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は じ め に

少子高齢化が急速に進む我が国は、１０年あまり先には、高齢者(６５歳以上)

の割合が、全人口の３分の１に届くと予測されています。また、高度情報化や

グローバル化が加速度的に進み、多種多様なヒト・モノ・コトが広範囲に、し

かも高速で相互に影響し合うことから、先を見通すことがますます困難な時代

へと向かいつつあります。

このため、人々の価値観が多様化するとともに、第二次大戦後の食糧難の時

代から長く続いてきた「物質的なものへの欲求・追求」から、個々人の自分ら

しさや自己実現を求める「精神的なものへの欲求・追求」へと、大きく変化し

てきています。このような時代であるからこそ、生涯にわたって学び続けるこ

とのできる地域社会の構築が求められるのであり、それを実現するための社会

教育の存在意義は一層高まっていると言えましょう。

倶知安町におきましても、町民一人一人がこれからの社会を、生きがいを持

って心楽しく過ごしていくために、個々の知的好奇心に応じて生涯にわたり学

習に取り組むことができる環境整備を図り、多様な学習機会を組織的・計画的

に提供する社会教育を推進していくことが求められています。

本町には、豊かな人材や貴重な文化財、そして恵まれた自然環境があり、近

年は、その自然環境を生かした国際観光都市として着実な成長を続けています。

今後も町民一人一人が、こうした環境のもとで生き生きと学び合い、心豊かな

人間性を育んでいくとともに、国際交流や地域間、世代間交流を進めながら、

伝統文化を継承し、新しい文化の創造にも積極的に取り組む「地域の国際観光・

交流都市を目指すまちづくり」を更に進めていかなければなりません。

それには、町民と行政が連携・協働して取り組んで行くことが重要であるた

め、この度、「信頼」「情操」「躍動」「希望」の４つをキーワードに据え、「生き

がいを求めてつながりあうまちづくり」を基本目標として『倶知安町社会教育

中期行政計画』を策定いたしました。令和２年度からの５年間は、「第６次倶知

安町総合計画」や「倶知安町教育大綱」を踏まえつつ、本計画に基づいて、関

係各位、関係機関のご協力を賜りながら事業を進めてまいります。

結びに、計画策定にあたり、ご尽力頂きました社会教育委員長 平野雄二 様

をはじめとする策定部会の皆様に深く感謝申し上げますとともに、本町社会教

育の振興・発展に更なるご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和 ２年 ３月

倶知安町教育委員会

教育長 村 井 満
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第１章

基本構想
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倶知安町社会教育中期行政計画策定について

１） 計画策定の意義

倶知安町の社会教育は、倶知安町総合計画、倶知安町教育目標に基づき、倶

知安町社会教育中期行政計画（平成２７年度～平成３１年度）を策定し推進し

てきたところです。

近年は、急速に進むグローバル化や高度情報化、少子高齢化など、私たちを

取り巻く環境は変化し、住民の価値観やライフスタイルも多様化しています。

このような中、新しい時代に即した知識、教養、技能を高めて、豊かで充実

した人生を送ることができるよう、住民のニーズを的確に捉えた社会教育の推

進が求められています。

さらには、町民一人ひとりが豊かで充実した人生を送るため、自発的な意思

で、生涯にわたり楽しく学習等が継続でき、その成果を適切に生かせる社会の

実現が求められています。

また、学習活動の成果を地域に還元するとともに、学びにより、構築された

人と人の強い絆を生かして、住民が主体となって、地域の課題を解決するため

の取組が一層求められています。

国や道の動向及びこれまでの計画の成果と課題を踏まえながら、今後５年間

の本町における社会教育の指針として、新たに社会教育中期行政計画を策定す

るものです。

２） 計画策定に向けての基本的な考え方

これまでの社会教育中期行政計画の成果や課題を踏まえ、変化を続ける社会

を背景に、倶知安町における社会教育の役割を検討してきました。町民一人ひ

とりが、生涯にわたり学習やスポーツ、文化、芸術等を通して、自己実現や生

きがいを持てるように「家庭教育」「少年教育」「青年・成人教育」「高齢者教育」

「スポーツ振興」「文化芸術」「文化財」「社会教育推進の基盤整備」の８つの領

域に体系化することで、本町の社会教育の現状と課題に対応した計画を策定し

ています。

事業については、毎年、効果などを検証するとともに、教育委員会議や社会

教育委員会議等で意見を伺いながら、必要に応じて内容を改善していくことと

するため、本計画には記載せず、事業評価シートで管理します。

３） 計画の実施期間

計画の実施期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。
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Ⅰ 計画の基本目標

信頼・情操・躍動・希望

生きがいを求めてつながりあうまちづくり

倶知安町は、豊かな自然環境に恵まれ、世界でも有数の豪雪地帯として知

られており、冬には豊富に降り積もる上質なパウダースノーを求めて、国内

外から多くの人々が訪れ、スキー場周辺地域をはじめ、市街地においても国

際色豊かな賑わいを見せています。一方で、少子高齢化、著しい社会情勢の

変化、社会のルール・マナーの希薄化などから、地域のつながりが薄れてき

たといった問題も認識されるようになりました。

そのため、本町に暮らす全ての人が、幸せを実感できる多様性への対応と

多文化共生を実現するためには、家族から隣近所、そして地域で「つながり

あう」ことがとても重要になってきます。

そこで、互いに協力し合うことや世代間交流などの推進として「信頼」を、

豊かな心の育成を図っていく意味として「情操」を、スポーツや健全健康、

町の活性化を表現して「躍動」を、町民それぞれが自己実現を目指していく

ということを「希望」とし、「信頼」「情操」「躍動」「希望」の４つのキーワ

ードをもって、生きがいを求めたまちづくりに積極的に取り組めるよう基本

目標を掲げました。
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倶知安町民憲章
わたくしたちの町倶知安は、自然美を誇る羊蹄山、ニセコ連峰のふもとにあり、きびしい風雪を

克服し、後志の中心として発展してきました。わたくしたちは、先人が困苦に耐えながら開拓して

きたこの郷土と、そのたくましい精神を受けつぎ、さらに住みよい町づくりを目指し、決意をあら

たにしてこの憲章を定めます。

１.仕事を工夫し、力をあわせ豊かな町をつくりましょう
１.郷土を愛し、教養をたかめ、文化の町をつくりましょう
１.自然をいかし、環境をととのえ、美しい町をつくりましょう
１.きまりを守り、親切に助けあい、明るい町をつくりましょう
１.未来に希望をもち、若さにあふれた、伸びゆく町をつくりましょう

第６次倶知安町総合計画 倶知安町教育目標

倶知安町社会教育中期行政計画（令和２年度～令和６年度）

倶知安町子ども読書活動推進計画

Ⅱ 倶知安町社会教育推進体系

【目指す町の姿（将来像）】

いつまでも住み続けたい町「くっちゃん」

第１節：家 庭 教 育 家庭の教育力向上を図る子育て支援

第２節：少 年 教 育 郷土に生きる力を育む少年教育

第３節：青 年 ・ 成 人 教 育 仕事と生活の調和を図る生き方の実現

第４節：高 齢 者 教 育 持続可能な生きがいづくりの推進

第５節：ス ポ ー ツ 振 興 生涯にわたるスポーツ振興

第６節：文 化 芸 術 文化芸術に親しめる環境

第７節：文 化 財 繋げよう文化財保護活動

第８節：社会教育推進の基盤整備 社会教育施設と社会教育体制の整備と充実

信頼・情操・躍動・希望

生きがいを求めてつながりあうまちづくり

たくましい開拓精神を受け継ぎ

豊かな北方の生活文化を創造し

伸びゆく倶知安町の町づくりをめざして

（令和２年度～令和１３年度）

倶知安町教育大綱
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第２章

基本計画
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第１節 家庭教育

家庭の教育力向上を図る子育て支援
【現状】
家庭教育は、すべての教育の出発点です。子どもが基本的な生活習
慣・生活能力、人に対する信頼感、豊かな情操、他人に対する思いや
りや善悪の判断などの基本的倫理観、自立心や自制心、社会的なマナ
ーなどを身に付ける上で重要な役割を担っています。
しかし、少子高齢化や核家族化、母子・父子家庭の増加などにより、
子どもたちを取り巻く環境や生活様式等が大きく変化しており、家
庭における教育力の低下が指摘されています。
こうした中、家庭内でのコミュニケーションが不足することなく、
すべての親が家庭教育を安心して行えるよう、家庭教育の自立性を
尊重しつつ、親の学びの機会や発達の段階に応じた子育てについて
の情報を提供するなど、地域社会が一体となって子育てを支えてい
く必要があります。
本町においても、家庭教育支援に関わる取組として、子育て講座の
実施や子育てサークルとの連携・協力を図っています。また、関係機
関との連携や情報の共有を行っています。

6



【課題】
・ 「子育て講座」は家庭教育の重要なポイントであり、取組や内容
の更なる充実を図る必要があります。
・ 関係機関や他部署との連携の強化を図ることが必要です。

① 家庭の教育力向上に主眼を置き、様々な角度からその方策を探
るため、親子での学習や親同士が集い学び合う機会の提供と支援
を行います。
② 子育て世代への学習機会や情報提供の充実に努めます。
③ 関係機関との連携と情報の共有を図り、地域全体で子育てを支
援できる体制づくりに努めます。

子育て講座『親子でリトミック』

絵本セラピストによる講演
『パパ・ママの読み聞かせ教室』

≪推進施策≫
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第２節 少年教育

郷土に生きる力を育む少年教育
【現状】
少年期は、親の保護の下、学校や地域での社会生活を通して、他者
との関わりが増える時期です。
近年、インターネットやＳＮＳ（会員制交流サイト等）の急速な発
達・普及により、子どもたちがトラブルに巻き込まれるケースが増加
し、ゲームが人格崩壊を招いていると言われるほどゲーム依存が大
きな問題になっています。
また、最近の児童生徒は、少年団活動や部活動、習い事などに時間
を割かれているとともに、地域の活動や行事の開催が困難な地域が
多くなっており、コミュニケーション能力の不足など、社会性が低い
ことに起因するいじめや不登校、人間関係上のトラブル等が懸念さ
れています。
このような現状を踏まえると、豊かな創造性を育み、社会の変化に
主体的に対応できる「生きる力」を持った子どもの育成のためには、
少年期に伸ばすべき資質や能力を確認し、「地域の子どもは地域で育
てる」との意識を持ち、家庭・学校・地域がより一層連携して対応し
ていくことが重要となってきます。
本町においては、国際色豊かな地域であることから、国際化社会に
対応したプログラムや地域の自然を生かした体験活動を実施し、「生
きる力」の基盤づくりを進めています。
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【課題】
・ いろいろなヒト・モノ・コトに実際に触れ、関わり合う「直接体
験」ができる事業の更なる充実が求められています。
・ 社会の変化に主体的に対応できる「生きる力」を養う必要があり
ます。
・ 家庭・学校・地域との連携や関係機関との協力が不可欠です。

① 郷土が誇る大自然の中でのさまざまな体験活動を通して、「知・
徳・体」の成長、「生きる力」の育成に努めます。
② 健全な青少年を育む世代間交流や、国際化社会に対応した事業
を推進します。
③ 子どもたちが自主性、社会性を身に付けるための事業の充実に
努め、将来を担う人材を育成します。
④ 家庭・学校・地域の連携を深め、子どもの安全安心を守り、子ど
もたちの健やかな成長を育んでいきます。

≪推進施策≫

ワンダーキッズ『ペットボトルロケットを作ろう』
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第３節 青年・成人教育

仕事と生活の調和を図る生き方の実現
【現状】
青年期は、自立心や協調心などが醸成され、余暇の時間を利用して、
趣味や関心に沿って仲間をつくります。社会参加の体験を通して、
精神的にも身体的にも、ひとりの人間として自立した大人へと成長
する時期であり、将来へのあらゆる可能性を持った年齢期でありま
す。
成人は、地域の中心的存在として、目標や課題意識を持って積極的
に活動し、能力を地域づくりに発揮することが期待されます。しかし
ながら、仕事や育児、介護など、家庭生活を支えていくために費やさ
れる時間が増え、学習する時間の確保や地域行事への参加が困難な
現状にあります。
さらには、地域社会への参画に関心が低く、わずらわしく感じてい
る人もいるため、地域社会へ一歩を踏み出すための機会の提供が求
められています。
本町では、公民館文化講座の開設や各団体・サークルとの連携・協
力を図り、サークル活動支援の充実と幅広い分野の発表の場の提供
を行っています。今後は、町民の学習ニーズや日常生活の状況を把握
して、より良い情報の発信や学習機会を提供し、青年・成人期の方々
の交流の場やネットワークづくりにも繋がるように取り組む必要が
あります。
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【課題】
・ 時代の流れや変化とともに町民の学習ニーズも変わっていくの
で、プログラムや内容の工夫が必要です。
・ 青年リーダーの育成や発掘、男女平等、ワーク＆バランス（仕事
と生活の調和）等の意識改革も同時に必要となってきています。
・ 外国人定住者も参加しやすい講座や、文化的な交流の促進が求
められています。

① 学習ニーズの把握に努め、魅力ある講座やグローバル社会に対
応した事業の推進に努めます。
② 関係団体やサークル団体との連携を強化して、学習機会の提供
に努めます。
③ 社会の一員としての自覚と責任感、社会性を身に付けて、住民の
共助によるまちづくりをする人材の育成に努めます。

ことばでつながるまちづくり事業
『町民向け英語教室』

≪推進施策≫

文化祭で展示された公民館講座受講者の作品
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第４節 高齢者教育

持続可能な生きがいづくりの推進
【現状】
平均寿命の伸長をはじめ、社会構造の変化により、独り暮らしや高
齢者のみの世帯が増える中、豊かな老後をどのように過ごしていく
かがこの時期の課題となっています。超高齢社会においては、定年退
職後の人材を社会貢献活動に生かしていくことなどが、持続可能な
地域社会を維持していく上で必要とされています。
健康で充実した高齢期を送れるよう、生きがいや健康づくりに関
する学習支援を行うとともに、高齢者の豊かな経験や知識、技能を生
かし、社会教育活動が実践できる機会や場を充実させることが大切
になります。社会に参加する喜びを深め、健康長寿の生活を送る上で
大切な生きがいを持てるボランティア活動の推進が望まれています。
本町においては、「倶知安町寿大学」における毎月の学習講座で、
教養や健康に関する学習のほか、研修旅行や宿泊研修を行うなど活
発な活動が展開され、心身の健康維持・増進と自己実現の達成に努め
ています。

脳と身体の活性化を図るレクレーション活動
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【課題】
・ 世代間交流や社会参加活動、ボランティア活動などの機会を確
保することが必要です。
・ 高齢者自身が健康で、生きがいを持って、主体的に地域に貢献で
きるような学習機会や情報の提供が求められています。
・ 高齢者の豊かな経験や、知識、技能を生かすため、先進的な活動
等の情報提供や人材ネットワークづくりなどの環境を整えること
が必要です。

① 関係機関と連携を図りながら、高齢者のニーズを把握し、時代の
変化に応じた生きがいを高めることができる学習機会の提供に努
めます。
② 長年培ってきた豊かな人生経験を生かせる交流活動や、ボラン
ティアなどの第三者のための活動を推進し、高齢者が生きがいを
持って生活できるような事業の推進に努めます。

倶知安警察署より講師を招いての特殊詐欺と交通情勢の講義

≪推進施策≫
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第５節 スポーツ振興

生涯にわたるスポーツ振興
【現状】
スポーツは、人生をより豊かにし、充実したものとするとともに、
人間の身体的・精神的な欲求にこたえる世界共通の人類の文化の
一つです。
心身の両面に影響を与える文化としてのスポーツは、明るく豊か
で、活力に満ちた社会の形成や個々人の心身の健全な発達に必要不
可欠なものであり、人々が生涯にわたってスポーツに親しむことは、
極めて大きな意義があります。
すなわち、スポーツは、体を動かすという人間の本源的な欲求に

応えるとともに、爽快感、達成感、他者との連帯感等の精神的充足や
楽しさ、喜びをもたらします。さらには、体力の向上や、精神的なス
トレスの発散、生活習慣病の予防など、心身の両面にわたる健康の保
持増進に資するものです。特に、高齢化の急激な進展や、生活が便利
になること等による体を動かす機会が減少している現代において、
生涯にわたり、スポーツに親しむことができる豊かな「スポーツライ
フ」を送ることには大きな意義があります。
本町においては、町技であるスキーを子どもから大人まで、町民の
誰もが気軽に楽しめるよう、旭ヶ丘スキー場の整備やリフト無料開
放日の設定、クロスカントリースキーの無料貸出しなどを行いなが
ら、普及・促進を図っています。
また、総合型地域スポーツクラブ「じゃが太スポーツクラブ」を立
ち上げ、スポーツ振興による住民の健康増進・予防医療・介護予防な
どを探っています。
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【課題】
・ スポーツに対する町民のニーズも変化していくので、事業の創
意工夫が必要です。
・ 町のスポーツ指導員や各スポーツ団体指導者の養成・確保が必
要です。
・ 各種スポーツの底辺拡大が必要です。

① 各種講習会やイベントの開催により、スポーツの基礎的技術や
体力の向上、健康づくりの推進に努めます。
② スポーツ団体や少年団活動などの支援及び指導者の発掘と育成
に努めます。
③ 誰もがスキーに親しめる環境の整備に努めます。
④ 関係機関や各スポーツ団体と連携を図り、様々なスポーツを体
験できる環境の整備とスポーツ全般における底辺の拡大に努めま
す。

≪推進施策≫

小学生ドッジボール大会の様子
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第６節 文化芸術

文化芸術に親しめる環境
【現状】
文化芸術は、生きる喜びや誇りを感じ、一人ひとりが心豊かな生活
を送るために、なくてはならないものです。文化芸術を通じて多様な
文化や価値観を共有し、人と人とが交流することは、お互いを認め合
うことができるまちづくりにもつながります。
地域全体で、文化芸術に親しむ環境をつくり、次世代を担う子ども
たちをはじめ、さまざまな人々が多様な文化芸術にふれる機会を充
実させ、豊かな心や感性、創造性を育む取組を推進していく必要があ
ります。
また、国際リゾート地として、様々な国の人が訪れ生活する本町に
おいては、多様な文化芸術にふれあい、楽しむことができる環境にあ
ります。そうしたことから、グローバルな視点による文化の発信が求
められています。

外国人にお茶を振る舞う茶道愛好会

花柳流紫扇会による舞踊『京人形』

16



【課題】
・ 公民館、美術館、風土館などで実施する講座やイベントに多くの
方に参加してもらえるよう、事業の工夫と効果的な情報発信を行
う必要があります。
・ 子どもたちや町民に、倶知安の歴史や、郷土の画家である小川原
脩の作品について、丁寧に伝える取組が必要です。
・ 文化活動を活性化するための取組が必要です。
・ 国際リゾート地として、文化芸術が多文化共生社会の形成に寄
与するように努める必要があります。

① 各施設の充実に努め、気軽に文化芸術に親しむことができる機
会や発表の機会の提供と、情報発信の強化を図ります。
② 美術館や風土館を活用した授業など、子どもたちが文化芸術に
より多く触れる機会を提供できるよう、関係機関や地域との連携
を強化していきます。
③ 世代や国籍を越えた人々が、多様な文化芸術に親しむ機会を提
供します。
④ 社会教育を通して、文化芸術を担う人材の育成に努めます。

公民館自主企画事業ミュージカル『あらしのよるに』

≪推進施策≫
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第７節 文化財

繋げよう文化財保護活動
【現状】
倶知安町には、羊蹄山やニセコ連山、大地を潤す豊かな雪と水、そ
して、その中で育まれてきた多くの歴史と文化があります。これら
自然・歴史・文化は、先人から連綿と受け継がれてきた財産であり、
多様な価値観や感受性を持った人材、地域を育む上でもかけがえの
ない源です。
本町は、旧石器時代や縄文時代のころから人々が暮らしており、現
在、町内の 22 か所に遺跡が確認されています。特に、一つの石から
カミソリのように薄い石器を連続して取り出す技術「峠下型技法」が
見出された峠下遺跡は、町の貴重な遺跡です。
また、町指定無形文化財「倶知安赤坂奴」、「羊蹄太鼓」は、保存会
の活動によって、指導者・後継者の養成や伝承事業が定期的に実施さ
れています。有形文化財「大佛寺の天井画」は、写真撮影による現状
記録を計画し、後世に残すべく取組を逐次進めているところです。

風土館に保管されている文化財『峠下遺跡』
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【課題】
・ 町指定の文化財をはじめとする歴史や遺跡・文化の伝承、育成支
援の拡充が必要です。
・ 町内外の多くの人に利用してもらえるよう、展示活動や調査、研
究、各種事業の工夫と、それに伴う文化財保護意識醸成のための啓
発活動が必要です。
・ 様々な写真や映像、資料等の記録事業の推進が必要です。

① 本町の歴史・文化を、次世代へ継承することと、その人材の育成
に努めます。
② 倶知安風土館、小川原脩記念美術館、公民館を文化の発信拠点と
してより活用してもらうため、文化、芸術、自然環境への関心を
高める教育活動の普及・啓発を図ります。
③ 風土館資料をより良く保存・活用するため、さらなる資料整理作
業（データベース化、デジタルアーカイブ化など）を進めます。
④ 外国語表記の充実と、利用しやすい施設となるよう環境の整備
を進めます。

≪推進施策≫

小川原脩記念美術館で行われた中学校の授業風景
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第８節 社会教育推進の基盤整備

社会教育施設と社会教育体制の整備と充実
【現状】
高度化・多様化する学習ニーズに対応するためには、公的機関によ
る学習活動だけではなく、個人や団体・サークルなどの主体的な学習
活動を積極的に支援するなど、社会の幅広い分野での学習活動を活
性化することが求められています。
このため、学習ニーズに柔軟に対応し、生涯の各時期において絶え
ず自己啓発を続けるための学習環境を整備することが求められます。
自発的に参加できる社会教育活動の場と機会の充実や、学習・情報の
拠点となる社会教育施設の整備充実に努める必要があります。
とりわけ、図書館は、地域の知の拠点であり、今後、利便性を考慮
しながら、速やかに創設に向けた取組に着手することが求められま
す。
本町には、公民館等の文化施設が５か所、総合体育館等のスポーツ
施設が８か所あります。日頃から、多くのサークル活動をはじめ、各
種団体による会合や講座、様々な鑑賞機会や学習成果の発表の場と
なっています。また、全道・全国規模の各種大会などが行われており、
町民のみならず、町外の利用者や観光客も多く利用されています。
しかしながら、設備の経年劣化が進んでいることから、町民が安全
でより快適に学習活動等を行うことができるようにするためにも、
適切な維持管理が必要となっています。
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【課題】
・ 関係機関、団体との相互の連携と協力を図る必要があります。
・ 誰もが、快適に施設を利用できるように、計画的な改修・修繕等
を行うことが必要です。
・ 社会教育関係者の資質や専門性の向上に努める必要があります。
・ 図書館の創設に向けた取組が必要です。

① 町民の視点に立った社会教育推進のため、関係機関、団体との
連携と支援を強化します。
② 社会教育施設の計画的な維持管理を行い、誰もが快適に施設を
利用できる環境の整備に努めます。
③ 社会教育関係者の資質や専門性の向上に努め、社会教育の推進
体制の整備促進を図ります。

多くの町民が利用している公民館図書室

≪推進施策≫
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資 料
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□第 1回社会教育委員会議（5月 30 日）
・講義：「社会教育中期行政計画」の策定に関する学習会について
・演習：合意形成の重要性の確認
【講師】後志教育局教育支援課社会教育指導班主査 河村 武司 氏

□計画策定にかかる諮問について（7月 18 日）

□第 2回社会教育委員会議（7月 24 日）
・現倶知安町社会教育中期行政計画の振り返りについて
事務局より現倶知安町社会教育中期行政計画の評価

・領域の設定と部会分け

倶知安町社会教育中期行政計画の策定経過について
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□第 3回社会教育委員会議（11月 27 日）
・現倶知安町社会教育中期行政計画の振り返りについて
現倶知安町社会教育中期行政計画の評価のまとめ

・次期倶知安町社会教育中期行政計画の策定について
現状や課題・意見などを踏まえ、事務局が計画のたたき台を作成
各部会に分かれ施策や文言について協議（グループワーク）

□第 4回社会教育委員会議（12月 18 日）
・次期倶知安町社会教育中期行政計画の策定について
各部会に分かれてグループワーク

□第５回社会教育委員会議（12月 27 日）
・次期倶知安町社会教育中期行政計画の策定について
各部会に分かれてグループワーク
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□第６回社会教育委員会議（1月 21 日）
・次期倶知安町社会教育中期行政計画の策定について
グループワークを終えた内容について教育局からの助言による修正
計画の全体像と表紙について協議

□第７回社会教育委員会議（1月 29 日）
・次期倶知安町社会教育中期行政計画の策定について
計画（案）について最終確認

□パブリックコメントの実施（2月 3日～2月 16 日）

□計画策定にかかる答申について（2月 18 日）
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諮 問 書

令和 元年 ７月１８日

倶知安町社会教育委員会議
委員長 平 野 雄 二 様

倶知安町教育委員会
教育長 村 井 満

倶知安町社会教育中期行政計画（令和２年度～令和６年度）の策定に

ついて（諮問）

令和２年度から令和６年度までの５年間にわたる「倶知安町社会教育中期行政計画」

の策定について、下記の理由により諮問いたします。

【諮問の理由】

本町における社会教育は、「夢・喜び・安らぎ～つながり支えあうまちづくり～」を基

本目標とした、倶知安町社会教育中期行政計画（平成 27 年度～平成 31年度）に基づき

推進してまいりましたが、この計画は、平成 31 年度をもって最終年度を迎えることか

ら、今般、新たな中期行政計画を策定することといたしました。

社会教育中期行政計画は、社会教育行政に関する総合的な計画であり、倶知安町総

合計画（令和２年度～令和 13年度）との整合性を持った中でとり進める必要がありま

す。

つきましては、現計画の反省・評価を踏まえ、次期の本町の社会教育推進の指針とな

る「倶知安町社会教育中期行政計画（令和２年度～令和６年度）」の策定にかかわり、社

会教育法第 17 条の規定により、社会教育委員の皆様に計画の立案について諮問いたし

ます。
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答 申 書

令和 ２年 ２月１８日

倶知安町教育委員会

教育長 村 井 満 様

倶知安町社会教育委員会議

委員長 平 野 雄 二

倶知安町社会教育中期行政計画（令和２年度～６年度）の答申について

令和元年７月１８日に倶知安町教育委員会から諮問されました「倶知安町社会教育中

期行政計画（令和２年度～６年度）」の策定について、別添のとおり策定しましたので

答申いたします。

本計画の策定にあたっては、倶知安町民憲章、倶知安町教育目標、第６次倶知安町総

合計画との整合性を図り、これまでの社会教育中期行政計画の成果や課題を踏まえ、変

化を続ける社会を背景に、本町における社会教育の現状と課題に対応した計画を策定し

ています。
本答申が教育委員会をはじめ、本町及び関係機関との連携・協力のもとに今後の行政

施策に十分活かされ、本町の社会教育がより一層推進されることを期待いたします。
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倶 知 安 町 民 憲 章
【昭和 45年 1月 15 日制定】

わたくしたちの町倶知安は、自然美を誇る羊蹄山、ニセコ連峰の

ふもとにあり、きびしい風雪を克服し、後志の中心として発展して

きました。わたくしたちは、先人が困苦に耐えながら開拓してきた

この郷土と、そのたくましい精神を受けつぎ、さらに住みよい町づ

くりを目指し、決意をあらたにしてこの憲章を定めます。

１.仕事を工夫し、力をあわせ豊かな町をつくりましょう

１.郷土を愛し、教養をたかめ、文化の町をつくりましょう

１.自然をいかし、環境をととのえ、美しい町をつくりましょう

１.きまりを守り、親切に助けあい、明るい町をつくりましょう

１.未来に希望をもち、若さにあふれた、伸びゆく町をつくりましょう
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倶 知 安 町 教 育 目 標
【昭和 56年 3月 17 日改訂】

たくましい開拓精神を受け継ぎ

豊かな北方の生活文化を創造し

伸びゆく倶知安町の町づくりをめざして

１.自ら知識や技術を求め、正しく判断して実践する町民の育成に

つとめる。

１.郷土の自然や文化を愛し、豊かな情操をもつ町民の育成につと

める。

１.運動やスポーツに親しみ、健全な心と身体をもつ町民の育成に

つとめる。

１.正しい勤労意欲を養い、産業や文化の発展につくす町民の育成

につとめる。

１.力をあわせ、尊敬と信頼を得る家庭や郷土を築く町民の育成に

つとめる。
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「 ス キーの町 」宣 言 文
【昭和 47年 12 月 20 日】

私たち倶知安町民は、雄大なる羊蹄、ニセコ連峰に抱かれて、

きびしい風雪にひるむことなく、幾代に亘ってこの地を開拓し、

豊かな郷土を培ってきた。

これは、酷寒、多雪の風土のもとにつちかわれた剛健な心身と、

たくましい意欲のたまものである。

今や雪は、町民の心身を育てると共に、郷土をスキーのメッカ

として大きく躍進させる天与の宝となりつつある。

私たちは、明るくたくましい雪国の生活を目ざして、スキーの

すべてを町民のものとし、スキーを通じて、たくましい心身を育

て、ゆたかな町づくりに資することを乞い願い、スキーを町技と

定め、ここに「スキーの町」を宣言する。
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倶知安町社会教育計画策定部会名簿

※◎は策定部会長、●は社会教育委員長、〇は社会教育副委員長

事務局
社会教育課

氏 名 担当策定部会

●平野 雄二

・家庭教育
・少年教育
・青年・成人教育
・高齢者教育

中川 亨

中村 寿樹

◎大河原 哲朗

北澤 彩女

初山 聡子

重田 稜太

◎〇千坂 昭一

・スポーツ振興
・社会教育推進の基盤設備

長谷川 誠

加賀谷 彰

冨田 浩嗣

◎〇小野 幸子

・文化芸術
・文化財

宮崎 作治

堀 敏久

森 由美子
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