
第６回 社会教育委員会議 議案 
日時：令和４年５月１３日（金）18:30～19:30 

会場：芽室町役場２階会議室７ 

 

 

１ 開    会 

 

２ 委嘱状の交付 

 

３ 開会あいさつ   芽室町社会教育委員長 岩野 真志 

 

４ 報 告 事 項 

（１） 生涯学習課所管事務（事業）について（令和４年４月１日以降） 

（２） 令和４年度社会教育関係事業について 

（３） 令和４年度十勝社会教育委員協議会理事会について 

（４） 令和４年度北海道社会教育委員連絡協議会について 

（５） その他 

 

５ 協 議 事 項 

  （１）各種委員等の推薦について 

     ①芽室町生涯学習計画策定委員 

     ②芽室町教育振興基本計画策定委員 

     ③めむろ郷育・夢育応援団本部員 

  （２）その他 

 

６ そ の 他 

  （１）今後の日程について 

     ①第 42回北海道市町村社会教育委員長等研修会について 

      令和４年７月７日（木）～８日（金）  於 かでる２・７  

②第 61回北海道社会教育研究大会（留萌大会） 

      令和４年１０月１４日（金）   於 留萌管内（ZOOM によるリモート開催） 

     ③第 26 回十勝管内社会教育委員長等研修会 

      令和４年８～９月（予定）   於 芽室町 

     ④第７回十勝社会教育委員入門研修会兼第 51 回十勝管内社会教育委員研修会 

      令和４年１１～１２月（予定）  於 芽室町 

     ⑤令和４年度西部十勝社会教育委員研修会 

      時期未定     於 清水町 



     ⑥令和４年度十勝教育を考える集い 

      令和４年１０月（予定） 

  （２）今後の社会教育委員会議の開催予定について 

     ①第７回  令和４年９月上旬 

     ③第８回  令和４年１２月上旬 

     ④第９回  令和５年２月中旬 

     ⑤第１０回 令和５年３月中旬 

 

８ 閉会あいさつ   芽室町社会教育副委員長 島影 由里香 

 

９ 閉    会 

  



  

区　　分 所　属　等 備　考

やまかわ　 おさむ

山川 修

おざき としあき

尾崎 俊明

ささき まりこ

佐々木 眞里子

ふくい くにあき

福井 邦秋

よしの ふみとし

吉野 文智

しまかげ ゆりか

島影 由里香

いわの まさし

岩野 真志

さかもと みちよ

坂本 真智代

すずき おさむ

鈴木 修

しまの なつみ

嶋野 奈津美

さとう ひでき

佐藤 英樹

てしま せつこ

手島 節子

たかみち ゆたか

高道 豊

　※　任期　令和３年６月１日から令和５年５月３１日

学識経験者 再任

学識経験者 （公募） 新任

学識経験者 （公募） 新任

学識経験者 再任

学識経験者 再任

学識経験者 再任

学識経験者 再任

家庭教育関係 芽室町ＰＴＡ連合会 新任

学識経験者 再任

社会教育関係 芽室町文化協会 新任

社会教育関係 芽室町体育会 再任

学校教育関係 芽室町立芽室中学校長 新任

芽室町社会教育委員名簿

氏　　名

学校教育関係 芽室町立芽室小学校長 新任



報告事項１ 生涯学習課所管事務（事業）について（４月１日以降） 

   ４月 ５日（火） 令和４年度十勝社会教育委員協議会理事会出席 

            （於 各市町村 オンライン開催） 

   ４月 ７日（木） 北海道日本ハムファイターズＢ・Ｂみらい大志プロジェクト 

            めむろ魅力発信特別アドバイザー辞令交付式及び町内視察 

            （於 芽室町内全域） 

４月１２日（火） 指定管理者定例会議出席（スポーツ振興係） 

             （於 芽室町役場２階教委会議室） 

４月１８日（月） 第１回芽室町スポーツ推進委員会議開催 

             （於 芽室町役場２階会議室７） 

   ４月２０日（水） めむろ柏樹学園三役会議出席 

             （於 芽室町中央公民館２階図書資料室） 

   ４月２１日（木） 第３回芽室町文化芸術鑑賞会実行委員会議開催 

             （於 芽室町役場２階会議室８） 

   ４月２３日（土） 芽室ジモト大学講座「大学生と語ろうかい！」 

             （於 芽室町役場２階会議室７ほか オンライン開催） 

４月２５日（月） プール建設打合せ出席 

          （於 芽室町役場２階教委会議室） 

   ４月２６日（火） 令和４年度芽室町ＰＴＡ連合会総会出席 

             （於 芽室中学校） 

４月２７日（水） めむろ柏樹学園役員会議出席 

             （於 芽室町中央公民館３階視聴覚室） 

            指定管理者定例会議出席（社会教育係） 

             （於 芽室町中央公民館２階研修室） 

            令和４年度芽室町地域子ども育成連絡協議会第１回理事会開催 

             （於 芽室町中央公民館２階図書資料室） 

   ５月 ７日（土） 芽室町郷土芸能メムオロ太鼓保存会総会出席 

             （於 芽室町中央公民館３階視聴覚室） 

５月 ９日（月） プール建設分科会出席 

          （於 現場事務所） 

５月１１日（水） めむろ柏樹学園入園式開催 

          （於 芽室町中央公民館大ホール） 

         町営水泳プール安全祈願行事 

          （於 芽室町総合体育館敷地内） 

５月１２日（木） 家庭教育学級開講説明会開催 

             （於 芽室町役場２階会議室７） 

    

    



地域学校協働活動関係 

   ４月 ８日（金） 芽室小学校入学式駐車場誘導・あいさつ運動 

             （於 芽室小学校駐車場・児童玄関前） 

   ４月１１日（月） 芽室小学校新入生下校指導同行 

   ～ １３日（水）  （於 芽室小学校区） 

   ４月１４日（木） 芽室南小学校、上美生中学校担当コーディネーター挨拶 

             （於 芽室南小学校、上美生中学校） 

   ４月１５日（金） 芽室小学校参観日駐車場誘導 

   ～ １９日（火）  （於 芽室小学校駐車場） 

   ４月１８日（月） 芽室中学校担当コーディネーター挨拶 

             （於 芽室中学校） 

   ４月２０日（水） 芽室西中学校担当コーディネーター挨拶 

             （於 芽室西中学校） 

   ４月２１日（木） 芽室西小学校担当コーディネーター挨拶 

             （於 芽室西小学校） 

   ４月２６日（火） 上美生小学校担当コーディネーター挨拶 

             （於 上美生小学校） 

   ４月２７日（水） 芽室小学校ＰＴＡ役員会担当コーディネーター挨拶 

             （於 芽室小学校） 

   ４月２８日（木） 芽室中学校ＰＴＡ役員会担当コーディネーター挨拶 

             （於 芽室中学校） 

   ５月 ９日（月） 芽室小学校担当コーディネーター挨拶 

             （於 芽室小学校） 

   ５月１１日（水） 芽室西中学校ＰＴＡ役員会担当コーディネーター挨拶 

             （於 芽室西中学校） 

            上美生小・中学校ＰＴＡ役員会担当コーディネーター挨拶 

             （於 上美生小学校） 

   ５月１２日（木） 芽室西小学校ＰＴＡ役員会担当コーディネーター挨拶 

             （於 芽室西小学校） 

    



報告事項２ 令和４年度社会教育関係事業について 

 

担当 事業名
時　　　期

(予定)
備考

1 社会教育係 少年少女国内研修（岐阜県揖斐川町ほか） ７/26～29 小学校５～6年生

2 揖斐川町小学生国内研修受入
（H31上美生小　R2･3中止　Ｒ4芽室西小　R４芽室小　R５芽室南小）

８月下旬

3
地域子ども会育成連絡協議会事業
「夏フェス」「わくわく体験塾」

7月・10月

4 寺子屋めむろ「夏」「冬」
7/25～29

12/26～1/6 小学生3年生以上

5 野外体験事業「わんぱくキャンプ」（於　ネイパル足寄） 8/3～4 小学生

6 芸術鑑賞事業（親子、幼児・小学生対象） 11月頃 中央公民館

7 フレンドリーコンサート
(町内の小中高生＋社会人) 1/28 中央公民館

8 西部十勝野外活動体験事業
（小学校高学年＋リーダー中高生）
3/18～19
3/25～27

9
少年の主張
（R2中止  R３芽室中　Ｒ４上美生中　R５芽室西中）

未定 十勝総合振興局

10
ジュニアリーダーコース派遣
(R３芽室中  Ｒ４上美生中　Ｒ５芽室西中)

10月 ネイパル足寄主催

11 どさんこ☆子ども十勝地区会議
（H31上美生小・上美生中　R2中止　R3芽室西小・芽室西中）

10月下旬

12
少年文化賞等表彰事業
(推薦　～1月末）

3/4 中央公民館

13 文化芸術鑑賞事業 8/6 中央公民館

14 ふるさと歴史館「ねんりんフェスティバル」 12/4

15 全町書初め大会 1/7 文化協会主催

16 国際姉妹都市訪問団受入(学校訪問） 中止 R5再開

17 国際交流派遣事業「中学生派遣」
3/23～31
（予定）

アメリカ
姉妹都市ﾄﾚｰｼｰ市ほか

18 地域学校協働活動 通年

19 芽室ジモト大学 通年

20 ふるさと歴史館「ねんりん」の利用 通年

21 各種大会出場助成（文化活動分野） 通年

22 ＰＴＡ活動の支援（研修時のバスの手配等） 通年 ４単位PTA分

23 家庭教育学級の活動支援（補助金等） 通年

24 青少年健全育成協議会事業 通年

25 青少年健全育成協議会事業
三つの心運動「標語・ﾎﾟｽﾀｰ」ｺﾝｸｰﾙ

締切9月初旬



  

担当 事業名
時　　　期

(予定)
備考

26 社会教育係 青少年健全育成協議会事業
青少年健全育成町民集会

11月

27 ｽﾎﾟｰﾂ振興係 少年スポーツ賞等表彰事業 3/4 中央公民館

28 全町ゲートボール大会 6/25・26 健康プラザ

29 発祥の地杯ゲートボール大会 8/27～28 健康プラザ

30 チャレンジデー2022 5/25

31 ｽﾎﾟｰﾂ少年団の活動支援
　活動補助金の交付、バス借り上げ支援ほか

通年

32 芽室町スポーツ少年団交流会 2/25 健康プラザ

33
西部十勝スポーツ少年団母集団研修会
（Ｒ4芽室町）

未定

34 屋内ｽﾎﾟｰﾂ施設維持管理
・総合体育館、温水プール、健康プラザ

通年

35 屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設維持管理
・野球場、ｻｯｶｰ場、運動広場、テニスコートほか

5～10月

36 町営スケートリンクの造成維持管理 12～2月 芽室中ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

37 各種大会出場助成（スポーツ分野） 通年

38 ゲートボールの振興支援（講師の派遣等） 通年

39 北海道日本ハムファイターズ　B☆Bみらい大志プロジェクト 通年

40 北海道日本ハムファイターズ　フィジカルアカデミー 通年

41
北海道日本ハムファイターズ　ウォーキング
北海道ボールパークへ行こう　トークショー

42
北海道日本ハムファイターズ応援バスツアー
パートナー市町村PR

43 北海道日本ハムファイターズ　コミュニティ・スクール出前事業

44
北海道十勝スカイアース
雪中スポーツ祭、フットサル対決、子どもチャレンジ

45 北海道十勝スカイアース　サンクスマッチ

46 ヴォレアス北海道　バレーボール教室

47 北海道ハイテクアスリートクラブ　陸上教室

48 図書館係 芽室町図書館の運営 通年

49 読書感想文コンクール

50 学校図書館担当者会議 7月

51 図書館まつり 10/1



報告事項３ 十勝社会教育委員協議会理事会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項４ 北海道社会教育委員連絡協議会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項５ そ の 他 

  



協議事項１ 各種委員等の推薦について 

 

① 芽室町生涯学習計画策定委員                          

 

 

② 芽室町教育振興基本計画策定委員                        

 

                                         

 

                                         

 

                                         

 

                                         

 

 

③ めむろ郷育・夢育応援団本部員                         

 

 

 

協議事項２ そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 


