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 近年の社会情勢の変化は、そのスピードを加速させています。少子高齢化はもとより、

グローバル化の進展、地域社会や家族の変容、各種格差の広がりなどは、私たちの暮らし

に大きな影響を及ぼしています。

 平成 25

づくりと活力あるコミュニティの形成」を掲げ、学習を通じて多様な人が集い協働

めの体制・ネットワークの形成など社会全体の教育力の強化や、人々が主体的に社会参画

し相互に支え合うための環境整備が重要であるとされています。

 本町においても、第５次清里町総合計画に基づき、「協働・共生・共創」を基調としたま

ちづくりを推進しているところです。

 以上のことを踏まえたうえで、まちづくりにおいて社会教育が果たすべき役割を示した

のが第８次清里町社会教育中期計画です。

 本計画は、社会教育委員（兼生涯学習総合センター運営審議会委員）、スポーツ推進委員

並びに公募による委員で構成された第８次清里町社

答申を受けました。

 第８次清里町社会教育中期計画は、町民のまなびが一人

にそれがつながり輪をつくることにより活力ある町をつくる原動力となることを目指して

います。 

 具体的な取り組みは、主に子どもの体験活動や国際理解教育の充実、成果を活かすこと

のできる学習活動の推進、健康づくりのための生涯スポーツの推進、学習環境の整備とい

ったことに焦点化して計画しています。また、子どもの成長には読書活動が大きな役割を

果たすことから、子どもの読書活動の推進についての

 本計画を本町社会教育推進の指針として各種事業を進めてまいりますので、

びに町民の皆様のご理解と参画をお願いいたします。

 終わりに、大変熱心に長時間ご議論いただき答申していただきました策定委員の皆様を

はじめ、関係各位に心よりお礼申し上げるとともに、計画実行の際にもご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。
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本町においても、第５次清里町総合計画に基づき、「協働・共生・共創」を基調としたま

以上のことを踏まえたうえで、まちづくりにおいて社会教育が果たすべき役割を示した

本計画は、社会教育委員（兼生涯学習総合センター運営審議会委員）、スポーツ推進委員

会教育中期計画策定委員会に諮問し、

ひとりの人生を豊かにし、さら

にそれがつながり輪をつくることにより活力ある町をつくる原動力となることを目指して

具体的な取り組みは、主に子どもの体験活動や国際理解教育の充実、成果を活かすこと

のできる学習活動の推進、健康づくりのための生涯スポーツの推進、学習環境の整備とい

ったことに焦点化して計画しています。また、子どもの成長には読書活動が大きな役割を

計画も盛り込んでいます。 

関係団体並

終わりに、大変熱心に長時間ご議論いただき答申していただきました策定委員の皆様を

はじめ、関係各位に心よりお礼申し上げるとともに、計画実行の際にもご協力を賜ります

 二 

近年の社会情勢の変化は、そのスピードを加速させています。少子高齢化はもとより、

グローバル化の進展、地域社会や家族の変容、各種格差の広がりなどは、私たちの暮らし
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第１節  

 

 清里町の社会教育は、「いきいきと自ら学ぶ喜びと、心豊かな人づくりを創造する生涯学

習の推進」を基本目標として「第７次清里町社会教育中期計画（平成２３年度～平成２７

年度）」を策定して推進してきました。

 この間、私たちを取り巻く環境は変化し、少子高齢化の一層の進展は地域の存続を脅か

す大きな課題となっています。また、社会教育の役割も時代とともに変化し、家庭・学校・

地域の連携や、家庭教育支援、放課後における子どもの居場所づくりなど、新たな視点で

の社会教育の推進が求められています。

 また、「自立の町づくり」をめざ

の実践に結びつく町民の主体的な学習活動が展開されるよう施策を実施してきました。し

かし、町内における「協働」の意識は、まだまだ定着しているとは言えません。

 これらのことを踏まえながら本町社会教育の現状と課題を分析し、町民一人ひとりが心

豊かに暮らすとともに、主体的な学びをとおしてまちづくりを担っていけるよう、さらに

は、持続可能な地域社会の構築をめざした学習活動が推進されるよう、第８次清里町社会

教育中期計画を策定します。

 

第２節  

 

 第８次清里町社会教育中期計画の策定においては、第７次清里町社会教育中期計画の反

省と評価を踏まえ、以下の視点により協議を行いました。

 

 （１）町全体で子どもの健全育成を推進する体制の構築

 （２）グローバルな人材育成のための国際理解教育の積極的な推進

 （３）成果がまちづくりの実践に活かされる町民の主体的な学習・文化活動の支援

 （４）子どもの読書活動の支援と、読書を通じた学びの充実

 （５）スポーツを通じた生きがいづくり、仲間づくり方策の検討

 （６）ライフ

 （７）社会教育関係施設の維持管理に関する課題の検討

 （８）町民の学びを支援する体制や情報提供のあり方の検討

 

第３節  

 

 「第８次清里町社会教育中期計画」の計画期間は、平成２８年度から平成３２年度まで

の５年間とします。

 

 

  計画策定の目的と意義

清里町の社会教育は、「いきいきと自ら学ぶ喜びと、心豊かな人づくりを創造する生涯学

習の推進」を基本目標として「第７次清里町社会教育中期計画（平成２３年度～平成２７

年度）」を策定して推進してきました。

この間、私たちを取り巻く環境は変化し、少子高齢化の一層の進展は地域の存続を脅か

す大きな課題となっています。また、社会教育の役割も時代とともに変化し、家庭・学校・

地域の連携や、家庭教育支援、放課後における子どもの居場所づくりなど、新たな視点で

の社会教育の推進が求められています。

また、「自立の町づくり」をめざ

の実践に結びつく町民の主体的な学習活動が展開されるよう施策を実施してきました。し

かし、町内における「協働」の意識は、まだまだ定着しているとは言えません。

これらのことを踏まえながら本町社会教育の現状と課題を分析し、町民一人ひとりが心

豊かに暮らすとともに、主体的な学びをとおしてまちづくりを担っていけるよう、さらに

は、持続可能な地域社会の構築をめざした学習活動が推進されるよう、第８次清里町社会

教育中期計画を策定します。

  計画策定の基本的な考え方

第８次清里町社会教育中期計画の策定においては、第７次清里町社会教育中期計画の反
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（２）グローバルな人材育成のための国際理解教育の積極的な推進

（３）成果がまちづくりの実践に活かされる町民の主体的な学習・文化活動の支援
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第１節  

 

 わたくしたちは朝夕、秀峰斜里岳を仰ぎ斜里川の流れとともに、生活にいそしむ清里

町民です。

 わたくしたちは、先人のたくましい開拓精神をうけつぎ、みんなの力でより美しく、よ

り明るく、より豊かな町に発展させる願いをこめて、この憲章を定めます。

 

 

         

         

         

 

         

         

         

 

         

         

         

 

         

         

         

 

         

         

         

 

 

 

 

 

  清里町民憲章

わたくしたちは朝夕、秀峰斜里岳を仰ぎ斜里川の流れとともに、生活にいそしむ清里

町民です。 

わたくしたちは、先人のたくましい開拓精神をうけつぎ、みんなの力でより美しく、よ

り明るく、より豊かな町に発展させる願いをこめて、この憲章を定めます。

１．清く明るい健康な町をつくります。

         

         

         

２．たがいに助け合い平和な町をつくります。

         

         

         

３．仕事に責任をもち幸福な町をつくります。

         

         

         

４．合理的な生活につとめ豊かな町をつくります。

         

         

         

５．文化をそだて楽しい町をつくります。

         

         

         

清里町民憲章                             

わたくしたちは朝夕、秀峰斜里岳を仰ぎ斜里川の流れとともに、生活にいそしむ清里

わたくしたちは、先人のたくましい開拓精神をうけつぎ、みんなの力でより美しく、よ

り明るく、より豊かな町に発展させる願いをこめて、この憲章を定めます。

１．清く明るい健康な町をつくります。

         ・元気で働き、明るい生活をきずきます。

         ・スポーツにしたしみ、強い心とからだをつくります。

         ・公共心を高め、郷土を大切にします。

２．たがいに助け合い平和な町をつくります。

         ・たがいの立場を尊重し理解を深めます。

         ・家族の中に話し合いの場をつくります。

         ・助け合い、はげまし合う生活につとめます。

３．仕事に責任をもち幸福な町をつくります。

         ・生産を高め、豊かな生活をきずきます。

         ・働くことに誇りをもち、たゆまぬ努力をします。

         ・常に前進する計画をもち、実践につとめます。

４．合理的な生活につとめ豊かな町をつくります。

         ・創意工夫を生かし、新しい生活をきずきます。

         ・正しく時間を守ります。

         ・秩序を守り、協力し合います。

５．文化をそだて楽しい町をつくります。

         ・情操を豊かにし、郷土の文化を高めます。

         ・自然を愛し、美しい環境をつくります。

         ・老幼共に楽しむ社会をつくります。
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第２節  清里町教育目標                             

 

 

 １．生命を大切にし、健康で明るく、たくましく生きる人 

  （１）進んで身を守り、ねばり強くやり抜く、気力と体力の充実に努める。 

  （２）明るくなごやかな気持ちで、お互いに補いあい、行動するように努める。 

  （３）スポーツや運動を愛好し、心身共に健康な日常生活を送るように努める。 

 

 

 ２．お互いの立場を尊重し、助け合い、協調・連帯性のある人 

  （１）家族の一員としての理解を深めあい、お互いの信頼感に満ちた生活をきずいて

いくように努める。 

  （２）集団の一員としての立場を常に自覚し、友愛と奉仕の気持ちを深める生活を送

るように努める。 

  （３）お互いの長所を認めあい、礼儀正しい、協調性豊かな生活を送るように努める。 

 

 

 ３．仕事に誇りをもち、進んで根気強く働く人 

  （１）常に新しい考えをもち、その実現のため、進んで実践するように努める。 

  （２）自分の仕事に愛着と責任を持ち、誠実で明るい生活をきずくように努める。 

  （３）勤労を愛し、多くの人と協力して豊かな地域をきずくように努める。 

 

 

 ４．ものごとを自主的に判断し、合理的な生活をする人 

  （１）自ら考え、正しく判断し、実践する意欲と態度を身につけるように努める。 

  （２）豊かな知識と技能を身につけ、生活の見直しと向上を図るように努める。 

  （３）現状を正しくみつめ、創意工夫を生かし、未来をきりひらくように努める。 

 

 

 ５．町民としての自覚を持ち、文化を高め、郷土を愛する人 

  （１）豊かな情操を持ち、自然を守り、美しい環境づくりに努める。 

  （２）先人の偉業に感謝し、文化遺産の継承に努める。 

  （３）芸術を愛し、風土に根ざした文化の創造に努める。 

 

  

 

 

 

 

 

－３－ 



平成 23

～平成

 

第３節  

 

 本計画は、「清里町民憲章」「清里町教育目標」を具現化するために策定しました。

 また、「第５次清里町総合計画（平成２３年度～平成３２年度）」における教育の基本目

標である「豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまち」を基本として策定さ

れた「清里町教育推進計画（平成２８年度～平成３２年度）」に基づき策定しました。

 さらに、「清里町子ども・子育て支援事業計画（平成２７年度～平成３１年度）」及び「清

里町健康づくり計画（平成２７年度～平成３６年度）」との整合性も図っています。
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基本目標
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幼少年教育

家庭教育の推進

生涯学習と文化

読書活動の推進

学習環境の整備

子どもの読書環

境の整備

（第１次清里町

子どもの読書活

動推進計画）

健康づくりと

生涯スポーツ

計画の体系 

基本目標 / まなびの輪が人とまちを育む～持続可能な暮らしのために

 域 

幼少年教育 

家庭教育の推進 

生涯学習と文化 

読書活動の推進 

学習環境の整備 

子どもの読書環

境の整備 

（第１次清里町

子どもの読書活

動推進計画） 

健康づくりと 

生涯スポーツ 

 

まなびの輪が人とまちを育む～持続可能な暮らしのために

推 進

子どもの自立を

支援し、社会性を

培う幼少年教育

の充実 

生きがいと活力

あるまちを創造

する生涯学習の

推進 

まなびの輪を広

げるための学習

環境の整備

健康で心豊かな

生活を実現する

生涯スポーツの

推進 

子どもの豊かな

心を育む読書環

境の充実
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支援し、社会性を

培う幼少年教育

 

生きがいと活力
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する生涯学習の

まなびの輪を広

げるための学習

環境の整備 

健康で心豊かな

生活を実現する

生涯スポーツの
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第２節 計画の基本施策と取組                             

 

 １ 幼少年教育・家庭教育の推進 

 

【推進目標１】 

子どもの自立を支援し、社会性を培う幼少年教育の充実 

 

 

   ア）現状と課題 

 

 これまでは、少子化、核家族化、コミュニケーション能力の低下、テレビやゲームへの

依存などが子どもを取り巻く環境の変化として指摘されてきました。近年はさらに SNS

（ソーシャルネットワーキングサービス）に代表されるような、メディアを通した新たな

コミュニケーションツールが子どもの成長に影響を及ぼしていることが問題となっていま

す。 

 本町では、子どもの成長を支援するための事業を「きよさと子ども塾」に集約し、地域

の各団体や委員、教育機関等が一体となって様々な体験活動を子どもたちに提供してきま

した。そのジャンルは運動から読書、集団活動、食育等幅広く、多くの子どもが参加して

います。しかし、参加者の固定化がみられるとともに、事業開始から年数も経過している

ことから、プログラムの見直しや実施体制のさらなる充実も必要となってきています。 

 中高校生のリーダー養成事業として実施している「ジュニアリーダークラブ」の登録生

徒数は増加傾向にあります。しかし、育成のためのプログラムが確立されておらず、事業

の手伝いが主な活動となっています。 

 国際理解教育の推進としては「高校生海外派遣研修事業」「交換留学生事業」「外国人英

語講師招へい事業」を展開してきました。これらの事業は友好都市として長年交流してい

るニュージーランドのモトエカ町との交流を基本として実施してきました。 

 事業を通して、多くの子どもたちがニュージーランドに派遣されるとともに、外国の文

化に触れ英語を学んできましたが、その活動を幼少期にも広げ、グローバルな人材を育成

していく必要があります。 

 働く保護者の子育てを支援することを目的に「なかよしクラブ（学童保育）」を実施して

きました。近年は対象学年を小学校６年生まで拡大したこともあり、登録児童数が増加し

ており、指導員や事業実施場所の確保が課題となっています。 

 また、家庭教育を支援する学習機会の提供として、PTA や地域女性団体等が実行委員会

を立ち上げて「子育てを考えるつどい」を実施し、多くの保護者のみならず地域のおとな

が学習してきましたが、参加者の固定化等の問題も指摘されており、実施方法について再

検討する必要があります。 
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   イ）基本施策と具体的な取組 

 

基本施策 具体的な取組 

心と体を育む体

験活動の充実 

１）「きよさと子ども塾」のリニューアル 

・実行委員会体制の充実（構成団体の拡充、連携強化） 

・現代的課題に対応したプログラムの見直し 

（コミュニケーション能力、学力、体力、読書、アウトメディア、 

食育等） 

・事業に参加しない子どもへの対応 

２）文化・スポーツ活動の充実 

 ・青少年芸術劇場の実施 

 ・小中高校音楽発表会の実施 

 ・体力向上に資する事業の実施 

ジュニアリーダ

ーの育成 
１）ジュニアリーダーの育成 

・研修会の開催による計画的な育成 

・各種事業への参画による実践的な育成 

２）「ジュニアリーダーコース（道教委主催）」への派遣 

グローバルな人

材を育成する国

際理解教育の推

進 

１）「外国人英語講師招へい事業」の充実 

・保育所及び幼稚園への派遣の充実 

・小学校学習指導要領の改訂に対応した派遣の見直し 

・清里高校支援に対応した派遣内容の充実 

２）幼少年の国際理解教育の推進 

・保護者を含めた体験型事業の実施 

３）交換留学及び海外派遣研修事業の充実 

 ・派遣留学生の個人負担軽減 

 ・受入留学生の支援充実 

 ・海外派遣研修事業の充実 

家庭教育・子育て

支援の充実 

１）「子育てを考えるつどい」の見直し 

・保護者同士が情報や悩みを共有することのできる事業への見直し 

・学習の対象や機会を見直し、きめ細かで効果的な事業展開 

・事業に関心を持たない保護者への対応検討 

２）「なかよしクラブ（学童保育）」の見直し 

 ・正規職員の配置 

 ・実施場所の検討 

 ・札弦、緑地区の対応 
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 ２ 生涯学習と文化・読書活動の推進 

 

【推進目標２】 

生きがいと活力あるまちを創造する生涯学習の推進 

 

   ア）現状と課題 

 

 生きがいを持って充実した暮らしを送るためには、地域の課題に気づき、その解決に向

けて主体的に学習する姿勢、そして活動をともにする人とのつながりが大事です。 

 本町では、まちづくりを支える人材の育成、生きがいづくりや地域課題を解決するため

の学習活動として「きよさとセミナー」や「町民海外派遣研修事業」「ことぶき大学」や「プ

ラネット講座」を実施してきました。これらの事業は、多くの町民が参加し、まちを支え

るリーダが養成されるとともに、学習を通じた仲間づくり、生きがいづくりが進められて

きました。 

 「きよさとセミナー」は、以前には著名人による教養講座を実施していましたが、近年

は地域課題に根差したテーマ、講師にシフトして実施してきたことにより、まちづくりへ

の興味関心が広がっています。しかし、講師の話を聞くだけの学習形態は、学習者のニー

ズには応えているとは言えず、住民自らが学ぶ意欲を喚起するとともに、学習成果が具体

的なまちづくりに活かされるような手法を模索しながら推進していく必要があります。 

 また、「プラネット講座」は、主に趣味や実技の講座として実施してきましたが、町民の

ニーズの多様化・個別化が進み、それを幅広く網羅できない状況にあります。 

 文化活動については、「プラネットステージ公演」や「町民文化祭」を通してすぐれた芸

術文化の鑑賞機会の提供、発表機会の提供を行ってきました。また、文化連盟を中心とし

た団体活動の支援も行ってきました。文化団体は高齢化や仲間が増えないことによる活動

の低迷が指摘され、文化祭の開催等にも不安を持っている団体も増えてきています。 

 社会教育関係団体については、連合青年団による竜神太鼓の復活など、より主体的な活

動が展開されており、「協働」の考え方も広がりつつあります。しかし、会員数の減少や高

齢化等による活動の縮小を余儀なくされる団体も見受けられます。 

 読書活動については、その中心となる図書館の管理運営を清里町スポーツ文化施設管理

協会に委託して行っています。年間の本の貸出冊数は、住民ひとりあたり８冊を超え、多

くの住民に利用されていることがうかがえます。 

 しかし、近年課題となっている読書離れに対する取り組みや、子どもの読書活動につい

ての学校等との連携が不足しています。 

 今後は、住民の生涯学習を支える教育機関としての機能を十分に発揮できるよう、課題

解決に向けて計画的に事業の展開を行うとともに、各学校等と連携を図りながら子どもの

読書活動を推進していく必要があります。 
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   イ）基本施策と具体的な取組 

 

基本施策 具体的な取組 

学ぶ意欲、参加す

る意欲を高める

ための学習機会

の提供 

１）成果を活かすことのできる学習方法への転換 

・開催場所や時間の工夫 

・役場各課との連携によるまちづくりに直結した学習機会の提供 

・きよさとセミナー、プラネット講座の見直し 

２）自主的な学習活動への支援 

・自主的な学習活動を支援する体制の確立 

・学習意欲を活動につなげるための相談体制の充実 

・青少年、女性、高齢者等の各種社会教育関係団体の活動支援 

３）人がつながり地域の輪を広げる学習活動の推進 

・参加者同士が学びあえる学習形態の確立 

・気軽に集まり語り合える場の設定 

・ことぶき大学の実施 

豊かな心と感性

を培う文化活動

の推進 

１）郷土愛を育み次代につなぐ文化活動の充実 

・「竜神太鼓」継承のための支援 

・郷土資料館の資料整備と開館方法の検討 

・高齢者の知恵と経験を生かした活動の推進 

２）仲間の輪を広げ、生活にうるおいをもたらす文化団体活動の支援 

・「プラネットステージ公演」の内容充実と運営組織の強化 

・「町民文化祭」の見直し（出演者、出展者の拡大） 

・「まちかどギャラリー作品展」の充実 

・各種文化団体活動の支援 

豊かな暮らしを

創造する読書活

動の推進 

１）住民の学習活動を支える読書環境の整備 

・発達段階に応じた図書館だよりの発行による情報提供の充実 

・保育所、幼稚園、学校との連携強化（配本、情報提供等） 

・公共施設や事業所ロビー等に本の設置 

・図書館の利用者サービスの向上 

・図書館ボランティアの育成 

２）読書意欲を喚起する事業の実施 

・「図書館まつり」の充実 

・親子で参加できる事業の実施 

・「ブックスタート」における子育て支援センターとの連携 

・「家読（うちどく）」の普及啓発 
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 ３ 健康づくりと生涯スポーツの推進 

 

【推進目標３】 

 

健康で心豊かな生活を実現する生涯スポーツの推進 

 

   ア）現状と課題 

 

 スポーツは、住民が生涯にわたって健康でいきいきと生きがいを持って生活する上で重

要な役割を担っています。 

 本町における運動による健康づくりは、「いきいき健康セミナー」「さわやか健康講座」

を中心に行っています。これらの事業は保健福祉課と連携を図りながらプログラムを構成

して実施してきました。健康づくりのみならず、生きがいづくり、仲間づくりの側面も持

ち、毎年多くの住民が参加しています。しかし、近年は参加者の固定化がみられ、もっと

多くの健康維持に課題を抱える住民の参加が望まれるところです。そのための事業内容や

周知方法等の工夫が必要です。 

 また、トレーニングセンターのトレーニング室は、個人の体力づくりをサポートするた

めに各種器具をそろえていますが、一部老朽化や利用頻度が高いものも見受けられること

から、更新や増設等を検討する必要があります。併せて、トレーニングをサポートする指

導者の配置等も必要です。 

 各種競技団体の活動については、体育協会加盟団体を中心として各種スポーツ活動が行

われています。一部種目では競技者が減少する等の課題がある反面、若者を中心とした新

たな活動も行われています。 

各種大会については、各競技団体が主体となって実施されています。しかし、近年は参

加者が減少傾向にあり、一部の種目では開催できない状況も生じてきています。スポーツ

離れ、スポーツの多様化、競技としてではなくレクリェーション・健康づくりとしてスポ

ーツを愛好しているといったことも影響していると考えられます。 

スポーツ合宿の誘致については、長年来町されている東京大学陸上運動部のほか、道内

高校の運動部等が来町しています。本事業については、当初から施設や宿泊の受け入れ体

制などの課題もあり、検討の余地があります。 

 平成 27 年５月にリニューアルオープンした町民プールは、大変多くの利用者でにぎわ

っており、これを機に実施しているプールを利用した各種スイミング教室や水中運動教室

も住民の健康づくりに大きな役割を果たしています。 

今後は、各スポーツ関係団体と連携を図りながらスポーツ愛好者を増やし、健康とコミ

ュニケーションづくりに努めていくことが求められます。 
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   イ）基本施策と具体的な取組 

 

基本施策 具体的な取組 

運動による健康

づくりの推進 

１）健康づくり講座の充実 

・プログラムの見直し 

・対象や目的を絞った講座開設 

・職場や団体、健康診断受診者等への参加働きかけ 

・周知、宣伝の工夫（目的や効果を明確に） 

２）トレーニング環境の充実 

・専門的指導者の配置 

・トレーニングセンター第２トレーニング室の充実（音響等） 

スポーツに親し

む機会の充実 

１）各種スポーツ団体の支援 

・各団体への運営費補助の継続 

・各団体が主催する大会や教室の支援 

２）各種スポーツ大会への支援 

・全道、全国大会参加者への補助 

・斜里岳ロードレース大会の開催 

・各種大会への学校の参加奨励 

スポーツの技術

力向上 

１）合宿の招致 

・計画的な招致活動の実施（種目や対象、時期等の検討） 

・住民との交流機会の充実 

２）指導者、愛好者の育成 

・スポーツ指導者研修会参加への補助 

・各種スポーツ教室の開催 
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 ４ 学習環境の整備 

 

【推進目標４】 

まなびの輪を広げるための学習環境の整備 

 

   ア）現状と課題 

 

 住民の学習活動を支える社会教育施設は概ね整備されてきています。しかし、一部の施

設が老朽化しています。生涯学習総合センターは建設から１８年が経過しており、ホール

の音響照明設備の老朽化による不具合が生じてきているほか、吊り物装置も耐用年数がせ

まっています。スポーツ施設については、町民プールを平成２７年度に建て替えたところ

ですが、野球場やスキー場等利用に支障をきたす、もしくは利用に際し危険が伴う場合が

想定される施設があるほか、圧雪車等の機器も老朽化がみられます。また、郷土資料館は

職員の配置もないことから、利用者は大変少ない状況にあるほか、一部の施設は有効に活

用されていないものもあります。 

 今後は各施設の点検を進め、利用者の安全を確保し、安心して快適に利用できるよう、

また、既存施設の有効利用を検討しながら施設や備品の整備充実につとめていく必要があ

ります。 

 住民の学習を支援する学習情報や各施設の利用案内などの情報提供については、広報「さ

んろく」やホームページ、各種チラシやポスターにより行われていますが、すべての住民

に伝わっている状況とは言えません。また、情報の収集と整理についても不十分であり、

必要な情報が提供されていません。どんなに施設を整備しても、様々な学習機会を設けて

も、そのことが伝わらなければ住民の学習活動は推進されません。このことから、学習情

報（機会・団体・施設等）を収集整理し住民に届けるための新たな情報発信の方法を検討

する必要があります。 

生涯学習活動車は、学習活動に向かうための足として大変多くの住民、団体に活用され

ており、一部利用制限を緩和することにより、利便性の向上も図られてきました。 

 また、本町の社会教育活動を支える、社会教育委員（生涯学習総合センター運営審議会

委員兼務）の活動については、現在年３回の会議を開催し、単年度の社会教育推進計画の

検討や評価を行っています。しかし、限られた回数と時間の中では議論が深まらず、意見

が計画に反映されにくい状況となっています。スポーツ推進委員の活動については、「わん

ぱくジュニアクラブ」や「歩くスキーツアー」の企画運営を中心に行っていますが、住民

に対する啓発活動や指導助言等の役割も担っていく必要があります。 

スポーツ施設と図書館は、一般社団法人清里町スポーツ・文化施設管理協会にその管理

を委託し、順調に運営が行われています。今後は、住民の学習ニーズに応じた施設の管理

運営に努めていくとともに、委託内容の見直し等も必要となってきます。 
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   イ）基本施策と具体的な取組 

 

基本施策 具体的な取組 

施設の維持管理

と有効活用 

１）老朽化・危険が伴う施設の改修 

・生涯学習総合センターホールの音響、照明、吊り物、可動席、空調

設備等の計画的改修による施設の長寿命化の推進 

・スキー場の圧雪車の更新による安全で滑りやすいコースの維持管理 

・老朽化した野球場のダッグアウトやフェンス等の改修による安全の

確保 

・各施設の点検による計画的な改修整備 

２）既存施設の利用促進と有効活用 

・郷土資料館の利用促進を図るための開館方法等の検討 

・町民グランドやテニスコートの利用促進 

・学校施設の一般利用の検討 

３）各種委託事業の充実 

・図書館及びスポーツ施設の委託内容の見直し（職員配置・事業等） 

・生涯学習活動車運行サービスの充実 

学習を支える情

報の収集整理と

提供 

１）情報収集と整理 

・施設の利用方法や団体などの学習情報の収集と整理の推進 

２）情報発信の充実 

・SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）などの新たなメディ

アを活用した学習情報の発信、提供の検討 

・周知宣伝内容の工夫（興味関心を持たせる内容） 

各種委員活動の

充実 

１）各種委員活動の内容充実 

・社会教育委員（生涯学習総合センター運営審議会）会議の協議内容

及び実施回数の見直し 

・スポーツ推進委員活動の充実 

・社会教育委員（生涯学習総合センター運営審議会）とスポーツ推進

委員の合同会議の開催 

・学校関係者との情報交換の実施 
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 ５ 子どもの読書環境の整備（第１次清里町子どもの読書活動推進計画） 

 

【推進目標５】 

子どもの豊かな心を育む読書環境の充実 

 

（１）第 1 次清里町子どもの読書活動推進計画の基本的な考え方 

 

  ① 計画の目的と意義 

 

 子どもにとって読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かな

ものにし、人生をより深く生きる力を身につけていくうえで欠くことのできないものです。 

 本町では、平成 9 年にオープンした清里町図書館を中心に、子どもの読書環境を整備し

てきました。 

 しかし、私たちを取り巻く環境は大きく変化し、テレビをはじめ、インターネットやス

マートフォン等のメディアの普及により、読書離れが進んでいます。 

 本計画では、子どもを取り巻く読書環境を総合的に整備し、子どもの読書活動の普及・

啓発に結びつけていくことにより、豊かな心を育み、健やかに成長していくための計画的

な施策の推進を目的とします。 

 

  ② 計画の基本的な考え方 

 

 国は、平成 13 年 12 月に施行された「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づ

き、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を策定しました。北海道は現在第３

次となる「生きる力をはぐくむ北の読書プラン」を策定し、子どもの読書活動を推進して

います。 

そこで、本町では「子どもの読書活動の推進に関する法律」第 9 条第 2 項の規定に基づ

き、「第 8 次清里町社会教育中期計画」の策定に合わせて本計画を策定します。 

策定にあたっては、町内保育所・幼稚園・小中高等学校及び子育て支援センターからの

聞き取りや意見交換を行うとともに、第８次清里町社会教育中期計画策定委員会において

課題抽出とその解決に向けての方策を検討しました。 

 

 ③ 計画の期間 

 

 計画の期間は平成 28 年度から平成 32 年度までとし、計画の対象者は概ね 18 歳以下

の者とします。 
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（２） 子どもの読書活動推進のための方策 

 

  ① 家庭や地域における読書活動の推進 

 

   ア）現状と課題 

 

 家庭は、子どもが読書習慣を身につけていくうえで重要な役割を担っています。特に乳

幼児期は、読み聞かせなどをとおして本に触れることにより、親への信頼感が培われると

ともに、本に興味を持たせるための大切な時期でもあります。また、家庭における読書の

取り組みは、家族のコミュニケーションを深めるためにも有効とされています。 

 しかし、子どもたちの興味はテレビやインターネット、スマートフォンなどのメディア

に向き、「読書離れ」が進んでいます。 

 このような状況の中、本町においては家庭や地域における読書活動の支援が十分ではな

く、「ブックスタート」事業についても、子育て支援センターが実施しており、図書館とは

連携が図られていないのが現状です。 

 今後は、関係機関と連携を図りながら、家庭における読書を普及させるための事業を効

果的に推進していく必要があります。 

 

  イ）基本施策と具体的な取組 

 

基本施策 具体的な取組 

家庭における読

書活動の推進 

・子育て支援センターが実施している「ブックスタート」事業に対し、

情報提供を行うなどの連携強化 

・「家読（うちどく）」や家庭における読み聞かせを推進するための啓

発活動の推進 

・保育所や幼稚園児の保護者に対する情報提供と啓発活動の支援 

・「子ども読書の日」における周知啓発活動の充実 

地域における読

書活動の推進 

 

・保健センター、子育て支援センター、生涯学習総合センター等との

連携による子どもや保護者が本に触れる機会の充実 

・読み聞かせ等のボランティアの支援育成 
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  ② 図書館における読書活動の推進 

 

   ア）現状と課題 

 

 本町の図書館は、平成 25 年度から一般財団法人清里町スポーツ文化施設管理協会にそ

の運営を委託しています。蔵書冊数は８万冊を超え、年間の貸出冊数は町民ひとりあたり

８冊を超え、多くの住民に利用されています。 

 また、各種事業を実施しながら、子どもが本に親しむ機会を提供してきました。 

しかし、学校や役場等外部機関との連携体制が不十分であるとともに、個別計画がなか

ったために、計画的な事業展開が行われてきませんでした。 

今後は、外部機関との連携を推進するとともに、各種課題に対応して計画的に事業を展

開しながら、図書館としての機能を高め、役割を果たしていく必要があります。 

 

   イ）基本施策と具体的な取組 

 

基本施策 具体的な取組 

読書の普及・啓発

活動 

・発達段階ごとの「図書館だより」や「おすすめ本リスト」等の発行 

・「子どもの読書週間」や「読書月間（年４回）」に新たな事業を開催

し、本に親しむ機会を提供 

・スタンプカード事業や子ども塾における図書館事業の実施による読

書意欲の喚起 

・大型絵本の導入による読み聞かせの推進 

学校等との連携 ・調べ学習や教科指導を支援できる体制の整備 

・インターンシップ（職業体験）の積極的受け入れ 

・図書館職員を学校に派遣し、学校図書館の整理や読書活動を支援 

・新入学児童の図書館への登録推進 

読書環境の整備 ・除籍による蔵書更新の推進 

・図書館の利用やリクエスト方法等の効果的な周知 

・子どもの目を引きつける配架の工夫 

・職員の研修派遣によるレファレンスサービス等の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－17－ 



 

 ③ 保育所・幼稚園・学校等に対する読書活動の支援 

 

   ア）現状と課題 

 

 保育所、幼稚園から小中高等学校という各発達段階において読書習慣を身につけること

は大変大切なことです。特に、感性を育み、理論的に物事を考えたり、自分の考えや意志

を他者に伝達するなどの基礎的能力を習得するためには、この段階での読書活動が大変効

果的であることは言うまでもありません。 

 本町の保育所においては、保育に絵本を活用するほか、絵本コーナーを設置するなどの

取り組みを行っています。しかし、図書館からの配本冊数が少ないこと、図書に関する情

報が少ないことから、積極的な取り組みとはなっていません。 

幼稚園においては紙芝居や読み聞かせを積極的に実施するとともに、図書館からの配本

も行われていますが、保護者を通した家庭における読書活動の普及が課題となっています。 

各学校においては、「朝読書」を実施しており、地域のボランティアによる読み聞かせを

実施している学校もあります。しかし、図書館の蔵書が古くなり、また整理されていない

学校、新刊書購入に当たり選書に苦労している学校も見受けられ、町の図書館との連携に

よりその改善が図られると思われる課題も多く見受けられます。 

以上のことから、各保育所、幼稚園、学校と図書館との日常的な連携を図ることが急務

と思われます。 

 

  イ）基本施策と具体的な取組 

 

基本施策 具体的な取組 

保育所・幼稚園に

対する支援の充

実 

・配本内容の充実（冊数・大型絵本等） 

・保育所、幼稚園を通じた家庭における読み聞かせ等の推進 

小・中・高等学校

に対する支援の

充実 

・学校図書館（読書）担当教員との情報交換 

・図書館職員による学校図書館の選書や資料展示に関する助言や協力 

・教科指導等に町の図書館や蔵書を活用するための相談体制の確立 
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第３節 計画の推進                                

 

 本計画の推進にあたっては、以下の点に留意しながら平成 32 年度までに目標を達成す

ることを目指します。 

 

１ 新たな事業の実施にあたっては、既存事業の廃止（見直し）を前提とします 

 

２ 住民の主体性（みんながまちづくりの主人公）を育むことを目指します 

 

３ 学習する住民の輪（コミュニティ）をたくさんつくります 

 

４ 本計画を単年度の事業計画に反映させながら着実に推進するために、社会教育委員及

びスポーツ推進委員の会議においてその内容について協議・検討するとともに、進捗

状況についても確認作業を行います 
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■第８次清里町社会教育中期計画の策定について（諮問）
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■第８次清里町社会教育中期計画の策定について（諮問）
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■第８次清里町社会教育中期計画の策定について（諮問）

■第８次清里町社会教育中期計画の策定について（答申）

■第８次清里町社会教育中期計画

■第８次清里町社会教育中期計画策定委員会名簿

■第８次清里町社会教育中期計画策定委員会事務局名簿

■第８次清里町社会教育中期計画の策定について（諮問）

■第８次清里町社会教育中期計画の策定について（答申）

■第８次清里町社会教育中期計画策定の

■第８次清里町社会教育中期計画策定委員会名簿
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■第８次清里町社会教育中期計画の策定について（諮問）

■第８次清里町社会教育中期計画の策定について（答申）

策定の審議経過

■第８次清里町社会教育中期計画策定委員会名簿

■第８次清里町社会教育中期計画策定委員会事務局名簿

 

■第８次清里町社会教育中期計画の策定について（諮問）

■第８次清里町社会教育中期計画の策定について（答申）

審議経過 

■第８次清里町社会教育中期計画策定委員会名簿 

■第８次清里町社会教育中期計画策定委員会事務局名簿 

■第８次清里町社会教育中期計画の策定について（諮問） 

■第８次清里町社会教育中期計画の策定について（答申） 

 



平成２７年６月４日 

 

清里町社会教育中期計画策定委員会委員長 様 

 

清里町教育委員会 

委員長 石 井 幸 二 

 

 

第８次清里町社会教育中期計画の策定について（諮問） 

 

 

 清里町の社会教育を総合的かつ計画的に推進するため、第８次清里町社会教育中期計画

の策定について諮問します。 

 

 

記 

 

 

１ 策 定 期 間  平成２７年６月４日～平成２８年３月３１日 

 

２ 計画の期間  平成２８年度～平成３２年度 

 

３ 諮問の理由   

   現在、清里町の社会教育は「第７次社会教育中期計画（平成２３年度～２７年度）」

に基づき推進されています。 

   この間、社会情勢は急速に変化し、少子高齢化や情報技術の高度化、人々の価値観

の多様化等が進み、町民の意識、ライフスタイルにも大きな影響を及ぼしています。 

 本町においては、「第５次清里町総合計画（平成２３年度～３２年度）」が策定され、

「協働」「共生」「共創」の３つの方向性を基調に「自主自立のまちづくり」を推進し

ています。 

   また、教育を取り巻く環境は大きく変化し、学習課題は多様化しており、学校教育

と社会教育が一体となって取り組んでいくことが求められています。 

   こうした状況を踏まえ、第８次社会教育中期計画では、町民が生き生きと学びつづ

け、その成果がまちづくりに生かされるよう学習環境の整備に努めていかなければな

りません。 

   以上のことから、第５次清里町総合計画との整合性を図り、第７次社会教育中期計

画の反省評価を踏まえ、これからの社会教育推進のための指針となる計画を策定しよ

うとするものです。 
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平成 27 年 12 月 22 日 

 

清里町教育委員会 

委員長 石 井 幸 二 様 

 

清里町社会教育中期計画策定委員会 

委員長 柳 谷 克 彦 

 

 

第８次清里町社会教育中期計画の策定について（答申） 

 

 

 平成 27 年の６月４日付けで貴職より諮問のありました、第８次清里町社会教育中期計

画について、社会教育委員及びスポーツ推進委員、公募委員からなる策定委員会において

慎重かつ十分な審議を重ねてまいりました。 

 答申作成にあたっては、第７次清里町社会教育中期計画の反省と評価、そして教育を取

り巻く現代的課題を網羅しながら、策定委員研修会、４度の策定委員会、４つの部会によ

る部会協議を行ってきました。 

 本答申が、清里町の社会教育推進の基本的方向性を示すものとして計画策定に反映され

ることを願い、ここに答申いたします。 

 また、子どもを取り巻く読書環境整備の重要性の視点から、計画の一部を「子どもの読

書活動推進計画」といたしましたので、その取扱いについてもご配慮ください。 

 なお、計画の推進にあたっては、既存事業の廃止及び見直し等を行うことにより、集中

して効果的に実施にあたるとともに、単年度ごとにその進捗状況についても検証し、着実

に計画が遂行されることを願います。 
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第８次清里町社会教育中期計画策定の審議経過 

 

平成 27 年６月４日 諮問  

６月 29 日 第１回策定委員会 

・委員長、副委員長選考 

・専門部会構成 

・策定スケジュールについて 

７月 15 日 第２回策定委員会 
・計画の体系、基本的な考え方について 

・第７次計画の実績と評価について 

７月 23 日 策定委員研修会 

「いま求められている社会教育の役割 

～体験活動が育む子どもの心とからだ」 

講師～阿部 豊氏 

 （国立大雪青少年交流の家所長） 

８月 17 日 第１回学習環境部会 
・社会教育施設について 

・情報提供や広報活動について 

８月 21 日 
第１回幼少年育成・

子育て支援部会 

・子育て支援について 

・学童保育について 

・国際理解教育について 

・子どもの体験活動について 

８月 28 日 
第１回健康づくり・

生涯スポーツ部会 

・各種健康づくり講座について 

・トレーニング環境について 

・その他生涯スポーツ全般について 

９月１日 
第１回生涯学習・文

化・読書活動部会 

・各種学習、研修活動について 

・町民文化祭について 

・各種ステージ公演について 

・読書活動について 

10 月 13 日 
第２回生涯学習・文

化・読書活動部会 

・学習活動のあり方、手法について 

・文化活動の活性化について 

・子どもの読書活動について 

10 月 16 日 第２回学習環境部会 

・スポーツ推進委員の活動について 

・社会教育委員の活動について 

・その他学習環境全般について 

10 月 19 日 
第２回幼少年育成・

子育て支援部会 

・国際理解教育について 

・子どもの体験活動について 

・事業への参加促進方策について 

10 月 20 日 
第２回健康づくり・

生涯スポーツ部会 

・事業への参加促進方策について 

・合宿事業のあり方について 

・各種大会の 
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10 月 27 日 第３回策定委員会 ・専門部会中間報告 

1２月 14 日 第４回策定委員会 ・答申案の協議 

12 月 22 日 答申  

平成 28 年 2 月 16 日 

～2 月 29 日 
パブリックコメント  

 3 月 2２日 計画書の発行  



第８次清里町社会教育中期計画策定委員会名簿 

 

■委員長  柳 谷 克 彦（社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員長） 

■副委員長 浅 野 智 樹（スポーツ推進委員委員長） 

 

■幼少年育成・子育て部会 

部会長 横 川 千 春 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員 

副部会長 春 名 真由美 公募委員 

 谷 澤 新 一 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会副委員長 

 廣 島 優 二 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員 

 橘   恭 子 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員 

 伊 藤   舞 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員 

 石 井 正 幸 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員 

 吉 田 哲 也 スポーツ推進委員 

 坂 井 孝 次 スポーツ推進委員 

 森 田 有 哉 スポーツ推進委員 

 佐 藤   学 スポーツ推進委員 

 

 

■生涯学習・文化・読書活動部会 

部会長 太 田 昌 幸 スポーツ推進委員 

副部会長 澤 田 眞優美 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員 

 柳 谷 克 彦 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員長 

 伊 藤 一 夫 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員 

 増 子 博 康 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員 

 森 野 浩 幸 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員 

 大 平 直 人 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員 

 小 坂 まりも スポーツ推進委員 

 樫 村 祐 介 スポーツ推進委員 

 石 井 智 加 スポーツ推進委員 

 今 紺 拓 実 公募委員 
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■健康づくり・生涯スポーツ部会 

部会長 鈴 木 文 雄 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員 

副部会長 岩 崎   誠 スポーツ推進委員 

 加 藤 彰 祥 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員 

 石 井 勝 之 社会教育委員・生涯学習総合センター運営審議会委員 

 志 賀 盛太郎 スポーツ推進委員 

 浅 野 智 樹 スポーツ推進委員長 

 金 野 信 介 スポーツ推進委員 

 横 田 強 美 スポーツ推進委員 

 野 手 雄 太 スポーツ推進委員 

 小笠原 朱 美 スポーツ推進委員 

 

 

■学習環境部会 

部会長 柳 谷 克 彦 社会教育中期計画策定委員会委員長 

副部会長 浅 野 智 樹 社会教育中期計画策定委員会副委員長 

 横 川 千 春 幼少年育成・子育て部会部会長 

 春 名 真由美 幼少年育成・子育て部会副部会長 

 太 田 昌 幸 生涯学習・文化・読書活動部会部会長 

 澤 田 眞優美 生涯学習・文化・読書活動部会副部会長 

 鈴 木 文 雄 健康づくり・生涯スポーツ部会部会長 

 岩 崎   誠 健康づくり・生涯スポーツ副部会長 
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第８次清里町社会教育中期計画策定委員会事務局名簿 

 

 

■清里町教育委員会■ 

 

 伊 藤 浩 幸  生涯教育課長・生涯学習総合センター館長 

図書館長・郷土資料館長 

 

原 田 賢 一  生涯教育課主幹 

 

   小 林 正 明  生涯教育課社会教育グループ主査 

 

   井 田 淳 平  生涯教育課社会教育グループ主任 

 

   今 西 海 渡  生涯教育課社会教育グループ社会教育主事 

 

   菅 原 健 司  生涯教育課社会教育グループ主事 

 

 

■一般社団法人清里町スポーツ文化施設管理協会■ 

 

   坂 本 哲 夫  事務局長 
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第８次清里町社会教育中期計画
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第８次清里町社会教育中期計画 
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