資料１
１．令和元年度浦河町社会教育（スポーツ振興を除く）の事務事業報告
社会教育推進体制
【事

業 名】文化スポーツ奨励賞事業

【目的・概要】長年に渡り文化・スポーツの振興に寄与した方、また、優秀な成績を収めた方の功
績を称える。
【事 業 内 容】
・文化・スポーツ奨励賞（高校生以上）－町長表彰 開催中止
・少年少女文化・スポーツ奨励賞（中学生以下）－教育長表彰 開催中止
※地域で子ども守り育てる町民大会において表彰 開催中止
【事

業 名】生涯学習推進月間事業「体験フェア」ほか開催事業

【目的・概要】「生涯学習の町宣言」や生涯学習の普及啓発を図るために団体・サークル等と連
携し、期間を限定し、重点的に町民向けに体験講座やイベント等を開催し生涯学
習を奨励する。
【事 業 内 容】
・町民向けの体験講座を一堂に会して実施する。併せて、うらかわの達人の活用、外部講師を
招いての講演会や実技などを実施する。
・２月１６日 ８講座 延220名
活け花体験、そば打ち体験、ステンドグラス体験、デコパージュ体験、詩吟体験
囲碁体験講座、（博物館）親子でひな人形飾り、（図書館）ひな人形をつくろう
【事

業 名】生涯学習推進事業

【目的・概要】 学習環境の整備と学習情報の提供を図る。
【事 業 内 容】
・学びのガイドブック作成

年１回 ７00部（転入者等に配布）

・生涯学習ニュース発行

町広報 年４回（学校便りを含む）

・生涯学習だより

毎月１回発行 35０部 ダイレクトメール 手刷り

・町ホームページの活用

町ホームページにて情報提供

・社会教育課フェイスブック

社会教育課事業についてフェイスブックで発信

・うらかわカレッジの登録

講座や各種教室を受講した単位を認定。

・道民カレッジ連携講座の充実
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【事 業 名】地域学校協働活動の推進
【目的・概要】地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」
を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動
を推進
【事 業 名】人材活用事業
・学習指導ボランティアの登録と活用
・うらかわの達人等の人材発掘と活用
【事

業 名】社会教育委員の設置及び研修事業

【目的・概要】社会教育行政に関して、意見や助言をすることを目的とし、広く町民の意見を反映
させるために教育委員会の諮問機関として設置。
【事 業 内 容】
・会 議／年3回（６月25日、１１月１３日、３月開催中止）
・任 期／平成３0年４月１日～令和２年3月31日
・各種研修会への派遣
北海道市町村社会教育委員長研修会（札幌市）7月８日～９日
津澤委員長、須甲課長補佐 ２名参加
北海道社会教育研究大会（帯広市）10月１０日～１１日
津澤委員長、須甲課長補佐、那須野主査 ３名参加
令和元年度日高管内社会教育委員連絡協議会研修会（新冠町） １1月29日
津澤委員長、松本副委員長、須甲課長補佐 ３名参加
【事

業 名】社会教育研究活動事業

【目的・概要】社会教育職員が専門的な知識や技術をより高める資質の向上を図ることを目的と
する。
【事 業 内 容】
・全道社会教育主事等研修会（札幌市）５月３０日～３１日 武田主事 １名参加
・道南ブロック社会教育主事等研修会日高大会（門別町）９月２６日～２７日
和田課長、須甲課長補佐、民部課長補佐、那須野主査、武田主事 ５名参加
・日高管内社会教育職員研究協議会研修会（平取町） ５月１７日
和田課長、須甲課長補佐、民部課長補佐、石黒主幹、那須野主査、武田主事、小林主事、中村主事
駒澤主任司書、伊藤副館長、沢里主査 １１名参加
・日高管内社会教育職員研究協議会東部ブロック研修会（様似町）１月２９日
須甲課長補佐、民部課長補佐、石黒主幹、那須野主査、武田主事、小林主事、鳥井室長、中村主査、
吉田学芸員 ９名参加
・地域生涯学習活動実践交流セミナー（札幌市）２月１３日～１４日
民部課長補佐、武田主事
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【事

業 名】道内プロスポーツ連携事業

【事 業 内 容】ファイターズ、コンサドーレ、レバンガ北海道など郷土に根ざしたプロスポーツを
応援し、子どもたちへの夢や希望を与える。
北海道プロスポーツとの連携した見学ツアーなど
・日本ハムファイターズ応援ツアー

・日ハム浦野博史選手野球教室
【事

第１回 ６月１９日 巨人戦４２名
第２回 ７月２０日 ロッテ戦３８名
第３回 ９月１５日 ホークス戦３７名
１２月６日 少年団４０名

業 名】スポーツ・文化活動合宿誘致

【事 業 内 容】浦河町にスポーツ・文化活動等の合宿を誘致する。

青少年教育
【事

業 名】各種体験事業
・初夏の星空観察～星空ガイドによる鑑賞ツアー～ ６月２６日 ３０名
・夏休み子ども講座 夏休み！うらかわの昆虫教室 ７月２８日 ２７名
デコパージュ講座① ８月３日 ５名
デコパージュ講座② ８月１７日 １４名
シーカヤック講座 ８月４日 ２１名
フォニックスセミナー ８月９日 １２名
・冬休み子ども講座 デコパージュ講座 １２月２１日 １７名
乗馬体験 １２月２６・２７日 ３名
フォニックスセミナー １月１４日 １０名
かんじき作り講座 １月２５日 ４名

・ひだか未来塾 ９月１日 中高生２９名（内浦河町４名）
【事

業 名】世代間交流事業
・東町ふれあいフェスティバル １２月８日 １３０名
・堺町集落センターまつり １２月８日 ２００名

【事

業 名】大学生交流活用事業

【目的・概要】大学生を招へいし、体験活動や学習活動を通し、郷土愛を育む。
【事 業 内 容】
・対 象／小学生中学年～高学年
・事業タイトル／ウラガク
・内 容／浦河魅力発見体験活動、学習活動等
・実 施／９月１４日～１５日 大学生７名
【事

業 名】浦河町子ども会育成団体連絡協議会育成事業

【目的・概要】浦河町子ども会育成団体連絡協議会への補助及び育成指導
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【事 業 内 容】
１７自治会 １６７名（幼児１４名、小学生８６名、中学生３０名、指導者３７名）
・自然体験事業アドベンチャーinうらら湖 ７月６日 ９９名
・ファイターズ応援ツアー ８月１８日 ２３名
・うらかわサマーキャンプ ９月１４日、１５日 ４２名
・かるた大会 全道大会 ２月１６日 ３チーム（小学生１チーム、中学生２チーム）
結果 小学生の部優勝 柊の華炎
【事

業

名】児童生徒地域間交流事業

・茨城県美浦村浦河町中学生交流事業

７月２５日～２７日 来町 美浦村１６名 河内村３名
競走馬関連施設がある緑 JRA 見学、乗馬体験
・ふるさと交流事業・天草市浦河町児童生徒交流事業
１月８日～１１日

派遣 浦河町１３名

河浦町小中学校と交流 町内見学、熊本（熊本城など）
【事

業

名】浦子屋事業

【目的・概要】学校に人材を派遣し、様々な体験を聞いて、生きる力を育む機会とする。
・幻灯と語り「宮沢賢治の世界」オツベルと像

９月２６日

【幻灯】小林敏也 氏、【語り】伊藤哲哉 氏 浦一中１年生、荻伏中全校
【事

業 名】成人式開催

【目的・概要】成人の日を迎える青年に、公民権を行使できる権利と社会に対する責任と義務を自
覚させるとともに新成人を祝い、激励することを目的に実施する。
【事 業 内 容】
・期 間／１月1２日 対象者１２９名 出席者１２２名
（３１年 対象１３７名 出席１０１名）
・アトラクション 桜村眞 氏（荻伏出身 和楽器バンド）

青少年健全育成事業
【事

業 名】青少年補導委員会

【目的・概要】補導、情報収集により青少年の非行防止及び健全育成を図る。
【事 業 内 容】
・委 員／小中高校の教諭、民間有志、関係団体より教育長が15名委嘱する。
・任 期／平成３１年４月１日～令和２年３月３１日
・活 動／年6回（奇数月）の会議と毎週月・木曜日の巡回活動、イベントパトロール
不審者情報 日高管内９件 浦河町２件 （３０年度 管内１５件 浦河町３件）
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【事

業 名】浦河町子ども１１０番の家事業

【目的・概要】子ども達が安心して生活できる環境を整備することを目的とする。
【事 業 内 容】
・期 間／通年
・内 容／各地域の通学路や商店を中心に緊急時の避難場所とする（１０９か所）
【事

業 名】青少年問題協議会

【目的・概要】青少年の健全育成を図ることを目的として、市町村に、付属機関として、「市町村
青少年問題協議会」を置くことができる。
【事 業 内 容】
・委 員／学校長、ＰＴＡ、子ども会、民生委員、警察署、スポーツ少年団本部 １２人
・任 期／平成３０年４月１日～令和２年３月３１日
・実 施／本年度開催なし
【事

業 名】地域で子どもを守り育てる町民大会開催事業

【目的・概要】浦河町内の全ての子ども達が健やかに育っている姿を、多くの町民にアピールする
とともに、家庭や学校そして地域が連携して行う「子どもを守り育てる運動」の大
切さについて、一層の理解を深めることを目的とする。
【事 業 内 容】
・期 間／令和２年3月１５日 開催中止
・主 催／浦河町青少年対策室協力団体幹事会・浦河町教育委員会
・内 容／表彰式（教育長表彰）善行の部、文化の部、スポーツの部、活動体験発表、文化・
スポーツ優秀者の紹介

成人教育（含む女性教育、国際化推進）
【事

業 名】北海道浦河高等学校開放講座

【目的・概要】地域の教育資源である浦河高校と連携・協力し町民への多様な学習機会の提供を総
合的に行う。
【事 業 内 容】
・期 間／９月１０日～１１月７日
・会 場／浦河高等学校及び総合文化会館ほか
・内 容／教養、趣味、スポーツ等、１講座１回２時間とし概ね５回、全１０時間程度実施
・講 師／浦河高校教職員及び外部講師
・実 施／９講座 プログラミング、肉体改造、料理、数学検定など
【事

業 名】成人大学

【目的・概要】町民の知識や教養向上のための学習機会を設け、
「環境」を身近に感じてもらい地
域の環境問題について学ぶことを目的とする。
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【事 業 内 容】
・期 間／年間

・講座数／１～２講座

・実 施／２月２２日「避難所運営ゲーム北海道版DoHUGをやってみよう」３２名
【事

業 名】地域づくり講座

【目的・概要】他地域の事例等を学習し、まちづくりについて学ぶ機会を提供する。
【事 業 内 容】
・期 間／年間
・実 施／１２月１４日 味噌づくり講座 講師：加藤エミ氏 ２６名
【事

業 名】生涯学習まちづくり出前講座

【目的・概要】役場の職員が講師として、地域に出向き、町で行う仕事の説明等を行う講座
【事 業 内 容】
・期 間／通年

・講座数／1～2講座

・実 施／９月５日 荻伏中学校１年生 浦河町の産業や歴史などについて
９月１７日、１１月１９日 介護予防センター 軽スポーツ
【事

業 名】国際理解フォーラム

【目的・概要】国際化に対応した町づくりを推進するために、国際理解や国際交流、外国語に係わ
る各種事業を展開。
【事 業 内 容】
・国際理解講座「エジプト政府関係者と学ぶ防災対策」４月１９日 文化会館 １５０名
・情報発信支援事業「浦河の魅力発信モニターツアー」１０月２６日～２７日 ふれあい会館
８０名
【事

業 名】外国語教室

【目的・概要】国際化に対応した町づくりを推進するために、国際理解や国際交流、外国語に係わ
る各種事業を展開。
【事 業 内 容】
・外国語教室／大人向け（海外旅行に使える外国語）
【事

業 名】自治会女性教養講座

【目的・概要】町内の女性団体や自治会婦人（女性）部を対象に、女性の興味や趣味などに対応し
た学習機会と仲間づくりの場を提供する。
【事 業 内 容】
・期 間／年間 ※原則として１講座５回、１回の時間は２時間程度
・会 場／各地域の会館等
・内 容／各団体が講座内容を決定
・対 象／町内各自治会婦人・女性部員
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・実 施／４自治会 延べ１０４名 料理、手芸など

高齢者教育
【事

業 名】高齢者教室九十九大学・九十九大学院の開設

【目的・概要】１）生きがいを持ち健康で、いつも笑顔溢れる生活が送れるよう、老人クラブと連
携して生活課題等の学習の場を提供する。
２）スポーツ・文化活動を通して自己を高め、元気な「幸齢者」になるよう学習機
会の提供を図る。
【事 業 内 容】
・高齢者教室「九十九大学」
第１回 楽しく健康的暮らす方法 本多理紗 氏 ７月１日 ８３名
第２回 道民の苗字とルーツ調べ 岸本良信 氏 １月２１日 ７１名
第３回 乗馬療育の取り組みと高齢者福祉 川邉真歩 氏 ２月１９日 ４２名
第４回、閉会式 開催中止
【事

業 名】軽スポーツ普及促進
教育長杯ゲートボール大会 ２月２６日 開催中止

【事

業 名】老人クラブ活動の支援
①出前講座（１コース５回程度）（年間）
②健康・ニーギニキﾞ体操&レクリエーション講座（１コース３回）（年間）

【事

業 名】うらかわの達人制度の登録と活用（前掲）

家庭教育
【事

業 名】幼児教育支援事業
・子育て応援講座…子を持つ親を対象に子育て支援センターと連携し実施（年４回）
・子育てサークル活動支援…サークルへ活動支援（連携会議）

【事

業 名】家庭教育推進事業
・家庭教育学級…単位ＰＴＡ研修部と連携し実施
パン作り ぱんぱかぱん １月２７日 以西明美氏 荻伏中荻伏小合同 ２０名
・家庭教育フォーラム…町内ＰＴＡ会員全体を対象とした学習機会（年１～２回）、町ＰＴ
Ａ連合会研究大会と兼ねて講演会を実施予定
収育（整理収納術）について １１月２４日 収納王子コジマジック 氏 １５０名
・親子ふれあい講座
キッズコンサート ３月２９日 浦河高校吹奏楽局 開催中止

【事

業 名】浦河町ＰＴＡ連合会育成事業
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【事

業 名】家庭教育推進運動の実施
・社会教育委員を中心とした、望ましい生活習慣確立のための運動の推進（アウトメディア、
家庭学習習慣等の定着を図る）

文化振興
【事

業 名】青少年文化活動支援事業

【目的・概要】
・青少年の文化活動（音楽・舞踊・演劇・美術など）の支援と発表機会の拡充を図る。
・事業の企画運営を体験することにより青少年の健全育成と創造性を育成する場とする。
・学校と社会教育との連携により学校及び青少年文化活動の活性化を図る。
・将来の文化活動を担う青少年を育成する。
【事 業 内 容】
浦河高等学校吹奏楽局、浦河第一中学校吹奏楽部コンサート
浦河高等学校文化部作品展示、浦河第一中学校、第二中学校歌声コンサート
【事

業 名】児童生徒芸術鑑賞事業

【目的・概要】町内の小中学生に芸術鑑賞機会を提供し、情操の涵養を図るとともに、将来的展望
により、浦河町の文化の水準向上を図る。
【事 業 内 容】
・基 本／中学生、小学生高学年、小学生低学年の順により義務教育期間で3回鑑賞
・令和元年度／町内小学生（高学年）（児童約３００名対象：その他教員約２０名）
・演 目／ 「オペラ体験セミナー」マダム・バタフライ・ヘッドクウォーター
・実施日／８月２８日
【事

業 名】町民芸術鑑賞事業

【目的・概要】芸術鑑賞の機会を広く町民に提供し、地域文化の振興を図る。
【事 業 内 容】
・演 目／「浦河寄席」 三遊亭小遊三 ナイツ 他
・実施日／５月３０日
【事

６３０名

業 名】町民芸術祭事業

【目的・概要】町内の文化団体の活動成果を一堂に会し、発表を通して団体相互の連携を促し、芸
術、文化の振興を図る。
【事 業 内 容】
・展示発表 ２階アートホール・３階ふれあいホール・和室 ６２０名
１０月５日～６日、１０月１９日～２０日
・舞台発表 ４階 文化ホール ４２０名
１０月６日

出演者１３団体 ２５０名

１０月２０日 出演者１２団体 １７０名
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【事

業 名】浦河文化協会育成事業

【目的・概要】昭和33年3月21日設立 加盟団体２８団体 会員数３３９名
浦河文化協会加盟団体の育成を図りながら、地域文化の創造のため各種事業を指
導・援助する。
【事 業 内 容】
・加盟団体の活性化（加盟団体主催事業への援助・加盟団体公募による文化教室などの開催）
・加盟団体の発表機会の拡充・内容の充実（団体単位の定期的な発表会の増大を図る・会員
単位で発表できる機会を整備する・発表活動に対する人的支援をする）
・文藝うらかわの発行（第３９号２００部）
【事 業

名】伏木田光夫美術館事業

【事 業 内 容】美術館協力会育成事業ロビーコンサート等の開催
３月２８日
【事 業

伏木田光夫先生デッサン会 開催中止

名】アート体感教室の開催（北海道文化財団との共催事業）

【事 業 内 容】６月２２日～２３日 ２５名参加、１００名観覧
町内小学生とコンドルズ主宰「近藤良平氏」と２日間で創作ダンスを作り上げ、
２３日にステージ発表
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