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は じ め に 

 

 

 近年の留寿都村を取り巻く社会情勢は、人口減少、高度情報化、国際化などにより

急激に変化しており、私たちの暮らしに大きな影響を与えています。 

これらの社会の変化に対応するためにも、村民一人ひとりが生涯を通じて学習に取

り組み、課題を解決する力を身に付けるとともに、地域全体で子どもの成長を支える

ことが求められており、その支援を行う社会教育の役割はより一層重要となってきて

おります。 

こうしたことから、第４期留寿都村社会教育中期計画の成果を踏まえ、本村の現状

と課題を整理したうえで、今後の施策の方向性を定めるたに、基本理念を「学びあい、

高めあい、響きあい」、推進目標を人づくりに据えた「第５期留寿都村社会教育中期計

画」を策定しました。 

今後は、本計画を本村の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、関係団体及び村民の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。 

むすびに、本計画の策定にあたり、ご多忙の中、度重なるご審議をいただきました

策定委員の皆様のご尽力に心から感謝とお礼を申し上げます。 

 

 

令和３年２月 

 

                       留寿都村教育委員会 

                  教育長  土 生 敏 明 
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第１章 計画について 

 

 

第 1節 計画策定の趣旨 

   留寿都村では、これまで４期にわたり留寿都村社会教育中期計画を策定し、本

村の社会教育を推進してきました。 

   現在、人口減少及び高齢化は地域の重要な課題であり、急速な技術革新及びグ

ローバル化の進展は村民の生活環境に影響を与えています。 

 これらの社会変化に対応し、地域の課題解決を図るためには、村民一人ひとり

が主体的に学習し、その成果を生かして活躍できる環境整備が重要であり、また、

地域と学校が協働し、地域全体で次世代を担う子どもたちの成長を支えることが

求められています。 

 「第５期留寿都村社会教育中期計画」は、これらの状況を踏まえて、今後の本

村における社会教育を推進するために策定するものです。 

 

 

 第２節 計画の役割 

   第５期留寿都村社会教育中期計画の役割は、留寿都村民憲章及び留寿都村教育

目標を踏まえ、第６次留寿都村総合計画を実行するため、国が定める「第３期教

育振興基本計画」「文化芸術推進基本計画」「第２期スポーツ基本計画」や北海道

が定める「第３次北海道生涯学習推進基本構想」「第２次北海道青少年健全育成

基本計画」等との整合性を図るとともに、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に配

慮した、本村の社会教育の推進に関する基本的な方針を定めることです。 

 

 

第３節 計画の期間 

   計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 
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 第４節 計画の基礎となる指標 

１．留寿都村民憲章 

わたしたちは、羊蹄のふもと、緑と白雪の高原留寿都の村民です。 

わたしたちは、きびしい風雪に耐えて郷土の礎をきずいた、たくましい先人

の労苦と豊かな自然の恵みに感謝し、たがいのしあわせと限りない留寿都村の

発展を願い、この憲章を定めます。 

１ 心とからだをきたえ、明るくたくましい村民になります 

２ 誇りをもって仕事にはげみ、楽しい家庭をつくります 

３ きまりを守り、互いに助け合って、住みよい村をつくります 

４ 子どもの夢と若い力を育て、活力に満ちた村をつくります 

５ 文化を高め産業をのばし、未来をひらく豊かな村をつくります 

（昭和 52 年７月８日制定） 

 

２．留寿都村教育目標 

 目  標   実践目標 

自分から進んで学び実践力のある

視野の広い人になろう 
 

・生涯、学習を続けよう 

・広い視野を養おう 

・実践力を身につけよう 

力を合わせてよい社会を作る人に

なろう 
 

・強い責任感をもとう 

・強い正義感をもとう 

・協調性を養おう 

郷土と自然を愛し、豊かな心を持

った人になろう 
 

・郷土をよく理解しよう 

・自然に親しもう 

・思いやりの心を育てよう 

心も体も健康な、明るくたくまし

い人になろう 
 

・健康の維持増進を図ろう 

・明るい生活を作ろう 

・たくましい心を鍛えよう 

 （昭和 63 年３月制定） 

※令和２年度策定の留寿都村教育大綱に掲載 
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３．第６次留寿都村総合計画 

基本目標 

１．村に活気を生み出します 

２．安全・安心を確保します 

３．個性を大切にした人づくりを進めます 

４．定住先として選ばれる村にします 

５．環境先進地にします 

６．健全で創意工夫に満ちた行政運営に努めます 

 

４．持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、平成 27 年９月の国連サミットで採択さ

れた「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された平成 28 年から

令和 12 年までの国際目標です。 

持続可能な世界を実現するための17のゴールと169のターゲットから構成さ

れ、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。ＳＤＧｓは発展

途上国のみならず、先進国も取り組むべきユニバーサル（普遍的）なものであ

り、本村の社会教育の推進においても、ＳＤＧｓの理念に配慮した施策の実施

に努める必要があります。 
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第２章 計画の目標と施策 

 

 

第 1節 計画の基本理念と推進目標 

１．基本理念 

    ・学びあい、高めあい、響きあい 

 

  ２．推進目標 

・心身の健康を養うとともに、自己の可能性を伸ばし、豊かな人生を送るた

め、生涯にわたり学び、活躍する村民を育む 

・社会の変化に対応するとともに、他者を尊重し、多様な人々と協働するこ

とで、地域の課題解決に寄与する村民を育む 

 

 

 

写 真 
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第２節 家庭教育 

現状 １ 

・未就学の子がいる世帯への学習機会の提供は、子育て支援センターが中心に行って

います。 

・社会状況や家庭環境の変化等により、家庭教育に関する課題が多様化しています。 

・子育て中の世帯は、子育て、仕事や家事等に時間を割かれ、親子で過ごす時間を十

分に確保できないことが多い状況です。  

課題 ２ 

・子育て支援センター等の関係機関と連携し、家庭教育支援を充実させる必要があ

ります。 
・保護者に対する学習機会や情報を提供する必要があります。 
・親子が一緒に過ごすきっかけづくりが求められています。 

施策 ３ 

・関係機関と連携し家庭教育支援に資する情報提供に努めます。 
・保護者に対する学習機会の提供を図ります。 
・親子が共に過ごすきっかけづくりに努めます。 

評価指標 ４ 

・関係機関との連携実績 
・学習機会の提供実績 
・親子が共に過ごすきっかけづくりの実績 

※評価について…アウトカム（成果）は、測定が難しく、評価ができないため、アウトプット（実績）で評価 

 を行うこととしますが、事業の実施にあっては、アウトカムを常に意識して取り組むものとします。 
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第３節 青少年教育 

現状 １ 

・青少年の生活体験や自然体験の減少による主体性や社会性の未発達、コミュニケー

ション不足による人間関係の希薄化が進んでいます。 

・成長した時に地元に戻ってこない子どもが多い状況です。 

・情報通信技術の発展により、ゲームやインターネット等に触れる機会が増えています。 

・子ども達が集まり勉強する場所がありません。 

課題 ２ 

・次代を担う青少年が多様な多世代交流や体験活動ができる環境づくりが必要です。 

・地域全体で子どもを育てることにより、子どもの地元への愛着を育み、魅力を感じさせ

ることができる環境づくりが求められています。 

・子どもが、情報を取捨選択する判断力、自らの意見を持つこと及び情報通信技術に関

係するトラブルから身を守る力を身に付けることが大切です。 

・学校以外の場で勉強できる環境づくりが求められています。 

施策 ３ 

・青少年が、主体性やたくましく生きる力を身につけるために、様々な世代の人々と積

極的に関わる体験活動等の充実を図ります。 

・地域全体で子どもを育てる環境整備を図ります。 

・情報通信技術との付き合い方についての情報提供に努めます。 

・学校以外の場で子どもが集まり学習できる環境整備を目指します。 

・体験活動の実施実績 
・地域全体で子どもを育てる環境の整備実績 
・情報提供の実績 
・学習環境の整備実績 

評価指標 ４ ※評価について…アウトカム（成果）は、測定が難しく、評価ができないため、アウトプット（実績）で評価 

 を行うこととしますが、事業の実施にあっては、アウトカムを常に意識して取り組むものとします。 
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第４節 成人高齢者教育 

現状 １ 

・人口減少・高齢化により、地域の活力が衰退することが予想されます。 

・医療の進歩等により平均寿命の伸長が予想されることから、生涯にわたり活躍するた

めに、社会人の学び直しが重要です。 

・住民が学習した成果を生かす場が少ないため、学習への意欲を持ちにくい状況です。 

・外国人居住者が増えているが、地域住民との交流が進んでいません。  

課題 ２ 

・住民が活躍し、多くの世代と交流することで地域づくりを図ることが求められています。 

・年齢等に関係なく、誰もが生涯にわたり学び続けることができる環境が必要です。 

・住民が学習の成果を地域で生かすことにより、学習の継続及び地域の活性化を図るこ

とが大切です。 

・国籍や民族などが異なる人々が地域社会の構成員として共に生きていく環境づくりが求

められています。  

施策 ３ 

・住民の社会参加の促進と多世代交流による地域づくりを支援します。 

・誰もが生涯にわたり学び続けることができる環境整備に努めます。 

・住民が学習した成果を生かす場の充実を図ります。 

・外国人居住者と地域住民が交流し、相互理解を図る機会の提供に努めます。  

・社会参加の促進及び地域づくりの支援実績 

・学び続ける環境整備の実績 

・学習成果を生かす場の実施実績 

・外国人居住者と地域住民の交流機会の提供実績  

評価指標 ４ ※評価について…アウトカム（成果）は、測定が難しく、評価ができないため、アウトプット（実績）で評価 

 を行うこととしますが、事業の実施にあっては、アウトカムを常に意識して取り組むものとします。 

9



第５節 文化芸術の振興・公民館活動 

現状 １ 
・豊かな人間性や創造性を育む文化芸術に触れる機会の少ない住民が多い状況です。 

・人口減少及び高齢化の進展により、文化芸術団体の会員数が減少しています。 

・公民館の利用者数は、年間延べ10,000人程ですが、定期的に利用する者は固定化されています。 

・公民館図書室の利用者数は、年間延べ800人程で、利用者数は年々増加しています。 

・公民館が老朽化しています。  

課題 ２ 
・住民が文化芸術に親しみ、理解を深めることで、住民の文化芸術に対する意識を高揚させるこ

とが大切です。 

・文化芸術団体の活動が活発になるよう支援するとともに、活動に関わる住民を増やすことが求

められています。 

・生涯学習を通じた地域の活性化のため、公民館に人が集まる環境づくりが必要です。 

・住民の生涯学習を支援するため、読書環境をより充実させることが求められています。 

・公民館の維持管理が必要です。  

施策 ３ 
・芸術鑑賞の機会の提供及び文化芸術活動の普及に努めます。 

・文化芸術団体の活動支援及び魅力を発信する発表機会の充実に努めます。 

・主催事業及び貸館業務を通じて、公民館の利用促進を図ります。 

・公民館図書室の蔵書の充実及び読書普及活動を推進します。 

・公民館の適切な維持管理に努めます。  

評価指標 ４ 
・芸術鑑賞会及び文化芸術普及活動実績 

・公民館サークルの登録団体及び会員数並びに発表機会実績 

・公民館主催事業実績及び公民館来館者数 

・公民館図書室の蔵書及び利用者数並びに読書普及活動実績 

・公民館の維持管理実績  

※評価について…アウトカム（成果）は、測定が難しく、評価ができないため、アウトプット（実績）で評価 

 を行うこととしますが、事業の実施にあっては、アウトカムを常に意識して取り組むものとします。 
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第６節 スポーツの振興 

現状 １ 

・心身の健康増進や地域の活性化につながるスポーツに日常的に取り組む住民が少ない

状況です。 

・人口減少、高齢化の進展によりスポーツ団体の会員数が減少しています。 

・屋外での活動が制限されやすい冬期が長期にわたります。 

・体育施設が老朽化しています。 

課題 ２ 

・住民が生涯を通じてスポーツを生活の一部に取り入れることができる環境づくりが求めら

れています。 

・スポーツ団体の活動が活発になるよう支援するとともに、スポーツ団体が行う指導者育

成の支援が求められています。 

・留寿都村の特性を生かしたウィンタースポーツを奨励する必要があります。 

・村民が安心してスポーツに親しむことができるよう、体育施設の維持管理が必要です。 

施策 ３ 

・住民が日常的にスポーツに取り組むことができる環境整備を図ります。 

・スポーツ団体の活動及び指導者育成を支援します。 

・ウィンタースポーツの奨励に努めます。  

・体育施設の適切な維持管理に努めます。 

・スポーツ関連事業及び情報提供実績 

・スポーツ団体の活動及び指導者育成の支援実績並びにスポーツ団体、会員及び指導

者数 

・ウィンタースポーツの奨励活動実績 

・体育施設の維持管理実績  

評価指標 ４ ※評価について…アウトカム（成果）は、測定が難しく、評価ができないため、アウトプット（実績）で評価 

 を行うこととしますが、事業の実施にあっては、アウトカムを常に意識して取り組むものとします。 
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１．諮問文 

 

留 教 社 号 

令和 ２年 ５月１１日 

 

留寿都村社会教育中期計画策定委員会 

委員長 安 野 裕 子  様 

 

                        留寿都村教育委員会 

                        教育長 土 生 敏 明 

 

第５期留寿都村社会教育中期計画の策定について（諮問） 

 

このことについて、下記事由を付して令和３年度から令和７年度までの５年間

にわたる第５期留寿都村社会教育中期計画の策定を諮問いたしますので、令和３

年３月を目処にご検討の上、答申下さいますようお願いいたします。 

 

記 

 

○諮問事由 

 本村の社会教育の推進について、これまで４期にわたり社会教育中期計画を策

定し、これに基づき単年度の推進計画を立て、社会教育の推進を図ってまいりま

した。 

 今日、人口減少・高齢化の進展、急速な技術革新及びグローバル化の進展等に

より、人々の価値観は多様化し、村民の生活環境や生活意識にも大きな影響を与

えております。 

 このような社会において、村民一人ひとりが生涯学び、活躍できる環境整備を

図り、豊かな地域づくり・人づくりにつなげて行くことが重要であります。 

 また、地域と学校が連携及び協働し、地域全体で、次世代を担う子どもたちの

健やかな成長を支えるとともに、地域の教育力向上を進めることも必要でありま

す。 

 このため、本村における社会教育の現状と課題を踏まえ、今後の生涯学習社会

を目指した社会教育の推進に向けた「第５期留寿都村社会教育中期計画」の策定

をお願いいたします。 
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２．答申文 

 

令和 ３年 ２月 １日 

 

留寿都村教育委員会 

教育長 土 生 敏 明  様 

 

 

留寿都村社会教育中期計画策定委員会  

委員長 安 野 裕 子  

                         

 

第５期留寿都村社会教育中期計画の策定について（答申） 

 

令和２年５月 11 日付け留教社号により諮問されました標記の件につきまして、

審議した結果、下記のとおり答申いたします。 

 

記 

 

〇答申内容 

留寿都村社会教育中期計画は、本村の社会教育の指針となる計画であります。 

第５期留寿都村社会教育中期計画は、関係団体へのヒアリング及び策定委員会

の部会でのワークショップの実施等により本村の現状を把握し、それを基に、課

題、施策及び評価指標を作成することで、より本村の実態に即した計画となって

おります。 

また、社会教育の全ての分野において生涯学習の理念を基に施策を推進するた

め従来の計画の構造を変えるとともに、推進目標を教育の目的である「人づくり」

に据えることで、今後５年間の本村の社会教育の方向性を示しています。 

この計画が、本村における社会教育の一層の発展のために寄与することを期待

します。 
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３．留寿都村社会教育中期計画策定委員会条例 

平成５年５月６日条例第６号 

改正 平成23年12月16日条例第11号 

（設置） 

第１条 留寿都村の社会教育振興の将来を展望するため、社会教育中期計画を策定す

る留寿都村社会教育中期計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、留寿都村の社会教育に関し中期的な総合計画を協議し、答申案を

策定する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員40名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(１) 社会教育委員 

(２) 公民館運営審議会委員 

(３) スポーツ推進委員 

(４) 学識経験者 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、社会教育委員長をもってあて、副委員長は委員が互選する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から答申までの期間とする。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が召集する。 

２ 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。 

（教育委員会への委任） 
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第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、平成５年４月１日から適用する。 

附 則（平成23年12月16日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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４．第５期留寿都村社会教育中期計画策定過程 

 

日 程 内    容 

令和２年２月～３月 社会教育関係団体へのヒアリング実施 

５月11日 
教育長から留寿都村社会教育中期計画策定委員会委員長へ諮問 

（書面開催） 

５月11日 
第１回第５期留寿都村社会教育中期計画策定委員会開催（書面開催） 

・協議内容：前計画の評価と反省 ※意見聴取期日 ５月22日 

６月15日 
第５期留寿都村社会教育中期計画策定委員会 第１回第１部会開催 

・協議内容：現状と課題 

６月23日 
第５期留寿都村社会教育中期計画策定委員会 第１回第２部会開催 

・協議内容：現状と課題 

７月１日 
第５期留寿都村社会教育中期計画策定委員会 第１回第３部会開催 

・協議内容：現状と課題 

８月５日 
第５期留寿都村社会教育中期計画策定委員会 第２回第１部会開催 

・協議内容：計画に掲載する現状、課題、施策と評価指標 

８月19日 
第５期留寿都村社会教育中期計画策定委員会 第２回第２部会開催 

・協議内容：計画に掲載する現状、課題、施策と評価指標 

９月２日 
第５期留寿都村社会教育中期計画策定委員会 第２回第３部会開催 

・協議内容：計画に掲載する現状、課題、施策と評価指標 

10月15日 
第２回第５期留寿都村社会教育中期計画策定委員会開催 

・協議内容：第５期留寿都村社会教育中期計画（原々案） 

令和３年 

１月18日 

第３回第５期留寿都村社会教育中期計画策定委員会開催 

・協議内容：第５期留寿都村社会教育中期計画（原案） 

※協議の結果、第５期留寿都村社会教育中期計画（原案）を第５期

留寿都村社会教育中期計画（案）とする。 

２月１日 留寿都村社会教育中期計画策定委員会委員長から教育長へ答申 

２月25日 
留寿都村教育委員会 

・第５期留寿都村社会教育中期計画 決定 
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５．社会教育関係団体へのヒアリング結果 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、当初の予定よりも実施期間及び

実施団体数は減少した。 

 

（１）実施期間：令和２年２月～３月 

（２）実施団体：公民館サークル、スポーツ団体等の社会教育関係団体 計７団体 

（３）ヒアリング結果 

  団体からの意見等 
第５期留寿都村社会教育中期計画へ

の反映内容 

・子どもが集まれる場所が少ない。 ・第２章第３節「青少年が、主体性や

たくましく生きる力を身につけるた

めに、様々な世代の人々と積極的に関

わる体験活動等の充実を図ります。」、

「学校以外の場で子どもが集まり学

習できる環境整備を目指します。」 

・子どもがスポーツで輝けるようにし

たい。 

・地域の子どもを育成して、将来的に

地域に残る指導者になってもらいた

い。 

・第２章第３節「地域全体で子どもを

育てる環境整備を図ります。」 

・第２章第６節「スポーツ団体の活動

及び指導者育成を支援します。」 

・居住する外国人と交流する機会が無

い。 

・居住する外国人が英語を教えて、地

域住民が日本語を教える場所があると

良い。 

・第２章第４節「外国人居住者と地域

住民が交流し、相互理解を図る機会の

提供に努めます。」 

・公民館図書室に読みたい本が無い。 

・最新の情報、辞書や辞典が少なく、

調べものがしにくい。 

・読書する習慣が無い。 

 

・第２章第５節「公民館図書室の蔵書

の充実及び読書普及活動を推進しま

す。」 
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・会員の減少。 

・会員の高齢化。 

・新規加入者を増やしたい。 

・第２章第５節「文化芸術団体の活動

支援及び魅力を発信する発表機会の

充実に努めます。」 

・第２章第６節「スポーツ団体の活動

及び指導者育成を支援します。」 

・団体の活動を活発にしたい。 

・村に還元できる活動をしていきた

い。 

・第２章第４節「住民が学習した成果

を生かす場の充実を図ります。」 

・第２章第５節「文化芸術団体の活動

支援及び魅力を発信する発表機会の

充実に努めます。」 

・第２章第６節「スポーツ団体の活動

及び指導者育成を支援します。」 

・指導者の確保が困難である。 ・第２章第６節「スポーツ団体の活動

及び指導者育成を支援します。」 
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１０ 

Ⅲ 将来人口の推計 
１ 総人口 

まち・ひと・しごと創生本部配布のワークシートを用い、国立社会保障・人口問題研究所（以下、

「社人研」という。）の「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」に準拠して

本村の将来人口を推計すると、2040 年（令和22）の総人口は1,255 人、2060 年（令和 42）

には 810 人まで減少すると算出されています。 

 

総人口の推移と将来の推計（上段）、５年間の増減率（下段） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：2015年までは国勢調査、2020 年以降はまち・ひと・しごと創生本部配布のワークシートより作成。 
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６．留寿都村の将来人口の推計 第２期留寿都村人口ビジョン・総合戦略　　　　
（令和２年３月13日）から転載
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７．留寿都村社会教育中期計画策定委員会委員名簿 

 

 氏 名 任命区分（職名） 発令年月日 任 期 

１ 安野 裕子 社会教育委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

２ 花谷 浩一 社会教育委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

３ 本田 きみ子 社会教育委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

４ 西島 敦子 社会教育委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

５ 𣘺本 直樹 社会教育委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

６ 齋藤 讓一 社会教育委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

７ 小林 朋子 公民館運営審議会委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

８ 秦  美佐子 公民館運営審議会委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

９ 加地 学 公民館運営審議会委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

10 佐々木 さとみ 公民館運営審議会委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

11 松原 康雄 公民館運営審議会委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

12 髙崎 さち子 スポーツ推進委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

13 佐藤 弓絵 スポーツ推進委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

14 石崎 翔太 スポーツ推進委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

15 香川 満亮 スポーツ推進委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

16 石川 千弥 スポーツ推進委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 

17 金子 昌史 スポーツ推進委員 Ｒ２.５.１  
自 Ｒ２.５.１  

至 条例第５条のとおり 
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