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前 章 

わたしたちは、「青年よ大志をいだけ」のこころを受けつぐ北広島市の市民です。 

わたしたちのまちは、広島県人らによって築かれ、北海道の寒地稲作をうみだした、

誇りある伝統をもつまちです。 

わたしたちは、いま歴史への新しい歩みを進めようとしているこのまちと、自分のく

らしをしっかりみつめ、自分に何ができるかを問いかけながらこの憲章を実践します。 

 

第１章 まもろう 歴史がはぐくむ豊かな風土 

（１） 豊かな緑を守り、自然を愛するやさしい心を育てたい。 

（２） 自然との交流のなかで、スポーツやレジャーを楽しみ、生活にゆとりをもたせたい。 

（３） 市の木、市の花を愛し、やすらぎのある環境をつくりたい。 

 

第２章 つなごう 心のかようたしかなきずな 

（１） あたたかいことばをかけ合い、ふれあいの輪をひろめたい。 

（２） 思いやりの心をもって、ボランティア活動をひろめたい。 

（３） 地域の活動に関心をもち、進んで参加して交流を深めたい。 

 

第３章 のばそう 未来をつくるたくましい力 

（１） 伝統を受けつぎ、汗する活動を通して創造の夢と力を育てたい。 

（２） 未来に目を開いて、自らを発展させていく英知と勇気をもちたい。 

（３） 幼いいのちと若い力の健やかな成長を助けるために、おとなの連帯を進めたい。 

 

第４章 きずこう 個性あふれる北の文化 

（１） 人とまちと自然のとけあった、幅広い文化環境をつくりたい。 

（２） 趣味や余暇を大事にし、進んで体験する心を育てたい。 

（３） 北国の四季に親しみ、風土に根ざした文化を育てたい。 

 

                             （昭和 59 年 4 月 1 日制定） 
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Ⅳ 生 涯 学 習 



 



 

平成２３年度  生涯学習関係事業実績 
（１）社会教育関係 

事   業   名 実施期日 会  場 参加者数 関係団体等 

【成人式開催事業】 1月 8日 芸術文化ﾎｰﾙ 495人 対象 632人 

【学校支援地域本部事業】 通年 各小中学校 他 48件 登録ボランティア(80名) 

【生涯学習市民活動団体支援事業】 通年  8団体  

【元気フェスティバル連携事業】 9月 4日 総合体育館 3,400人 64団体で実行委員会を組織 

【国際交流推進事業】 

国際交流講演会 11月 26日 芸術文化ﾎｰﾙ 30人 北広島国際交流協議会 

【フレンドリーセンター事業】 

陶芸教室 
プロ野球試合観戦 
野外バスツアー 
サッカー教室 
パンづくり教室 
スキー教室 

6,7,10,2月 
7月 17日 
10月 1日 
11月(2回) 
12月 4日 
1月 28日 

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｾﾝﾀｰ 
札幌ドーム 
仁木町 
総合体育館 
住民センター 
夕張 

計 51人 
40人 
36人 

延 62人 
30人 
39人 

陶芸ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 等 
日本ハムファイターズ 
 
西の里中サッカー部 等 
市内サークル 
管内教職員 等 

【中央公民館活動支援事業】 

ワクワク公民館子どもまつり 
公民館まつり 
各種公民館講座 

7月 10日 
9月 18日 
通年 

中央公民館 
中央公民館 
中央公民館 

725人 
600人 
329人 

実行委員会 
実行委員会 
17事業実施 

【林間学園・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの森開放事業】 4/23～10/31 レクの森 19,400人   

 
（２）文化課関係 

事   業   名 実施期日 会  場 参加者数 関係団体等 

【エコミュージアム普及推進事業】 

まちを好きになる市民大学 
北広島の宝物さがしバスツアー 
北広島の宝物さがしバスツアー 
北広島の宝物さがしバスツアー 
パネル展「野幌国有林の歴史と自然」 
まちを好きになる市民大学公開講座 
北海道開拓記念館見学ツアー 

第 1回 エコミュージアム推進委員会 

レクの森 カンジキウォーキング 

 

4 月 16日～ 
7 月 23日 
8 月 20日 
9 月 24日 
9 月 28日～ 
10月 1日 
10月 29日 
2 月 29日 
3 月 3 日 
 

中央公民館 
市内 
市内 
市内 
芸術文化ホール 
芸術文化ホール 

北海道開拓記念館 

中央公民館 
レクの森 
 

37人 
25人 
29人 
29人 
500人 
52人 
33人 
10人 
23人 

 

2期生 15人、3期生 22人 
 
 
 
 
 
 
 
北広島グリーンインストラク 

ター連絡協議会 

【エコミュージアム郷土体験学習事業】 

東記念館郷土資料収蔵室開館事業 
北広島のこんちゅう展 
昆虫観察教室 
講演会「博物館と地域住民のとりくみ」 

6 月 21日～ 
7 月 23日～ 
7 月 28日 
2 月 18日 

東記念館 
東記念館 
エルフィンロード 

中央公民館 

117人 
346人 
20人 
30人 

9月 24日までの土曜のみ 

(5日間) 
北海道両棲爬虫類研究所 

美幌博物館 

【文化財保存・活用事業】 

駅逓所における西部小学校の赤毛種の田植え 
駅逓所における西部小学校の赤毛種の除草 

駅逓所における西部小学校の赤毛種の稲刈り 

5 月 29日 
7 月 19日 
10月 11日 

旧島松駅逓所 
旧島松駅逓所 
旧島松駅逓所 

73人 
73人 
73人 
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【その他文化関係事業】 

文化賞等 表彰式 11月 3日 芸術文化ﾎｰﾙ 19個人 9団体  

芸術文化ホール事業関係 54ｐ 芸術文化ホールに掲載 

図書館事業関係 57ｐ 図書館に掲載 

 
（３）体育関係 

事   業   名 実施期日 会  場 参加者数 関係団体等 

【エルフィンロードハーフマラソン連携事業】 7 月 3 日 エルフィンロード 1328人 大会実行委員会 

【市民スポーツ活動推進事業】 

スーパードッジボール選手権大会 

30キロ歩ける会 

いちにのジャンプ大会 

インドア子ども相撲大会 

厚別･江別･北広島３市交流事業 

障がい者スポーツ大会 

7月 16日 

9月 23日 

12月 10日 

2月 11日 

年間随時 

2月 12日 他 

総合体育館 

市内一円 

総合体育館 

総合体育館 

各会場 

西の里体育館 他 

352人 

110人 

251人 

134人 

計 136人 

計 173人 

スポーツ推進委員協議会 

スポーツ推進委員協議会 

スポーツ推進委員協議会 

北広島相撲同志会 

 

身体障害者福祉協会 他 

【スポーツアカデミー事業】 

ジュニアバドミントン講習会 

ジュニア空手道講習会 

ジュニア野球講習会 

中学生トレーニング教室 

チャレンジジュニアスクール 

キッズ遊び塾 

ジュニアスポーツ塾(1,2年対象) 

ジュニアスポーツ塾(3,4年対象) 

ジュニアスポーツ塾(保護者対象) 

スナッグゴルフ開放 

スナッグゴルフ大会 

ジュニアスポーツ学習会 

中学校部活動指導者講習会 

7月 23日 他 

11月 19日 他 

11月 20日 他 

12月 9日 他 

8月 3～5日 

7月～3月 

6,7月 

9,10月 

6,2月 

5～10月 

9月 19日 

5月 10日 

11月 22日 

総合体育館 

輪厚体育館 他 

道都大学 

市内中学校 

新冠町 

総合体育館 他 

総合体育館 

総合体育館 

総合体育館 

総合体育館 

札幌北広島ゴルフクラブ 

総合体育館 

中央会館 

延 40人 

17人 

21人 

350人 

26人 

4教室 64人 

23人 

20人 

57人 

延 67人 

41人 

11人 

22人 

モアスポーツ北海道 

北広島市空手道連盟 

道都大学硬式野球部 

健康運動指導士 中里敦 

スポーツ少年団本部 

地区振興会 他 

市体育協会 

市体育協会 

石狩教育局 他 

市体育協会 

日本ゴルフツアー機構 

健康運動指導士 中里敦 

北海道文教大学 侘美靖 

【全国中学生空手道大会連携事業】 3月 28～30日 総合体育館 855人 北海道空手道連盟 

【姉妹都市スポーツ交流事業】 8月 3～5日 東広島市 15人 種目：女子バスケット 

【スポーツ大会出場支援事業】 通年  47件 計 133人 

【スポーツ賞等表彰事業】 11月 3日 芸術文化ﾎｰﾙ 7団体 13個人  

 
（４）青少年関係 

事   業   名 実施期日 会  場 参加者数 関係団体等 

【健全育成】 

こどもさぽーと隊出店体験 

青少年健全育成大会 

青春メッセージ 

アンビシャス・フォーラム（子ども会議） 

9月 4 日 

6月 26日 

11月 5日 

11月 5日 

総合体育館 

ふれあい学習センター 

大曲小学校 

大曲小学校 

10人 

75人 

250人 

30人 

 

健全育成団体 

各中学校及び健全育成団体 

各中学校代表 13 名 

【創意発明工夫展・書写展】 

北広島市創意工夫展 

書写展 

9月 15～19日 

1月 25～29日 

芸術文化ﾎｰﾙ 

芸術文化ﾎｰﾙ 

(157作品) 

(365作品) 

教育研究会 

教育研究会 
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平成２４年度 生涯学習関係事業計画 
  事  業  名（実施予定日） 概  要  等 

社 

会 

教 

育 

課 

○家庭教育支援事業 子ども達の生活習慣の改善に関する実践活動の推進 

○成人式開催事業（1/13） 式典とお祝いアトラクションの実施 

○学校支援地域本部事業 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを配置し学校における地域学習の支援 

○生涯学習市民活動団体支援事業 

○元気フェスティバル連携事業（9/2） 

○生涯学習振興会支援事業 

市民団体が主体的に企画実施する事業への支援 

学習成果の発表及び交流の場として事業を実施 

東部地区の設立と既存の振興会への支援 

○国際交流事業 

○フレンドリーセンター運営事業 

○中央公民館活動推進事業 

 ◇ワクワク公民館子どもまつり（7/8） 

 ◇公民館まつり（9/16） 

ｶﾅﾀﾞ･ｻｽｶﾂｰﾝ市との交流事業や市民交流事業の実施 

障がい者と健常者が交流する各種事業の実施 

 

子ども実行委員の主体性による交流イベントの実施 

学習成果の発表と交流促進を目的とした事業の実施 

○林間学園・レクリエーションの森開放事業 自然体験活動の拠点施設として開放 

○スポーツ団体活動連携事業 

○市民スポーツ活動推進事業 

 ◇スーパードッジボール大会（9/29） 

 ◇30キロ歩ける会（9/23） 

 ◇いちにのジャンプ大会（12/8） 

 ◇各種障がい者スポーツ大会 

 ◇近隣３市交流事業 

団体が実施するスポーツ大会等の事業への支援 

 

小学校 3,4年生を対象にしたドッジボールの大会 

市内各地を回るコースによるウォーキングイベント 

子どもから大人までを対象とした長縄跳びの大会 

障がい者を対象とした運動機会の支援 

北広島市でパークゴルフの大会を実施 

○スポーツアカデミー事業 

 ◇ジュニアスポーツ選手強化育成事業 

 ◇ジュニアスポーツ選手底辺拡大事業 

 ◇ジュニアスポーツ指導者養成事業 

○全国中学生空手道選抜大会連携事業(3/28～30) 

○姉妹都市スポーツ交流事業（8/8～10） 

○スポーツ大会出場支援事業 

○スポーツ賞等表彰事業（11/3） 

○体育協会活動支援事業 

○スポーツ少年団育成事業 

選手の強化育成や底辺拡大、指導者の養成 

 

 

 

実行委員会と連携した全国空手道大会の開催 

東広島市との中学生スポーツ交流の実施 

国際、全国、全道大会出場費用の一部支援 

優秀な成績を収めた選手等の功績を表彰 

ＮＰＯ法人北広島市体育協会の運営等への支援 

スポーツ少年団の活動を支援 

○総合体育館リニューアルオープン記念事業 

 ◇リニューアル記念イベント（9/1） 

 ◇セパタクロー北海道選手権大会（9/8） 

 ◇きたひろ駅伝２０１２（9/16） 

 ◇市民卓球大会（9/23） 

 ◇30キロ歩ける会（9/23） 

 ◇スーパードッジボール大会（9/13） 

 ◇プロバスケットボール公式戦（10/13,14） 

9～10月にかけ、リニューアルを祝した各種事業を実施 

 

 

 

 

 

 

 

青
少
年
課 

○青少年健全育成大会（6月 24日） 

○青春メッセージ（11月 23日） 

○アンビシャス・フォーラム（11月 23日） 

○こどもさぽーと隊出店体験事業（9月 2日） 

○青少年リーダー養成事業（通年） 

○地域共同事業の開催（随時） 

基調講演、トークショップによる情報交換、方策について交流 

中学生による意見発表会の実施 

中学校の代表生徒による会議を開催 

ＮＰＯによる子どもの出店体験事業 

各種子どもリーダー養成事業への派遣 

地域と共同し子どもへの体験活動の充実 

文
化
課 

[文化財関係] 

○まちを好きになる市民大学（4月～1月） 

○観察・体験教室（7月～3月） 

◇市民見学バスツアー（7月～10月） 

◇昆虫展（7/21～7/26） 

◇昆虫観察教室（7/26） 

◇レクの森カンジキウォーキング（3/2） 

○埋蔵文化財の調査（通年） 

○「赤毛種」の保存活用事業（5月～9月） 

○文化賞・青少年文化賞 等の表彰（11/3） 

 

博物学的な内容を主として市民学芸員養成のための市民大学を開催 

 

市内の名所等を観察するバスツアー（4回） 

東祈念館を会場に展示体験の場を提供 

エルフィンロードを会場に観察 

カンジキを使って散策 

大規模開発に伴う事前協議及び調査 

赤毛種の保存・活用（見本田の田植え稲刈など） 

市の文化の向上に寄与した個人・団体を表彰 

[芸術文化ホール事業関係]  55ｐ 芸術文化ホールに掲載 

[図書館事業関係] 57ｐ 図書館に掲載 
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社 会 教 育 施 設 
（１）芸術文化ホール （花ホール） 

エントランスドームを中心に左右に伸びやかな曲線を描く印象

的な外観。多彩な芸術が豊かなハーモニーを奏で、市民の感動

が花ひらく場所として、平成１０年１０月、ＪＲ北広島駅前にオープ

ンしました。 

ステンドグラスのホワイエを抜けると音楽や演劇に幅広く対応す

る５９７席のホール、２階には大小４つの活動室、完全防音の練習

室が２部屋、そして施設の中央を通るガレリアに面して各種の展示

会ができるギャラリーを備えています。 

 

施設の概要 

所 在 地 北広島市中央６丁目２番地１ TEL(011)372-7667 FAX(011)372-3066 

開 館 時 間      午前９時～午後１０時 

休 館 日 月曜日（休日にあたる場合は開館）、１２月２９日～１月３日 

開 設 年 月 日 平成１０年１０月１日 

施 設 内 容      

１ 階 ホワイエ、ホール（５９７席）、ギャラリー、事務室 

２ 階 活動室１、活動室２、活動室３、活動室４、練習室１、練習室２ 

パントリー、市民企画室 
 

平成 23年度事業の実績 

 事業名 開催日 入場・参加者数 

芸 

術 

鑑 

賞 

事 

業 

植田克己 ピアノリサイタル ６／１１（土） 177人 

夏の夜のホワイエコンサート ８／１２（金） 121人 

劇団四季ファミリーミュージカル「雪んこ」 ８／１８（木） 362人 

こまつ座「父と暮せば」公演  ９／２８（水） 266人 

らくがきブビビのコンサート・０～３歳のためのポロンポロン １０／１６（日） 334人 

佐山雅弘・国府弘子 「ジャズピアノ★パラダイス」 １２／９（金） 310人 

サーカス～おもしろクラシック １／１５（日） 536人 

コンテンポラリーダンスパフォーマンス １／２９（日） 191人 

札幌交響楽団北広島公演 ２／１４（火） 391人 

春風亭昇太独演会 ３／１５（木） 434人 

花ホール スプリングコンサート ３／１６（金） 320人 

西の里地区デリバリー事業 （民族歌舞団こぶし座公演） ６／２６（日） 108人 

西部デリバリー事業 （フルート四重奏の調べ） １１／６（日） 93人 

大曲地区デリバリー事業（大曲パフォーマンス・シアター） ２／４（土） 231人 

ゴールデンウィーク映画上映会 ５／３（火）～５／５（木） 508人 

冬休み親子映画上映会 １／７（土） 105人 

ギヤラリー事業「かげ展」 ７／２２（金）～７／３１（日） 延べ 784人 

芸

術

創

造

事

業 

合唱セミナー ９／１４～１１／９の水曜６回 180人 

吹奏楽セミナー ２／５（日） 191人 

芸術体験事業（ワークショップ、アウトリーチ） １／１５（日）、２４（火）～29（日） 232人 

春の音楽会 ４／１７（日） 167人 

ふれあい笑劇場２０１１ １２／４（日） 449人 

ロビーコンサート １２回開催 1013人 
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平成 24年度事業計画概要 

 事業名 開催日 概要 

芸

術

鑑

賞

事

業 

劇団風の子北海道「十二の月の物語」 ７／１４（土） 
劇団風の子北海道によるスラブ民話「十二月」を元

に作られた子ども向けの演劇公演。 

ＰＭＦアンサンブル演奏会 ７／２２（日） 
同時期に札幌で開催されるＰＭＦのオーケストラメン

バーと指導陣によるアンサンブル公演。 

夏の夜のホワイエコンサート ８／１０（金） 
ジャンルや雰囲気などホール公演とは趣向を変えて

行うホワイエコンサート。 

和谷泰扶ハーモニカ・トリオ ８／２２（水） 
クロマティック・ハーモニカ奏者の和谷泰扶がクラシ

ックやタンゴ等多彩な楽曲をトリオで演奏。 

札幌座（ＴＰＳ改め）「亀、もしくは…」 ８／３１（金） 
劇団ＴＰＳ改め札幌座の巡回公演をホールで上演。

道内で活躍する俳優陣の共演による。 

劇団海流座「父帰る」「二十二夜待ち」 ９／２８（金） 
俳優・演出家の米倉斉加年が日本文学２作品を上

演。ワークショップと舞台共演実施。 

山本潤子コンサート２０１２ １０／１３（土） 
ハイファイセットの元ボーカル・山本潤子がアコース

ティック編成で贈るコンサート。 

風間杜夫 落語独演会＆トークショー １１／４（日） 
落語家役がきっかけで 100 以上の落語会の出演を

重ねる、俳優・風間杜夫の落語独演会。 

岡本知高ソプラニスタコンサート １２／１５（土） 
世界に数人といわれる男性ソプラノ歌手・岡本知高

のリサイタル。ワークショップも開催予定。 

寺久保エレナカルテット １／１１（金） 
札幌生まれの若きサックス奏者寺久保エレナ率いる

カルテットのジャス公演。 

コンテンポラリーダンス・ 

パフォーマンス 
１／２９（日） 

コンテンポラリーダンス（現代ダンス）の公演とワーク

ショップ・アウトリーチを２３年度に引き続き実施。招

聘ダンサーは「セレノグラフィカ」。 

札幌交響楽団北広島公演 ２／１７（日） 札幌交響楽団による花ホールでのコンサーを開催。 

日下紗矢子＆オズガー・アイディン 

デュオリサイタル 
３／１０（日） 

数々のコンクール受賞歴を持ち活躍するヴァイオリ

ニスト日下紗矢子とピアニストのオズガー・アイディン

のデュオリサイタル 

西部・大曲・西の里デリバリー事業 
7/20（金） 

～29（日） 
市内３地区でコンサートを開催。 

ＧＷ映画上映会・冬休み親子映画上映会 ５月・１月 ゴールデンウィークと冬休みに上映会を開催。 

ギャラリー事業「扉（とびら）展」 未定 
「扉（とびら）」をテーマに４人の作家による作品展を

開催。 

芸

術

創

造

事

業 

合唱セミナー・吹奏楽セミナー事業 未定 
初心者が参加できるような合唱講座や楽器別の吹

奏楽講習などと実施。 

春の音楽会 ４月 
前年度ロビーコンサートに出演した若手演奏家たち

による音楽会を開催。 

（仮称）きたひろ笑劇場 １２／２（日） 
１０年間実施した「ふれあい笑劇場」を基に市民等の

出演による演劇公演を実施。 

ロビーコンサート 毎月第２水曜 
若手音楽家を支援するとともに、市民が気軽にクラ

シック音楽に親しむ場として開催。 

 

利用状況 

年度 
ホール 活動室 練習室 ギャラリー 

人 数 日 数 稼働率 人 数 件 数 人 数 件 数 人 数 件 数 

19 36,758 235 74.6 30,686 1,529 18,184 1,455 18,937 181 

20 36,606 246 78.3 26,002 1,394 18,070 1,414 17,340 166 

21 39,848 236 75.1 23,730 1,357 18,675 1,615 16,559 140 

22 34,852 225 71.6 24,021 1,335 16,853 1,649 16,555 173 

23 37,600 237 75.7 26,683 1,309 17,514 1,597 17,838 184 
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（（２２））図図  書書  館館    

施設の概要 

所 在 地  北広島市中央６-２-１ ☎373-7667 http://www.educ.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/lib/ 

開館時間 
 火曜日、水曜日、木曜日         午前 9時 30分から午後 8時まで 

金曜日、土曜日、日曜日、祝日      午前 9時 30分から午後 6時まで 

休 館 日 

 
月曜日 

図書整理日 

年末年始 

特別整理期間 

祝日と重なった場合は開館する 

月の最終金曜日（開館する祝日にあたる時は、直近の金曜日） 

１２月２９日から翌年１月３日まで 

８月に７日を超えない範囲で教育委員会が定める 

建築面積  5,947.78㎡（図書館 2,407.88㎡） 地上 3階地下 1階 

延 面 積  9,393.94㎡（図書館 4,124.07㎡） 
 

地区分館 

図書室名 場   所 電話番号 

大曲分館 
北広島市大曲 370-2 

ふれあい学習センター（夢プラザ）２階 
011-376-4439 

西の里公民館図書室 
北広島市西の里南１丁目 2-4 

西の里公民館内 
011-375-3766 

西部小分室 
北広島市輪厚 508 番地 3 

北広島市立西部小学校 
011-377-2713 

住民センター図書室 
北広島市泉町１丁目１番地 

北広島団地住民センター２階 
011-372-1633 

 

移動図書館車「くまさん号」サービスポイント一覧 

虹ヶ丘公園前（虹ヶ丘７丁目） 

サルビア公園前（西の里北２丁目） 

大曲小学校前（大曲柏葉２丁目） 

四里塚公園前（大曲柏葉５丁目） 

くじら公園前（大曲並木３丁目） 

大曲会館前（大曲中央２丁目） 

中央公民館前（朝日町５丁目） 

美咲き野会館前（美咲き野２丁目） 

東共栄会館前（東共栄２丁目） 

たんぽぽ公園前（山手町６丁目） 

わくわく公園前（希望ヶ丘４丁目） 
 

利用状況 

年 度 資料費 蔵書数 登録者数 貸出冊数 
一人当たりの年間

貸出冊数 

平成 20年 20,223,000 276,338 37,179 539,623 8.88 

平成 21年 19,487,000 285,997 23,555 543,185 8.94 

平成 22年 19,371,000 297,433 25,828 536,335 8.87 

平成 23年 19,009,000 304,591 28,020 542,189 8.99 

注1. いずれの数字も、地区図書室・移動図書館車を含む 

注2. 平成 21年の登録者数は登録更新実施後の数値  
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図書館フィールドネット 

図書館フィールドネットとは、北広島市図書館を拠点に活動するボランティア団体のネットワー

クで、図書館と連携して様々な事業を主催する市民組織です。 

平成 23年度 図書館フィールドネット実施事業実績 

月 事業名（開催日） 内   容 参加人数 

4 小児科医・細谷亮太のコトバ 

～対談と映画「大丈夫。」～（4/16） 

ドキュメンタリー映画「風のかたち」の姉妹編。細谷先生と

伊勢監督による対談と北海道先行試写上映 43人 

5 ＧＷ子ども映画上映会（5/5） ゴールデンウィークに上映会を開催（上映作品）「ボルト」 34人 

7 大曲おはなしフェスティバル 2011（7/9） 
大曲夢プラザで和気瑞江さんを招き、子どもスタッフによる

人形劇なども発表 105人 

小学生のためのおはなし会（7/23） 
夏休みの小学生を対象に、読み聞かせとは違った耳から入る

語りでのおはなし会を開催 
15人 

8 きたひろナンダーランド（8/4） 大曲東小学校 3～4年生を対象に科学実験などを開催 20人 

9 北広島西高校図書館講座連携事業 

おはなしの会（9/17） 

北広島西高校の図書館講座との連携事業として、西の里地区

でのおはなしの会を開催 
11人 

古本ばくりっこ 2011（9/6－11） 会場内の本との交換できる古本リサイクル事業 1,853人 

10 第３２回読書まつり（10/18－23） 
フィールドネット総合事業。「いのち ～みつけようたいせつ

なもの～をテーマに開催 6,750人 

11 図書館を使った調べる学習コンクール

（7-11月） 

図書館の資料を活用した調べ学習を通して、生きる力や自ら

考える力を身につけることを目的としたコンクール 13作品 

12 ナイトシアター「大井弘子の小さな人形

劇」（12/9） 
大井弘子さんによる手を使った人形劇などを開催 42人 

1 特別映画上映会（1/9） 一般向け特別上映会（上映作品）「魔法にかけられて」 19人 
朗読・点訳研修事業との連携（1/25－3/14） 田中隆子氏を講師に朗読講座（計 8回） 80人 
人形劇公演 えりっこ・たまご座（1/28） 人形劇団えりっこ ・たまご座によるジョイント公演 143人 

2 ナイトシアター「Mr.アパッチのナイトパ

フォーマンス」（2/3） 

図書館閉館後の静かな空間を使って、Mr.アパッチさんによる

ナイトパフォーマンスを開催 
26人 

第１９回ワッツおはなしまつり（2/25） 
絵本作家のひだのかな代さんをゲストに、原画展やおはなし

劇場を開催。輪厚地区の子どもたちを対象とした事業 130人 

3 人形劇団ブランコ公演（3/10） 札幌の劇団「ブランコ」による腹話術・人形劇公演 83人 
選定ツアー2011（3/15） フロアワークボランティア対象の研修事業として実施 6人 
特別支援学級手づくり絵本事業(8-3月) 市内 6校の特別支援学級児童による手づくり絵本を作成 60人 

通

年 

朗読・点訳サービス事業 市民からの要望による朗読・点訳のサービス事業 140件 

テレフォンリーディングサービス 電話による新聞代読サービス 428件 

おはなしの会共催事業 定例で行われるおはなしの会への協力 648人 

キンダールーム事業（本館・大曲・輪厚） 就園前の乳幼児を対象とした読み聞かせ 1,389人 
昔がたり収録事業 菅政子さんによる素がたりの収録 17件 
翻訳絵本事業 図書館資料となる洋書絵本の翻訳 10件 
土よう朗読会 「時代小説を読む」と題し作品を朗読 55人 
おたっしゃ修理事業 図書館所蔵資料の修理・補修 829冊 

北広審美堂ミニギャラリー 休憩コーナーのガラスケースを１ヶ月貸出設置 5件 

 計（１１，５１２人） 
 

平成 24年度 図書館フィールドネット実施予定事業 

□第 33回読書まつり (10/16～21) フィールドネット総合事業 

□大曲おはなしフェスティバル 2012 (7/14) 大曲地区の読書普及イベント。夢プラザで開催 

□第 20回ワッツおはなしまつり (2/23) 西部地区の読書普及イベント。西部小学校で開催 

□小学生のためのおはなし会 小学生を対象に語りによるおはなし会を開催 

□きたひろナンダーランド  小学校 3～4年生を対象にした科学教室の開催 

□おはなしの会･キンダールーム(通年) ボランティアによるおはなしの会 

□ゴールデンウィーク子ども映画上映会 (5/5) アニメ映画｢ホートン｣を上映 

□朗読テープ･点訳本提供サービス (通年) 障がいを持つ市民へ無料提供 

□テレフォン･リーディング･サービス(毎週火・金曜日) 電話による新聞代読サービス 

□特別支援学級手づくり絵本事業(8～3月) 特学の生徒による絵本の制作 

□昔がたり収録事業 (通年) 語り部による昔ばなしの収録保存 

□古本ばくりっこ 2012 (9/4～9) 寄贈本を中心とした交換市。会場は BM車庫 

□ナイトシアター 閉館後の図書館で質の高いシアターを鑑賞 

□土よう朗読会 今年度は「家族」をテーマに毎月第 3土曜日に開催 

□おたっしゃ修理事業 (通年) 図書館所蔵の破損本を定期的に修理・補修 

□ひだのかな代原画展（6/19～24） 札幌市在住の絵本作家ひだのかな代氏の原画展 

□図書選定ツアー 図書館の選書を体験するツアー 
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（（３３））総総 合合 体体 育育 館館 及及 びび 体体 育育 施施 設設  

施設の概要 

所 在 地  北広島市共栄 315－2 ☎ 011-372-0808 fax 011-372-6226 

開館時間 
 

午前 9時から午後 9時 30分まで 

休 館 日 
 毎 週 月 曜日 

年 末 年 始 

（祝日を除く） 

（12月 29日から翌年 1月 3日まで） 

使用料金 

 
 

◇ 小中学生・高校生 50円（回数券 11枚綴り 500円） 

◇ 学生･一般    200円（   〃    2,000円） 

※ 満 65歳以上の北広島市民は 100円（回数券 11枚綴り 1,000円） 

※ 障がい者手帳の交付を受けられている方は無料 

※ 専用使用する場合は別途料金表による 

敷地面積  約 25,000㎡ 建築面積 5,483㎡ 延床面積    5,393㎡ 

総合体育館は「ひろしま１００年（昭和 59 年）」を記念して建設された施設です。 

着工／昭和 59 年 7 月 7 日   竣工／昭和 61 年 1 月 30 日 

※平成 24 年度、大規模改修の実施 

利用状況 

   

 平成 24年度 事業計画 

項  目 主  な  事  業 

１ ｽﾎﾟｰﾂ教室 

・講習会の開催 

◇ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ教室･･･ｽﾎﾟｰﾂの楽しさを体験し、ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂの底辺拡大を目指す事業 

 

◇ｼﾆｱ健康運動講習会･･･ｼﾆｱ層の健康維持と体力増強を図る事業 

 

◇女性ｽﾎﾟｰﾂ教室･･･女性の健康・体力づくりを図る事業 

 

◇体力ｱｯﾌﾟ相談会･･･健康・体力づくりの相談や説明を健康運動指導士から受

ける機会を提供する事業 

 

◇体育協会自主事業･･･加盟団体と連携し行う各種ｽﾎﾟｰﾂ教室事業 

２ ｽﾎﾟｰﾂ 

･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

機会の充実 

◇市民ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ･･･無料開放の日を設定し、市民の健康・体力づくりを支援する事業 

 

◇ﾁｬﾚﾝｼﾞ 700 ｷﾛﾏﾗｿﾝ･･･ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽを使用し、市民の継続的な体力づくりを図る事業 

 

年 度 利用者総数 個人利用 団体利用 

平成 19 年 136,449 55,938 80,511 

平成 20 年 139,068 53,451 85,617 

平成 21 年 139,950 48,365 91,585 

平成 22 年 125,383 48,687 76,696 

平成 23 年 148,172 53,438 94,734 
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体 育 施 設 一 覧 

施  設  名 内       容 

●学校開放（体育館） 

市内小学校 8 校 
     （東部・西部・大曲・西の里・北の台・大曲東・ 

                     北の台・双葉・緑ヶ丘） 

市内中学校 4 校 
     （東部・大曲・広葉・緑陽） 

 
学校教育に支障の無い範囲で市民に開放し、市民の主体的なスポ

ーツ・レクリエーション活動を助長する。 

●住民プール 住  所 開放期間 開放時間 

１．東部住民プール（簡易温水） 共栄町 4丁目 6-1 

6 月 15 日～ 

9 月 15 日 

平 日 

 13：00-17：00 

土日祝夏休み 

10：00-17：00 

 

夜間開放 

（白樺プール） 

7 月 1 日～8 月 31 日 

17：00-21：00 

２．白樺プール（簡易温水） 白樺町 3丁目 52-2 

３．大曲住民プール（簡易温水） 大曲中央 2 丁目 4-4 

４．西の里住民プール（簡易温水） 西の里 402-7 

５．緑葉公園プール(簡易温水) 緑陽町 1丁目 53 

６．西部プール（簡易温水） 輪厚中央１丁目 14－7 

●地区体育館 住 所／開設日 開放時間 

１．輪厚児童体育館 
輪厚中央 4 丁目 12-19 

         開設日：1982.2.13（S.57） 9：00～21：30 

【休館日】 

◇毎週月曜日 

◇12/29～1/3 

◇8/15～8/16 

２．大曲ﾌｧﾐﾘｰ体育館 
大曲中央 2 丁目 4-3 

開設日：1984.2.19（S.59） 

３．西の里ﾌｧﾐﾘｰ体育館 
西の里南 1丁目 2-3 

開設日：1985.2.17（S.60） 

●緑葉公園施設 住  所 開放期間 ： 5 月 1 日～10 月 31 日 

１．野球場  
山手町 

1 丁目 53 

敷地面積 19,000 ㎡（両翼 91m ｾﾝﾀｰ 115ｍ） 

２．テニスコート クレイコート 4 面 

３．多目的広場 運動広場 10,074 ㎡（69m×146m） 

●キャンプ場 住  所 開放期間 ： 5 月 1 日～9 月 30 日 

自然の森キャンプ場 島松 577-1 利用人数 ： 100 名 駐車場：35 台 

●ゴロッケーコース 
◇総合体育館コース 18 ホール 

◇中央公民館コース 18 ホール 
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（（４４））中中央央公公民民館館及及びび地地区区公公民民館館  

施設の概要 

区 分 中央公民館 西の里公民館 

所在地 北広島市朝日町 5 丁目 1 番地 1 北広島市西の里南 1 丁目 2 番地 4 

電話番号 373-0101 375-4300 

開館時間 午前９時～午後９時 
平日    午前９時～午後６時 

土･日･祝日 午前９時～午後９時 

休館日 年末年始：12 月 29 日～1 月 3 日及び月曜日（祝日は除く） 

開設年月 昭和 49 年 6 月 昭和 51 年 12 月 

建築面積 1,519.95 ㎡ 483.29 ㎡ 

敷地面積 11,130 ㎡ 1,650 ㎡ 

構 造 鉄筋コンクリート造２階建 鉄骨鉄筋コンクリート造平家建 

施設内容 

１階 771．65 ㎡ 

2 階 694．25 ㎡ 

研修室･和室･講堂・調理室 

陶芸作業所･工芸作業所 

1 階 483.29 ㎡ 

研修実習室･和室・図書室 

 

利用状況（平成 23 年度） 

○中央公民館 24,448 人  

（社会教育関係団体 16,350 人 一般個人・団体 2,048 人 市・市教委 5,106 人 その他 944 人） 

○西の里公民館 3,621 人  

（社会教育関係団体 3,351 人、市・市教委 85 人、その他 185 人） 

 

 

平成 24年度 事業計画概要 

○第１４回ワクワク公民館子どもまつり 

 子ども実行委員会を組織し、子ども達の自主性により各種体験コーナーや飲食物販売

ブース、催しコーナーなどを設置し、市内の多くの子ども達が集うイベントとして実施。 

 

○第３３回公民館まつり 

 定期的に中央公民館を利用している団体やサークルの発表機会とするとともに、団体

相互や来場者との交流の場として、実行委員会を組織して実施。 

 

 

※従来の公民館講座等については、実施母体を東部地区生涯学習振興会として推進して

いく。 
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文   化   財 
 

北広島市には、国指定の特別天然記念物１件及び史跡１件、市指定の文化財が3件ある。 

1）北広島市の指定文化財（平成 24年4月現在） 

指 定 の 種 類 名 称 指 定 年 月 日 所 在 地 

特別天然記念物 

(国指定) 
野幌原始林 

昭和27年3月29日 

(特別天然記念物) 

北広島市 

西の里番外地 

国指定史跡 旧島松駅逓所 

昭和59年7月25日 

(指定告示 

：文部省告示113号) 

北広島市 

島松1 番地1 

市指定文化財 

第１号 バイソンの化石 平成21年9月1日 東記念館 

第２号 サンドリッジ成大規模斜交層理

の転写標本（通称：クロスラミナ） 
平成21年9月1日 中央公民館 

第３号 キタヒロシマカイギュウの化石 平成22年9月1日 東記念館 

 

（国指定） 特別天然記念物・野幌原始林 

石狩低地帯の中央部にある野幌丘陵地に広がる

「野幌原始林」は、もともと「野幌官林」の範囲で

あったが、明治２３年に道庁管轄から御料局管轄の

「御料林」となったことにより、開拓期であっても

簡単には払い下げられず保護されていた。さらに、

明治３２年、和田郁次郎が現在の江別市に入植した

北越殖民社の関矢孫左衛門と共に原始林保護の直訴

を行い、周辺地域の涵養林として保護されることに

なる。 

その後、大正１０年には江別市から北広島市にか

けて置かれていた元農林省北海道林業試験場の試験

林のうち天然保存区となっていた国有林が天然記念物に指定され、文化財保護法の成立（昭和２５年）に

より、昭和２７年３月２９日「特別天然記念物・野幌原始林」と呼称が変わり、台風などの被害によって

一部が指定解除となったが、現在は北広島市内中心部にある国有林内の３か所が「特別天然記念物・野幌

原始林」（指定面積：39.68ha）として保護されている。 

【特色】 

原始林の特徴はトドマツが主体の針葉樹と、カツラ、シナノキ、ミズナラ、ホオノキ等の広葉樹が混じ

る針広混交林が主体で、低緯度、低地帯に広がる針広混交林として貴重な存在である。 

 

（国指定） 国指定史跡 旧島松駅逓所 

明治４年島松沢に入地した中山久蔵は同６年、現在地に居を定め水稲赤毛種の栽培に成功した。中山久

蔵の家は明治６年に開通した函館－札幌間の道路（札幌本道：旧国道３６号）沿いにあったことから、明

治１４年の明治天皇北海道巡幸の御昼食行在所に指定され、命を受けた中山久蔵は家屋の増改築を行った。

これにより、中山久蔵邸は明治３０年まで駅逓所として使用されることとなるが、駅逓所廃止後も行在所

特別天然記念物(国指定)野幌原始林 
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国指定史跡旧島松駅逓所と史跡内の 

寒地稲作発祥の地記念碑／クラーク記念碑 

の部分は明治天皇の聖跡として大切に守り続けられた。 

≪駅逓所とは、交通不便の地に駅舎と人馬を備えて宿泊

と運送の便をはかるため設置された施設≫ 

大正５年、広島村がその所有地をすべて買い取った後、

昭和８年に国史蹟明治天皇島松行在所に指定されたが、

終戦により指定解除となった。その後、昭和４３年に道

指定史跡に指定され、昭和５９年には国指定史跡となっ

た。史跡内には、明治１０年４月１６日札幌農学校教頭

のウイリアム･スミス・クラークが帰米の途、この島松で

学生・職員と最後の訣別をした地を記念したクラーク記

念碑がある。春はツツジ、桜、夏には中山久蔵ゆかりの

山百合とハスの花が咲き乱れ、秋の紅葉、冬の静けさな

ど四季折々の風情は歴史の深さを感じさせる。 

【特色】 

駅逓所の建物内には中山久蔵関係の資料を展示してい

る。史跡内には水稲赤毛種の見本田、寒地稲作発祥の地

記念碑、クラーク記念碑、中山久蔵翁頌徳記念碑、駐蹕

處の碑、植樹記念碑、石造蔵品庫、蓮池、暖水路（復元）

などがある。 

【施設、利用の概要】 

・所在地  北広島市島松1番地  

・敷地面積 4,184㎡ （建物面積  334㎡） 

・構  造 木造平屋建、切妻。 

・開 館 日 4月28日から11月3日まで 

・開館時間 午前10時から午後5時まで 

・休 館 日 月曜日、祝日の翌日 

・入 館 料 小・中学生 100円（ 70円） 

大 人  200円（150円） 

※（ ）内は20名以上の団体割引      ・問合せ 011-373-0188（文化課文化財担当） 
 

（市指定） 第１号 バイソン（Bison sp.）の化石 （破片状態28点） 

北広島は、古くから貝化石の産地として知られて

おり、地学研究者や愛好者による調査・採集が行わ

れてきた。 

本市が所有するバイソンの化石は、1973年、田川

賢蔵氏によって採集され、2003年、北海道教育大学

札幌校 木村方一氏により寄贈されたものである。 

この化石は、国内の同化石との対比により、第四

紀に北海道へバイソンが渡来してきた時期や当時の

古地理を特定する手がかりとなり、将来、地質学や

古生物学に多大な貢献をする大きな可能性も有して

いる化石である。  

  区分 

年度 

有料入館者 

(団体･個人) 

免除入館者数

(個人・団体) 

史跡庭園 

見学者数 
総観覧者数 

２０ 1,491 1,444 3,910 6,845 

２１ 1,469 1,399 4,097 6,965 

２２ 1,457 784 3,052 5,293 

２３ 1,495 740 3,197 5,432 
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（市指定） 第２号 サンドリッジ成大規模斜交層理の転写標本 

平成12年、道道栗山北広島線の改良工事に伴って、

中の沢に大規模な斜交層理が現れたため、転写標本に

より採取し、中央公民館に保存・展示している。 

この大規模斜交層理は、前期更新世（170～100 万

年前頃）の間氷期において、苫小牧から北広島を通り

札幌に抜ける海峡が存在していたことを示している。 

この過去の海峡は北広島付近が最も狭く、太平洋側

と日本海側をつなぐ潮流が強かったため、北広島付近

にのみ写真のような堆積が発達したと推定される。こ

のため、大規模斜交層理は北広島付近に分布が限られ

るとともに、道央部の地質時代の古環境を推定するうえでも大変貴重な地質資料となっている。 

 

（市指定） 第３号 キタヒロシマカイギュウの化石（肋骨片６点） 

 野幌丘陵南端の音江別川流域では 1950 年代から大

規模な砂利採掘事業が行われていた。この採掘現場で

は、1971年から相次いで脊椎動物の化石が発見され、

その中の一つが「キタヒロシマカイギュウ」の化石で

あった。 

この化石は、世界で初めて確認された前期更新世（約

100 万年前）のカイギュウ化石であったことから、研

究のために北海道開拓記念館に収蔵され、本市には存

在しないものであった。 

 しかし、2009年に市立緑陽中学校が所有しているこ

とが分かり、ゾウやシカ・ハクジラの仲間の化石と共に19点が市に寄贈された。 

 北広島が陸棲、海棲の動物群の化石を数多く産出する世界でもまれな化石産地であり、前期更新世の世

界を復元することができる高い可能性をもった地域であることを証明した貴重な資料である。 

 

2）北広島エコミュージアム－まるごときたひろ博物館－ホームページ 

（http://www.educ.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/ecomu/） 

コーナー  タイトルと内容 

案 内 北広島エコミュージアム構想について／各地区の遺産マップ 

常設展示 市内の指定文化財の紹介／北広島市の地域教材（市内の自然や、歴史、文化に関する教材

をデジタル教材バンクとしてWEB上に掲載） 

事 業 まちを好きになる市民大学などの事業案内と報告 

収 蔵 庫 ふるさと写真館（北広島の建物、風景など、さまざまな写真を収蔵） 

古道具.com（昔から日常生活の中で使われていた道具の映像と解説） 

広報記事検索（昭和9年から昭和63年までの広報を収蔵） 

議会会議録（明治35年第1回から昭和11年までの議会会議録を収蔵） 
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