平成２９年度第１回浦河町社会教育委員会議

日 時／平成２９年５月３０日（火）１８：３０～
会 場／浦河町総合文化会館 ２階 第３研修室

１．委嘱状交付

２．あいさつ

浦河町教育委員会 教育長 浅 野 浩 嗣

３．自己紹介

各委員、社会教育課職員自己紹介

４．説

１．社会教育委員の役割・活動について（別紙資料１）

明

２．平成２９年度社会教育事務事業について（別紙資料２）

３．第５９回全国社会教育研究大会北海道大会について（別紙資料３）
日時 平成２９年９月１２日（火）～１３日（水）
会場 札幌市：札幌コンベンションセンター
役割 （日高管内）一般参加者受付
浦河町としては、受 付２名（委員長、職員１名）
参加者５名（委員４名、職員１名）

５．そ の 他

資料１

１．社会教育法による社会教育の位置付け
１）社会教育委員制度について

都道府県及び市町村に置かれる社会教育の諮問機関（社会教育法第１５条、社会教育委員
の設置）
２）社会教育委員の職務（社会教育法第１７条）
① 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の（次の）
職務を行う。
１）社会教育に関する諸計画を立案すること。
２）定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
３）前２号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと
② 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
③ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する
特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者、その他関係者に対し助言と指導
を与えることができる。
３）社会教育委員の委嘱の基準等（社会教育法第１８条）
社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し、必要な事項は、当該
地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文
部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

２．浦河町社会教育委員設置条例について
１）昭和２４年制定の社会教育法に基づき、昭和２５年に浦河町社会教育委員設置条例を制定する。
２）浦河町社会教育委員設置条例
（設置及び目的）
第１条 この条例は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」という。
）第１５
条及び及び第１８条の規定に基づき浦河町社会教育委員（以下「委員」という。
）の
設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
（委嘱の基準）
第２条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並び
に学識経験のある者の中から委嘱する。
（定数）
第３条 委員の定数は２０人とする。
（任期）
第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を防げない。補欠の委員は前任者の残任期間
とする。
（解嘱）
第５条 教育委員会は、特別の事情が生じた場合は、任期中であっても、これを解嘱すること
ができる。
（その他）
第６条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則 （施行期日）
この条例は、平成２６年４月１日から施行する。
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３．平成２９年度浦河町社会教育委員の活動について
１）日高管内社会教育委員連絡協議会総会
期

日／平成 2９年５月１７日（水）

会

場／平取町

２）第５９回全国社会教育研究大会北海道大会
期

日／平成 2９年９月１２日（火）～１３日（水）

会

場／札幌市

参加対象／社会教育委員
３）日高管内社会教育委員研修会
期

日／期日未定

会

場／様似町

参加対象／社会教育委員・教育委員会職員
４）日高管内社会教育委員連絡協議会理事会及びミニ研修会
期

日／期日未定

会

場／新ひだか町

５）浦河町社会教育委員会議（年３回予定）
第１回 平成２９年５月３０日（火）
第２回 平成２９年１０月上旬
第３回 平成３０年１月下旬～２月上旬

４．日高管内社会教育委員連絡協議会役員(平成 2９年度～３０年度)
会 長

平取町

(北海道社会教育委員連絡協議会理事)

副会長

新ひだか町・えりも町(北海道社会教育委員連絡協議会評議員)

監 事

新冠町・様似町

事務局

平取町
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資料２
社会教育事業
【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（町長表彰）
・少年少女文化・スポーツ奨励賞（教育長表彰）
※地域で子ども守り育てる町民大会において表彰
【事

業

名】生涯学習推進月間事業「体験フェア」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町内で活動するあらゆ
る団体・サークル等と連携し、町民向けに体験講座を開催し生涯学習の奨励を推
進する。
【事 業 内 容】
・一般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、著名な
講師を招いての講演会や実技などを実施する。
・実施予定／平成３０年2月予定
【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 3６3部 ダイレクトメール 手刷り

・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
・学習指導ボランティアの登録及び研修会の開催
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【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（５・１０・２月）

・任

期／平成2８年４月１日～平成３０年3月31日

・各種研修会への派遣
全国社会教育研究大会（札幌市）９月１２日（火）～１３日（水）
管内社教委員協議会理事会・ミニ研修会（新ひだか町）期日未定
日高管内社会教育委員研修会（様似町）期日未定
・事業運営に関しての意見・提言
【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】
・全道社会教育セミナー
・道南ブロック社会教育主事等研修会
・日高管内社会教育職員研究協議会研修会
・日高管内社会教育職員研究協議会指導部会
・日高管内社会教育職員研究協議会東部ブロック研修会
・文化財団舞台セミナー
・地域生涯学習活動実践交流セミナー

文化振興事業
【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】
・期

間／年間

・対

象／1）町内小中学校及び高校の文化活動
2）町内で活動する青少年及び青少年を中心とする文化団体・サークル・グループ

・内

容／1）発表の場の提供
2）運営に関する支援（指導・助言）
3）発表に係るなどの支援（指導・助言）
4）周知の支援（指導・助言）
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【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

・平成2９年度／町内小学生低学年（1～3年生）（児童約3０0名対象：その他教員約40名）
・演 目／「オズの魔法使い」
・実施日／ 9月４日（月）
【事

業

名】芸術鑑賞事業

【目的・概要】低料金かつ町内で本物の芸術鑑賞機会を広く一般町民に提供し、地域文化の振興を
図る。
【事 業 内 容】
・体 制／実行委員の公募。
・演 目／「スターダストレビュー☆北海道スペシャル
ア．カペラ＆アコースティックツアー 「はじめまして(^O^)♪」
・実施日／１０月２５日（水）
【事

業

名】町民芸術祭事業

【目的・概要】町内の優れた文化団体の活動成果を一堂に会し、発表することにより、今後の地域
芸術の発展と団体相互の連携を図る。
【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・和室他
１０月１４日（土）～１５日（日）
１０月２１日（土）～２２日(日)
展示時間 午前１０時～午後６時（最終日は午後５時）
・舞台発表 ４階 文化ホール
１０月１５日（日）・１０月２２日（日）
開場/１２：００ 開演/１２：３０（予定）

浦河文化協会補助事業
【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3１団体 会員数４０６名
浦河文化協会加盟3１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）
・文化会館事業に対する協力体制の強化
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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、関係団体より適任者を教育長が15名委嘱する。

・任

期：平成２９年４月１日～平成３０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
【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、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２９年４月１日～平成３０年３月３１日

【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／平成３０年3月予定
・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

青少年教育事業
【事

業

名】成人式開催事業

【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／平成３０年１月７日（日）予定
・式典・アトラクション
【事

業

名】青少年地域活動・体験活動促進・世代間交流事業

【目的・概要】青少年が浦河の自然や多くの人と触れ合う中で、社会性や命の大切さ、他人を思い
やる心を育むことを目的に実施する。
【事 業 内 容】
・春休み子ども講座

年1回予定

・世代間交流事業
・青年活動事業「浦若塾」

年数回予定
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浦河町子ども会育成団体連絡協議会補助事業
【事

業

名】浦河町子ども会育成団体連絡協議会補助

【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
【事 業 内 容】
・子ども文化・スポーツ教室

小学生を対象とした講座の実施（年間）

・アドベンチャーＩＮうらら湖

自然体験活動（７月８日）

・うらかわサマーキャンプ２０１７

体験活動（夏休み中１泊２日予定）

・北海道日本ハムファイターズ応援バスツアー １０月１日 札幌市
・サバイバルウォーキング体験活動
・かるた大会

１０月下旬

下の句かるた大会を実施。全道大会への派遣（１月下旬）

成人教育事業
【事

業

名】うらかわカレッジ 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／8月下旬～1０月下旬
・会 場／浦河高等学校
・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

・講座数／10～20講座
・講
【事

業

師／浦河高校教職員及び外部講師
名】うらかわカレッジ成人大学講座

【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。
【事 業 内 容】
・期 間／年間
【事

業

・講座数／１～２講座

２８年度「野口聡一氏講演会」

名】うらかわカレッジ 地域づくり講座

【目的・概要】他地域の町づくりの取り組み事例等を学習し、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

・講座数／1～2講座 ２８年度「テカポ村から星空を世界遺産に」
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【事

業

名】家庭教育推進事業

【目的・概要】１）人格の形成や生涯学習の基礎づくりの場として重要である家庭の教育力の充実
を図る。
２）幼児期から中等教育までの各期に対応した家庭教育に関する学習機会を親や地
域に提供
【事 業 内 容】
（１）幼児教育支援事業（未就学児童）
・子育て応援講座…就学就園前の幼児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）
・子育てサークル支援…３サークルへ活動支援（連携会議）
（２）家庭教育講座開設事業（学校教育）
・家庭教育学級…町内小中学校で講座を実施（８回）
・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）
・親子ふれあい教室…親子実践体験教室等の提供（年３回）
（３）浦河町ＰＴＡ連合会事業育成
（４）家庭教育啓発事業
（５）子ども未来サポート事業「大学を訪ねよう！！」２８年度 ２５名参加
（６）幼児親子対象芸術鑑賞会 ２８年度 「ケロポンズコンサート」 ５００名
【事

業

名】国際化推進事業

【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】
・国際理解フォーラム／外国の文化、歴史等の学習機会 年１回予定（未定）
・子ども英会話教室／子ども向け 年１回予定（未定）
【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／各地域の生活館、自治会館等

・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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【事

業

名】高齢者教育事業

【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】
１）高齢者教室「九十九大学」「九十九大学院」の開設
○九十九大学全体教室
開講式（5月３１日） 開講式 「健康体操」
第2回（8月）「桂三段独演会」
第3回（9月）「漬物教室」
第4回（１０月）「折り紙教室」
○町外研修 検討中
〇子育て医療課のマイレージポイント導入による手帳のリニューアル
２）軽スポーツ普及・促進
①教育長杯ゲートボール大会（２月中旬）
②軽スポーツ出前講座【１コース５回】（年間）（スポーツ振興室との連携）
３）老人クラブ活動支援
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）
４）世代間交流事業（年間）
青少年とのふれあいの機会と高齢者の経験や知識を生かした活動
５）うらかわの達人制度の登録の拡充と活用（年間）

コミュニティ推進事業
【事

業

名】コミュニティカレッジ開催事業

【目的・概要】町内各地域町民を対象に、地域の課題等に根ざした学習機会を提供する。
【事 業 内 容】
・東町コミュニティカレッジ
・期 間／平成３０年2月下旬
・内 容／ふれあい会館運営委員会の中で要望を聞く
・対 象／東町地区住民
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その他

主催・共催事業

【事業名】うらフェス（浦河町民参加型芸術フェスティバル）
【事業内容】６月３日（土）～４日（日）浦河町総合文化会館、浜町通りほか
浜町通り歩行者天国、映画祭（大黒座）、音楽祭（文化会館）
文化協会、社会教育団体の運営協力など
【事業名】NHK「吹奏楽のひびき」公開収録
【事業内容】７月１日（土）浦河町総合文化会館

文化ホール

１５時００分～１７時００分
出演：金管五重奏団

ズーラシアンブラス

【事業名】北海道コンサドーレ札幌応援ツアー
第１回

７月２９日（日）

第２回

未定

後援会との共催事業

札幌ドーム

【事業名】北海道日本ハムファイターズ応援ツアー

後援会との共催事業

第１回

４月２９日（土）

札幌ドーム

第２回

６月１１日（日）

札幌ドーム

第３回

１０月１日（日）

札幌ドーム

【事業名】劇団四季 地域貢献事業「心の劇場」鑑賞事業
【事業内容】小学校高学年（４～６年）を対象に、劇団四季により次代を担う児童の豊かな
感性や個性を育むとともに、芸術文化を理解し、大切に扱う心を養うことを目
的として実施される。この事業は、えりも町、様似町の東部３町合同で実施さ
れ、３年に１回実施される。
演題：ミュージカルガンバの大冒険
【事業名】ふるさと交流事業

９月６日（水）１０時～１２時

熊本県天草市訪問団派遣事業

【事業内容】平成３０年１月１０日（水）～
浦河町校長、教頭会

２名

町内小中学校各１名

７名

１３日（土）３泊４日

教職員

■浦河町役場機構改革にて変更となった部分
１）放課後児童対策（児童ひろば）の事務取扱変更
社会教育課→子育て医療課
２）浦河町自治会連絡協議会事務局の変更
社会教育課→企画課
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２名

職員

２名

合計

１３名

（予定）

資料３
第５９回全国社会教育研究大会北海道大会開催要項
大会スローガン「北の国から地域を拓く～腹いっぱいしゃべり合おう～」
趣

旨

今日の社会の変化は著しいものがあり、社会教育の在り方も新たな情況に直
面しています。
本大会では、研究主題を「まちづくり・人づくりに地域ぐるみで取り組む社
会教育の在り方」と設定し、これからの社会教育の活性化につながる大会にし
たいと考えています。そのため、全国からの参加者一人一人が各地域での取り
組みを紹介し合うとともに、その考えを語り合うことができるよう「分科会」
の持ち方や進め方を工夫してみました。皆様の社会教育への熱い思いをお待ち
しております。

日

時

研究主題

平成２９年９月１２日（火）～１３日（水）
まちづくり・人づくりに地域ぐるみで取り組む社会教育の在り方
～今こそ、社会教育委員の出番～

参加対象

社会教育、生涯学習に関心のある方

会

場

札幌コンベンションセンター（札幌市白石区東札幌６条１丁目１－１）

主

催

一般社団法人全国社会教育委員連合
北海道社会教育委員連絡協議会
第５９回全国社会教育研究大会北海道大会実行委員会

日

程

分 科 会

■９月１２日（火）

■９月１３日（水）

１０：３０

受

９：００

受

１２：１５

アトラクション

９：３０

分科会

１２：５０

開会行事（表彰式）

１３：５０

記念講演

１５：１０

パネルディスカッション

付

付

（６人程度の小グループを編成し、参加型フリートークで行います。
）
分科会①

テーマ：社会教育委員会議の在り方と社会教育委員のかかわり

分科会②

テーマ：地域を担う人材育成の在り方と社会教育委員のかかわり

分科会③

テーマ：子育て・家庭教育支援の在り方と社会教育委員のかかわり

分科会④

テーマ：青少年教育の在り方と社会教育委員のかかわり

分科会⑤

テーマ：社会教育施設の在り方と社会教育委員のかかわり

分科会⑥

テーマ：地域おこしの在り方と社会教育委員のかかわり
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