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１．第２期訓子府町社会教育中期計画策定経過 

 

１．策定委員 社会教育委員 １２人（別紙名簿）  

２．部会構成 「社会教育部会」「文化芸術部会」「社会体育部会」の３部会  

※「社会教育中期計画」と同時進行で「読書活動推進計画」の策定があり、

社会教育委員の３人が読書活動推進計画策定委員となっていたため、社

会教育中期計画策定委員会には図書館部会を設けなかった。ただし、両

策定委員会の共通理解が図られ両計画への意見反映ができるように進

めた。 

３．討議方法 各部会において、それぞれの年代での社会教育活動についての話し合いを

行った。話し合い内容をホワイトボードに記載し、全体で共有する方法で

毎回話し合いを行った。 

３．策定経過 

日 程 項    目 内    容 

H31.2.12 第３回社会教育委員会議 中期計画策定概要説明 

R1.5.9 第１回社会教育委員会議 中期計画策定概要説明 

策定スケジュール 

R1.6.24 第２回社会教育委員会議 第１次中期計画反省評価 

R1.7.16 第 1 回事務局打合せ 策定スケジュール 

団体・個人アンケート調査票 

部会編成 

R1.7.22 第２回事務局打合せ 第 1 回策定委員会の進め方 

アンケート調査 

R1.7.26 第１回社会教育中期計画策

定委員会 

中期計画策定委員委嘱 

部会構成（社会教育・芸術文化・社会体育） 

第 1 次中期計画進捗状況（部会協議） 

アンケート調査の実施 

R1.8.9 第３回事務局打合せ 分野別重点事業 

共通テーマの設定 

第２回策定委員会の進め方 

R1.9.4～ 

9.30 

団体・個人アンケート アンケート実施（郵送） 

・団体調査 社会教育関係団体・サークル

103 団体 回収 80 団体（回収率 77.7％） 

・個人調査 18歳以上の町民の 1割 424 人

抽出 回収 148 人（回収率 34.9％） 

R1.9.6 第４回事務局打合せ 分野別重点事業シート作成 

分野別重点事業以外の記載 

R1.9.24 第２回社会教育中期計画策

定委員会 

第１回策定員会ふりかえり 

第 1 次中期計画進捗状況（部会協議） 

第２次中期計画重点項目（部会協議） 

読書活動推進計画策定委員会実施状況 
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日 程 項    目 内    容 

R1.10.31 第３回社会教育委員会議 読書活動推進計画策定状況報告（アンケー

ト集計結果報告、斜里町立図書館視察報

告） 

今後の図書館整備について協議 

中期計画アンケート集計結果報告 

R1.11.22 第５回事務局打合せ 将来像・基本理念・基本目標、アンケート

分析 

R1.11.29 第１４回教育委員会議 計画進捗状況報告 

R1.12.3 第６回事務局打合せ 将来像・基本理念・基本目標、アンケート

分析、計画素案づくり 

R1.12.16 第３回社会教育中期計画策

定委員会 

基本理念・体系・施策・計画素案づくり 

R1.12.18 第１５回教育委員会議 

第２回総合教育会議 

策定状況報告・意見聴取 

教育大綱 

R2.1.20 第４回社会教育中期計画策

定委員会 

第３回会議・教育委員会議・総合教育会議

からの意見による素案修正、計画原案検討 

R2.1.24 第７回事務局打合せ 計画原案づくり 

R2.1.28 第８回事務局打合せ 計画原案づくり 

R2.2.12 第５回社会教育中期計画策

定委員会 

計画案再検討、最終確認 

計画（案）完成 

R2.3 計画完成  

R2.3 教育委員会議 報告 

R2.3 計画書作成等作業 計画書印刷・製本、発行 

ホームページ掲載 

ダイジェスト版発行 
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２．訓子府町社会教育中期計画策定委員 

（任期 令和元年７月２６日～） 

№ 氏名 所属 住 所 備 考 

1 上野弘一 訓子府中学校 旭 町   

2 村口多加代 女声合唱団 東 町   

3 橋本憲治 町体育協会 大 町   

4 宍戸政彦 町スポーツ少年団本部 東 町   

5 柴田 隆 町スポーツ推進委員 日 出   

6 川戸洋子 図書館利用者 清 住   

7 森下智崇 図書館利用者 緑 丘   

8 荒沢美幸 公民館利用者 栄 町   

9 島貫 亨 町文化財審議委員 日 出   

10 佐藤直子 ボランティア団体 東幸町   

11 森下直治 町文化連盟 穂 波   

12 水留亜希 公民館利用者 福 野   
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３．個人調査（自由筆記内容） 

 

【問 10】上記設問以外に何かご意見がありましたら下の枠の中に簡単に書いてください。 

＜学習の機会について＞ 

・託児があればいつでも何でも参加したいです（文化的、スポーツ系の体験

活動など）。入園、入学していない子どもがいると難しいのでなるべくつけ

てほしいです。お願いします！！！ 

・現在はまだ働いているので、気持ちに余裕がありません。夜に出かける気

にもなれなくてー！子どもに経営をゆずってから少しずつ考えて行こうと思

っています。遅いかな！？ 

・スポーツセンター利用料金について（トレーニングルーム）、最近町外の

利用者が劇的に増え、町内の人が使用できるのを待つ又は使用できないとい

った状況が続いています。町外の利用者が増えることは良いことだと思う

が、町内の方が利用できなくなるのは話は別。利用料金を高くしたからとい

って町外の利用者が減るとは限らないが、せめて町内と町外の利用料金の差

はつけるべき。町外者３００円の設定を求めます。検討するだけでも良いか

ら一度話し合っていただきたい。色んな人からこういう話を聞くので。 

・数年前にはパーク場、スポセン等よく出かけましたが、身体に障害がある

ので、あまり出歩きづらく８０才に近くなりましたので、静かにしていた方

がいいかなと･･････ 

・年金と仕事している間はなんとか生活できるようだが仕事ができなくなる

と年金の一ケタ内ではどうような生活考えると外に出かけず終わるような気

がします。出ればお金がかかることだと思う。 

 

＜地域について＞ 

・地域にはリーダーがいない。人をリードできる人間がいない。口だけの人

は多くいる。いても表に出てこない。口だけの人が自分の損、得だけでその

人をつぶす。 

 

＜その他について＞ 

・役場職員の対応が悪い。町民が分からないことを教えてくれない。役所だ

からと言ってお高くいるのはいかがなものかと思う。 

・冬の除雪が遅い。朝、道があかなくて仕事に行けないときがある。休みの

日（土・日・祝日）などは特に遅く、昼過ぎても開かないときも。実践会に

住んでいるからといっても必ず除雪機を持っているとは限らないので本当に

困っている。 

・メイン道路や通学路にはなるべく木を増やして日陰を増やしてほしい。春

には桜並木が見られたらうれしいです。町にソーラーパネルは増やさないで

ほしいです。土に還らない有害物質をどうするのか、寿命がきたときの産廃

の観点からです。 
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・今住んできる所でもだんだん高齢者が多く、子どもは少なく、私もその仲

間になりつつあります。夕方になると近所の高齢女性が家に来てどうしたら

いいかわからないと何度か来られたことがあります。息子さんが帰られるま

でその方の家の前で待っていたことがあります。 

・娯楽センター（パチンコ店等）がない 

・車を使用しているうちはいいけど、町に薬局がないと老後不安になりま

す。老人ホームの拡大も必要になるのでは？ 

・地域限定では・・・町の事として・・・町の人口が減少している中。そし

て、年間３０人にも満たない近年の出生数．．．歴史ある地域の学校として

在る居小。学年のたった１割の子供だけが、ここで生まれ育つ者として育っ

て行くのか・・・全ての子供、保護者が望んで通っている訳ではありませ

ん！これまでの、そしてこれからの子供達を考えると・・・ずっと胸が苦し

いです。 
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４．団体・サークル調査（自由筆記内容） 

 

問１０．社会教育施設や社会教育行政への要望は何がありますか。（複数回答可） 

 １．施設の備品・・・・・・９団体 

    ＜公民館関係＞ 

・備品の老朽化 

・稽古に使うためのアンプなど 

・音響施設の改善。ハウラ音の解消（カラオケ時）→講堂 

・窯の温度がいっていではないため新しいのがあったらいいなと思うけ

ど、予算もあるから無理にとはいえない。 

・講堂のセンタースポットライトを新しいものにしてほしい 

    ＜スポーツ関係＞ 

・野外ナイター照明がある芝グラウンドがほしい 

・バッティングマシンの購入 

   ＜その他＞ 

・駅に冷房入れてほしい 

２．施設の整備・・・・・・７団体 

    ＜公民館関係＞ 

・調理室を車椅子対応 

・他団体と共有で良いので、楽器や楽譜を収納できて鍵がかかる部屋が

ほしい 

    ＜スポーツ関係＞ 

・アリーナの網が大きく卓球の玉やテニスのボールが通り抜ける 

・ロッジの老朽化、新設は無理だろうが、なんとかしてほしいと思いま

す。 

・活動時の室温（夏－暑すぎ、冬－寒すぎ） 

・照明器具 

・アリーナに設置のネットを小さい網に 

３．施設使用料・・・・・・・２団体 

・安くなればうれしい 

・１週間前にキャンセルしないと使用料がかかるのはきびしいものがあ

る。 

４．補助金の増額・・・・・・４団体 

５．指導者養成・・・・・・・８団体  

６．教室・講座の開設・・・・３団体 

・小学生対象とした教室の回数増のお願い 

・茶道ですが、社会人向けの講座を開設して欲しい。１９：００～でも 

７．集会・競技会・大会・発表会・展示会・講演会・公演等の開催・・・２団体 

 ８．その他・・・・・・・・・０団体 
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問１１．貴団体の最近の会員数の増減はどのような状況ですか。（○は一つだけ） 

 回答 団体

数 

割 合

(％) 

１ 増加している ５ ６ 

２ 減少している ３８ ４７ 

３ 著しく減少してい

る 
５ 

６ 

４ ここ数年変わらな

い 
３０ ３８ 

５ 無回答 ２ ３ 

 ５３％の団体が「減少している」「著しく減少している」と回答しています。 

 

問１２．問１１の理由はどのようなことが考えられますか。 

    ＜子ども関係＞ 

・子どもの減少／少子化（３） 

・少子化の原因の１つにあると思いますが、小学校の先生で剣道をされて

いる方が「居る」か「居ない」かで入団員数に大きく影響しています。 

・参加対象の子どもが未就学児までとなっている為、入園するとサークル

も卒業という風になってしまっている。参加する人が決まっていたので、

新しく参加しづらくなっている。 

・団員が減少していくにつれて補助金も減少。よって団費も増える。悪循

環をひきおこすため 

・中学年になると会員が減る 

・団体競技の増加 

 

＜高齢化関係＞ 

・年齢が高くなり、スポーツをやる人が少ない 

・高齢化で退会し、若い人（新しい）の参加が少ない 

・加齢による／高齢化に伴う減少／高齢化（１６）／年をとっていく人が

多いためです 

／年寄りが多くなったため 

・家族の送迎（特に農繁期）／家族の協力がないとやり続けるのが厳しい 

・会員の高齢化と若い人のスポーツ離れ／高齢による退会、新入会員がい

ない 

・病気／体力的に（足、腰の低下）／個人の体調や生活の変化など 

・会員の高齢化と関心がない（町民の方）。加入される方が居ない。 

・新しく入会する人がいないのと、現在の会員が高齢化しているため 

＜その他＞ 

・スキー人口の減少／競技者人口の減少（２） 

・年代により対象者が少ない。若年代に希望する人が少ない 

新規加入者の減少／若年者の加入が不足 
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新規加入者が不足（年齢別のチーム編成をできるだけの事務局に時間的な

余裕がない） 

・日々の練習の継続が困難で人数が増えていかない 

・仕事の忙しいときは月単位で休み、通えるときには来ることができるシ

ステム。辞める人もいるが、入ってくる人もいて維持できています。 

・口コミで広がっているけど、中々全員が集まることはない 

・民謡曲中心のサークルであり、必要な楽器（三味線）も高額なためだと

思います。 

・若い人の唄い手がいない。 

・入会する人もいますが、さまざまな事情でやめる人もいて、会員数はほ

ぼ横ばいです。 

・子どもの年齢があがるとともに忙しくなるため 

・茶道は日本の伝統文化であるが、敷居が高いと思われがちである。 

・そば打ちが上手になった人の退会（卒業） 

・会員の転勤、移動 

 

問１３．会員を増やす取り組みとして何か考えていることがありますか。 

・大会成績等の実績、勧誘等 

・オフシーズンに募集をする／随時募集 

・していない（１５） 

・特にないが、スキーの指導に携わる人の掘り起こしを地味にやるしかな

いと考えます。 

・ポスター作成等で周知する 

・会員同士、他の人に声がけをしている／会員それぞれの声かけ／ 

会員さんのクチコミです（今までもこれからも）／声かけなど努力してい

る 

口コミによる勧誘・・・特に取り組みは行ってません。／声かけはしてい

る。／ 

知人を誘う／会員が声かけしたり、ポスターなどで会員を募集している。

／ 

・農閑期の体験講座 

・お祭り、交通安全等の参加 

・初めて参加の場合でも交流しやすい雰囲気になるように手作り講座も続

けていく。子どもが中・高生など手を離れたお母さんたちにも入ってもら

い、育児で悩んでいるお母さんたちの話を聞いてもらったり、交流できる

場を作っていきたい。 

・冬季期間での活用 

・町内にポスターを掲示したり、まなプルに載せていただいたり、ミント

等に記事を出しています。 

・会員の知り合いなど飛び入り参加も受け入れる 
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・例会の見学等を奨める。とりあえず若い人の入会要す（４０～５０歳代

１名） 

・菊苗の無償配付 

・若い人が入りやすいよう何かと思いますが、各サークルの活動をもっと

町のおしらせなどで紹介していただけたらと思います。 

・新規転入者への勧誘 

・団では体験教室等を定期的に取り組んでおります。 

・声はかけるが、なかなか若い人は仕事、その他は踊りとなるとなかなか

難しい 

・４０代会員チームの編成を考慮 

・陶芸をやりたいと言う人がいればさそって一緒にやってみている。 

 

問１６．貴団体の活動や運営で普段から感じていることがありましたらご記入ください。 

  ＜施設の利用に関すること＞ 

・２階の窓のカーテンを使用するたびにしめたり開けたりするので考えてほし

い。 

・テーブルとイスの収納庫が狭すぎて、出し入れが非常に大変である。 

 

  ＜自分たちの活動に関すること＞ 

・社協ボランティアセンターの支援員からの助言や以来を受けながら自主的に

何ができるか・・・・・・を話し合いながら進めている。 

・みんなで運動すると楽しいし、がんばれる。ひとりでは運動はなかなか続か

ないのでサークルがあってありがたいです。 

・職業がそれぞれ異なる社会人野球チームのため、集まれる時間がバラバラ。

比較的に日曜日は集まれるが、野球場が大会等により使用できないなどあるた

め、平日夕方に使えるような照明があると良いかと感じています。 

・代表を見つけることがなかなかできず、続けていくか解散するか迷ってい

る。支援センターや「うらら」とはまた違う活動や、団体でなければ、このま

まずっと続けていくのも難しいのかなと思っている。自分が代表をやっている

間は、自分が楽しんでやっているのを見てもらって、とにかく子育ては楽しめ

るよ！と感じてもらえるように今はやっていくしかないなと思っている。 

・個人的な意見になりますが、三味線であれば他の地区（例えば北見他）と発

表会や対抗戦。他の楽器との発表会（ジョイントコンサート）。三味線和楽器

奏者のライブ（有名なアーティスト） 

・会員の人数はほぼ横ばいなのですが、出席人数が少なく、会の課題です。 

・解散も考えましたが、後１～２年と思いがんばっています。 

・子育てをしている人たちにもサークルに参加してほしい。託児所があったら

サークルにも参加しやすいのかもしれません。こんなことをいえばきりがない

のかもしれませんが・・・。子育てしている人にもいきぬきができれば

と・・・。 

・町の文化栄誉賞に関する推薦要綱を知りたい。 
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・会員を増やす方策がほしい。 

・大会等は遠方が多いため、町内バスの利用を少し増やしてほしい。 

  ＜町全体に関すること＞ 

・町の人口が増えること。 

 

 

問１７．町の社会教育について何かありましたらご記入ください。 

・女性の学習の場を広げてほしい。 

・稽古に使う器具が故障した時、気軽に直してもらえ、ありがたいです。 

・色々な教室など考えてくださりいつもありがとうございます。女の人は活動

している人が多いけれど、男の人（特に中高年）がもっと出てこられるものが

あるといいと思います。 

・スポーツセンター玄関横、西側に自転車置き場を設置してはどうですか。屋

根があり、雨に濡れることもなくなると思います。ぜひ検討してください。 

・以前、会議に参加しないと利用できないと文章であり、都合をつけて会議に

参加すると少人数。いざ利用すると団体数の多いこと。何故？？ 

・他の市町村との交流があればいいとおもいます。 

・他のサークル等の交流会、意見交換があったらいいかと思います。 

・町の職員が「めんどくさい」という言葉を言うのを辞めてほしい。 

 

 

 


