
１　各種イベントの抽出

区分 利用団体 利用予定人数 利用目的
【音楽】
教育部社会教育課 800 えんがる町民音楽の広場、札幌交響楽団遠軽公演
総務部企画課 1,000 NHKのど自慢公開生放送（全館使用）
遠軽高校吹奏楽局 800 定期演奏会、全国大会出場報告演奏会、練習
遠軽がんぼう夏まつり実行委員会 400 遠軽がんぼう夏まつり音楽演奏会（雨天時）
遠軽青少年吹奏楽団 230 定期演奏会、ミニコンサート、練習
遠軽自衛隊音楽隊 440 定期演奏会
教育部社会教育課 300 音楽公演事業
岳翠流遠軽支部 100 創岳翠流吟剣詩舞道会大会
鍋山友枝ピアノ教室 190 ファミリーコンサート
遠軽混声合唱団 150 定期演奏会
【演劇】
教育部社会教育課 100 子ども芸術劇場
【ダンス】
キッズダンスチームライベリーキッズ 100 ダンスイベント
フラスタジオUEDA 200 フラダンス発表会
【式典・講演会等】
教育部社会教育課 100 遠軽町少年の主張
教育部社会教育課 300 遠軽町文化講演会
教育部社会教育課 300 遠軽町成人式
教育部社会教育課 500 総合文化祭
民生部保健福祉課 150 遠軽町招魂祭
遠軽青年会議所 300 防衛講演会
総務部企画課 100 ラグビーフットボール大会パブリックビューイング
総務部企画課 100 全国高等学校野球選手権大会　北・北海道大会パブリックビューイング

遠軽町社会福祉協議会 歳末チャリティー芸能の集い
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（仮称）えんがる町民センターの利用目的について

　遠軽町内の公共施設等において実施されている各種イベント、練習等を参考に、（仮称）えんがる町民センターを利用する主な団体や
イベント等を抽出し、利用目的を明確にします。また、町民の憩いの場として、新たに行う事業や必要なスペースについても検討しま
す。

①メインホール
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区分 利用団体 利用予定人数 利用目的
教育部社会教育課 100 瞰望大学
教育部社会教育課 70 ちびっ子リーダー研修会
経済部商工観光課 640 がんぼう夏まつり（全館メインホール除く）
経済部商工観光課 50 オホーツク１００ｋｍクロスカントリースキー大会開会式・交歓会
民生部住民生活課 100 自治会連合会研修会
民生部住民生活課 100 自治連千人踊り練習
民生部保健福祉課 100 遠軽町健康づくり推進委員会スポーツレクリエーション
民生部子育て支援課 60 児童お楽しみ会
民生部税務課 200 年末調整説明会
総務部総務課 70 遠軽町功労者表彰式
総務部危機対策室 100 防災訓練、図上訓練
教育部総務課 105 教職員等健康診断
教育部総務課 100 障害児等自立支援研修会
選挙管理委員会 選挙事務
学校給食センター オホーツク管内学校給食研究協議会遠軽ブロック普及指導研修会
遠軽地区広域組合消防署 200 遠軽町消防団消防出初式
遠軽地区広域組合消防署 60 消防団員特別教養訓練
各学校 150 教育懇談会、卒業を祝う会等
遠軽高校 65 学校祭練習
遠軽高校ラグビー部 遠軽高校ラグビー部全道大会祝賀会兼全国大会壮行会
遠軽町社会福祉協議会 手作りフェスタ、カレンダーリサイクル
遠軽町社会福祉協議会 歳末チャリティー芸能の集い
遠軽町社会福祉協議会 140 遠軽町社会福祉協議会理事会並びに役職員研修会
えんがる町観光協会 250 オホーツクボールルームダンスフェスティバル
各種団体 300～800 ビアパーティー
遠軽町老人クラブ連合会 140 遠軽ブロック老人クラブ連合会研修会
秋季祭典委員会 300 秋季祭典行事
（財）日本ボールルームダンス連盟北見支部地域指導員協会 120 社交ダンス・一般対象講習会及びダンスパーティー
遠軽厚生病院 350 厚生病院大忘年会
自治労遠軽町職員労働組合連合会 150 自治労遠軽町労連旗びらき
政治団体 250～450 新春交歓会
遠軽地域子ども会育成連絡協議会 80 子ども会レクリエーション大会
財団法人　北海道難病連 100 医療講演会

②小ホール



区分 利用団体 利用予定人数 利用目的
遠軽高校吹奏楽局 定期演奏会、全国大会出場報告演奏会、吹奏楽練習
教育部社会教育課 えんがる町民音楽の広場、札幌交響楽団遠軽公演
遠軽青少年吹奏楽団 28 練習
センターもね 15 リズムダンス
太極拳サークル 10 太極拳
遠軽高校 21 学校祭練習
遠軽自衛隊音楽隊 30 音楽隊練習
遠軽三絃会 4 三味線
民謡好友会 5 民謡
社交ダンス 10 社交ダンス
遠軽グリーンフォークダンスサークル 9 フォークダンス
遠軽ピラティスサークル 20 ピラティス
キッズダンスチームライベリーキッズ 100 ダンス練習
レッグスピンズクラブ 8 ダンス
ドリームダンスクラブ 8 ダンス
クローバーサークル 6 ダンス
リズムダンス 20 リズムダンス
TFAチアダンス 4 チアダンス
遠軽ステップサークル 6 体操
聖月流遠軽支部 12 剣詩舞
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③リハーサル室
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区分 利用団体 利用予定人数 利用目的
フラワーアレンジメント「カラー」 20 フラワーアレンジメント
教育部社会教育課 33 たっち・コスモス学級
教育部社会教育課 70 ちびっ子リーダー研修会
教育部社会教育課 瞰望大学
遠軽三絃会 4 三味線
民謡好友会 5 民謡
民生部住民生活課 80 ４地区合同自治会長研修会
自衛隊旭川地方協力本部 35 自衛官採用試験
経済部商工観光課 40 遠軽町花のまちづくりセミナー
教育部総務課 35 定例校長教頭合同会議及び研修会
民生部住民生活課 40 遠軽町高齢者交通安全教室
経済部商工観光課 30 はぴかる　de　ワークショップ

④会議室・研修室

福祉センター会議室等を利用している団体については、入力していません。



区分 利用団体 利用予定人数 利用目的
菊地北鳳遠軽教室 6 書道
野舟書道塾 10 書道
Bunダンスサークル 10 ヨガ
せせらぎヨーガ 12 ヨガ
国暁流遠軽支部 3 詩吟
命の貯蓄体操 14 体操
遠軽若寿会 3 日舞
優美会 10 着付
グラッソ（旧ＤＳＥ） 10 ストレッチ
教育部社会教育課 瞰望大学
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⑤和室

福祉センター和室を利用している団体については、入力していません。
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２　新規事業及び必要とするスペースの検討

新たな事業内容 必要なスペース
例）授業の終了後等に児童集会室を利用して適切な遊び及び生活の
場を与え、健全な育成を図る。子供や保護者の交流の場とする。

例）児童集会室、カーペット敷きで子供と保護者が安全に過ごせる
スペース


