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令和３年度 第１回 幕別町社会教育委員会議 

 

日 時 令和３年６月28日 午後３時 

場 所 幕別町教育委員会 会議室 

日 程 

１ 挨拶 

  幕別町社会教育委員会 委員長  原田 啓二 

２ 社会教育委員紹介（自己紹介） 

３ 教育委員会職員紹介（生涯学習課・図書館関係） 

４ 役員選出 

副委員長 

５ 議事 

報告第１号 幕別町社会福祉協議会評議員及び幕別町共同募金委員会評議員 

      候補者の推薦について                      １ 

報告第２号 令和２年度社会教育関係事業の実施状況について           ２ 

報告第３号 令和３年度教育行政執行方針について               22 

報告第４号 令和３年度社会教育関係予算について               23 

議案第１号 令和３年度社会教育関係事業計画について             25 

協議第１号 令和４年度以降の成人式対象年齢について             38 

６ その他                                   39 

 ○令和３年度社会教育委員関係研修会開催予定 

 

 

 

《別添資料》 

・令和３年度教育行政執行方針      （資料１） 

・令和２年度社会教育施設利用状況    （資料２） 

  ・成年年齢引下げ後の成人式の実施に関するフォローアップ調査報告書（資料３） 
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報告第１号 幕別町社会福祉協議会評議員及び幕別町共同募金委員会評議員の推薦について 

 

 

 （1） 任  期  令和３年６月定時評議員会終結時 

～令和７年６月定時評議員会終結時まで（４年） 

 （2） 推薦委員  鳥毛 浄生 委員 

 （3） 推薦期日  令和３年５月14日 
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報告第２号 令和２年度社会教育関係事業の実施状況について 

 

（国内交流や国際交流の推進） 

事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

○国内交流の推進 

小学生国内研修事

業（神奈川県開成

町） 

本町の児童を国内に派遣し、団体生活

を体験するとともに派遣先の歴史、生

活、文化等を視察・研修し、あわせて

派遣先の児童との交流を通して21世

紀の幕別町を拓く少年活動のリーダ

ーを養成する。（２年度：受入） 

  ※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

 

小学生国内研修事

業（高知県中土佐

町） 

小学生国内研修事

業（埼玉県上尾市） 

 

○国際交流の推進 

中学生海外研修事

業 

本町の中・高校生を海外に派遣し、海

外での生活体験を通して、外国の生

活・文化などの理解を深めると共に、

語学や国際マナー等を学び、将来、国

際社会に貢献できる人材を育てる。 

  ※新型コロナウイルス感染症

拡大のため中止 

 

高校生海外研修事

業 

 

（豊かな人生を育む生涯学習の推進） 

○指導者・団体の育成 

生涯学習リーダー

バンク 

生涯学習において知識や技能を有す

る人材の発掘や指導者の育成・確保を

図り、指導体制の維持、拡充に努める。 

町内 全町民 

登録者数 

個人 17名 

団体 11団体 

教養、趣味、生活、芸術・文化、

スポーツ・レクリェーション分

野 

成果：指導者の活用等、生涯学

習推進の一助となった。 

課題：より多くの町民の登録及

び活用 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

○学習・活動機会の充実 

生涯学習講座 住民ニーズに対応した生涯学習講座

の開催（百年記念ホールと教育委員会

が連携を図り、生涯学習をより身近な

ものとするための、住民ニーズに対応

した講座を開設し、町民の自発的な学

習活動の支援を行う。） 

４月～３月 

百年記念ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月～１月 

忠類コミセンほか 

 

59講座 

119教室開催 

受講生1,202名 

 

 

 

 

 

 

 

 

忠類地区５講座 

受講生 155名 

 

町民カレッジ、大人の社会見

学、夏のチャレンジ講座、健康

いきいき体操講座、冬休みこど

も講座まつり、リクエスト講座

等 

 

※５～６月は新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため中

止 

 

 

ポーセラーツ、ハンドメイド、

パステルアート、スポーツ吹き

矢、壁掛けアートフラワー 

成果：子どもから大人まで、幅

広い世代を対象とした講座を

開設することができた。 

課題：講座受講空白世代向け講

座の企画と積極的な取組み 

しらかば大学 変化する現代社会を正しく理解した

り健康や趣味についての必要な知識

や技能を身につけるとともに、グルー

プ活動を通して豊かな人間関係を養

い、生きがいある人生を創造する。 

７月～３月 

まなびや相川 

町民会館 

糠内コミセン 

忠類コミセンほか 

60歳以上の町民 

 

クマゲラ校111名 

南幕別校  12名 

ナウマン校 49名 

計    172名 

専門科目（毛筆、硬筆、陶芸、

手芸、園芸、カラオケ、軽スポ

ーツ、パークゴルフ、ゲートボ

ール、ダンス、脳トレ） 

 

※教養科目（講話、奉仕活動）、

視察研修、体育祭、大学祭は、

新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため中止 

成果：高齢者を対象とした学習

機会を設けることができた。 

課題：参加者の減少 

幕別町コミュニテ

ィカレッジ 

北海道科学大学との連携協定のひと

つとして、町民を対象に公開講座を開 

  ※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

 催する。     

北海道幕別清陵高

校学校開放講座 

北海道幕別清陵高校の教諭を講師に、

子どもから大人までを対象とした学

校開放講座を開催する。 

  ※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

 

○施設の機能充実 

生涯学習施設の計

画的な改修 

百年記念ホールや町民会館など生涯

学習施設等の機能充実を図る。 

町内  百年記念ホール改修事業 成果：ボイラー２基の更新を実

施（百年記念ホール） 

課題：限られた財源の中での改

修の実施 

○図書館機能の充実 

地域情報の編集セ

ンター 

住民参画による図書館事業を行うた

めの人材育成を図るとともに、町民を

主体とする「図書館協議会」などによ

り、図書館の機能強化に努める。 

幕別町図書館 まぶさ（幕別BOOK

サポーター） 

中札内高等養護学

校幕別分校ほか 

・図書館を核にしたさまざまな

地域事情の編集に取り組んだ。 

・中札内高等養護学校幕別分校

の生徒による、マイファースト

ブックサポート時に贈る絵本

バックの製作及び図書館内に

おける生徒がおすすめする絵

本の展示 

・他課と連携し歴史の散歩道や

観光スポットを紹介するコン

テンツを作成・公開した。 

・ＡＲの利活用を目的とし、本

館にＷｉ-Ｆｉを整備 

・地域住民によるＡＲコンテン

ツのナレーションの吹込み 

成果：令和元年度より開始して

いる地域住民と、知の拠点で

ある図書館とが密接にかかわ

る事業を展開する「知と地を

つなぐプログラム」は、令和

２年度から、中札内高等養護

学校幕別分校と連携し、マイ

ファーストブックサポート実

施時に、親子に渡す絵本バッ

クを製作するという継続的な

取組として発展している。 

ＡＲにおいては、令和２年度

より他課と連携し、169コンテ

ンツを公開し、朗読講座の参

加者に、コンテンツのナレー

ションを担当してもらうな 



5 
 

事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

     ど、新たな地域住民による参

画も生じた。 

課題：ＡＲを活用したポップコ

ンテストの効果的な周知の検

討 

  １月22日 

図書館本館 

図書館協議会委員 

10名 

・図書館事業に関する協議 

・新型コロナウイルス感染症対

策等に関する協議 

成果：図書館の機能強化に資す

る貴重な意見をいただいた。 

読書の入口拡大、

利用者サービスの

向上 

住民ニーズをとらえた特色のある蔵

書や図書企画展示の充実に努め、個性

や魅力のある図書館づくりを進める。 

幕別町図書館 図書館利用者 

ホームページ利用

者 

・従来の蔵書分類法にとらわれ

ない本棚づくりと、ホームペー

ジのバーチャル本棚を活用し

たおすすめ本等の書籍情報の

提供 

・新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金充当事

業を活用した、家庭向けの「貸

出セット」、学校などの団体向

けの「団体貸出セット」の充実

及び書籍消毒機、飛沫感染防止

パネル等の導入 

・図書館システムの更新によ

り、機能の拡充を図った。 

成果：「貸出セット」及び「団体

貸出セット」を活用すること

で、コロナ禍においても家庭

での読書機会を提供すること

ができた。 

書籍消毒機及び飛沫感染防止

パネル等の導入により、安心

安全に図書館を利用してもら

うことにつながった。 

課題：通常業務の時間を活用し

た効率的な蔵書点検 

  幕別町図書館 町民ほか 

ストレスチェック

測定者 

・ストレスチェックの実施（本

館・札内分館・忠類分館） 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

※利用者のストレス度を測定

し、ストレスケアに関する資

料を紹介する。図書館スタッ

フとの会話による地域の課題

解決の糸口や図書館に足を運 



6 
 

事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

     んでいただくきっかけとする

計画であった。 

  幕別町図書館 町民ほか ・落語会の開催（年１回１会場） 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

※笑いによるストレス解消を図

り、図書館に足を運んでいた

だくきっかけを作る計画であ

った。 

  ８月２日：本館 

１０月２日：忠類分

館 

１１月２７日：札内分

館 

町民ほか 

８/２：10名 

１０/２：８名 

１１/２７：４名 

スワディ講座 

・「絵本で笑顔に！～絵本セラ

ピー®講座～」（本館） 

・「今から考える老い支度」（忠

類分館） 

・「デコパージュ講座～オリジ

ナル石鹸を作ろう！～」（札内

分館） 

成果：子どもから大人まで幅広

い世代を対象とした講座を開

設した。 

課題：図書館に関連し、かつ興

味を持って参加してもらえる

講座の開催 

  ４月１日・７月１

日・８月３日・９

月２日・10月１

日・11月２日・２

月１日・３月１日 

図書館本館 

町民ほか 

延べ28名 

（内コミバス利用

者延べ４名） 

まくバスde映画会の開催 

「海よりもまだ深く」（4/1）

「極夜」(7/1)「富士ファミリ

ー」(8/3)「顔：松本清張ドラ

マスペシャル」 (10/1）「母」

（11/2）「家康江戸を建てる 

前編」(2/1)「家康江戸を建て

る 後編」(3/1) 

 

※さつバスde映画会は中止 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため一部中止及 

成果：図書館に足を運んでもら

うきっかけになった。コミバ

スの周知にもつながった。 

課題：演目の精査と、さらなる

周知 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

    び上映演目変更  

  図書館本館 町民ほか やさいづくり教室 

・農山漁村文化協会の協力を得

て、家庭菜園が楽しくなる教室

を開催する。 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

※野菜づくりのコツとテクニッ

クを学んでいただくととも

に、図書館に足を運んでもら

うきっかけづくりとする計画

であった。 

  幕別町図書館  

・４deビンゴ：幼児

～大人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・夏まつり：（本館

のみ）町民ほか 

東部４町図書館交流連携事業 

・４deビンゴ～本を借りるこ

とで回答権が得られる「図書館

クイズ」、「ミッション」を遂

行することでビンゴを達成で

きる「４deビンゴ」を実施し、

達成した方には特製グッズを

プレゼントする。東部４町図書

館を回ってクイズに答えた方

には、さらに特製グッズをプレ

ゼントする。 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

 

・夏まつりの開催（縁日、バル

ーンアート、浴衣・甚平着用な

どの方にプレゼントなど）（本

館のみ） 

※東部４町図書館の交流を行

い、事業全体を通して多くの

参加者にイベントを楽しんで

もらう計画であった。 

期間中、他町から借りた資料

を居住地の図書館に返却でき

る仕組みを構築したことか

ら、町内外問わず利用しても

らう契機とする狙いもあっ

た。 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

    ※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

 

  図書館本館 町民ほか 東部４町図書館交流連携事業 

健康講座「図書館と本で健康に

なろう！」 

図書館の資料等を利用した継

続的かつ広域的な取組を実施

することで、図書館から発信す

る地域住民の健康づくりの更

なる発展を目指す。 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

※東部４町図書館の交流を行う

とともに、多くの講座参加者

に図書館資料を活用し、健康

について知ってもらう計画で

あった。 

  ５月１日～10月31

日 

幕別町図書館 

幼児～大人 

（文豪部門）21名 

（画伯部門）204名 

ポップ（POP）コーン（コンテ

スト） 

・本を紹介するカード、「POP」

のコンテストを開催し、入賞者

には図書オリジナルグッズを

贈呈し、図書館内に入賞、入選

者のPOPと本を展示した。図書

館ホームページやSNSにもPOP

を掲載した。 

成果：昨年度の参加者の意見を

参考に、文豪部門・画伯部門

を同時期に開催した。例年を

大幅に上回る225名が参加し、

大人にも子どもにも楽しんで

もらうことができた。 

課題：学校等においては、事業

の定着がうかがえ、応募数が

増加しているが、個人での参

加を増やすような方策及び周

知の検討が必要である。 

  10月24日～25日 

幕別町図書館 

町民ほか 

150名 

「ハロウィン 仮装でガチャ

イベント！」 

・期間中、仮装をして来館した 

成果：ハロウィンというイベン

トを通じて、異文化にふれる

機会を提供することができ 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

    方及びかぼちゃ、おばけなど、

ハロウィンに関わるものをモ

チーフにしたアイテムを提示

した方に、ガチャガチャを１

回、回していただいた。景品は

図書館で作成した利用者カー

ド入れとした。 

た。 

イベントが減少する中、感染

防止対策を講じた方法を検

討、実施したことにより、来

館者に喜んでもらい好評であ

った。 

  図書館本館 

札内分館 

年34回延べ81名 

年19回延べ46名 

本の修理を行うボランティア

「お直しサポーター」活動 

成果：本の修理を手伝っていた

だくことで、職員は他の業務

に携わることができた。町民

の方が図書館に関わる機会を

増やすことができた。 

  11月７日～８日 

幕別町図書館 

子ども13名 ぬいぐるみの宿泊研修の開催 

・ぬいぐるみが宿泊研修をして

いる様子を写真に撮り、SNSで

紹介するほか、アルバムにして

申込者にプレゼントした。昨年

度までは本館のみだったが、今

年度から全館開催とした。 

成果：アルバムが大変好評であ

った。図書館に足を運んでもら

うきっかけにもなった。 

  １月４日～14日 

幕別町図書館 

町民ほか 

150名 

お正月図書館イベントの開催 

・「おみくじしおり」で運試し

～期間中、本を借りていただく

と、図書館オリジナルしおりの

おみくじバージョンを引くこ

とができるもの。しおりには

「大吉」等の記載があり、運試

しができる仕様とした。 

成果：コロナ禍において、図書

館でお正月気分が味わえると

好評であった。 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

子ども読書活動の

促進 

子育てや保健、福祉など様々な分野と

連携した事業を展開し、図書館を核と

した知の拠点づくりに取り組みます。 

町内小中学校  学校図書館の選書の発注・登録

業務等を図書館でサポートし

た。 

成果：学校図書館の登録・管理

支援を行った。学校図書館の

選書や本の装備、展示方法等

のアドバイスを行った。 

町内保育所・幼稚

園・小学校等 

町内保育所・幼稚

園・小学校の園児・

児童等 

移動図書館車による保育所・幼

稚園・小学校等の巡回 

成果：年間155日の巡回を行い、

図書に親しむ機会を提供し

た。 

  乳幼児健診会場 

幕別町図書館 

乳幼児健診対象者-

プレゼント158冊、

貸し出し43セット 

マイファーストブックサポー

ト事業 

・絵本のプレゼントと、おすす

め絵本セットの貸し出し（マイ

ファ会場及び幕別町図書館） 

成果：生後７カ月程度のお子さ

んと保護者に、絵本に親しん

でもらう機会を作った。図書

館に足を運んでもらうきっか

けになった。 

  図書館本館 

札内分館 

 

 

乳幼児（親子） 

小学生 

・おはなしガーデン

-年４回（１月～） 

・ババール-年９回 

参加者120名 

図書館を拠点に、グループ活動

として読み聞かせ活動を展開

している。 

・おはなしガーデン-本館（活

動休止中の「ちるどらん」は令

和２年度末をもって解散） 

・ババール-札内分館 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため一部中止 

成果：親子の積極的な参加が見

られた。 

課題：新型コロナウイルス感染

予防と参加者数増への取り組

みの両立。 

  札内分館 

 

 

乳幼児（親子） 

年13回 

参加者54名 

図書館を拠点に、グループ活動

として紙芝居の良さを伝えて

いる。 

・あっちこっち紙芝居 

 

成果：紙芝居の楽しさなどを充

分に伝えていた。 

課題：活動日時等の精査、新型

コロナウイルス感染予防と参

加者数増への取り組みの両立 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

    ※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため一部中止 

 

  忠類分館 乳幼児（親子）・小

学生 

年８回 

参加者115名 

図書館を拠点に、個々の活動と

して読み聞かせ活動を展開し

ている。 

・おはなしのたね 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため一部中止 

成果：子ども達の積極的な参加

が見られた。 

課題：より多くの子どもたちが

参加できるような働きかけ。 

  忠類分館 幼児・小学生ほか 人形劇団「みみず」忠類公演 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

※子どもから大人まで人形劇を

楽しんでいただき、図書館利

用に繋げる計画だった。 

 

（青少年の健全育成の推進） 

○青少年の健全育成 

ＰＴＡ研究大会 家庭教育に関する学習機会を充実し、

家庭内の教育力の向上を目指す。 

  ※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

 

学び隊    ※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

 

ふるさと館ジュニ

アスクール 

自然体験やボランティア活動など多

様な経験を通し、豊かな人間性を育て

ます。 

６月～２月 ８回 

ふるさと館ほか 

町内小学生 

５・６年生 ８名 

木工教室、化石発掘、パークゴ

ルフ教室、ふるさと館まつり、

てんこく教室、和凧づくり、書

道教室、百人一首 

 

※稚魚放流（４月）、野鳥観察

（５月）、そばづくり（12月） 

成果：学校では学べない体験学

習ができ子ども達に好評で

あった。 

課題：参加者の減少。学習内容

の見直し 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

    については、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため中止 

 

ＰＴＡ連合会への

支援 

幕別町内各ＰＴＡの密接な連絡、連携

を図り、ＰＴＡ活動の充実と発展を図

る。 

 ＰＴＡ連合会 教育懇談会（紙面）の開催 成果：各部会の担当により円滑

に事業が行われた。 

児童生徒健全育成

推進委員会活動の

支援 

青少年の健やかな成長を目的に活動

している「児童生徒健全育成推進委員

会」の活動を支援する。 

 児童生徒健全育成

推進委員会 

健全育成の標語募集及び表彰、

パンフレットの発行、善行賞の

募集及び表彰など。 

成果：交付金による支援によ

り、青少年の健やかな成長に

向けた活動が行われている。 

子ども会活動の支

援 

幕別町子ども会の各支部との連絡、協

調を図り、支部の発展向上と少年少女

の健全育成に寄与する。 

 子ども会育成連絡

協議会 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

 

 

（芸術・文化活動の振興） 

○芸術・文化活動の支援と人材育成 

文化協会への支援 文化・芸術に関する学習の成果を発

表・鑑賞する機会を提供する文化協会

や町民芸術劇場などの団体を支援し、

リーダーの育成とともに自主的な活動

を促進する。 

 文化協会加盟団体 

一般町民 

85団体（幕別75、忠類10）が加

入。 

 

※各加盟団体は、サークル活動

を継続し、町民芸術祭は、新型

コロナウイルス感染症拡大防止

のため中止 

成果：各種事業を文化協会が主

体となって企画運営してい

る。 

まくべつ町民芸

術劇場への支援 

  まくべつ町民芸術

劇場 

家族で楽しめるメニューから、

本格的な演目まで幅広く提案す

る。 

成果：さまざまなジャンルの公

演を提供でき、幅広い世代の

人たちに楽しんでもらった。 

○芸術・文化事業の推進 

図書館ふらっとあ

～と 

町出身の芸術家や芸術・文化を愛する

町民の作品等を発表する機会を設ける 

図書館本館 町民 図書館ふらっとあ～との開催 

幕別切り絵の会切り絵展（８月） 

成果：作品展示の機会の提供 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

 など、芸術・文化のさらなる振興発展

を促進します。 

    

○芸術・文化鑑賞機会の拡充 

芸術・文化公演事

業 

子どもや初心者にも配慮した文化講

座、教室を開催するとともに、町民が

生涯を心豊かに過ごすため、優れた芸

術・文化を体感できる鑑賞機会の提供

に取り組みます。 

百年記念ホール 町内、地域住民 スペンサートリックスマジック

ショー 

海援隊トーク＆ライブ2020 

音楽の宅急便 阿部ヒロカズト

ラッドジャズ 

神田伯山 独演会 

他３公演 

成果：町民に多様な公演の鑑賞

機会を提供できた。 

文化講演会及び生

涯学習特別講演会

の開催 

 百年記念ホール 

３月21日 

 

 

ナウマン象記念館 

10月10日 

 

176名 

 

 

 

70名 

文化講演会 

「心で走る」 瀬古 利彦 氏 

 

 

生涯学習特別講演会 

ホンヤミカコ・オカリナコンサ

ート＆ワークショップ 

成果：幅広く様々な世代の参加

を促すことができた。 

学校芸術鑑賞事業    ※新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため中止 

 

 

（歴史的文化の保存・伝承） 

○施設の充実 

幕別町ふるさと館

収蔵資料の把握 

歴史的資料を適切に保存し、公開施設

の整備・改修等、充実を図る。 

  収蔵品の把握、未整理資料の調

査研究 

課題：引き続き魅力的な資料館

づくりを進める。 

○歴史的文化の保存・継承と活用 

糠内獅子舞保存会

などへの支援 

本町の民俗文化財である「糠内獅子

舞」や忠類地域の伝統芸能｢忠類ナウ 

 

 

糠内獅子舞保存

会、忠類ナウマン 

文化財保存補助金（糠内獅子舞

保存会、忠類ナウマン太鼓保存 

課題：後継者不足 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

 マン太鼓｣などを後世に伝えるため、

保存活動をしている団体への支援を

行う。 

 太鼓保存会など 会） 

 

※新型コロナウイルス感染症拡

大防止に伴う当該団体活動休止

のため、補助金の支出なし 

 

指定文化財の保存 長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日

まで守り伝えられてきた歴史上、学術

上価値の高いものである文化財を適

切に保存し、活用について検討する。 

  指定文化財保存活用（幕別町蝦

夷文化考古館収蔵品・糠内獅子

舞・札内Ｎ遺跡出土品・ヒカリ

ゴケ・『どさんこ甚句』『どさ

んこ舟唄』） 

課題：文化財の適切な保存、活

用 

忠類ナウマン象化

石骨発見50周年記

念特別展 

ナウマンゾウ化石とアジアゾウの骨

格の比較展示などの記念事業により、

貴重な発見であることを再認識して

もらうとともに、賑わいを創出して地

域の活性化に役立てる。 

10月～11月 

忠類ナウマン象記

念館 

 

 50周年記念特別展（ナウマンゾ

ウ化石とアジアゾウの骨格の比

較展示、児童・生徒象の絵作品

展、50年前の新聞記事による発

掘回顧展） 

課題：専門職員の配置などによ

る継続した魅力発信の必要

性。 

歴史の散歩道の活

用 

歴史的、文化的史実等を後世に伝える

ために指定した「歴史の散歩道」を、

地域の歴史と文化に触れあうことが

できる、あるいは子供たちが郷土の歴

史と文化を学習できるように活用を

進める。 

  歴史の散歩道の活用（パンフレ

ット配置・ホームページ掲載） 

課題：ホームページ、町民見学

会等を通じた歴史の散歩道の

周知・活用。 

郷土文化研究員、

郷土文化特別相談

員の配置 

郷土文化研究員により、蝦夷文化考古

館やふるさと館に保存・展示してある

貴重な歴史的な収蔵物を適切に保存

するとともに、後世にその資源を残し

伝えるための調査・研究を行う。 

  ・郷土文化研究員の配置 

・郷土文化特別相談員の配置 

成果：郷土文化研究員を配置し、

資料整理及び調査を行った。 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

○アイヌ文化の保存振興と理解の促進 

アイヌ文化の伝承 アイヌ文化伝承のために、安東ウメ子

氏のCD・DVD（ムックリ）や吉田菊太

郎資料目録を多くの方に提供する。 

  ・郷土文化研究員の配置 

・郷土文化特別相談員の配置 

・アイヌ文化の伝承 

成果：CD・DVDの販売を行った。 

アイヌの歴史の社

会科副読本への掲

載 

アイヌ文化を多くの人に理解しても

らうため、ふるさと館や蝦夷文化考古

館でアイヌ文化の収蔵品の展示を行

うとともに、社会科副読本に「アイヌ

の人たちのくらし」を掲載し、小学３、

４年生の郷土学習において活用する。 

  ・アイヌ文化の展示 

・小学３、４年生社会科副読本

への「アイヌの人たちのくらし」

掲載。 

成果：副読本に掲載し郷土学習

に活用されている。 

 

（健康づくりとスポーツ活動の振興） 

○スポーツ・レクレーション活動の推進 

体力づくりの指導

と健康講座 

個々の運動能力に応じた体力づくり

講座、各種講習会などの開催を通じ

て、あらゆる人がスポーツ・レクリェ

ーションに親しめる機会の充実を図

る。 

４月～３月 

農業者トレセン・

札内スポセン・忠

類体育館 

一般町民 3,027人 健康講座の開催 

（転倒しない体づくり、みんな

でスッキリサーキット、Enjoy!

イキイキサーキット、水中エク

ササイズ、ストレッチポールDE

体スッキリ、ゆったりリフレッ

シュ運動、冬でもウォーキン

グ、やさしいヨガ、はじめてエ

アロビクス、ZUMBA、親子deわ

くわくKids DANCE） 

成果：今までの健康講座に加え

て、指定管理者で新たな健康

講座を開設するなど、体力づ

くり・トレーニングが町民生

活の形成に寄与している。 

課題：参加者が固定化している

ため、普段運動やスポーツを

しない方へのアプローチ、興

味を惹きつけるような講座内

容の検討が必要である。 

スポーツ・レクリ

ェーション機会の

提供 

 幕別町全域 

 

幕別町内にいる方 チャレンジデー2020の開催 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

成果：スポーツやレクリェーシ

ョンを無理なく、楽しみなが

ら親しめるように、チャレン

ジデー、ウォークラリーやリ 



16 
 

事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

  農業者トレセン・

札内スポセン・忠

類体育館 

一般町民 リフレッシュ教室 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

 

※代替事業として、運動を行う

機会を提供することを目的に、

簡単にできるストレッチ体操

のパンフレットを作成し、町施

設に配置したり、町ＨＰや町公

式ＳＮＳにより広く周知を行

った 

フレッシュ教室を開催し、心

身のリフレッシュを図ってい

る。 

課題：チャレンジデー、ウォー

クラリーやリフレッシュ教室

を開催しても一過性になりが

ちである。 

  10月10日 

札内北堤防コース 

一般町民12人 ウォークラリーまくべつの開

催 

 

スポーツ講座開催

等の情報提供 

スポーツ教室や施設、大会案内など、

スポーツ・レクリェーションに関する

情報提供の充実を図る。 

１月５日、６日 

町営リンク 

幼児（年中・年

長）・小学生（１・

２年生）  77人 

初心者スケート教室（スケート

の初歩的な乗り方を体験して

氷に親しむとともに体力づく

りを図る。） 

成果：町の広報紙、HP、SNSを利

用した各種のスポーツ教室及

びスポーツ大会の情報提供を

行なうとともに、各種教室の 

  １月５日 

忠類小学校体育館 

小学１～６年生 

24人 

ジュニアスケート教室（スケー

トの技術を学び、冬季スポーツ

に親しむ機会をつくる。） 

参加者は楽しみながら技術を

学ぶことができた。 

課題：スキー教室において、例 

  幕別町民プール 幼児（年長）・小学

生 

ジュニア初心者水泳教室（水泳

の技術を学び、水泳に親しむ機

会をつくる。） 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

年、冬休み期間に開催してい

るが、近年、雪不足により中

止となることが多い。また、

まくべつマラソン大会の参加

者が年々減少傾向にあるた

め、大会のあり方を含めた改 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

  忠類町民プール 

 

小学１～３年生 ちびっこ水泳教室（水泳の技術

を学び、水泳に親しむ機会をつ

くる。） 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

善を図る必要がある。 

  忠類体育館 

 

一般町民 ふれあいちゅうるいディスコ

ン大会 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

 

  明野ヶ丘スキー場 

 

小学生以上の初心

者 

初心者スキー教室（スキーを始

める方を対象に基本操作を学

ぶ。） 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

 

  １月23日 

白銀台スキー場 

幼児、小学１～３

年生11人（雪不足

により１回のみ開

催） 

ちびっこ・ジュニアスキー教室

（スキーの基本操作を学び、冬

季における健康増進を図る。） 

 

  運動公園陸上競技

場 

 

小学生・中学生・

高校生・一般 

第10回まくべつマラソン大会 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

 

未来のオリンピッ

ク選手を育てる事 

町内の子どもたちに現役オリンピッ

ク選手と触れ合う機会を提供するな 

12月28日 

札内スポセン 

幼児（年中・年長）

～小２   21人 

バルシューレ教室 成果：オリンピアンやアスリー

トと触れ合う機会を提供する 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

業 どスポーツを推進する事業を実施す

る。 

   ことで、町の誇りを持つとと

もにスポーツ意欲を向上する 

  11月29日 

札内スポセン 

小中学生  82人 オリンピアンふれあいイベン

ト（町内出身のオリンピアンと

触れ合える場を創出すること

で、オリンピアンやスポーツの

興味を持ってもらう。） 

ことができた。 

課題：事業を通じて、スポーツ

の関心や興味を感じることが

できるよう内容を充実させる

ことが課題である。 

スポーツ合宿・大

会の誘致 

町出身のアスリートやスポーツ団体

との連携により各種大会やイベント、

合宿誘致などを通し、スポーツに対す

る意識を向上させるとともに、次世代

のオリンピックアスリートの育成を

進める。 

運動公園野球場 慶應大野球部 慶應義塾体育会野球部による

スポーツ合宿（公開練習、小中

学生を対象とした野球教室や

学習指導、監督等による講演

会、オープン戦の開催） 

 

※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止 

成果: スポーツ合宿・大会の誘

致により、年齢や障がいの有

無を問わず、スポーツを通じ

た地域住民との交流を深める

ことができる。 

課題: 合宿や大会を受け入れる

ための施設・機器・情報が適

切に配備・運営された一元的

な受入体制と合宿・大会誘致

のためのマネジメントを確立

することが必要である。 

スポーツ推進計画

の策定 

今後も永続的にスポーツを軸とした

まちづくりを推進していくため、町民

と考えるオリンピアンの町ワークシ

ョップの提言や専門家、関係機関の意

見を踏まえて、「スポーツ推進計画」

を策定する。 

４月～２月  スポーツ推進計画の策定 課題：策定した計画の実現に向

け各種事業に取り組むことが

課題である。 

○指導者・組織の育成と支援 

総合型地域スポー

ツクラブへの支援 

体育連盟やスポーツ少年団をはじめ、

町民の自主的な運営による「総合型地 

通年 総合型地域スポー

ツクラブ、体育連 

スポーツ団体支援に向けた情

報の提供 

成果：体育連盟やスポーツ少年

団、総合型地域スポーツクラ 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

スポーツ関係団体

への支援 

 

域スポーツクラブ」の支援を図る。  盟やスポーツ少年

団 

 ブ等のスポーツ団体の支援を

行うとともに、自主運営の促

進を図る。 

課題：スポーツ団体を支援する

ための情報提供と町内スポー

ツ団体活動の情報発信が必要

である。 

スポーツ指導者の

養成等に関する情

報の提供 

スポーツ・レクリェーション指導者や

団体に対して情報を提供の充実に努

め、指導者の養成を図る。 

11月９日 

札内コミプラ 

部活動や少年団の

指導者  30人 

子どもの運動・スポーツを支え

るための研修会 

成果:日本体育大学との連携協

定事業の一環として、研修会

を開催し、スポーツを行う子

どもたちとの接し方やスポー

ツを続ける環境づくりのサポ

ートの仕方を学んだ。 

課題：スポーツ指導者や保護者

など幅広い参集範囲とするな

ど、研修内容を充実させる必

要がある。 

スポーツ推進委員

との連携 

通年 スポーツ推進委員 

12人 

スポーツ推進委員会の開催や

研修会の参加 

○社会体育施設の整備拡充と有効活用 

社会体育施設の計

画的な改修 

社会体育施設の計画的な環境整備を

進めるとともに、効率的かつ効果的な

管理運営と機能充実を推進する。 

  社会体育施設の計画的な改修

（農業者トレーニングセンタ

ーウレタン塗装工事） 

成果：陸上競技場や野球場、ス

ポーツセンターなど町民が気

軽にスポーツなどを楽しむこ

とができる環境が整備されて

いる。 

課題：施設の老朽化により、年々

修繕費用が嵩んでいる状況で

あることから、施設のあり方

を考慮して、計画的な整備を 

オリンピアン展示スペースの

設置（町出身のオリンピアンか

ら競技で使用した物品を展示） 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

     進めることが必要。 

学校体育施設の活

用 

学校体育施設の開放による有効活用

を進める。 

通年 

町内小中学校 

町内活動団体 

35団体 

学校体育施設開放事業 成果:運動の場を提供すること

により町民の健康増進が図ら

れた。 

課題:利用団体が多いため、新規

団体の利用が難しい。 

○パークゴルフの振興 

パークゴルフ関係

団体との連携 

パークゴルフ発祥の地として、国内外

へ情報発信に努めるとともに、日本パ

ークゴルフ協会や様々な分野と連携

しながら、一層の振興を図る。 

  パークゴルフ振興に向け、パー

クゴルフ団体との各種大会で

の連携 

成果：日本パークゴルフ協会・

幕別パークゴルフ協会はもと

より、町内にあるパークゴル

フ用具を製造している企業等

との連携や情報交換を行う中

で、より一層のパークゴルフ

の振興を図る。 

課題：パークゴルフ団体との更

なる連携を図るよう努めてい

く。 

クマゲラハウスの

環境整備 

  

 

 クマゲラハウスの施設整備及

びパークゴルフに関する情報

提供等の充実 

成果：クマゲラハウスは、プレ

ーヤーの休憩場として利用さ

れている。また、本町をはじ

め周辺の観光・物産のパンフ

レット及び特産品の展示も行

っており、利用者から好評を

得ている。 

課題：パークゴルフの発祥の地

として、毎年、管内外から大

勢のプレーヤーが訪れている 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 成果及び課題 

     ため、利用者の憩いの場と町

観光情報発信の場として適切

な環境づくりに努めていく。 

パークゴルフを通

じた３世代交流の

促進や若者を中心

とした交流人口の

増加 

 ８月９日 

エルムコース 

・中高生部門１人 
※申込みが１人であった
ため、実際は一般部門で
参加。 

・家族部門（小学

生と両親等） 

    ５組10人 

・一般部門（大人） 

    ８組15人 

第８回パークゴルフ家族大会

の開催 

成果：パークゴルフを通じた３

世代交流を進めるために家族

大会を継続的に開催してお

り、令和元年度にはスポーツ

合宿中の慶應義塾体育会野球

部員も参加し、パークゴルフ

を通じて世代間の交流を深め

ることができた。 

課題：若年層の参加者を増やす

ため、更なる広報活動を図る

とともに、大会内容を見直す

必要がある。 
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報告第３号 令和３年度教育行政執行方針について 

 
      別紙資料１参照 
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報告第４号 令和３年度社会教育関係予算について 

いずれも当初予算額 （単位：千円） 

予算科目 

(10款：教育費 5項：社会教育費) 
令和３年度 令和２年度 比 較 事務事業 

１ 社会教育総務費 15,970 15,121 849 

社会教育総務事務事業    6,566 

社会教育委員活動推進事業   936 

小学生国内交流事業     2,536 

中学生・高校生海外研修事業 5,932 

２ 公民館費 12,245 11,063 1,182 
しらかば大学開催事業  869 

公民館維持管理事業  11,376 

３ 町民会館費 29,507 25,939 3,568 町民会館維持管理事業 29,507 

４ 郷土館費 9,415 9,369 46 
郷土文化研究事業        1,077 

ふるさと館・郷土館維持管理事業 8,338 

５ ナウマン象記念館管理

費 
14,132 16,185 △2,053 

ナウマン象足跡化石発掘プロジェクト事業 1,322 

ナウマン象記念館発掘等体験講座事業     345 

ナウマン象記念館維持管理事業      12,465 

６ 集団研修施設費 1,727 1,875 △148 集団研修施設維持管理事業 1,727 

７ 図書館管理費 80,049 67,230 12,819 

図書館を核とした地域づくり事業    816 

図書館蔵書整備事業          8,212 

マイファーストブックサポート事業   229 

図書館維持管理事業        70,792 

８ 百年記念ホール管理費 101,544 118,132 △16,588 

芸術・文化公演事業             1,102 

百年記念ホール維持管理事業        10,130 

百年記念ホール指定管理者業務指定管理事業 90,312 

社会教育費 計 264,589 264,914 △325 
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いずれも当初予算額 （単位：千円） 

予算科目 

(10款：教育費 6項：保健体育費) 
令和３年度 令和２年度 比 較 事務事業 

１ 保健体育総務費 14,937 8,473 6,464 

保健体育総務事務事業           4,084 

スポーツ団体活動支援事業         3,358 

スポーツ推進事業              924 

アスリートと創るオリンピアンの町創生事業 6,571 

２ 体育施設費 116,955 123,224 △6,269 

屋外体育施設維持管理事業  31,108 

屋内体育施設維持管理事業  13,488 

札内スポセン及び農業者トレセン指定管理者業務指定管理事業 47,080 

町民プール維持管理事業   23,070 

クマゲラハウス維持管理事業  2,209 

保健体育費 計 131,892 131,697 195 
 

 

 

 



25 
 

議案第１号 令和３年度社会教育関係事業計画について 

 

（国内交流や国際交流の推進） 

事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 備   考 

○国内交流の推進 

小学生国内研修事

業（埼玉県上尾市） 

 

本町の児童を国内に派遣し、団体生活

を体験するとともに派遣先の歴史、生

活、文化等を視察・研修し、あわせて

派遣先の児童との交流を通して21世

紀の幕別町を拓く少年活動のリーダ

ーを養成する。（今年度は受入） 

  団体生活、訪問先の歴史・生活・文化を学び、

交流をする。 

派遣先の生活・歴史・文化等を学び、集団行

動やホームステイ、子どもたちとの交流を通

じ、自主性・自立心・協調性を養う。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

埼玉県上尾市と神奈川県開成町の受入は中

止、高知県中土佐町の受入と派遣は延期（時

期未定） 

 

小学生国内研修事

業（神奈川県開成

町） 

小学生国内研修事

業（高知県中土佐

町） 

 小学５・６年生 15

名 

 

小学生国内研修事

業（高知県中土佐

町） 

※新型コロナウイルス感染症拡大防

止の影響により、令和２年度事業が中

止となったため、訪問することができ

ない学年の救済措置として実施。 

 小学６年生 15名  

○国際交流の推進 

中学生海外研修事

業 

本町の中・高校生を海外に派遣し、海

外での生活体験を通して、外国の生

活・文化などの理解を深めると共に、

語学や国際マナー等を学び、将来、国

際社会に貢献できる人材を育てる。 

３月下旬～４月上

旬 

オーストラリア 

キャンベラ市 

中学校２年生 

16名 

ホームステイ、学校体験入学、施設見学。  

高校生海外研修事

業 

幕別清陵高校１年

生３名 
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（豊かな人生を育む生涯学習の推進） 

事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 備   考 

○指導者・団体の育成  

生涯学習リーダー

バンク 

生涯学習において知識や技能を有す

る人材の発掘や指導者の育成・確保を

図り、指導体制の維持、拡充に努める。 

町内 全町民 教養、趣味、生活、芸術・文化、スポーツ・

レクリェーション分野 

 

○学習・活動機会の充実 

しらかば大学 変化する現代社会を正しく理解した

り健康や趣味についての必要な知識

や技能を身につけるとともに、グルー

プ活動を通して豊かな人間関係を養

い、生きがいある人生を創造する。 

４月～３月 

まなびや相川 

町民会館 

糠内コミセン 

忠類コミセンほか 

60歳以上の町民 

クマゲラ校 89名 

南幕別校    9名 

ナウマン校 47名 

計     145名 

教養科目（講話、奉仕活動） 

専門科目（毛筆、硬筆、陶芸、手芸、園芸、

カラオケ、軽スポーツ、パークゴルフ、ゲ

ートボール、ダンス、脳トレ） 

視察研修、体育祭、大学祭 

 

※５月18日から新型コロナウイルス感染症

拡大防止により休止しているが、７月から

一部再開予定 

 

幕別町コミュニテ

ィカレッジ 

北海道科学大学との連携協定のひと

つとして、町民を対象に公開講座を開

催する。 

札内コミプラ他 町民 高齢者対象講座、若年層対象講座等  

北海道幕別清陵高

校学校開放講座 

北海道幕別清陵高校の教諭を講師に、

子どもから大人までを対象とした学

校開放講座を開催する。 

幕別清陵高校 

 

町民 クッキング講座、ものづくり講座、e-スポ

ーツ講座、リトミック講座、スポーツ講座、

英会話講座 他 

 

生涯学習講座 住民ニーズに対応した生涯学習講座

の開催。（百年記念ホールと教育委員

会が連携を図り、生涯学習をより身近

なものとするための、住民ニーズに対 

４月～３月 

百年記念ホール 

 

 

 

40講座 程度 

 

 

 

大人の社会見学、町民カレッジ、百年サロ

ン＆プチ講座、母の日・父の日向け講座、

初心者ハワイアンフラ講座、長唄・津軽三 

 

指定管理 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 備   考 

 応した講座を開設し、町民の自発的な

学習活動の支援を行う。） 

 

 

 

 

 

 

忠類コミセン他 

 

 

 

 

 

 

５講座 程度 

味線講座、夏休みチャレンジ講座、敬老の

日講座、冬休み子ども講座まつり、リクエ

スト講座 他 

 

※５月～６月は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止により中止 

 

 

 

 

 

 

生涯学習係 

○施設の機能充実 

生涯学習施設の計

画的な改修 

百年記念ホールや町民会館など生涯

学習施設等の機能充実を図ります。 

町内  百年記念ホール改修事業 

（陶芸窯更新工事） 

 

○図書館機能の充実 

地域情報の編集セ

ンター 

住民参画による図書館事業を行うた

めの人材育成を図るとともに、町民を

主体とする「図書館協議会」などによ

り、図書館の機能強化に努めます。 

 

幕別町図書館 町民ほか ・図書館を核にしたさまざまな地域情報の

編集に取り組む。 

・図書館サポーター育成、中札内高等養護

学校と連携したプレゼント用絵本バッグの

製作 

・ARを活用したプラットフォームの構築（職

場体験、チャレンジ雇用事業） 

・図書館協議会の開催 

 

読書の入口拡大、

利用者サービスの

向上 

住民ニーズをとらえた特色のある蔵

書や図書企画展示の充実に努め、個性

や魅力のある図書館づくりを進めま

す。 

幕別町図書館 図書館利用者 

ホームページ利用

者 

・ホームページで多様な書籍の情報を参照

できるツールを提供する。 

・図書館管理システムの更新により資料管

理の向上を図り、利用者の興味を引く本棚

を編集する。 

・図書特別展示、新刊情報などでの書籍情 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 備   考 

    報を提供する。 

・他課及び町内企業等と連携した図書展示

を開催し、読書機会の提供を図る。 

・絵本原画展の開催（絵本作家かとうまふ

み氏：忠類出身） 

・「スワディ講座」の開催（各館１回） 

・「まくバスde映画会」の開催（毎月、コ

ミバス無料乗車日に合わせて映画会を開

催。５、６月と１～３月は休演（本館）） 

・「さつバスde映画会」の開催（７月と

10月に開催） 

・図書館向け疲労・ストレス測定およびス

トレスケアサービス（本館・札内分館・忠

類分館で巡回実施）の実施 

・健康に関する講座の開催 

・落語会の開催 

・東部４町図書館交流連携事業（４deビン

ゴ等）の実施 

・東部４町図書館交流連携事業（健康講座）

の実施 

 

※映画会等は新型コロナウイルス感染症の

影響により一部中止 

 

 

子ども読書活動の

促進 

子育てや保健、福祉など様々な分野と

連携した事業を展開し、図書館を核と 

町内小中学校 

乳幼児健診会場 

町内小中学校 

乳幼児健診対象者 

・学校図書館のサポート 

・マイファーストブックサポート事業 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 備   考 

 した知の拠点づくりに取り組みます。 幕別町図書館 町民ほか ・こどもの読書週間行事および秋の読書週

間行事の開催（本の魅力を伝えるメッセー

ジカード（POP）のコンテストを開催） 

・ボランティアサークル等による読み聞か

せ（おはなしガーデン・ババール・おはな

しのたね）、紙芝居などの開催 

・【再掲】図書館向け疲労・ストレス測定

およびストレスケアサービス（本館・札内

分館・忠類分館で巡回実施） 

・【再掲】東部４町図書館交流連携事業（４

deビンゴ等）の実施 

・【再掲】東部４町図書館交流連携事業（健

康講座）の実施 

 

※読み聞かせおよび紙芝居は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により一部中止 

 

 

（青少年の健全育成の推進） 

○青少年の健全育成 

ＰＴＡ研究大会 家庭教育に関する学習機会を充実し、

家庭内の教育力の向上を目指します。 

札内コミプラ ＰＴＡ会員ほか 

一般町民 

家庭教育に関する様々な問題や課題に対す

る講演を予定（幕別町ＰＴＡ連合会、幕別

町児童生徒健全育成推進委員会との共催） 

 

学び隊 夏休み ６日間 

冬休み ６日間 

（予定） 

小学４～６年生

（町内） 

小学生が長期休業を有意義に過ごすための

居場所として開設。自主学習の環境を提供

し、宿題の完成や、自由研究等の支援、工 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 備   考 

  農業者トレセン他  場見学などを、地域のボランティアの協力

により行う。 

 

ふるさと館ジュニ

アスクール 

自然体験やボランティア活動など多

様な経験を通し、豊かな人間性を育て

ます。 

４月～２月 11回 

ふるさと館ほか 

小学５・６年生 

９名（町内） 

さけ稚魚放流、野鳥観察、化石発掘、宿泊

学習、ふるさと館まつり、パークゴルフ教

室、絵手紙教室、そばづくり、書道教室、

百人一首を予定 

 

※砂金掘りは中止（または７月に延期） 

 

※６月は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止により中止 

 

ＰＴＡ連合会への

支援 

幕別町内各ＰＴＡの密接な連絡、連携

を図り、ＰＴＡ活動の充実と発展を図

る。 

 ＰＴＡ連合会 研修会、視察研修、教育懇談会等の開催  

児童生徒健全育成

推進委員会活動の

支援 

青少年の健やかな成長を目的に活動

している「児童生徒健全育成推進委員

会」の活動を支援する。 

 児童生徒健全育成

推進委員会 

健全育成の標語募集及び表彰、交通安全街

頭啓発、パンフレットの発行、善行賞の募

集及び表彰など。 

 

子ども会活動の支

援 

幕別町子ども会の各支部との連絡、協

調を図り、支部の発展向上と少年少女

の健全育成に寄与する。 

 子ども会育成連絡

協議会 

リーダー研修会やスポーツ大会等の開催  

 

（芸術・文化活動の振興） 

○芸術・文化活動の支援と人材育成 

文化協会への支援 文化・芸術に関する学習の成果を発

表・鑑賞する機会を提供する文化協会 

（町民芸術祭） 

百年記念ホール 

文化協会加盟団体 

一般町民 

81団体（幕別70、忠類11）が加入。まくべ

つ芸術祭を文化協会が主体となって実行委 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 備   考 

 や町民芸術劇場などの団体を支援し、

リーダーの育成とともに自主的な活 

札内東コミセン 
忠類コミセン他 

 員会を組織し、企画・運営している。一般

町民からも参加を募り開催。 

 

まくべつ町民芸術

劇場への支援 

動を促進します。  まくべつ町民芸術

劇場 

家族で楽しめるメニューから、本格的な演

目まで幅広く提案する。 

 

○芸術・文化事業の推進 

図書館ふらっとあ

～と 

 

町出身の芸術家や芸術・文化を愛する

町民の作品等を発表する機会を設け

るなど、芸術・文化のさらなる振興発

展を促進します。 

幕別町図書館 町民 ・図書館の空きスペースを地元の芸術家や

文化人の作品展示スペースとして開放す

る。 

 

○芸術・文化鑑賞機会の拡充 

芸術・文化公演事

業 

子どもや初心者にも配慮した文化講

座、教室を開催するとともに、町民が

生涯を心豊かに過ごすため、優れた芸

術・文化を体感できる鑑賞機会の提供

に取り組みます。 

百年記念ホール 町内、地域住民 三遊亭円楽プロデュース第一回道東落語ま

つり、キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の

湖、ぐっさんのハッピーオンステージ、小

椋佳～歌紡ぎの会、レジェンダリーカウン

ト・ベイシー オーケストラ、ゲッターズ飯

田～開運トークライブ 他 

 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止によ

り中止・延期公演あり 

指定管理 

 

文化講演会及び生

涯学習特別講演会

の開催 

 

百年記念ホール 

大ホール 

時期未定 

 

忠類コミセン 

町民、地域住民 

 

 

文化講演会 未定 

幕別百年座 映画会 未定 

 

 

生涯学習特別講演会 未定 

 

指定管理 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 備   考 

  時期未定    

学校芸術鑑賞事業  11月９日～11日 

５回公演 

百年記念ホール 

町内の全小中学生 落語鑑賞 

「爆笑！チビッ子寄席」 

 

 

（歴史的文化の保存・伝承） 

○施設の充実 

幕別町ふるさと館

収蔵資料の把握 

歴史的資料を適切に保存し、公開施設

の整備・改修等、充実を図ります。 

  収蔵品の把握、未整理資料の調査研究  

○歴史的文化の保存・継承と活用 

糠内獅子舞保存会

などへの支援 

本町の民俗文化財である「糠内獅子

舞」や忠類地域の伝統芸能｢忠類ナウ

マン太鼓｣などを後世に伝えるため、

保存活動をしている団体への支援を

行う。 

 糠内獅子舞保存

会、忠類ナウマン

太鼓保存会など 

文化財保存補助金（糠内獅子舞保存会、忠

類ナウマン太鼓保存会） 

 

指定文化財の保存 長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日

まで守り伝えられてきた歴史上、学術

上価値の高いものである文化財を適

切に保存し、活用について検討する。 

 

 

 指定文化財保存活用（幕別町蝦夷文化考古

館収蔵品・糠内獅子舞・札内Ｎ遺跡出土品・

ヒカリゴケ・『どさんこ甚句』『どさんこ

舟唄』） 

 

忠類ナウマン象記

念館 

ナウマンゾウの調査研究、親しみを持

ってもらうための事業を実施する。 

  ナウマンゾウ足跡化石発掘調査、発掘調査

報告会、かぼちゃプロジェクト 

 

歴史の散歩道の活

用 

歴史的、文化的史実等を後世に伝える

ために指定した「歴史の散歩道」を、

地域の歴史と文化に触れあうことが

できる、あるいは子供たちが郷土の歴 

  歴史の散歩道の活用（パンフレット配置・

ホームページ掲載） 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 備   考 

 史と文化を学習できるように活用を

進める。 

    

郷土文化研究員、

郷土文化特別相談

員の配置 

郷土文化研究員により、蝦夷文化考古

館やふるさと館に保存・展示してある

貴重な歴史的な収蔵物を適切に保存

するとともに、後世にその資源を残し

伝えるための調査・研究を行う。 

  ・郷土文化研究員の配置 

・郷土文化特別相談員の配置 

 

○アイヌ文化の保存振興と理解の促進 

アイヌ文化の伝承 アイヌ文化伝承のために、安東ウメ子

氏のCD・DVD（ムックリ）や吉田菊太

郎資料目録を多くの方に提供する。 

 

 

 ・郷土文化研究員の配置 

・郷土文化特別相談員の配置 

・アイヌ文化の伝承 

 

 

アイヌの歴史の社

会科副読本への掲

載 

アイヌ文化を多くの人に理解しても

らうため、ふるさと館や蝦夷文化考古

館でアイヌ文化の収蔵品の展示を行

うとともに、社会科副読本に「アイヌ

の人たちのくらし」を掲載し、小学３、

４年生の郷土学習において活用する。 

  ・アイヌ文化の展示 

・小学３、４年生社会科副読本への「アイ

ヌの人たちのくらし」掲載 

 

 

（健康づくりとスポーツ活動の振興） 

○スポーツ・レクレーション活動の推進 

体力づくりの指導

と健康講座 

個々の運動能力に応じた体力づくり

講座、各種講習会などの開催を通じ

て、あらゆる人がスポーツ・レクリェー

ションに親しめる機会の充実を図る。 

４月～３月 

トレセン・スポセ

ン・忠類体育館 

一般町民 健康講座の開催  
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 備   考 

スポーツ・レクリ

ェーション機会の

提供 

 10月27日  

幕別町全域 

幕別町内にいる方 チャレンジデー2021の開催 

 

※ワクチン接種やコロナの影響を考慮し、

10月27日に延期して実施 

 

  10月（予定） 一般町民 ウォークラリーまくべつの開催  

  ２月（予定） 一般町民 スポーツ推進委員会主催によるスポーツ・

レクリェーションの開催 

 

スポーツ講座開催

等の情報提供 

スポーツ教室や施設、大会案内など、

スポーツ・レクリェーションに関す

る情報提供の充実を図る。 

１月上旬（予定） 

町営リンク 

幼児（年中・年長）

～小学２年生 

初心者スケート教室（スケートの初歩的な

乗り方を体験して氷に親しむとともに体力

づくりを図る。） 

 

12月下旬（予定） 

忠類小スケートリ

ンク 

小学１～６年生 ジュニアスケート教室（スケートの技術を

学び、冬季スポーツに親しむ機会をつく

る。） 

 

忠類町民プール 小学１～３年生 ちびっこ水泳教室（水泳の技術を学び、水

泳に親しむ機会をつくる。） 

 

※中止 

 

幕別町民プール 幼児（年長）～小

学２年生 

ジュニア初心者水泳教室（水泳の技術を学

び、水泳に親しむ機会をつくる。） 

 

※中止 

 

10月２日（予定） 

幕別運動公園 

 まくべつマラソン大会  

１月中旬（予定） 小学生以上の初心 初心者スキー・スノーボード教室（スキー・  
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 備   考 

  明野ヶ丘スキー場 者 スノーボードを始める方を対象に基本操作

を学ぶ。） 

 

  １月中旬（予定） 

白銀台スキー場 

幼児～小学３年生 ちびっこ・ジュニアスキー教室（スキーの

基本操作を学び、冬季における健康増進を

図る。） 

 

未来のオリンピッ

ク選手を育てる事

業 

町内の子どもたちに現役オリンピッ

ク選手と触れ合う機会を提供するな

どスポーツを推進する事業を実施す

る。 

10月（予定） 

スマイルパーク 

一般町民 スポーツクラブチームの活用による地域交

流活動（スポーツクラブチームによる様々

なスポーツ体験コーナーやふれあいイベン

トを観光イベントと組み合わせることで、

魅力あるイベントを創出する。） 

 

10月（予定） 

スマイルパーク 

小学生 オリンピアンによるふれあいスポーツイベ

ント（オリンピアンによる技術面の指導教

室を行い、競技力の向上を高める。）やト

ークショーの実施 

 

12月（予定） 

スポセン 

幼児（年中・年長）

～小学２年生 

バルシューレ教室  

スポーツ大会、ス

ポーツ合宿の誘致 

町出身のアスリートやスポーツ団体

との連携により各種大会やイベント、

合宿誘致などを通し、スポーツに対す

る意識を向上させるとともに、次世代

のオリンピックアスリートの育成を

進める。 

８月４日～14日 

幕別運動公園野球

場 

慶應義塾体育会野

球部 

・慶應義塾体育会野球部の合宿誘致 

・地域交流活動（小中学生を対象とした野

球教室や学習指導、講演会等）の開催 

・オープン戦の開催 

 

○指導者・組織の育成と支援 

総合型地域スポー

ツクラブへの支援 

体育連盟やスポーツ少年団をはじめ、

町民の自主的な運営による「総合型地 

通年 総合型地域スポー

ツクラブ、体育連 

スポーツ団体支援に向けた情報の提供  
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 備   考 

スポーツ関係団体

への支援 

域スポーツクラブ」の支援を図る。  盟やスポーツ少年

団 

  

スポーツ指導者の

養成等に関する情

報の提供 

スポーツ・レクリェーション指導者や

団体に対して情報提供の充実に努め、

指導者の養成を図る。 

11月・２月 部活動や少年団の

指導者、保護者 

スポーツ指導者研修会の開催（オリンピッ

ク選手になるまでの子育て経験話や苦労話

の講演、子どもたちを支えるうえでのメン

タル面での接し方の講演） 

 

スポーツ推進委員

との連携 

 通年 スポーツ推進委員 スポーツ推進委員会の開催や研修会の参加  

○社会体育施設の整備充実と有効活用 

社会体育施設の計

画的な改修 

社会体育施設の計画的な環境整備を

進めるとともに、効率的かつ効果的な

管理運営と機能充実を推進する。 

  社会体育施設の計画的な改修  

学校体育施設の活

用 

学校体育施設の開放による有効活用

を進める。 

通年 町内活動団体 学校体育施設（学校開放事業）の活用  

○パークゴルフの振興 

パークゴルフ関係

団体との連携 

パークゴルフ発祥の地として、国内外

へ情報発信に努めるとともに、日本パ

ークゴルフ協会や様々な分野と連携

しながら、一層の振興を図ります。 

  パークゴルフ振興に向け、パークゴルフ団

体との各種大会での連携 

 

クマゲラハウスの

環境整備 

  クマゲラハウスの施設整備及びパークゴル

フに関する情報提供等の充実 

 

パークゴルフ家族

大会 

 ８月９日 

俳句村コース 

・中学生部門 

・高校生部門 

・家族部門 

（小学生と両親 

パークゴルフを通じた３世代交流の促進や

若者を中心とした交流人口の増加 
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事業名 趣旨・目的 期日・会場 参加対象・参加者数 実施内容 備   考 

   等） 

・一般部門（大人） 
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協議第１号 令和４年度以降の成人式対象年齢について 

 

 

 （1）経緯 

・民法の一部を改正する法律の施行により、令和４年４月１日から成年年齢が２０歳から１８

歳に引き下げられる。 

 

 （2）成年年齢引下げ後の成人式の実施に関するフォローアップ調査 

・全国 1,081 の市区町村が回答（62.1％） 

・対象年齢を決定している 586 市区町村すべてが 20 歳（年度中に 20 歳に達する人）また

は 21 歳（年度中に 21歳に達する人）を対象としている。 

 

 （3）十勝管内の状況 

・６市町が現行と対象年齢を変えず、式典名称を変えて実施すると発表している。 

     （名称：二十歳を祝う会、はたちの集い等） 

 

 （4）対象年齢を 20歳とした理由 

①20 歳は飲酒や喫煙も含め、全ての年齢制限がなくなる区切りの年齢。 

   ②20 歳での開催は、進学や就職などで一時的に地元を離れている人が帰省し、ふるさとの

良さや同級生との絆、つながりを再認識する機会。 

   ③１８歳を対象とした場合、大学受験や就職など多忙な時期であるとともに、経済的負担が

大きい時期と重なる。２０歳の方が進学等や就職後の落ち着いた環境にあり、多くの人が

参加しやすい。 
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６ その他 

 

 ○令和３年度社会教育委員会関係研修会開催予定 

・第41回北海道市町村社会教育委員長等研修会   ７/９      札幌市【開催中止】 

・十勝管内社会教育委員長等研修会        ８～９月 予定  芽室町 

・第60回北海道社会教育研究大会渡島大会     10/７～８    函館市 

・十勝社会教育委員研修会            11～12月 予定  芽室町 

・十勝社会教育委員入門研修会          11～12月 予定  芽室町 

・十勝東部４町社会教育委員研修会        10～11月 予定  幕別町 

 

 

○次回の会議開催予定 

開 催 日      月  日（  ）  午前・午後   時 

   開催場所   教育委員会会議室 
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幕別町教育委員会 

たとえばこんなこと 

家
庭・
地
域・
学
校
が
一
つ
に 

子
ど
も
を 

ま
ん
中
に 

し
っ
か
り
聞
く・
見
る 

い
っ
ぱ
い
遊
ぶ・
話
す 

い
っ
し
ょ
に
読
む・
食
べ
る 
○幕別町教育の日憲章 
 
わたくしたちは、自己を高め、明るく豊

かな暮らしが営めるよう、毎月19日を幕別

町教育の日と定め、ふれあい、響きあい、

磨きあいながら、ともに伸びる教育をめざ

します。 
 

１ あたたかい家庭をめざして 
・家族だんらんの機会をふやし、子ども

の自主性と個性、やさしい心を育てま

す。 
・家族が協力して、子育てにあたります。 
２ あかるい地域をめざして 
・子どもは地域の宝、まちの宝、あたた

かく成長を見守ります。 
・子どものために、よりよい環境をつく

ります。 
３ たのしい学校をめざして 
・ゆとりある教育をめざし、豊かな心を

はぐくみます。 
・来て・見て・知って、みんなで学校づ

くりにつとめます。 

い く 

・子ほめ、子しかり運動 

・あいさつ運動 

・安全パトロール 

・地域子ども会への支援 

・子どもと話す「トークの日」 

・ちゃんとほめ、しっかりしかる 

・本を読む時間 

・食育は家庭の文化 

学校 

地域 

家庭 ・学校ぶらり訪問日 

・校内安全パトロール体験 

・校舎内外のボランティア体験 

子どもたち 
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○令和３年度 幕別町社会教育委員名簿 

 

番号 氏 名 郵便番号 住  所 備 考 

1 渡會
わたらい

 崇善
たかよし

   (1)学校教育関係者 新任 

2 澤田
さ わ だ

 慎也
し ん や

   (1)学校教育関係者 新任 

3 千葉
ち ば

 智子
と も こ

   (2)社会教育関係者  

4 和田
わ だ

 良治
りょうじ

   (2)社会教育関係者  

5 宮本
みやもと

 彰
あきら

   (2)社会教育関係者  

6 新倉
にいくら

 榛名
は る な

   (2)社会教育関係者  

7 原田
は ら だ

 啓二
け い じ

   (2)社会教育関係者  

8 奥村
おくむら

 脩平
しゅうへい

   (2)社会教育関係者 新任 

9 池田
い け だ

 明子
あ き こ

   (3)学識経験者  

10 小林
こばやし

 鈴
すず

菜
な

   (3)学識経験者  

11 新保
し ん ぼ

 都
みやこ

   (3)学識経験者  

12 松田
ま つ だ

 哲
てつ

博
ひろ

   (3)学識経験者  

13 加藤
か と う

 広
ひろ

規
き

   (3)学識経験者  

14 鳥
とり

毛
け

 浄 生
じょうしょう

   (3)学識経験者  

15 井原
い は ら

 みきえ   (3)学識経験者  

 

任期：令和４年５月29日まで 
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教育委員会職員一覧（社会教育関係） 

 

教育長  菅野 勇次 

教育部長 山端 広和 

【生涯学習課】 

石田 晋一 （生涯学習課長） 

古山 悌士 （社会教育係長） 

山田いづみ （社会教育係） 

林 美紀子 （社会教育係：再任用） 

大澤 孝介 （社会体育係長） 

小林 慎弥 （社会体育係） 

佐々木寛人 （社会体育係） 

土井 秀樹 （教育部主幹兼生涯学習係長） 

添田 雄二 （教育部主幹：学芸員） 

宮入 敏治 （生涯学習推進員：会計年度任用職員） 

菅原 健一 （生涯学習推進員：会計年度任用職員） 

【図書館】 

天羽  徹 （館長） 

民安 園美 （図書係長・司書） 

西川 美羽 （図書係・司書） 

中山 元気 （札内分館図書係長） 

林  洸太 （札内分館図書係） 

佐藤 里香 （札内分館図書係・司書） 

土井 秀樹 （教育部主幹兼忠類分館図書係長） 

福田 真希 （忠類分館図書係・司書） 


