を立案し推進していきます。事業計画の立案にあたっては、計画期間中

における社会情勢の変化等も考慮して、柔軟な取り組みで対応していくことが必要となります。 

 

 

５．計画の内容  

 

（１）推進目標と方針について 

 住民の学習要求が高度化・複雑化している今日、各グループでは数多くの事業を展開しています。

しかし、策定委員会での議論においては、住民への周知・ＰＲなどが必ずしも十分ではなかったり、

日程重複により参加者が得られなかったりするなどの課題が議論の中で意見として出されました。

事業を支えるスタッフや予算・時間等も限られている中、重点課題を明らかにし、事業の目的や時

代背景・周知等を十分に検討した中で、あらゆる世代に向けて効果的に体験する機会やチャレンジ

する機会を提供することが必要です。そのためには、各グループのみならず、関係機関・団体、さ

らには町民と力を合わせて、目標達成のために取り組んでいくことが求められています。 

 

１．「子どもについての学び」→ 将来を担う子どもたちをどう育てていくか 

 ２．「人と人とのつながり」 → 人と人との直接的なコミュニケーションが不可欠 

 ３．「学習活動の充実と社会還元」→ 一人ひとりが学びを深め、その成果を還元できる 

                   支援が必要 

【キーワード】 
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こうした経過を踏まえ、本計画では平成２８年度からスタートする「第６期美幌町総合計画」と

平成２８年１月に策定された「美幌町教育大綱」に基づき、「美幌町教育目標」実現のため、中長

期的な社会教育推進の観点から基本目標・推進目標と推進目標に基づく方針を新たに設定しました。 

 

（２）推進目標の実現を支える学習基盤について 

 策定委員会が設定した推進目標および方針を実現していくためには、取り組みを支える基盤が不 

可欠です。本計画ではその基盤として「情報提供の充実」と「学習環境の充実」の２点を柱としま 

す。 

 

 

○情報提供の充実  情報伝達の形態が多様化している現在、各グループが推進していく取り

組みの根幹として特に適切な取り組みが必要であることから、効果的かつ

わかりやすい情報提供のあり方について定めています。 

 

○学習環境の充実  様々な学習要求に対応するために、各グループを核とした町民への各種

活動に対する支援・協力体制や指導者の養成、また、ニーズに応じた施設

整備のあり方について定めています。 

 

 

６．美幌町社会教育中期計画の位置づけ  

 

 

 

 

 美幌町社会教育中期計画 

美幌町総合計画 
（まちづくりの最上位計画） 

美幌町教育目標 
（目指す姿） 

美幌町教育大綱 
） 

美幌町民憲章  

国の文教施策 

北海道の文教施策 

社会教育・スポーツ振興・博物館・図書館 各グループ事業計画 

連動 

具体的取組 

実施計画 

則する 

Ⅰ 第７次美幌町社会教育中期計画の概要 



 

 

 

 Ⅱ 目標推進のための具体的な取組 
 

 

１．基本目標の設定 

２．推進目標と方針 

３．美幌町社会教育中期計画の体系図 

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！ 

推進目標２ 人と人とのつながりを深めたい！ 

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！ 

４．第７次美幌町社会教育中期計画の評価方法 
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１．基本目標の設定  

 

本計画では、本町の最上位計画である「第６期美幌町総合計画」における教育分野の目標であり、

「美幌町教育大綱」の基本目標でもある、「夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり」を

基本目標として設定しました。 

 これにより、美幌町の教育における目標を共通のものにし、一丸となってこの目標を達成するた

めの取り組みを進めていくことを表しています。 

 

●基本目標 

『夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり』の実現を目指して 
 

２．推進目標と方針  

 

本計画において新たに３つの推進目標と、これらを達成するための方針を定めました。推進目標

は第６次美幌町社会教育中期計画と同様に、各世代において横断的に取り組むべき課題として設定

しています。 

基本目標である、「夢を育む体験！あたたかいひとをつくるまちづくり」を町民の皆様とともに

実現するために、推進目標と方針に基づき、美幌町の社会教育を推進していきます。 

 

 ○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！  

 

【方針】 

（１）ふるさと美幌を愛し、誇りを持つ子どもたちを育てます 

（２）自ら考え、行動する力を持った子どもたちを育てます 

（３）子どもたち個々の才能を認め合い、それらをさらに伸ばす取組を充実します 

 

 これからの美幌町を支えていくのは子どもたちです。学力・体力の向上はもちろんのこと、協調

性や社会性、基本的な生活習慣も身につけなければなりません。自分の得意なことに気づき、その

才能を伸ばしていくためには、多少困難なことも自分の力で乗り越えていくことが必要です。この 

ことが子どもたちの描く「夢」を実現させるための力となります。自分が生まれ育ったふるさとを

愛し、誇りを持つ子どもたちが増え、将来、我が町を一緒に支えたい。こうした願いを込めていま

す。 

 

 

Ⅱ 目標推進のための具体的な取組 
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 ○推進目標２  人と人とのつながりを深めたい！  

 

【方針】 

（１）「そこに行ってみたい！」と思える魅力的な交流の場づくりを行います 

（２）広い世代で気軽にコミュニケーションが図られ、お互いの悩みなどを相談したり、 

  知恵や技術を伝えあったりする機会をつくります 

 

スマートフォンなどの情報技術の急速な発展に伴い、間接的なコミュニケーションが気軽に、便 

利にできるようになりました。一方で人と人との直接的なコミュニケーションが成り立ちにくい時

代になっています。 

しかし、人と人とのつながりを深めることで得られるものもたくさんあります。広い世代の方々

が交流し、気持ちを通い合わせることを大切にしたい。そのことで悩みや不安の解決につながった

り、町をより良く変えていくための仲間力※につながるような関係を作っていきます。 

 

 

 ○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！   

 

【方針】 

（１）学びの場を広げ、知識や技術のみならず人間性の向上を目指します 

（２）各世代が持つ知識や経験、柔軟な発想を最大限発揮し、活躍できる機会をつくり、 

  それぞれの生きがいややりがいにつなげます 

（３）個人や団体からのアイディアを尊重して活動を支援します 

 

学ぶことにスタートやゴールはなく、いつでもどこでも始められます。また、本町には高齢者を

はじめ高度な技術や広い知識を持った方が多数います。こうした知識や経験を私たちが継承してい

く場の設定はもちろんのこと、町民一人ひとりの「学びたい！」という気持ちを後押しし、生きが

いややりがいを持ってもらう必要があります。そして日々の生活に充実感を持つことが新しいチャ

レンジへの活力となります。美幌町を元気にしていくため、一人ひとりがいきいきと輝くことがで

きる機会を広げていきます。 

 

 

 

  

 

 
仲間力：本計画では、人と人とがつながる、人間関係を広げることで、お互いの可能性を広げていく力のことを指す。 
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「夢を育む体験！あたたかい人を 
つくるまちづくり」の実現を目指して 

基本 
目標 

推
進
目
標 

（１）ふるさと美幌を愛し、

誇りを持つ子どもたち

を育てます 

（２）自ら考え、行動する力

を持った子どもたちを

育てます 

（３）子どもたち個々の才能

を認め合い、それらを

さらに伸ばす取組を充

実します 

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！ 

 

（１）「そこに行ってみた

い！」と思える魅力的

な交流の場づくりを行

います 

（２）広い世代で気軽にコミ

ュニケーションが図ら

れ、お互いの悩みなど

を相談したり、知恵や

技術を伝えあったりす

る機会をつくります 

２ 

人と人とのつながり

を深めたい！ 
 

（１）学びの場を広げ、知識

や技術のみならず人間

性の向上を目指します 

（２）各世代が持つ知識や経

験、柔軟な発想を最大

限発揮し、活躍できる

機会をつくり、それぞ

れのいきがいややりが

いにつなげます 

（３）個人や団体からのアイ

ディアを尊重して、活

動を支援します 

３ 

一人ひとりの力を引

き出し、活躍の場を

広げたい！ 

取
組
内
容 

○各世代を対象とした講座等の実施 
○青少年の健全育成 
○芸術文化活動の振興 

情報提供の充実 
学習環境の充実 

（学習支援体制・施設の整備） 

方
針 

○郷土情報や資料の収集と活用 

○文化財の調査保護とその普及啓蒙 

３．美幌町社会教育中期計画の体系図  

Ⅱ 目標推進のための具体的な取組 

○蔵書の充実と活用 

○幼児・児童に対する読書活動の推進 

○スポーツの普及振興 

○体力向上の環境整備 
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取組内容 担当グループ 

・美幌の自然や歴史、産業、文化を学ぶ機会の充実を図り、子ども

たちの「美幌愛」を深め、将来にわたって活躍できる人材を育て

ます 

社会教育 

・スポーツや少年団活動を通し、故郷美幌町への郷土愛を育みます スポーツ振興 

・郷土資料を活かし、多様な教材や情報を提供するとともに、  

講座、教室を充実させます 
 

・学校教育と連携して、体験授業を充実させます 
 
・授業における博物館活用について、学芸員と学校教諭等が意見交

換を行える機会づくりを進めます 

博物館 

・郷土資料の収集と活用に努め、地域への理解を深める機会をつく

ります 
 
・郷土資料を積極的に紹介し、学校との連携を図りながら美幌の歴

史にふれる機会をつくります 

図書館 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進目標１ 

方針と取組内容 
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取組内容 担当グループ 

・体験から学ぶことを大切にし、失敗を恐れず挑戦する意欲を育て 

ます 
 

・多くの大人の支えの中で、子どもたち自らの意志による判断・行 

動ができる環境づくりを行います 

社会教育 

・スポーツを通し、礼儀やマナーの向上を図り社会性を養います 
 
・野外活動や体験活動を充実させ、感動やふれあいの大切さを経験

させます 

スポーツ振興 

・博物館の特徴を活かした体験型学習の機会を充実させます 
 

・学校教育と連携して、体験授業を充実させます 
博物館 

・子どもの利用実態を把握し、より魅力ある図書館づくりに努めます 
 

・乳幼児から始まる継続的な読書へのアプローチに努めます 
図書館 

 

 

 

 

取組内容 担当グループ 

・子どもたちが夢やあこがれが持てるよう、関係機関・団体と連携 

しながら事業内容の工夫・充実を図ります 
社会教育 

・少年団活動を充実させ、子どもたちの持つ可能性を引き出します 
 
・個々に適した運動方法や運動の場を提供し、心身の健康と体力の 

増進を支援します 
 
・関係団体やサークルとの連携を強化し、多種でより専門的な  

スポーツを行う機会をつくります 

スポーツ振興 

・学校教育と連携して、体験授業を充実させます 博物館 

・図書を通し、多様な文化にふれる機会をつくります 図書館 
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取組内容 担当グループ 

・多くの人たちが協力しあいながら、町民ニーズに応じ誰もが気軽 

に参加できる事業づくりを行います 
社会教育 

・各種スポーツ事業の開催を通し、町民交流の場を提供します スポーツ振興 

・博物館活動に興味関心があれば、気軽に誰でも参加できる場づく 

りを行います 
 

・体験型講座や展示会等を充実させます 

博物館 

・図書館の機能や特性についてのＰＲに勤め、利用者にとってより

親しみやすい交流の場となるよう努めます 
図書館 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進目標２ 

方針と取組内容 
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取組内容 担当グループ 

・互いを高め合う関係づくりのために、継続した活動を推進します 社会教育 

・スポーツを通し、世代を超えたコミュニケーションを深める機会 

を増大させます 
 

・スポーツ関係団体との連携と育成・支援を行い、仲間づくりを推 

進します 

スポーツ振興 

・親子でふれあいを深めたり、体験型学習が充実できるよう工夫し 

ます 
 
・お年寄りと子どもとの交流を図り、日本文化や知恵等を学んでも 

らえるようにします 

博物館 

・図書を介して、利用者がコミュニケーションを図る場づくりを行 

います 
図書館 
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取組内容 担当グループ 

・事業を通して挨拶や礼儀、他者への思いやりなどの重要性を認識 

し、社会性の向上を目指します 
社会教育 

・運動、スポーツの指導や講習会を通し、体力や技術の向上を図り 

ます 
スポーツ振興 

・体験型講座教室を充実させます 博物館 

・幅広い分野における蔵書充実を図ることにより、町民が知識を得 

て学びの機会を広げる支援を行います 
図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進目標３ 

方針と取組内容 



- 15 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 担当グループ 

・継続的な学習活動を支援し、その成果を発表したり地域に活かさ 

れる機会を充実します 
社会教育 

・スポーツに関する優秀な人材が力を発揮する場を提供します 
 

・指導者やリーダーの研修機会や活動を支援する場を広げます 
スポーツ振興 

・高齢者の持つ地域文化に関する知恵・技術・経験などを次世代に 

伝えたり、社会に活かしたりできるような機会をつくります 
 

・学習成果を活かすことのできる機会を提供します 

博物館 

・高齢者の経験や知恵を活かしたボランティア活動の支援を行います 
 
・様々な世代が、興味を持った分野について学習することへの支援 

と、学習した結果を発揮できる機会づくりに努めます 

図書館 

 

 

 

 

 

 

取組内容 担当グループ 

・様々な意見を聞き、ニーズに応じた活動を支援します 社会教育 

・スポーツ関係団体やサークルへの支援を積極的に行います 
 

・スポーツ関係団体の活動をＰＲし、主体的な活動の活性化を図り

ます 

スポーツ振興 

・知恵や技術、経験を持った方々や団体を交えて、博物館活動を充 

実させます 
博物館 

・図書館活動を支えるボランティアの発掘・支援を行います 図書館 
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４．第７次美幌町社会教育中期計画の評価方法  

 

本計画において 3 つの推進目標と方針、そしてこれらに基づく「各グループの取組内容」を策定

委員会が設定しました。計画の実施期間であります平成２８年度から平成３３年度の間は、「推進目

標」がどの程度達成されているか、新たな課題はないかなどについて、社会教育委員による単年度

評価を行います。 

年度当初に「方針」と「取組内容」に基づいた各グループの単年度計画を社会教育委員の会議に

おいて提示します。この単年度計画は具体的にどのような手法（各グループ個別の事業）を行いど

のような効果を期待するかについて重点項目を記載します。これをもとに社会教育委員は、各グル

ープの取組に対して視察等を行い評価していきます。 

年度末には、実施内容を行政内で自己評価し、この行政の評価をもとに社会教育委員が評価しま

す。評価結果は、翌年度以降に反映させていけるよう取り組むとともに、単年度評価をまとめたも

のを、次期第 8次美幌町社会教育中期計画の基礎資料とします。 

 

 

（図）単年度計画例 

 



 

 

 

 Ⅲ 情報提供の充実 
 

 

１．現状と課題 

２．方針 
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１．現状と課題 

社会における情報化は、第６次美幌町社会教育中期計画が進行している５年間で飛躍的に進化

しました。まさに、自分がほしい情報を、ほしい時に得られる時代となりました。  

その中で、各グループにおいて行われる様々な学習機会については、参加者が一部の人に限ら

れること、内容は充実していても参加者の増につながっていないことなどから、策定委員会では、

情報の発信力不足について多くの指摘をいただきました。 

今後はさらに多くの町民が学習する機会を得ていくために、誰もが受け取りやすく、わかりや

すく、魅力を感じることができる情報を提供していく必要があります。 

本計画では、この情報提供のあり方を各グループで行われる取り組みすべてを支える根幹と位

置づけました。 

 

２．方針  

  情報提供の方法については、「各種学習・体験活動の機会」や「美幌町の人材」、「施設の利

用」など様々な目的があることから、様々な情報を目的に応じて整理し、提供していきます。 

  そのために、各グループが工夫を行い情報提供に努めるのはもとより、グループ単独の情報と

するのではなく、各グループが連携して情報を整理し発信していけるよう取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○町広報やホームページによる団体情報や活

動機会の発信 

○青少年健全育成に関する情報の発信 

○「びほろっ子プレイガイド」の内容充実と

ホームページへの掲載 

○「教育資源リスト」の活用促進 

○ 文化事業の把握と全町的な情報発信 

 
○町広報紙への館情報の掲載 
○博物館情報誌「グリーンレター」の内容 
充実 

○博物館ホームページの内容充実 
○データベース化された博物館資料や自
然・歴史情報等の情報提供 

○「授業で活用できる博物館手引書」の学校
への継続配布 

○観光・旅行雑誌等への博物館情報提供

○  

○町広報による｢トレセンだより｣の内容充実 

○  

○

○図書館ホームページの内容充実 

○  

○「図書館だより」の充実 

○図書リスト等の各種目録の充実

Ⅲ 情報提供の充実 

 



 

 

 

 Ⅳ 学習環境の充実 
 

 

１．学習支援体制 

２．施設の整備 
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１．学習支援体制  

 

 （１）現状と課題 

多様化・高度化する町民の学びを支え、深めていくためには、各グループの専門職員が学習相談に

応じたり、学習要求の調査を行ったりするとともに、人と人を結ぶコーデゖネーターとしての役割を

担うことが重要です。また、時代とともに町民の学びの形も変化していることから、より多くの地域

の人材とつながりを持ち、連携して取り組みを進める必要があります。 

 

（２）方針 

様々な学習要求に対応するために、指導者の連携と養成という視点が必要です。各種指導者との連携

による事業は今までも進められてきましたが、連携する各種指導者の固定化や重複が少なからずありま

す。連携とともに地域の人材の養成を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域指導者の把握と支援体制の整備 

○スポーツボランテゖゕの発掘および活用 

○  

○生涯学習推進ゕドバザーの活用 

 

○学芸協力員らを交えた学習支援体制づく

りとその育成 

○学校教育との連携事業等の学習支援を専

門とする職員の配置 

○職員体制の充実

○職能向上を図る研修機会の充実 

○ボランテゖゕの発掘養成および協力体

制の充実 

○職員体制の充実

 

○地域人材の把握と支援体制の整備 

○  

○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ならびに生涯学習

推進員の活用 

○びほーる等の利用促進に伴う舞台での指

導体制及び運営体制の充実 

Ⅳ 学習環境の充実 
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２．施設の整備  

 

現状と課題 

 

より豊かでうるおいのある生活が求められている今日、集い学ぶために必要な「場所」の整備は必

要不可欠なものであり、学ぶ側にとって快適な環境づくりが求められています。 

平成２４年度にオープンした「びほーる」を含めた町民会館の所管が、平成２５年度に町長部局か

ら教育委員会に移管され、文化振興の拠点施設として位置づけて運営されることになりました。教育

委員会ではこれまでも各グループが所管する多くの施設を整備・充実してきていますが、施設の多く

が老朽化や多種多様化する学習ニーズに伴う改修・修繕、また新たな施設の整備など、計画的な学習

環境の整備が必要となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 マナビティーセンター  

 

マナビテゖーセンターは平成１３年４月に開館し、現在

では手工芸やダンス、合唱など自主的に運営される約５０

のサークルが週１～２回の学習・文化活動を行っています。

さらに、様々なテーマを取り上げた各種講座を開設してお

り、年間延３０〃０００人以上に利用される社会教育活動

の拠点となっています。また、青少年健全育成活動の拠点

施設（青少年育成センター）の役割も担っており、地域に

おける青少年への声かけ運動や見守り活動の推進に取り組

んでいます。一方で開館から１５年が経過し、施設内外の設備も老朽化しつつあることから、利用し

やすい環境を維持することが求められています。 

  

 方 針  

各年度において適切な修繕計画を組み、利用環境の維持を行います。また学習成果の還元という

観点から、文化的な雰囲気を高めてもらう役割を各サークル・団体に担っていただき取り組みを進

めます。 

 

 具体的な取組  

 

 

○施設内外の年次修繕計画の立案と実施 

○サークル活動の発表機会を通した施設内の文化面の環境醸成 

○施設備品の適切な維持管理 

○青少年サロンの充実
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  町民会館  

   

町民会館は、平成２４年にオープンした「びほーる」

を文化振興の拠点施設として位置づけ、芸術文化鑑賞事

業や町内文化団体等の発表会・練習に活発な利用がなさ

れており、年間８０％を超える利用率となっています。

しかし町民会館本体は、昭和４４年のオープン以来老朽

化が激しく、また耐震問題やバリゕフリーの観点からも

改築が必要との判断に至り、平成２８年度から改築工事

が着工となります。 

 

 方 針  

びほーる舞台の円滑運営のための機器更新や、会館改

築後の貸し館機能と運営方法の構築、さらにはびほーる

との連動による効果的な施設使用が必要であり、様々な

人が利用しやすい施設づくりを行います。 

 

 

 具体的な取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○びほーる舞台機構の年次的更新 

○町民会館改築に伴う利用率の向上 

Ⅳ 学習環境の充実 
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 屋内体育施設  

 

  屋内体育施設には、スポーツセンター・トレーニング

センター・Ｂ＆Ｇ海洋センター及びあさひ体育センター

があり、地域のスポーツ活動の拠点として様々な活動に

利用されています。 

  スポーツセンターは、昭和４６年に建設された施設で

あり、老朽化により平成２１年度にゕリーナ床面や屋根

の塗装などの大規模な改修を行いました。今後は内壁や

照明の改修などを行う必要があります。また、耐震構造

に問題があることから、耐震化を図る必要があります。 

  スポーツセンターの利用頻度は高く、特に冬期間については利用調整を図りながらの使用を行って

いる状況であり、運動する場所が足りていないことなどから、室内多目的運動場の整備が望まれてい

ます。 

 トレーニングセンターは各種団体などの研修や学習の

場として、多くの団体やサークルに利用されていますが、

昭和５１年の建設から既に３９年が経過し、老朽化によ

る不具合などが生じており、抜本的な改修等が必要です。 

 Ｂ＆Ｇ海洋センター及びあさひ体育センターは、平成

１８年度から指定管理者制度により維持管理を委託しま

したが、今後さらに他の体育施設も含めた指定管理など、

町民の要望に対応できる運営管理が望まれています。 

 

 方 針  

各施設とも建設から長期間が経過しており老朽化が進んでいることから、年次的な施設の改修や

備品の更新などを行います。 

 

 具体的な取組  

 

 

 

 

○スポーツセンター等の耐震化 

○スポーツセンターゕリーナ照明のＬＥＤ化 

○トレーニングルーム器具の年次的な更新 

○多目的運動場の整備検討 

○施設備品の年次的な更新
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 屋外体育施設  

   

柏ケ丘公園には、陸上競技場・野球場・少年野球場があり、

陸上競技場は日本陸上競技連盟第４種公認陸上競技場となっ

ています。 

  陸上競技場のンフゖールドやあさひ多目的運動広場のサッ

カー・ラグビー場については、練習や大会、ラグビー合宿など

の使用により芝の適切な維持管理が必要となっています。定期

的な草刈業務や維持管理のための管理資材の購入など、計画的

な管理運営が必要です。同様に野球場、少年野球場についても芝の適切な維持管理が必要となってい

ます。 

柏ヶ丘公園は、冬期間はクロスカントリースキーコースとし

て利用しています。本町からクロスカントリースキーのオリン

ピック選手も輩出しており、クロスカントリースキーへの関心

が高まっています。 

網走川河畔公園には、夏はパークゴルフ場・ゲートボール場・

ソフトボール場として、冬はスケート場として多数の利用があ

ります。パークゴルフ場は、平成４年の整備以降２０年以上経

過しており、改修整備を行う必要があります。 

  リリー山スキー場は、フゔミリーゲレンデとして多くの町民

で賑わっています。平成１４年にリフトを整備してから１４年

が経過しており、年次的な維持補修を行っていく必要がありま

す。 

 

 方 針  

多様化するニーズに対応するため、各団体からの要望などを聞き入れながら年次的な施設の更

新・整備などを行います。 

 

 具体的な取組  

 

 

 

○既存パークゴルフ場の充実整備 

○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

Ⅳ 学習環境の充実 
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 学校施設の開放  

 

  学校体育施設は、町民に開かれた運動の場として小学

校３校と北中学校を開放し、利用団体による自主管理運

営によって主体的に利用され、円滑に管理運営がなされ

ています。 

特に冬期間は、屋外種目の室内活動により施設の利用

が錯綜するため、スポーツセンターの使用プログラムも

含めた円滑で効率的な利用の調整や新たな学校施設の開

放が望まれています。 

 

 方 針  

学校開放への要望が多いことから、学校との連携を図りながら開放施設の追加や効果的な利用を

進めます。 

 

 

 具体的な取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○美幌中学校体育施設の学校開放への検討
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博物館は、昭和６２年オープンしました。「ふるさ

との歴史・自然・芸術情報」の掘り起こしを目的に、

郷土資料の収集・保存・展示活動・調査研究活動及び

教育普及活動を進めています。美術資料をはじめとす

る、膨大な数にのぼる資料を、適切に保管・管理して

いくための収蔵庫の確保が必要であり、また時代のニ

ーズが反映できた博物館常設展示室の部分展示更新を進めていくことが望まれます。平成２６年度に

は、これまで整備不十分であった館冷暖房設備の改修が終了したものの、雨漏りや駐車場整備等、い

まだ改善しなければならない施設劣化への対応が求められています。 

 

 方 針  

来館者が、より機能的に、そして魅力を感じてもらいながら博物館を利用できるよう、年次的に

施設改修を進めます。 

 

 

 具体的な取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○常設展示の更新（部分展示更新） 

○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 

○美術資料の適切な保管場所･保存環境の整備 

Ⅳ 学習環境の充実 
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  図書館は、町民の生涯学習を支える施設として昭和

２７年に開館し、昭和５４年に現在地に新築移転いた

しました。しかし現在、築４０年近くが経過し、施設

の老朽化やバリゕフリーへの未対応、書架の照度不足、

駐車・駐輪場の不足など多くの課題を抱えています。

また、現在の図書館には１４万冊を超える蔵書があり

ますが、現在の書架での対応では限界にきており、旧

美幌中学校などへ分散保管している状態です。 

 

 方 針  

第６期美幌町総合計画に新たに図書館の増改築が盛り込まれております。それまでの間、現施設

のより一層の効率的な利用を図ります。 

 

 具体的な取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○館内の設備などの効果的・効率的な配置の検討 

○図書所蔵場所の確保 

○老朽化に対応する施設増改築の検討



 

 

 

 Ⅴ 第７次美幌町社会教育中期計画策定の取組経過 
 

 

１．計画策定に至る経過 

２．第７次美幌町社会教育中期計画策定委員名簿 

３．計画策定に寄せる思い 

４．総合計画・教育目標・教育大綱との関係 

      ５．第７次美幌町社会教育中期計画における取組の一覧 
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１．計画策定に至る経過

６月１７日 第１回策定委員会開催
○社会教育委員、社会教育活動奨励員、スポーツ推進委員、博物館協議会
委員、図書館協議会委員による策定委員会を組織

○第７次美幌町社会教育中期計画の策定について諮問

○計画策定までのスケジュール

６月３０日 第２回策定委員会開催
」（第１回）実施

７月１６日 策定委員研修会開催
講演「社会教育中期計画策定のために必要な視点」
講師 札幌国際大学 スポーツ人間学部スポーツビジネス学科

教授 佐久間 章 氏

８月２０日 第３回策定委員会開催
」（第２回）実施

１０月２８日 第４回策定委員会開催

１２月１０日 第５回策定委員会開催
○推進目標（最終案）の提示および承認
○第２段階「各グループ協議」の取り進め方について説明
○各グループ協議

１月２８日

２月 ４日 第６回策定委員会開催
○３つの推進目標に対する各グループの取組内容について報告
○本計画の素案（たたき台）について説明
計画の記載内容や構成等について協議

２月２６日 第７回策定委員会開催
○前回会議時の修正を踏まえた計画（案）について説明し、修正案を答申案
とすることで承認を得る

○答申文案について
○教育委員会への答申について

Ⅴ 第７次美幌町社会教育中期計画策定の取組経過
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３月１６日 教育委員会開催
○答申について報告
○第７次美幌町社会教育中期計画（案）の決定

○

４月２６日 教育委員会開催
○パブリックコメント結果ならびに第７次美幌町社会教育中期計画決定報告

第１段階では、第４次美幌町社会教育中期計画時に設定し、第６次美幌町社会教育中期計画ま

して実施した。

第１グループ 第２グループ
氏 名 所 属 氏 名 所 属

木野村 寧 社会教育委員 ○岸 田 隆 志 社会教育委員
○杢 師 美和子 社会教育委員 澤 田 孝 一 社会教育委員
武 田 英 一 社会教育委員 ◎早 田 眞 二 社会教育委員

博物館協議会委員
竹 村 政 章 スポーツ推進委員 高 橋 修 一 社会教育活動奨励員

図書館協議会委員 大 場 正 規 スポーツ振興主幹
文化振興担当主査

☆山 本 敦 士 社会教育主事 ☆岡 部 有 佳 司書

第３グループ 第４グループ
氏 名 所 属 氏 名 所 属

○小 川 慶 子 社会教育委員 ◎茂手木 敏 夫 社会教育委員

社会教育活動奨励員 三 浦 正 博物館協議会委員
尾 形 美 幸 スポーツ推進委員 中 川 能 典 図書館協議会委員

社会教育主幹
学芸担当主査

☆太 田 宗 孝 社会教育主事 澤 田 孝 洋 スポーツ振興担当主査
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第２段階「各グループ協議」の経過
第２段階では、各グループで部会を構成し、第１段階で設定した３つの「推進目標」および「方

社会教育部会

今後の取組の方向性協議（学習環境の充実含む）

社会教育部会名簿
氏 名 所 属 氏 名 所 属

岸 田 隆 志 社会教育委員 荒 井 紀光子 社会教育主幹

髙 橋 修 一 社会教育活動奨励員 山 本 敦 士 社会教育主事

スポーツ振興部会

スポーツ振興部会名簿
氏 名 所 属 氏 名 所 属

木野村 寧 社会教育委員 大 場 正 規 スポーツ振興主幹
スポーツ振興担当主査

◎茂手木 敏 夫 社会教育委員 村 田 賢 司 体育主事
○竹 村 政 章 スポーツ推進委員 庭 本 和 義 社会教育主事
尾 形 美 幸 スポーツ推進委員 堀 江 久 光 生涯学習推進アドバイザー

Ⅴ 第７次美幌町社会教育中期計画策定の取組経過
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博物館部会

（「施設整備」「取組内容のまとめ」については、メール等で各委員に
送り確認してもらうこととした）

博物館部会名簿
氏 名 所 属 氏 名 所 属

澤 田 孝 一 社会教育委員

三 浦 正 博物館協議会委員

図書館部会

学習環境の充実に関する協議

図書館部会名簿
氏 名 所 属 氏 名 所 属

武 田 英 一 社会教育委員 安 達 美 穂 業務担当主査
中 條 雅 司 社会教育委員 岡 部 有 佳 司書

◎中 川 能 典 図書館協議会委員
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２．第７次美幌町社会教育中期計画策定委員名簿

№ 氏 名 所 属

１ 木野村 寧 社会教育委員

２ 岸 田 隆 志 社会教育委員

３ 牛 島 吉 蔵 社会教育委員

５ 中 條 雅 司 社会教育委員

７ 茂手木 敏 夫 社会教育委員

８ 小 川 慶 子 社会教育委員

９ 澤 田 孝 一 社会教育委員

10 寺 田 義 博 社会教育委員

12 武 田 英 一 社会教育委員

15 髙 橋 修 一 社会教育活動奨励員

16 竹 村 政 章 スポーツ推進委員

17 尾 形 美 幸 スポーツ推進委員

18 三 浦 正 博物館協議会委員

20 中 川 能 典 図書館協議会委員
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 言霊のキャッチボール   

委員長 早 田 眞 二 

今思えば、第 5 次から始まり、第 6 次、第７次と 3 回の中期計画策定という貴重な機会を頂き

ました。 

醍醐味は、今後の美幌町を考え、将来を担う子どもたちをどう育てていくか？ 

人と人とのコミュニケーションをどのように深めていくか。一人一人が学びを深め、智の循環を

どのように深めていくかなどを考えながら、目標設定のための意見交換がとても有意義で心躍る時

間でありました。 

人の意見を聞かせて頂き、自分の意見を述べ、気持ちのキャッチボールをすることによって、気

付きや目から鱗が落ち、様々な美幌町への可能性が生まれてくるのです。これこそ、社会教育委員

や関係者として、素晴らしい経験から生まれる「言霊」のぶつかり合いです。これこそが美幌町を

良くしていきたいという言動力になるものと確信致します。 

今回の策定におかれましては、社会教育委員、社会教育活動奨励員、スポーツ推進委員、博物館

協議会委員、図書館協議会委員からの２１名の有志と美幌町の職員の協力の中から生まれたもので

す。大変深く感謝申し上げます。 

将来を担う子供たちのために、今後この第7次美幌町社会教育中期計画にそって美幌町社会教育

行政が大きく推進されることを切に願います。 

 

 策定委員を振り返り  

副委員長 杢 師 美和子 

 平成２６年９月に、「びほろ」みらいまちづくり会議の委員（民生部会）に委嘱され、初めての

事業に関わり、１６回の会議がありました。振り返ってみると「内容も多く、大変な作業だったな」

という思いで終了しました。ほっとする間もなく、社会教育中期計画の策定が始まりました。策定

委員として７回の会議に出席させていただきました。 

 第１段階でのグループ討議（意見交換）を経て、第２段階での各グループ協議では博物館部会に

所属させていただきました。現在四季折々の展示、その他行事の内容が充実していることに感心し

ました。また、今後多くの方々に来場・利用いただけるようにするためにということで課題もあっ

たように感じます。 

 全体での会議、グループでの会議で討議した皆さんの意見、要望などをもとに中期計画をとりま

とめましたが、今後、美幌町の幼児から高齢者の方々まで元気に過ごすことができ、住みよい町、 

「美幌町に住んでいて良かった」と思われるように、それぞれの目標が達成できるよう取り組み、

社会教育が充実していくことを願っています。 

３．計画策定に寄せる思い  
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 社会教育活動への期待と希望  

社会教育部会 寺 田 義 博 

平成２８年度から平成３３年度までの６年間の社会教育活動全体の指針であり、活動の方針とも

なる、この大切な方向性を左右する決めごとを話し合う中で、とても貴重な時間を委員の皆さんと

ご一緒させていただきました。その間、委員の皆様の真摯な姿に接し、多くの期待と希望を感じる

ことができました。心より感謝申し上げます。限られた時間の中でありましたので、事前に事務局

担当職員の皆さんが準備のため大変な苦労をされたことと思います。 

この計画書の中には、美幌に対する委員の皆さんの愛が詰まっています。美幌で生まれ育ってゆ

く子どもたちへのあふれる愛。この町の誰もが豊かで充実した社会生活を生涯送れるようにと願い

が込められています。 

この社会教育活動の３本の柱となる推進目標の１つ目には、子どもたちへの期待が込められてい

ます。推進目標の２つ目は世代を超えたコミュニケーションが図られ、人々の孤独な気持ちは安ら

いでいくことでしょう。推進目標の３つ目は、子どもは大人から豊富な経験と知識を学び、大人は

子どもの手本になれるよう努力し、大切なことを伝えるべきです。取り組みが進めば、地域のおじ

さん・おばさんは強力な子どもたちのサポーターになることでしょう。町民総活躍社会が理想です。 

現代は核家族が多く、夫婦共働きであったり、シングルマザー（フゔーザー）の家庭であったり

と複雑です。子どもたちのことを親だけで背負っていくのは大変なことであります。互いに支え支

えられ、学校・地域社会みんなで知恵を出し合い、安心して暮らせる町づくりをしていくことが求

められます。 

それぞれの立場で、誇らしい日本一の美幌町にいたしましょう。 

 

 夢ある故郷美幌町に  

スポーツ振興部会 木野村   寧 

 この度、縁あって「第 7 次美幌町社会教育中期計画」の策定作業に関わる機会を得ました。私は

学校教育の代表という立場で参加させていただきましたが、話し合いが進むにつれ、社会教育の担

当する守備範囲の広さを思い知らされました。また様々な立場の方との交流や意見交換を通して、

美幌町の良さを再確認すると共に、今後の課題も浮き彫りになっていったように感じます。 

しかし、「明るく元気な美幌町」にしたいというのが、策定委員に共通した願いでした。その実

現のために各委員がゕデゖゕを出し合い、何度も会議を開催し議論を重ねました。そして、町の

社会教育担当職員の方にわかりやすくまとめていただき、ここに第7次の中期計画が完成しました。 

計画した事業が進められ、町民の夢を育み、あたたかい人で溢れる美幌町となることを心より願

っています。 
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 計画策定に寄せる思い  

博物館部会 小 林 道 臣 

教育問題に関心はありましたが、日常生活の中で「社会教育とは何か」について考えることはあ

りませんでした。自分の中に社会教育という概念は存在していなかったのです。 

そんな状態の中で、社会教育中期計画策定委員の話があり引き受けてしまいました。自分に、美

幌町の社会教育を左右する計画策定に関わる能力などあるはずがない、策定委員を引き受けてしま

ってから悩みました。 

策定委員会へは不安を抱えながらの出席でした。他の委員方の話を聞くうちに、社会教育計画に

関する理解は進みましたが、十分理解できていたか不安です。委員としての責任を果せただろうか

と自問しています。 

この度策定された本計画が、めまぐるしく変化する社会環境の中、美幌町の社会教育行政推進の

一翼となれば嬉しいです。 

 

 第７次中期計画に寄せて  

図書館部会 中 川 能 典 

 本の世界に飛び込むと、「主人公になれ」、「外国は勿論、宇宙・海中など」好きなところへ旅

立てます。また、「知るは楽しみなり」の言葉の如く、知的欲求を満たしてくれるし、偉人伝から

生き方を学び、泣き笑いや同情、怒りなど豊かな感情をも育むことができます。 

 良いことずくめの読書ですが、笛吹けど踊らず、スマホやゲームの誘惑に負け、なかなか本を手

にしてくれない状況が全国的に続いており、如何にしてその魅力を知ってもらうか、各委員の意見

交換が繰り広げられました。 

 特効薬はないものの、子どもたちの描く「夢」の実現へのきっかけづくりとして拡大強化される

「子ども未来絵本０３６事業」を皮切りに、子育て世代の父母・学校関係者・子どもの健全な成長

を見守る人々等の理解を得て各事業が推進され、近い将来大小様々な花が開くことを切望しており

ます。 
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 第７次美幌町社会教育中期計画策定委員会の様子  



 ４．総合計画・教育目標・教育大綱等との関係   

- 36 - 

 

 

 美幌町民憲章(S42) 
 

 わたしたちは、美幌峠を仰ぎ、愛の鐘の鳴りひび

く、美幌の町民です。 

 わたしたちは、ながい開拓の歴史と、輝かしい産

業の町を誇りとして、おたがいのしあわせをねが

い、ゆたかな明るい町をつくるため、この町民憲章

をさだめます。 

 １ げんきで働らき豊かなまちにしましょう 

 １ たがいに助けあいあたたかなまちにしま 

しょう 

 １ きまりを守り明るいまちにしましょう 

 １ 環境をととのえ美しいまちにしましょう 

 １ 文化をたかめしあわせなまちにしましょう 

美幌町総合計画（H28～H38） 
（まちづくりの最上位計画） 

 

■将来像 ひとがつながる、みらいへつなげる 

ここにしかないまち びほろ 
 

■５つの基本目標 

 【創】ひとを創り、地域力を高めるまちづくり 

 【護】自然の美しさやくらしの安心を、みんなで 

    護りあうまちづくり 

 【活】まちの資源や持ち味を、活力に換えていく 

まちづくり 

 【集】住みやすく、人が集まる基盤をつくりまち 

    づくり 

 【育】夢を育む体験！あたたかい人をつくるまち 

    づくり 

美幌町教育目標（S58） 
（（目指す姿） 

 

 今日的に変ぼうする社会情勢の中で、教
育の現状をふまえ、美幌町の美しく豊かな
自然環境と、その開拓精神に基づき、町民
ひとりひとりが人間的ふれあいを大事に
し、生涯学習への関心を高め、成果・文化
の発展をはかるとともに人間性豊かにして
心身共に健全であり、創意に富む児童生徒
の育成を目指す美幌町の教育を推進する。 
 

■明るく豊かな町づくりをすすめる 

 社会教育を推進する。 

 ・町民各層の自主的な学習活動の啓もう
と促進を。 

 ・文化活動並びにスポーツへの親しみを
深め、その生活化を。 

 ・青少年団体の実践活動を促進し、心身
の鍛練と連帯の強化を。 

 ・生涯に生きがいと、明るく楽しみのあ
る生活づくりを。 

国の文教施策（教育振興計画） 

北海道の文教施策  

オホーツク教育推進計画 

社会情勢 

美幌町教育大綱（H27～H30） 
（教育目標実現のための基本方針） 

■めざす姿  人間性豊かな教育を目指して 
■基本方針  
・社会教育の充実 

青少年の健全育成の推進、生涯学習の推進 
芸術・文化活動の推進、スポーツの振興

・社会教育施設や良好な教育環境の整備・充実 

第７次美幌町社会教育中期計画（H28～H33） 
基本目標「『夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり』の実現を目指して」 

 

【３つの推進目標に基づく各グループの具体的な取組】 

  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！ 

  ２．人と人とのつながりを深めたい！ 

  ３．一人ひとりの力を引き出し、活躍の場を広げたい！ 
 

【基盤】情報提供の充実、学習環境の充実 

社会教育・スポーツ振興・博物館・図書館 各グループ事業計画 



 ５．第７次美幌町社会教育中期計画における取組の一覧

基本
目標 「夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり」の実現を目指して

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！ 推進
目標

2 人と人とのつながりを深めたい！ 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！

（１） （１） 「そこに行ってみたい！」と思える魅力的な交流の場づくりを行います （１） 学びの場を広げ、知識や技術のみならず人間性の向上を目指します

取組 取組 取組

内容 内容 内容

○スポーツや少年団活動を通し、故郷美幌町への郷土愛を育みます ○運動、スポーツの指導や講習会を通し、体力や技術の向上を図ります

○郷土資料を活かし、多様な教材や情報を提供するとともに、講座、教室を充実させます ○各種スポーツ事業の開催を通し、町民交流の場を提供します ○体験型講座教室を充実させます

○学校教育と連携して、体験授業を充実させます

○博物館活動に興味関心があれば、気軽に誰でも参加できる場づくりを行います

○体験型講座や展示会等を充実させます

○郷土資料の収集と活用に努め、地域への理解と深める機会をつくります （２）

取組

（２） （２） 内容

取組 ○体験から学ぶことを大切にし、失敗を恐れず挑戦する意欲を育てます ○スポーツに関する優秀な人材が力を発揮する場を提供します

内容 取組 ○互いを高め合う関係づくりのために、継続した活動を推進します ○指導者やリーダーの研修機会や活動を支援する場を広げます

内容 ○スポーツを通し、世代を超えたコミュニケーションを深める機会を増大させます

○スポーツを通し、礼儀やマナーの向上を図り社会性を養います ○スポーツ関係団体との連携と育成・支援を行い、仲間つくりを推進します

○野外活動や体験活動を充実させ、感動やふれあいの大切さを経験させます ○親子でふれあいを深めたり、体験型学習が充実できるよう工夫します ○学習成果を活かすことのできる機会を提供します

○博物館の特徴を活かした体験型学習の機会を充実させます ○高齢者の経験や知恵を活かしたボランティア活動の支援を行います

○学校教育と連携して、体験授業を充実させます

○子どもの利用実態を把握し、より魅力ある図書館づくりに努めます ○図書を介して、利用者がコミュニケーションを図る場づくりを行います

○乳幼児から始まる継続的な読書へのアプローチに努めます

（３） 子どもたち個々の才能を認め合い、それらをさらに伸ばす取組を充実させます

取組 （３） 個人や団体からのアイディアを尊重し、活動を支援します

内容 取組 ○様々な意見を聞き、ニーズに応じた活動を支援します

○少年団活動を充実させ、子どもたちの持つ可能性を引き出します 内容 ○スポーツ関係団体やサークルへの支援を積極的に行います

○個々に適した運動方法や運動の場を提供し、心身の健康と体力の増進を支援します ○スポーツ関係団体の活動をＰＲし、主体的な活動の活性化を図ります

○知恵や技術、経験を持った方々や団体を交えて、博物館活動を充実させます

○図書館活動を支えるボランティアの発掘・支援を行います

○学校教育と連携して、体験授業を充実させます

○図書を通し、多様な文化にふれる機会をつくります

基盤 情報提供の充実 基盤 学習支援体制 基盤 施設の整備

○町広報やホームページによる団体情報や活動機会の発信 ○地域人材の把握と支援体制の整備 【マナビティーセンター】

○青少年健全育成に関する情報の発信 ○社会教育関係委員による学習支援体制の充実 　○施設内外の年次修繕計画の立案と実施

○「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掲載 ○巡視・声かけ等による青少年育成指導体制の充実 　○サークル活動の発表機会を通した施設内の文化面の環境醸成

○「教育資源リスト」の活用促進 ○青少年育成専門推進員ならびに生涯学習推進員の活用 　○施設備品の適切な維持管理　　　○青少年サロンの充実

○文化事業の把握と全町的な情報発信 ○びほーる等の利用促進に伴う舞台での指導体制および運営体制の充実 【町民会館】

スポーツ振興 スポーツ振興 　○びほーる舞台機構の年次的更新　　　○町民会館改築に伴う利用率の向上

○各関係機関や団体との情報の共有および発信 ○地域指導者の把握と支援体制の整備 スポーツ振興

○町広報による「トレセンだより」の内容充実 ○スポーツボランティアの発掘および活用 【屋内体育施設】

○町ホームページを使った各教室などの情報発信 ○各団体や地域、学校体育指導者との連携強化 　○スポーツセンター等の耐震化　　○スポーツセンターアリーナ照明のＬＥＤ化

○施設の利用状況等についての情報提供の工夫 ○生涯学習推進アドバイザーの活用 　○トレーニングルーム器具の年次的更新　　○多目的運動場の整備検討　　

博物館 博物館 　○施設備品の年次的な更新

○町広報紙への館情報の掲載 ○学芸協力員らを交えた学習支援体制づくりとその育成 【屋外体育施設】

○博物館情報誌「グリーンレター」の内容充実 ○学校教育との連携事業等の学習支援を専門とする職員の配置 　○既存パークゴルフ場の充実整備　　○クロスカントリースキーコースの整備　　

○博物館ホームページの内容充実 ○職員体制の充実 　○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

○データベース化された博物館資料や自然・歴史情報等の情報提供 【学校施設の開放】

○「授業で活用できる博物館手引書」の学校への継続配布 　○美幌中学校体育施設の学校開放への検討

○観光・旅行雑誌等への博物館情報提供 博物館

図書館 図書館 ○常設展示の更新（部分展示更新）　　○経年による施設劣化に対する整備の検討

○図書館ホームページの内容充実 ○職能向上を図る研修機会の充実 ○収蔵庫の確保の検討　　○美術資料の適切な保管場所・保存環境の整備

○他図書館とのネットワークの積極的活用 ○ボランティアの発掘養成および協力体制の充実 図書館

○「図書館だより」の充実 ○職員体制の充実 ○館内の設備などの効果的・効率的な配置の検討　　○図書所蔵場所の確保

○図書リスト等の各種目録の充実 ○老朽化に対応する施設増改築の検討

○子どもたちが夢やあこがれが持てるよう、関係機関・団体と連携しながら事業内容の
   工夫・充実を図ります

○関係団体やサークルとの連携を強化し、多種でより専門的なスポーツを行う機会を
   つくります

方針

ふるさと美幌を愛し、誇りを持つ子どもたちを育てます

自ら考え、行動する力を持った子どもたちを育てます

○美幌の自然や歴史、産業、文化を学ぶ機会の充実を図り、子どもたちの「美幌愛」を
   深め、将来にわたって活躍できる人材を育てます

○授業における博物館活用について、学芸員と学校教諭等が意見交換を行える機会づ
   くりを進めます

○郷土資料を積極的に紹介し、学校との連携を図りながら美幌の歴史に触れる機会を
   つくります

○事業を通して挨拶や礼儀、他者への思いやりなどの重要性を認識し、社会性の向上
   を目指します

方針

○多くの人たちが協力しあいながら、町民ニーズに応じ誰もが気軽に参加できる事業づ
   くりを行います

○多くの大人の支えの中で、子どもたち自らの意志による判断・行動ができる環境づくり
   を行います

方針

○継続的な学習活動を支援し、その成果を発表したり地域に活かされる機会を充実します

○幅広い分野における蔵書充実を図ることにより、町民が知識を得て学びの機会を
   広げる支援を行います

○お年寄りと子どもとの交流を図り、日本文化や知恵等を学んでもらえるようにします

広い世代で気軽にコミュニケーションが図られ、お互いの悩みなどを相談したり、知恵や技術を伝え
合ったりする機会をつくります

各世代が持つ知識や経験、柔軟な発想を最大限発揮し活躍する機会をつくり、それぞれの生きがい
ややりがいにつなげます

○図書館の機能や特性についてのＰＲに勤め、利用者にとってより親しみやすい交流の
   場となるよう努めます

○高齢者の持つ地域文化に関する知恵・技術・経験などを次世代に伝えたり、社会に
   活かしたりできるような機会をつくります

○様々な世代が興味を持った分野について学習することへの支援と、学習した結果を
   発揮できる機会づくりに努めます

取組内容 取組内容

社会教育 社会教育社会教育

取組内容
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○本町の概要（自然的条件・社会的条件） 

○美幌町教育大綱（平成２７年度～平成３０年度） 

○社会教育に関する町の動きと国の動き 

○第７次美幌町社会教育中期計画の策定について（諮問） 

○第７次美幌町社会教育中期計画の策定について（答申） 

○美幌町社会教育の歩み（平成２３年度～平成２７年度） 
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美幌町教育大綱

美 幌 町

平成２８年１月

～夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり～



Ⅰ はじめに

　人口減少・少子高齢化、高度情報化に伴うグローバル化、価値観やライフス

タイルの多様化、地域コミュニティの希薄化など、社会・経済情勢の変化に加

え、地方主権型社会への進展もさらに加速しており、地域における教育の充実

はますます重要になってきています。

　このような状況のなか、美幌町の明日を担う人材を育成するため、ふるさと

美幌で子どもたちが生き生きと学び育つことができ、あらゆる世代が生涯にわ

たり自ら学び、各人が学習の成果を地域社会で生かせるよう、美幌町の教育の

基本である「美幌町教育目標」の実現をめざして、今後の教育、学術及び文化

の振興に関しての総合的な施策の方針を示す「美幌町教育大綱」(以下「大綱」

という。）を定めます。

Ⅱ 大綱の位置付け

　大綱は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３の規定に

基づき、美幌町の教育がめざす基本目標や方針を明らかにするものであり、総

合教育会議において、町長と教育委員会が協議・調整し、町長が策定するもの

です。

　こうしたことから、美幌町におけるまちづくりの最上位計画である「第６期

美幌町総合計画」を踏まえて策定いたします。

連動 参酌

参考

　美幌町社会教育中期計画

　子どもの読書推進計画

　(仮)美幌町教育推進計画

※美幌町総合計画 … 本町におけるまちづくりの最上位計画で、第６期は平成２８年から平成３８年ま

　での１１年間の計画。将来像と、教育・民生など分野別の基本目標などを定めている。

◎将来像：「ひとがつながる　みらいへつなげる　ここにしかないまち、びほろ」

　(仮)美幌町スポーツ振興計画

美幌町教育目標
※めざす姿

美幌町教育大綱
※実現に向けた基本方針

　国の第２期教育
　振興基本計画

　北海道総合教育
　大綱

美幌町総合計画
※まちづくりの最上位計画

則する



Ⅲ 大綱の期間

　この大綱が対象とする期間は、平成２７年度から平成３０年度までの４年間

とします。

　ただし、国、道及び町の計画変更並びに今後の社会情勢の動向等によりこの

大綱に見直しが必要な場合は、総合教育会議において協議・調整の上、見直し

を行います。

Ⅳ 美幌町の教育のめざす姿

　美幌町教育目標をめざす姿と位置付け、その実現をめざします。

『人間性豊かな教育を目指して』

◎正しい判断と行動のできる児童生徒の育成をはかる学校教育を推進する

◎明るく豊かな町づくりをすすめる社会教育を推進する

◎美幌町教育の発展と充実を期する教育行政を推進する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和５８年２月制定

Ⅴ 大綱の基本目標

　第６期美幌町総合計画における教育分野の教育目標を、大綱の基本目標とし

て位置付けます。

『夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり』

Ⅵ 大綱の基本方針

１ 学校教育の充実

　　学習指導要領の「生きる力」を育むという理念のもと、子どもたちに「確

　かな学力」「豊かな心」「健やかな身体」を育成するなど、「知育・体育・

　徳育」の調和のとれた教育環境づくりを推進します。

(1) 幼児教育の推進

　　幼児期は、人格形成の基礎を培う重要な時期であることから、幼児期にお

　ける教育が充実するよう就園（入園）の機会を確保するための支援を行うと

　ともに、質の高い幼児教育の推進に努めます。

　　あわせて、小学校教育との円滑な接続に向けて、認定こども園や幼稚園、

　保育園（所）との相互連携を進めます。



(2) 確かな学力を育成する教育の推進

　　子どもたちが、変化の激しい多様な社会に適応し、生き抜く力を身に付け

　られるよう、学校間・校種間の連携を図りながら、一人ひとりに応じたきめ

　細かな学習指導を行い、基礎的・基本的な学力の定着を図る教育を進めます。

　　あわせて、学校・家庭・地域と連携し、家庭における学習習慣と望ましい

　生活習慣の確立に努めます。

(3) 健やかな身体を育成する教育の推進

　　子どもたちが、生涯にわたって心身ともに健康で元気に生活できるよう、

　学校・家庭・地域・行政が一体となり、運動習慣や望ましい生活習慣を自ら

　身に付けさせるとともに、体力・運動能力の向上に向けた取り組みを進めま

　す。あわせて、健やかな成長と望ましい食習慣が身につくように、関係機関

　と連携した食育を進めます。

(4) 豊かな心を育成する教育の推進

　　子どもたちに、規範意識や自他の生命の尊重、自尊意識や他者への思いや

　りといった豊かな心を醸成させるよう、発達段階に応じた道徳教育の推進に

　努めます。あわせて、地域における自然体験や社会体験など様々な体験活動

　を通じて、地域の文化や産業などへの理解を深め、郷土を愛する心を育む教

　育の推進にも努めます。

(5) 教育相談体制の充実

　　教育相談や不登校対策の相談・指導体制の充実を図り、学校・家庭・関係

　機関との連携により問題解決に向けた取り組みを進めます。

　　また、いじめは、「どの子どもにも、どこの学校でも起こりうる」という

　強い共通認識を持ち、子どもに関わるすべての人が、いじめの未然防止・早

　期発見・早期対応に向けて取り組みを進めます。

(6) 特別支援教育の充実

　　特別な配慮が必要な子どもたちには、その状況を的確に把握し、一人ひと

　りの教育的ニーズに応じた効果的な特別支援教育の充実を図ります。

(7) 信頼される学校づくりの推進

　　教職員の指導力や資質・能力の向上を図るため、積極的な研修への参加を

　促進するとともに、授業実践交流などを通して授業改善に取り組み、信頼さ

　れる学校づくりを進めます。また、町指導主事による学習指導や教育課程な

　どに対応する専門的事項の指導助言を行います。

　　あわせて、スポーツ・芸術分野などの外部講師による指導や地域資源（自

　然、環境、人）を活用した開かれた学校づくりを進めます。

(8) 高等学校との連携協力



　　多様な教育機会の充実を図るため、継続して道教委に対する間口確保や教

　育施設の充実を要請する取り組みを進めます。

　　町内唯一の高校を町民全体で支える気運を高め、町としての支援の在り方

　を検討します。

(9) 学校施設や良好な教育環境の整備・充実

　　安全・安心な教育環境を確保するため、学校施設の適切な維持管理や非構

　造部材の耐震化、学校及び給食センターの施設並びに備品の計画的な改修・

　更新等を進めます。また、急速に進展する情報社会に対応できるようＩＣＴ

　教育環境の整備・充実を図ります。

２ 社会教育の充実

　　だれもが明るく元気でいきいきと暮らすため、学習機会の提供やスポーツ、

　芸術・文化活動への支援など、生涯を通じてお互いに学びあい、高めあえる、

　活力ある生涯学習社会の構築を図ります。

(1) 青少年の健全育成の推進

　　次代を担う青少年の健やかな成長のために、家庭・学校・地域・行政がよ

　り連携を深め、「地域の子どもは地域で育む」環境づくりを進めます。あわ

　せて、心身ともにたくましい子どもを育む体験活動の機会を拡充していきま

　す。

(2) 生涯学習の推進

　「いつでも、どこでも、だれでも」が学習できる場と機会の充実に努め、町

　民一人ひとりの自主的・自発的な学習の支援と、その学習の成果を地域に活

　かす取り組みを進めます。

(3) 芸術・文化活動の推進

　　芸術や文化活動への意識を高め、心の豊かさと潤いのある生活をめざしま

　す。また、幅広く多様な芸術文化を鑑賞する機会を提供するとともに、発表

　の場の充実を図り、町民の生活の質の向上や文化活動の充実・発展をめざし

　ます。あわせて、町民が主体的に芸術・文化活動に親しむことができる活動

　に支援します。

(4) スポーツの振興

　　個々の体力や年齢、目的に応じて親しめるスポーツの振興を通じ、心身の

　成長を促し活力を与え健康保持や体力向上が図られるよう環境整備を進めま

　す。

　　あわせて、トップレベルとして活躍できる人材を育成できるよう地域特性

　に合わせた環境も整備します。



(5) 社会教育施設や良好な教育環境の整備・充実

　【マナビティーセンター】

　　町民の学習活動を支える拠点施設として、各団体やサークルの主体的な教

　育活動を支援するとともに、子どもから高齢者までを対象に各種講座や教室

　を開催して、学習機会の充実に努めます。

　【図書館】

　　資料や情報提供など、直接的なサービスの充実に加え、子どもたちの読書

　活動の推進を図るとともに、多様化する町民ニーズに対応した運営に努めま

　す。

　【博物館】

　　子どもたちへの体験学習を提供するため、学校との連携を進めます。

　　あわせて、調査研究活動により教育資源の収集と保存に努めます。

　【町民会館】

　　町民の地域活動や文化芸術活動の場であり、現町民会館部分の耐震化や老

　朽化などから改築を行い、地域活動や生涯学習の充実に努めます。



社会教育に関する美幌町と国の動き

町の主な動き 国の主な動き

・高度経済成長 昭和２５年 図書館法制定

・科学技術の発展 昭和２６年 博物館法制定
・情報化 昭和３６年 スポーツ振興法制定

生涯学習に関わる動きが認識された

生涯学習が教育施策として明確化された

生涯学習に関する法的な整備がなされた

昭和24年 社会教育法制定

昭和４６年 社会教育審議会答申

「急激な社会構造の変化に対処する
社会教育のあり方について」

昭和５６年 中央教育審議会答申

「生涯教育について」

平成２年 社会教育審議会答申

「生涯学習振興のための施策の推進
体制等の整備に関する法律」

昭和６１年

美幌町社会教育中期計画策定

平成３年

第２次美幌町社会教育中期計画策定

平成８年

第３次美幌町社会教育中期計画策定

昭和22年 教育基本法
第７条 社会教育

61

平成４年 生涯学習審議会答申

「今後の社会の動向に対応した

生涯学習の振興方策について」

17

昭和２７年 図書館の設置

教育委員会の設置

網走管内教育推進計画を基に

社会教育の単年度計画を作成

51

60
北海道生涯教育推進会議の生涯教育構想で設定して

いる発達段階区分を参考に生活課題を生涯各期に分

けて課題解決のための方策を打ち出した。

初めて社会教育計画として生涯学習各期における

社会教育振興上の課題と方策を打ち出した

第１次社会教育計画を受けて社会教育基盤の整

備に重点が置かれた 家庭教育、学校教育、社会教育の三者が有機的関係を

持ち、社会問題に対応した取り組みが重要とした。

平成８年 生涯学習審議会答申

「地域における生涯学習機会への

充実方策について」

当面する課題に対し地域社会の中で、様々な学習機会

を提供している機関や施設の生涯学習機能の充実

美幌町社会教育基礎調査をもとに生涯学習の

考え方を計画に盛り込んだ

平成11年 生涯学習審議会答申

「青少年の〔生きる力〕をはぐくむ地域

社会の環境の充実方策について」

子どもの心を豊かに育むためには、家庭や地域社

会で、様々な体験活動の機会を子どもたちに「意

図的」・「計画的」に提供する必要がある



平成１３年

第４次美幌町社会教育中期計画策定

社会教育振興上の課題を５つに整理し、課題

解決に向けた横断的な取り組みをまとめた

平成11年 生涯学習審議会答申

「生涯学習の成果を生かすための

方策について」

今後は生涯学習の成果の活用推進に向けて、活用

の機会や場の開発、そのための社会的な仕組みの

構築等が新たな課題となる

平成12年 生涯学習審議会答申

「新しい情報通信技術を活用した

生涯学習の推進方策について」

いつでも、どこでも、誰でも情報を活用できるよ

うにするため、生活体験や自然体験などの学習機

会を充実することに配慮しつつ、新しい情報通信

技術を活用した学習機会の拡大が必要

平成14年 中央教育審議会答申

「青少年の奉仕活動・体験活動の

推進方策等について」

幅広く「奉仕活動」について、日常的に活動を行

い、個人が社会に参画し、相互に支えあうような

社会を目指すことが必要

17

平成１４年
子どもたちの健全育成への方針策定

平成１６年
美幌町青少年健全育成推進プラン

「びほろ青少年輝きプラン2004策定」

平成１８年
美幌町子どもの読書推進計画策定

平成１８年

第５次美幌町社会教育中期計画策定

社会教育振興上の課題を５つに整理し、社会

参加活動の促進を中心に課題解決に向けた横

断的な取り組みをまとめた
18

27

平成19年 中央教育審議会答申

「次代を担う自立した青少年の

育成に向けて」

公共の精神や伝統と文化の尊重を協調し、生涯学

習に関する条文を追加

平成20年 中央教育審議会答申

「新しい時代を切り拓く生涯学習の

振興方策について」

個々の持つ「知」を社会に還元し、社会全体の持

続的な教育力の向上に貢献するといった「知の循

環型社会」の構築が必要

平成20年 社会教育法・図書館法

・博物館法の改正

平成18年 教育基本法改正

教育基本法の改正をふまえた規程の整備、社会教

育施設の運営能力の向上、専門職員の資質の向上

と資格要件の見直し

平成２３年

第６次美幌町社会教育中期計画策定

社会教育振興上の課題を５つに整理し、社会

参加活動の促進を中心に課題解決に向けた横

断的な取り組みをまとめた

美幌町青少年健全育成推進プランの性質を受

け継いだ

平成２３年
第２次美幌町子どもの読書推進計画策定



18

27

平成２３年

第６次美幌町社会教育中期計画

単年度評価開始

第６次美幌町社会教育中期計画で掲げられ

た５つの課題に対し、各施設別の事業評価（行

政評価）をもとに、それぞれの課題で定めて

いる「みんなでみつめるポイント」の単年度

での成果を、社会教育委員が確認・評価。次

期計画の基礎資料とすることとした

平成２７年

第７次美幌町社会教育中期計画策定

第４次中期計画において設定され、引き継

いできた課題を見直し、急激に変化する社会

環境、本町を取り巻く教育の現状や課題を踏

まえ、これまでの５つの課題から新たに３つ

の推進目標と取組の方針を定め、各グループ

が今後６年間推進していく具体的な内容をま

とめた

28

38

平成３３年度

第７次計画最終年

平成24年 子ども・子育て支援法

制定

家庭・学校・地域・職域その他の社会のあらゆ

る分野の全ての構成員が、それぞれの役割に基づ

き相互協力する旨が明記された

平成25年 中央教育審議会答申

「今後の青少年の体験活動について」
未来の社会を担う全ての青少年に、人間的な成

長に不可欠な体験を経験させるためには、教育活

動の一環として、体験活動の機会を意図的・計画

的に創出することを求めた

平成25年 第２期教育振興計画策定

教育行政の４つの方向性として、①社会を生き

抜く力の養成 ②未来への飛躍を実現する人材の

養成 ③学びのセーフティネットの構築 ④絆づ

くりと活力あるコミュニティの形成が定められた



平成２７年 ６月１７日

第７次美幌町社会教育中期計画策定委員会 様

美幌町教育委員会

委員長 沖 田 滋

第７次美幌町社会教育中期計画の策定について（諮問）

美幌町教育委員会は、昭和６１年度より５ヵ年ごとに社会教育中期計画を策定し、

現在第６次美幌町社会教育中期計画を基に諸施策の推進に努めてまいりましたが、

今年度をもってこの計画が最終年度を迎えることから、新たに第７次美幌町社会教

育中期計画を策定することとなりました。

この間、社会環境は目まぐるしく変貌しており、少子・高齢化、情報化の進展は

もとより町民の学習要求実現と成果の還元、さらには地域住民の持つ知識・技術の

社会還元など高度化、複雑化していることから、社会教育行政としてこれらの学習

要求に応えるとともに、学習条件の整備が必要とされています。

また、平成２４年８月に制定された「子ども・子育て支援法」の第２条では、「子

ども・子育て支援」について「家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分

野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われ

なければならない」と明記されており、各分野の連携に向けた、コーディネートす

る役割としての社会教育の重要性がますます高まっています。

このような課題を明確にしながら、住民主体による社会教育活動の促進、さらに

ふれあいのある温かな社会の構築、家庭・学校・地域の連携をより密にして青少年

を育む意識の高揚など、時代の潮流に対応し将来を展望した社会教育のあり方を検

討する必要があります。

このことから、本町の社会教育をより一層充実させるため、将来的展望にたった

第７次美幌町社会教育中期計画（平成２８年度～平成３３年度）の策定について諮

問いたします。



平成２８年 ３月１６日 

 

 

 

 

美幌町教育委員会 

委員長  沖 田   滋 様 

 

 

第７次美幌町社会教育中期計画策定委員会 

委員長  早 田 眞 二 

 

 

第７次美幌町社会教育中期計画の策定について（答申） 

 

 平成２７年６月１７日付で第７次美幌町社会教育中期計画策定委員会に諮問のありまし

た「第７次美幌町社会教育中期計画の策定」について、全体協議と各グループ協議を行い、

社会教育委員ならびに社会教育活動奨励員・スポーツ推進委員・博物館協議会委員・図書

館協議会委員からなる計２１名の第７次美幌町社会教育中期計画策定委員により慎重な審

議を重ね、ここに本答申として取りまとめるに至りました。 

 本計画の策定にあたっては、平成２８年度から新たにスタートする第６期総合計画や平

成２８年１月に策定された美幌町教育大綱との整合性を図りながら、「美幌町教育目標」実

現のため、中長期的に社会教育を推進するため、基本目標と３つの推進目標、さらに推進

目標に基づく方針を新たに定めました。推進目標は現在の社会情勢や本町の教育を取り巻

く諸課題について、特に今後６年間にわたり優先して取り組む事項として集約したもので

あります。 

 また、全体協議終了後には各グループによる協議を行い、３つの推進目標と方針に基づ

く、各グループの具体的な取組を設定したほか、情報提供や施設整備等についても整理を

したところです。 

 今後、本計画の趣旨を十分にご理解いただき、本町社会教育行政の推進に反映され、本

計画で定めた基本目標実現のために一層努力されることを期待し、ここに別冊のとおり答

申いたします。 



美幌町社会教育の歩み（平成２３年度～平成２７年度）

平成２３年度

年 月 本町の社会教育に関する事項 年 月 全町的な関連事項

23 4 青年活動団体「B-live」結成 23 4 旧美幌高校と旧美幌農業高校が合併し、新たに美幌

博物館移動展「美幌の四季」開催 高校が誕生し、校舎を旧美幌農業高校へ移転

（於　峠の湯びほろ　通年）

博物館移動展「絵画・写真展」開催

（於　国保病院、しゃきっとプラザ　通年）

博物館第１展示室展示コーナー修繕（通年）

企画展「美幌の縄文文化～美禽の森で暮らした

縄文人たち」開催（～6/19）

5 国際博物館の日記念博物館無料開館

子どもの日博物館無料開館

博物館ミニ展示「雨季」開催（5/29～7/14）

6 博物館企画展「寄贈資料展」開催（6/5～26）

7 美幌町高齢者教室「明和大学公開講座」開催

講師　　松永俊之（元北海道放送アナウンサー）

高松宮杯第55回全日本軟式野球北北海道大会開催

（柏が丘公園野球場ほか）

博物館企画展「寄贈美術資料展①」開催

（7/3～10/30）

博物館移動展「美幌の縄文文化～美禽の森で

暮らした縄文人たち」開催（7/7～21）

博物館ミニ展示「花季」開催（7/31～9/25） 9 第56回北海道吹奏楽コンクール出場

9 久山昌樹教育委員就任 （美幌吹奏楽団　一般C編成の部金賞）

猪本里美教育委員就任 第30回北海道小学校バンドフェスティバル出場

美幌中学校グランドの天然芝生化 （美幌小☆東陽小合同バンド　金賞）

敬老の日博物館無料開館

みどりの村ふれあいまつり記念博物館無料開館

10 美幌町女性国内研修派遣事業再開 10 第66回国民体育大会ボウリング競技出場

スポーツ講演会　　講師　柴田亜衣（水泳） （福園祐理恵）

絵本作家あべ弘士講演会・ワークショップ 第66回国民体育大会銃剣道競技出場

（図書館と歩む会主催） （佐々木誠　佐々木和博、増本和也、天野優作）

博物館ミニ展示「風季」開催（10/2～11/27）

11 博物館企画展「交通安全ポスター作文展」開催 11 福豊小学校創立100周年記念式典開催

（11/6～27）

図書館玄関ポーチ修繕



年 月 本町の社会教育に関する事項 年 月 全町的な関連事項

12 文化講演会「世界一受けたい国語授業」開催

（講師　金田一秀穂）

新文化ホールの愛称が「びほーる」に決まる

博物館企画展「寄贈美術資料展②」開催

（12/11～1/22）

24 1 スポーツ指導者講習会　　講師　佐藤　一（NPO法人 24 1 第8回北海道小学生インドアソフトテニス選手権大会

日本コーディネーショントレーニング協会認定講師） 出場（鶴田聖那　優勝）

博物館ミニ展示「読季」開催（1/29～3/25）

2 博物館企画展「冬季作品展」開催（2/5～3/4） 2 第48回北海道管楽器個人コンクール出場

3 博物館企画展「テーブルの上のホネ展」開催 （麻生葵衣　木管の部金賞）

（3/25～5/27） （井深瑞希　金管の部金賞）

第43回北海道アンサンブルコンクール出場

（北中学校　サキソフォン四重奏金賞）

3 JOCジュニアオリンピックカップ2012全日本ジュニア

スキー選手権大会ノルディック種目出場（本田明里）

第11回全国小学生ソフトテニス大会出場（鶴田聖那）



平成２４年度

年 月 本町の社会教育に関する事項 年 月 全町的な関連事項

24 4 博物館移動展「美幌の四季」開催 24 4 美幌中学校校舎を旧美幌高校校舎へ移転

（於　峠の湯びほろ　通年）

博物館移動展「絵画・写真展」開催

（於　国保病院、しゃきっとプラザ　通年）

博物館第１展示室展示コーナー修繕（通年）

埋蔵文化財発掘調柶速報展「高野３遺跡」開催

博物館ミニ展示「樹造」開催（4/22～6/17）

5 美幌高等学校開放講座開設

（旧美幌高校・旧美幌農業高校統合後初の開催）

国際博物館の日記念博物館無料開館

子どもの日博物館無料開館

6 「びほーるギャラリーコンサート」開催

博物館企画展「寄贈資料展」開催（6/10～7/22）

博物館移動展「テーブルの上のホネ展」開催

（於　図書館　6/7～20）

図書館ブック２（セカンド）事業スタート

7 青年活動団体B-liveが初めての主催事業となる 7 第30回北海道小学生陸上競技大会出場

「水鉄砲で天下を取れ！BANG☆BANG☆BANG」を （矢口航大　100ｍおよび走り幅跳び優勝）

開催

8 町民会館第１ホール「びほーる」オープン 8 第28回全国小学生陸上競技交流大会出場

びほーるオープニング記念事業「びほーる土の歌 （矢口航大　100ｍ準優勝）

フェスタ」開催

博物館移動展「丌思議なトンボの世界」開催

（於　図書館　8/2～23）

博物館特別展「丌思議なトンボの世界」開催

（8/26～10/28） 9 第57回北海道吹奏楽コンクール出場

博物館フォーラム「丌思議なトンボの世界」開催 （美幌吹奏楽団　一般C編成の部金賞）

9 平野浩司教育長就任 第31回北海道小学校バンドフェスティバル出場

沖田　 滋教育委員長就任 （美幌小学校　金賞）

博物館ミニ展示「樹芸」開催（9/9～11/11） 第67回国民体育大会ボウリング競技出場

みどりの村ふれあいまつり記念博物館無料開館 （福園祐理恵、鈴木恒有）

敬老の日博物館無料開館

10 スポーツ講演会　講師　鹿島　忠（野球）

博物館開館記念無料開館

絵本作家あべ弘士講演会・ワークショップ

（図書館と歩む会主催）



年 月 本町の社会教育に関する事項 年 月 全町的な関連事項

11 教育講演会・PTA役員研修会・オホーツク管内 11 美幌町自治会連合会女性部会が発足４０周年を

社会教育振興セミナー開催　　 迎える

講師　三宅宏実・三宅義行（ウェイトリフティング）

博物館企画展「交通安全ポスター作文展」開催

（11/4～25）

博物館移動展「丌思議なトンボの世界」開催

（於　図書館　11/15～29）

12 博物館企画展「寄贈美術資料展」開催（12/16～1/20）

25 1 博物館ミニ展示「樹住」開催（1/27～3/31）

2 スポーツ指導者講習会　　講師　東　正樹（財団 25 2 ノルディックスキー世界選手権イタリア大会出場

法人日本レクリエーション協会専門委員、総合子ども （石田正子　30kmクラシカル10位・複合15km10位）

の遊び研究所代表） 第33回全国中学校スケート大会出場（長野）

博物館企画展「冬季作品展」開催（2/10～3/3） （一戸大地　1,000m優勝・1,500m2位）

3 びほーるオープン記念事業「CUE　DREAM　JAM- （中西彩人　5,000m12位）

BOREE2012上演会＆鈴井貴之・北川久仁子アフター 3 IPC障害者ノルディックスキー世界選手権スウェーデン

トークｉｎ美幌」開催 大会出場（久保恒造 バイアスロン15km座位の部優勝）

博物館企画展「草花たちの戦略【春の陣】」開催 第12回全国小学生ソフトテニス大会出場

（3/24～5/26） （鶴田聖那、阿閉稜人、菊地乃愛）



平成２５年度

年 月 本町の社会教育に関する事項 年 月 全町的な関連事項

25 4 町民会館の所管が総務部から教育委員会へ移管

され、機構改革により社会教育グループに文化振興

担当が町民会館内に配置される

博物館移動展「美幌の四季」開催

（於　峠の湯びほろ　通年）

博物館移動展「絵画・写真展」開催

（於　国保病院、しゃきっとプラザ　通年）

博物館第１展示室展示コーナー修繕（通年）

5 国際博物館の日記念博物館無料開館 25 5 びほーるが「平成24年度照明普及賞」を受賞

子どもの日博物館無料開館 （一般財団法人照明学会）

6 博物館移動展「草花たちの戦略【春の陣】」開催

（於　図書館　6/6～20） 7 第31回北海道小学生陸上競技大会出場

博物館企画展「寄贈資料展」開催（6/9～30） （矢口航大　100ｍおよび走り幅跳び優勝）

7 図書館視聴覚室やけど防止柵設置 美幌消防100周年記念式典開催

8 芸術文化鑑賞事業「高嶋ちさ子＆加羽沢美濃

カジュアルクラシック」開催 8 第29回全国小学生陸上競技交流大会出場（矢口航大)

「おもしろ科学の祭典ｉｎびほろ」が開催１０周年を 第１回びほろ夏まつり開催

迎える

博物館特別展「発見！太古の元町」開催

（8/4～10/27）

博物館フォーラム「北海道の古代を学ぶ」開催

9 みどりの村ふれあいまつり記念博物館無料開館 9 第58回北海道吹奏楽コンクール出場

敬老の日博物館無料開館 （美幌吹奏楽団　一般C編成の部金賞）

10 近藤良平（コンドルズ）ダンスワークショップ開催 第32回北海道小学校バンドフェスティバル出場

びほーるアートギャラリー「栁瀬俊雄の世界」開催 （美幌小学校　金賞）

３町高齢者教室（大空町・津別町・美幌町）交歓会開催 第68回国民体育大会ボウリング競技出場

スポーツ講演会　　講師　大畑大介（ラグビー） （福園祐理恵、鈴木恒有）

博物館開館記念無料開館

図書館ステーション文庨の設置

11 博物館企画展「交通安全ポスター作文展」開催 11 美幌町青尐年育成協議会が発足30周年を迎える

（11/3～24）

博物館移動展「発見！太古の元町」開催

（於　図書館　11/7～21）

12 マナビティーセンター陶芸窯（13kw）熱線張替工事

芸術文化鑑賞事業「コンドルズ日本縦断超時空ツアー

ツアー美幌公演」開催

博物館企画展「寄贈美術資料展」開催（12/15～1/26）



年 月 本町の社会教育に関する事項 年 月 全町的な関連事項

26 1 スポーツ指導者講習会　講師　森川貞夫（日本体育 26 1 第42回全日本クラブ対抗ボウリング選手権大会出場

大学名誉教授） （鈴木恒有、鈴木利穂、菊池芳幸、阿部正幸）

2 博物館企画展「冬季作品展」開催（2/8～3/2） 2 第34回全国中学校スケート大会出場（長野）

3 博物館企画展「よみがえる！美幌川」開催 （中西彩人　3,000m3位・5,000m4位）

（3/22～6/1） ソチオリンピック出場（ロシア）

（石田正子　クロスカントリー15km10位）

（鈴木李奈　バイアスロン4×6kmリレー13位）

（藤村祥子　スピードスケート5,000m10位）

第69回国民体育大会冬季大会スキー競技会

クロカン出場（畔上美栄）

3 第16回日本ジュニア管打楽器コンクール出場

（牧野紀恵　チューバソロ部門銀賞）

ソチパラリンピック出場（ロシア）

（久保恒造　バイアスロン7.5km銅メダル）

第13回全国小学生ソフトテニス大会出場（橋本光平）

世界ジュニアスピードスケート選手権大会出場

（ノルウェー）

（一戸誠太郎　チームパシュート2位）



平成２６年度

年 月 本町の社会教育に関する事項 年 月 全町的な関連事項

26 4 博物館移動展「美幌の四季」開催 26 4 福豊小学校が閉校し、旭小学校に統合

（於　峠の湯びほろ　通年） ソチパラリンピックに出場し銅メダルを獲得した久保

博物館移動展「絵画・写真展」開催 恒造選手、３大会連続でオリンピックに出場した石田

（於　美幌療育病院、しゃきっとプラザ　通年） 正子選手に美幌町特別栄誉賞が授不された。また、

国際博物館の日記念博物館無料開館 スケート競技で本町から初めてオリンピックに出場した

5 子どもの日博物館無料開館 藤村祥子選手と、バイアスロンに出場した鈴木李奈

7 女性国内研修修了生で組織する「らんざんの会」が 選手に美幌町栄誉賞が授不、またバイアスロンコーチ

設立30周年を迎える として久保選手を支えた阿部由香里コーチに、

博物館特別展「ボクたちの町に暮らす野鳥たち」開催 スポーツ功労賞が授不された

（7/6～10/26） 7 第6回北海道尐年尐女銃剣道大会出場

博物館移動展「よみがえる！美幌川」開催 （美幌銃剣道スポーツ尐年団 小学3年4年の部優勝）

（於　図書館　7/10～31） 第30回わんぱく相撲全国大会出場（田中杏哉）

8 マナビティーセンター正面玄関ゴムチップ敷設工事 8 平成26年度全日本尐年尐女銃剣道（武道）錬成大会

9 「渡辺貞夫クインテット2014in美幌」開催 出場（单部海音、土門頼生、吉田青空）

あさひ体育センター屋根改修工事 第36回全国スポーツ尐年団軟式野球交流大会出場

美幌町指定文化財「美幌小学校かしわの木」保全 （美幌ジュニア野球スポーツ尐年団）

作業（9月～11月） 9 第59回北海道吹奏楽コンクール出場

敬老の日博物館無料開館 （美幌中学校　中学校C編成の部金賞）

10 既設側町民会館改築に伴い町民会館建設主幹が （美幌吹奏楽団　一般C編成の部金賞）

社会教育グループに配置される 第33回北海道小学校バンドフェスティバル出場

B-live主催事業「びほろdeハロウィンパーリナイ」 （美幌小学校　金賞）

開催 10 第69回国民体育大会ボウリング競技出場

スポーツ講演会　　講師　大森健作（サッカー） （福園祐理恵）

博物館開館記念無料開館 びほーるが「北海道福祉のまちづくり賞」受賞

11 芸術文化鑑賞事業「華々しき一族」開催 11 第26回全国家庩婦人バレーボールいそじ大会出場

THE TON-UP MORTORS北海道179市町村ツアー （美幌北星）

ｉｎびほろ開催

美幌町テニスコート人工芝張替工事



年 月 本町の社会教育に関する事項 年 月 全町的な関連事項

26 11 博物館冷暖房空調施設改修工事（11月～2月）

博物館企画展「交通安全ポスター作文展」

（於　図書館、美幌小学校、東陽小学校、美幌小学校、

峠の湯びほろ　11/18～12/12）

図書館雑誌スポンサー制度導入

27 2 博物館企画展「冬季作品展」開催（2/17～3/8） 27 2 第46回北海道アンサンブルコンクール出場

3 子育てサークル「わんぱく広場」が解散 （美幌小学校　金管八重奏金賞）

スポーツ指導者講習会　講師　本田理紗（北翔大学 27 2 2015IPCクロスカントリースキーワールドカップ旭川

北方圏生涯学習スポーツ研究センター） 大会出場（久保恒造　5km5位・1km7位）

博物館企画展「せせらぎ公園　絵の花散歩道」開催 ノルディックスキー世界選手権スウェーデン大会出場

（3/21～5/31） （石田正子　10kmフリー7位）

3 世界ジュニアスピードスケート選手権大会出場

（ポーランド）

（一戸誠太郎　チームパシュート3位）

第53回全日本ボウリング選手権大会出場（鈴木恒有）

第14回全国小学生ソフトテニス大会出場（橋本光平）



平成２７年度

年 月 本町の社会教育に関する事項 年 月 全町的な関連事項

27 4 美幌卓球クラブスポーツ尐年団、美幌ペタンク

スポーツ尐年団が結成

博物館移動展「美幌の四季」開催

（於　峠の湯びほろ　通年）

博物館移動展「絵画・写真展」開催

（於　美幌療育病院、しゃきっとプラザ、び・ほーる、

緑の苑　通年）

国際博物館の日記念博物館無料開館

博物館第２展示室照明・展示パネル壁修繕作業(通年)

5 子どもの日博物館無料開館

6 博物館企画展「寄贈資料展」開催（6/7～7/5）

博物館移動展「せせらぎ公園　絵の花散歩道」開催 27 7 第33回北海道小学生陸上競技大会出場

（於　図書館　6/4～18） （山田楓河　100m優勝）

8 平成27年度北海道卓球選手権大会（マスターズの部 （畔上凜花　800m優勝）

フォーティー以上)兼全日本予選会開催(スポーツセンター) 8 第31回全国小学生陸上競技交流大会出場

博物館特別展「すてきな昆虫たち」開催 （山田楓河　100m優勝）

（8/2～10/25）

博物館フォーラム「身近な自然からの贈り物

～丌思議と感動に満ちた昆虫の世界」開催

国立国会図書館図書館向けデジタル資料送信

サービス開始

9 みどりの村ふれあいまつり記念博物館無料開館 9 第34回北海道小学校バンドフェスティバル出場

敬老の日博物館無料開館 （美幌小☆東陽小合同バンド　金賞・北海道代表）

10 マナビティーセンター駐車場フェンス修繕工事 第60回北海道吹奏楽コンクール出場

スポーツ講習会　　講師　杉山祥子（バレー） （美幌中学校　中学校C編成の部金賞）

博物館開館記念無料開館 （美幌吹奏楽団　一般C編成の部金賞）

11 家庩教育学級ズンバ教室参加者を中心にサークル 第21回JALカップ全日本パークゴルフ選手権大会

「コモズンバ」結成 出場

博物館移動展「すてきな昆虫たち」開催 （元岡勝、小島一彦、奥山裕司、菅原晃、奥山貞雄、

（於　図書館　11/5～19） 藤田明、後藤進、丹羽敏昭、髙橋月美、中野悦子、

博物館ロビー展「手作り魚道と動物たち」開催 伊能公子、丹羽清子、砂金秀子、後藤照子）

（11/28～2/21） 第12回酒田市八幡カップ全国スーパーバスケット

12 博物館企画展「寄贈美術資料展」開催（12/6～1/17） ボール交歓大会出場（川崎勝美、水戸部正彦、

28 2 明和大学生を中心としたサークル「手作りの会WAKU 松岡和博、大谷秀之、石川隆義）

WAKU」結成 第70回国民体育大会ボウリング競技出場

博物館企画展「冬季作品展」開催（2/6～3/6） （福園祐理恵）

3 博物館ロビー展「北海道を大調柶！環境ＤＮＡで 11 第34回全日本小学校バンドフェスティバル出場

イトウを探せ！」開催（3/1～13） （美幌小☆東陽小合同バンド　銅賞）　

博物館企画展「家族のじかん」開催（3/19～5/29） 28 2 北海道管楽器個人コンクール出場

子育てサークル「Ｃｈｉｌｌ」結成 （木下明音　ユーフォニアム金賞）

英語で子育てサークル「egg」結成
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