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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


