
平成23年度　　事務事業点検評価結果
(所管：社会教育課社会教育係）

施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

いきいきと学び 笑顔が広がるまち 〇あいさつ運動

創造性豊かな 　の奨励

まちづくり

つなげよう

学びの心

輝く未来へ

〇社教だよりによる
　周知

〇情報発信
　　ターミナル事業

〇転入者向け
　情報チラシ

今年度は小学生、中学生を対象にシ
ンボルマーク・標語コンクールを実施
し、児童生徒へあいさつの大切さを伝
えることができた。また、連合町内会
長に審査員になってもらい、町内会へ
の周知も図ることができた。
次年度以降も標語コンクールを行い、
あいさつの大切さを広げていきたい。

・広報誌を活用し、各種情報等につい
て周知・提供を行っている。
■紙面づくりにもっと工夫が必要であ
り、読んで興味を持っていただける構
成を検討していきたい。

・人と人とのコミュニケーションの第
一歩「あいさつ」があふれる町にする
ために、学校などに働きかけたり町
広報誌等により呼びかけを行う。

・いち早く小平町の社会教育を知っ
てもらい、町に親しんでもらえるよう
に転入者向けに、文化サークル名
簿や子育て支援情報を載せたパン
フレットを配布している。

継続

継続

・社会教育だよりとして町広報誌や
ＨＰに毎月掲載し、社会教育事業・
町歴史文化・図書室の新刊情報等
を紹介し、町民へ各施設や事業へ
の参加を呼びかけている。
・転入者向けに保健師情報とタイ
アップして、情報パンフを配付し、町
内の文化サークル名簿や子育て支
援情報等を周知している。

・社会教育施設におけるわかりやす
い情報コーナーを設置し、小平町の
情報発信源として行きたい。
・ＰＲボードの設置（文化交流セン
ター）
・町ＨＰの活用

・今まで雑多だった文化交流センター
内のポスター掲示を必要な物だけに
絞り、また見やすい場所にチラシ等を
おいた。今後更にわかりやすいレイア
ウトを考えていきたい。また、玄関入り
口にPRボードを設置した。

継続

・役場及び支所の窓口と連携し、転入
者向けパンフレットを手渡している。今
後も引き続き実施したい。

継続
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施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

〇世代間交流事業

共に学び合いが 〇学校支援
できるまち 　地域本部事業

〇生涯学習セミナー
(町PTA研究大会)
(子どもフォーラム)

〇子育てサポーター
　の育成

金子みすゞ記念館館長矢崎節夫氏を
招き「みんなちがって、みんないい。―
金子みすゞさんのうれしいまなざしー」
と題し講演会を行い、町内のみならず
留萌管内から140名を越す参加者が
集い、金子みすゞさんの詩から人と人
とのつながりやまなざしを変える喜び
を分かち合うことが出来た。
H24開催となるがPTAと連携し、実施し
ていきたい。

・各地区に子育てサポーターがいるこ
とで、若い母親が安心して子育てでき
る環境づくりに寄与している。
■今後も気軽に相談等を受けられる
サポーター養成に努める。

継続

・昔の遊び教室や、放課後子ども教
室において高齢者の指導者を活用
することにより、いきがいづくりや児
童生徒に思いやりの心をはぐくむこ
とを目的とする。

・子育て支援事業の実効ある推進を
図るため、子育てを卒業した経験を
活かし、若い母親の相談相手として
活動する「子育てサポーター｣制度を
設け、社会教育事業での子育て支
援策として活用している。
Ｈ23委嘱数～　3名

・町子連との共催によりおびらっ子クラ
ブの中で昔の遊び教室を実施し、世代
間交流を図っている。今後も引き続き
実施したい。

・多くの保護者が集う場に赴き、子
育てに関する講演会を実施し、子育
てへの関心を助長する。学校支援
地域教育協議会と町ＰＴＡ連合会と
の共催事業。
＊管内社教委員協、留施連との共
催事業
　１0月３0日　148名

・小・中学校とＰＴＡ、子ども会による
協議会が中心となり、生涯学習リー
ダーバンクに登録している人材の活
用や、新たな人材の発掘、また、講
演会を行い指導者の育成を図る。
学校派遣　56回　延べ講師数 59名
(H20～H22国の委託事業)

学校支援地域本部事業を実施したこ
とにより、以前より地域ボランティアの
活用が図られている。

関係者の
連携強化
により取り
組みも強
化

継続
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施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

〇子育て支援事業

〇小平町生涯学習
　リーダーバンク

（学校支援ボランティア）

〇放課後子ども教室
「おびらっ子クラブ」

・町内の優れた才能や技術を有する
人達をリーダーバンク登録してもら
い、学習意欲を持った個人・団体・学
校への指導を、ボランテイアとして活
用できる体制を整備している。また、Ｅ
メールやＦＡＸ・窓口において、いつで
も学習相談が出来る体制を整えてい
る。Ｈ23登録リーダー～　59名

・現在５９名の登録だが今後も引き続
き発掘、活用を図っていきたい。
■学校ニーズも取り入れ、学校支援地
域本部事業としての役割も担いたい。

・放課後子ども教室 （おびらっ子クラ
ブ）
放課後の子ども達の安全な居場所
確保対策として月一度の土曜日と
年数回平日に開設し指導員により
様々な体験学習を主体としてプログ
ラムを実施（Ｈ23～36回、延べ424名
参加）

・学校就業日の児童の居場所づくりと
して実施しているが、昔の遊びや科学
実験、自然体験など多種多様なメ
ニューを提供し参加者より好評を得て
いるが児童数の減少により参加者数
が少なくなってきている。

ＰＲを強化
して継続

・乳幼児を持つ保護者（特に若い母
親）が、同じ子育て中の仲間と集える
機会をもてることは、孤独になりがち
な母親にとって大変意義あることであ
り、小平地区に「子育てサロン」、鬼鹿
地区に「幼児あそびクラブ」が週1回程
度のつどいの場が設定されており、全
町対象に開催している「うちの子一番
クラブ」は、様々な体験や遊びができ
る場として開催され、多くの母と子が
ふれあう機会として月1回程度開催し
ており、保健福祉課と連携した事業で
ある。また、事業の円滑な実施を図る
ため、子育てサポーター及び保健師と
で事業の実施内容や子ども達の情報
交換の場として、支援ネットワーク会
議を設定し、月に1回程度協議を行っ
ている。
H23事業費～　224千円

・町内の乳幼児同士・母親同士の情報
交換や交流の場として定着してきてお
り、参加者からもくつろぎの時間を持
つ楽しみな機会として好評を得てい
る。
■利用する母親や支援サポーター等
との情報交換も密にしながら、よりよい
メニュー構成に努めたい。

継続

関係者の
連携強化
により取り
組みも強
化
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施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

〇図書環境の整備

豊かな心を育むまち 〇郷土文化・伝統
　芸能の保存・伝承

〇歴史・文化資料の
　収集・整理

育成強化
重点に継
続

・鬼鹿松前神楽
町無形文化財指定の郷土芸能であ
り、保存・伝承に努めている保存会
の活動を支援していく。
・おびら太鼓「麓龍」
ふるさと創生事業として結成された
郷土文化であり、子どもの育成団体
としても成果を挙げており、町文化と
して支援していく。
・にしん番屋まつり
国指定重要文化財「旧花田家番屋」
を活用しての歴史伝承的イベントで
あり、番屋のＰＲと観光施設としての
活用拡大を図るため開催支援して
いる。

・町指定文化財は、町の財産として重要
であり、保全していく責務があることから
も、保存会等の育成や伝承活動の支援
に努めている。
・おびら太鼓「麓龍」は、町独自の芸能
文化団体として、又青少年育成の活動
団体としても有効であり、自立した団体
としての存在感を尊重しながら、支援を
していく。
・「にしん番屋まつり」は町内唯一の地域
主催型イベントとして、観光面での貢献
度も考慮しながら、支援に努めている。

文化財と
しての保
全支援継
続

■文化・芸能の保存・伝承には、後継
者の育成や次世代への伝承が重要で
あるが、後継者確保に大きな課題を抱
えている。

・町内の貴重な歴史資料の収集を
図るとともに、史跡や埋蔵文化財・
化石資料の保存・整理を関係機関
や町文化財審議委員の指導・助言
をいただきながら努めていく。

・町の歴史・文化資料の収集・整理は重
要な責務と認識し、滅失・流失のないよ
う努めている。
・町内史跡の保全や貴重な遺構の文化
財指定なども町文化財審議会とも協議・
研究しながら計画的に進めている。

各関係団
体と連携
して継続

■収集資料の増加や埋蔵文化財資料
の保存には、適正な保管場所の整備が
必要であり、今後の大きな課題である。

・利用者のニーズを把握し、蔵書の
整備や情報提供を行う。
・図書室の利用を図るために町民文
化祭など人が集まるときに図書室ま
つりを開催し、図書室に親しむ機会
を提供する。
　(現在の蔵書数：10,977冊）

OPAC(オンライン蔵書目録)の整備
等、読書環境の整備を行い、あわせて
「本を探す」ことに必要なメディアと情
報の活用力の育成に努める。各学校
や鬼鹿公民館、達布アゼリア文庫と連
携し、図書の有効活用を図る。
また、道立図書館からの大量貸出等
の利用も行う。
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施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

〇舞台鑑賞事業
(サポーターズクラブ）

〇子ども対象
芸術文化事業

〇登り窯・陶工房
活用事業

継続

・幼児から中学生に至るまで、素晴ら
しい生の芸術に触れる機会や町内文
化の体験機会等を提供し、感受性豊
かに成長することを支援する。
・児童生徒鑑賞事業
H23年は愚安亭遊佐一人芝居公演を
行った。（参加者数　173名）中学生対
象
・どろんこ教室
土をいじる喜びと創造性を養うため、
町内陶工房において、幼児対象として
実施(園児19名参加)
・子ども書初め大会（20名参加）
・子ども下の句カルタ大会 （24名参
加）
・町民俳句大会　等
伝統文化的行事に親しむことで、心の
健やかな成長を期待する。
・化石発掘体験
学校授業とタイアップして、化石の宝
庫としての郷土理解や、古代の歴史
を学ぶ機会として実施。　(中学生23
名、小学生28名参加)

・文化センターや陶工房、更には町内
に点在する史跡など、恵まれた環境を
活用しながら、日本古来の文化行事
や芸術に触れ合うことで、感性を高め
創造力豊かな成長支援に寄与してい
る。
・化石発掘体験は、学社連携事業の
一環として進めており、古生代と新生
代それぞれの時代を学習できる環境
にあることを生かした事業として、生き
た学習にもなっている。
■書き初めやカルタ等の参加者が減
少傾向であり、学校等との連携を高め
ながら、古来からの文化に触れる機会
を一層設定する必要がある。
■学社連携事業としての化石発掘体
験は、学校授業における郷土学習とし
ても有効であり、他にも地元素材を教
材として使用することは、今後も様々
な取り組みとして期待される。

継続

・登り窯・陶工房運営支援
両施設は陶芸施設運営実行委員会
を指定管理者として運営管理委託し
ており、健全な運営と活用ができる
よう支援している。

・23年度は指定管理者の改定年、運
営しやすいよう条例改正を行なった。
町内利用者の底辺拡大をはかる必要
があるため今後も側面より支援してい
く。

継続

・サポーターズクラブ
文化交流センターでの舞台芸術事
業を企画・運営することを目的に設
立され、町民に生のステージ観覧機
会を届けている。
Ｈ23企画数～6本実施

・文化交流センターステージの有効活
用策を企画し、様々なジャンルの生の
舞台を提供し、町民を始め町内外から
も高い評価を得ている。
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施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

継続

〇読書ボランテイア
　の養成

〇おはなし会

〇ﾌﾞｯｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

〇ブックスタート事業 ・乳幼児検診時に絵本1冊を渡し、
読み聞かせや子育て支援事業につ
いての情報提供を行う。
Ｈ23～年6回配本、対象者19名
事業費　17千円

・子どもの読書離れを解消し、就学後
の学力向上につながっていく基本事業
であり、効果は大きい。
■幼児の成長にとっても、効果は大で
あり、特に読み聞かせを重視したい。

継続

絵本の読み聞かせを行うことによ
り、絵本や本などの楽しさ素晴らしさ
を感じてもらう。
・おはなし会　5月7日　約20名
　絵本作家ひだのかなよさんによる
絵本読み聞かせを実施
・子育てサロンでの読み聞かせ　毎
週木曜日
・小学校での読み聞かせ　１回開催

道立図書館との共催事業により開催
し、本の面白さや楽しさを体験すること
ができた。
■今後は読書ボランティアを活用し、
学校での読み聞かせの回数を増やし
ていきたい。

継続

多くの子どもが集う学校で、沢山の
本にふれる機会を提供し、読書意欲
の喚起を促し、本の楽しさや素晴ら
しさの理解を深める。
　時期　11月28日
　対象　小平、鬼鹿小学校

道立図書館との共催事業により開催
し、本の面白さや楽しさを体験すること
ができた。
■今後もこの事業に限らず読書に親し
むきっかけづくりをしていきたい。

継続

○小平町文化協会
事業

・町文化協会育成
町民文化の振興と、各種文化サークル
の育成のため設立・運営されており健全
な活動支援を行っている。(26団体)

・自主的活動を目指したいが、高齢化
が進んでおり、若いサークルも少なく、
なかなか進まない。総会や会議運営
の方法も検討しなければいけない。

・ブックスタート事業のフォローとし
て、乳幼児の集まる機会に絵本の
読み聞かせを行い、絵本等の素晴
らしさを啓発しているが、図書室職
員主体からボランテイアによる実施
を目指す。

・絵本の読み聞かせ会は、図書室の
利用拡大を図る上でも有効であり、絵
本と触れ合う親子も増えてきている。
■読み聞かせボランテイアが少なく、
図書室職員主体であるため、今後育
成に努めたい。

継続
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施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

〇読書感想文ｺﾝｸｰﾙ

自立した活動が 〇姉妹都市
できるまち 少年少女交流事業

〇小平町婦人会議

〇小平町成人式、
　成人のつどい開催

・町内で成人を迎える若者が大人に
なる節目を祝うとともに、成人として
の自覚と責任を促し、故郷への貢献
意識の高揚を図ることを願い開催し
ている。
Ｈ23～24名参加

・毎回、対象新成人の大半が参加され
ており、故郷で両親や仲間達とともに
祝えることは、町にとっても意義深い
事業である。
■町内在住者が少ないので、つどいを
企画運営をすることは難しい。社会教
育が後押ししながら実施したい。

継続

・姉妹都市少年少女交歓交流
姉妹都市「小平市」との相互交流に
より　それぞれの理解や広い見識を
身に付けてもらい、大きな成長を期
待して実施
（Ｈ23～参加者12名）

・姉妹都市との交流は、子ども達にと
り大変意義ある社会体験であるが、児
童数の減少等により、参加者数も減少
しているのが現状である。

大都市と
の交流体
験は今後
も重要で
ある■姉妹都市交流は、小平町の実態を

踏まえ、大都市である小平市との
ギャップを検証したなかで、相互理解
のもと検討する必要がある。

・小平町婦人会議
各産業団体女性部と町内会婦人部
の参加により構成され､交流や親睦
を深めながら活動を行っており、男
女共同参画理念から、社会参加・地
位向上対策としての目的ももって事
業を展開している。
・小平町レデイースセミナー開催
・女性レクリエーション交流会開催
（セミナー：50名、交流会：60名参加）

・婦人活動の活性化を図るために、交
流の輪を広げながら学習意欲を高め
る機会を設定しており、町内婦人の社
会参加意識の効用に寄与している。
■各団体ともに、人数減少等により活
動が停滞傾向であり、活性化を図るた
めにも尚一層の支援が必要である。

自立へ向
け支援継
続

・コンクールを行なうことにより、読書
意欲の高揚と読書機会の拡充を図
る。

・読書意欲の向上に効果大である。
■今後図書室とも連携を図り、読書を
習慣づけていきたい。

継続
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施策名 基本事業名 個別事業名 事業内容 点検・評価と課題
今後の
方向性

〇各種講座・講演会
　の開催

〇社会教育委員活動

〇文化財審議会委員
　活動

・委員数～5名以内
・任　期　～2年

　社会教育委員は法定設置であり、
社会教育の実効性ある推進に向け
た、事業・計画等を点検し、意見を
述べる責任を有する。現在の定数
は10名であり、各団体や学識経験
者・有識者により構成されている。
任期は2年。

・委員数～委員長1名、委員9名
・社会教育委員会議　　　　2回
・研修会（管内・道内）　　　3回
・町内各種事業参加

設置の趣
旨に則り
活動強化

　審議会は町文化財保護条例に基
づき、教育委員会の諮問機関として
設置され、文化財の保全・保護に対
する意見や町文化財に指定する場
合には、妥当か否か諮問をうけ、答
申する権限を有する。

・委員数～委員長1名、委員4名
・文化財審議会委員会議　　1回

設置の趣
旨に則り
活動強化

・成人講座の開催
町ＡＬＴの活用による「英会話教室
（35日実施）」と社会教育職員による
「古文書講座（9日実施）」を開催し、
成人層の学習意欲の喚起に努めて
いる。（2講座延232名参加）

・ＡＬＴ及び歴史民俗に精通している職
員を活用した学習講座として2講座を
開設しており、参加者からは貴重な学
習機会として好評を得ている。
■開設講座は現在2項座であるが、今
後は現代的課題をテーマとした講座も
開設していきたい。

継続
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