
 

 

第 2 章 

教育の推進及び振興に関する事業の評価 

 

 

 

 
 （１）幼稚園教育の推進 

（２）小・中学校教育の推進 

（３）社会教育の推進 

（４）芸術・文化の振興 

（５）スポーツレクリエーション活動の充実 

の５項目について、主要施策に基づいて設定された目標の平

成２４年度に実施した取組状況について、点検・評価をして

います 
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《項目》：（１） 幼稚園教育の推進 

《目標》：豊かな情操を育て、自立心、社会性、基礎的生活習慣の習得により、人間形成の基礎を培う 

(第 5次歌志内市基本構想：基本計画) 

○４歳児は、自分なりの目標が持てて、その実現に向けてじっくり遊びに取り組み、友達との遊びの中

で自分の思いやイメージを出したり、友達の思いやイメージに対応した動きをしながら遊びの流れを

出していくようになる。 

○５歳児は、自分なりの課題を持ち、それを乗り越えた喜びや友達の動きも刺激となり、より高い課題

を持ちながらグループの動きを取り入れて行うようになる。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

(主として４歳児) 

○共同の遊具や用具を大切に使ったり、体を動かしたりイメージを膨らませたりするほか、友達と楽し

みながら物事をやり遂げ、友達の思いやイメージに気づき受け入れて遊ぶための教育を行いました。 

○身近なものや数量・文字などに関心を持ったり、友達と一緒に物事をやり遂げようとする気持ちを持

ったりするほか、保育者が投げかけた課題に自分なりの目標を持ち、それをやり遂げた満足感を味わ

い遊びに生かすための教育を行いました。 

(主として５歳児) 

○自分なりの課題に向けて試したり、工夫したりするほか、友達と楽しく活動する中で共通の目的を見

いだしたり、協力したりするための教育を行いました。 

○新しいことに挑戦したり、チームで競い合ったりしながら、友達の喜びや悲しみに共感し、互いの良

さを認め合ったりして動くことに充実感を味わい、遊びの中に取り入れるための教育を行いました。 

(全体として) 

○家庭や地域社会、小中学校との連携や交流を深めるために、様々な行事等を行いました。 

○障がいを有する子どもに対しても、個々の教育的ニーズに合った適切な支援を実施するため、特別支

援教育支援員を 2名配置しました。 

 

【自己評価】 

○豊かな体験と心を育てるための地域連携や交流として、幼小中・地域合同大運動会、地域参観日、外

国語指導助手によるコミュニケーションプログラムや、社会教育主事を活用した体力向上プログラム、

冬期のスキー学習等を通して園児のコミュニケーション能力と基礎体力の向上を図りました。 

○「平成 24年度幼稚園の教育活動に対するアンケート」を実施して、分析を行いました。（別添資料） 

○特別支援教育支援員の配置により、障がいを有する子どもを含むすべての子どもに対して、適切な教

育的支援が図られ、「インクルーシブ教育」※が実践されました。 

※インクルーシブ教育･･･障がいの有無によらず、誰もが共に地域の学校で学べる教育。平成 23 年に改正された障害者基本

法でもインクルーシブ教育の理念が盛り込まれた。 

 

【今後の課題・方向性】 

○発達の時期に即した教師の関わりの工夫は、どうあればよいか研究していきます。 

○幼児のより良い育ちにつながる家庭との連携は、どうあればよいか研究していきます。 



-8- 

《項目》：（２） 小・中学校教育の推進 

《目標》：外国青年招致事業を継続し、国際社会に対応できる豊かな人間形成を図る 

(第 5次歌志内市基本構想：基本計画) 

 外国青年招致事業により、主として歌志内中学校の外国語指導助手として教科指導を行い、その他幼

稚園や小学校の園児・児童との交流並びに英会話指導や市民を対象とした英会話教室の開催なども行い、

児童生徒の国際理解教育の推進をはじめ、市民の国際感覚の育成を図る。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

 平成 19年度に招致したアルシート・ギロリーⅢ世さんが 1学期で任期を終えた後、新たにジョン・

ワルトン・ミラーⅢ世さんと契約し、中学校での英語の授業に助手として、英語を聞くことや話すこと

などの実践的なコミュニケーション能力の基礎を養う指導を行いました。 

 また、新しい学習指導要領に伴い、小学校において本格的な外国語活動の授業が位置付けられたため、

外国青年の協力により、聞く話すを中心に英語を使ってのコミュニケーションや遊びを通して英語に親

しむ活動を行いました。 

 外国青年招致事業は、平成６年７月から招致をはじめて以来、平成 24年度で 19年目を迎え、ミラー

さんは８人目の外国青年となります。 

 

【自己評価】 

 これまで 18 年間にわたって、外国青年招致事業を行ってきましたが、本市に招致した外国青年はい

ずれも優秀で、中学校をはじめ、小学校や幼稚園、そして市民からも大変好意的に迎えられており、児

童生徒のほか市民全体の国際理解の推進に貢献しているものと考えています。 

ミラーさんは、日本語や日本文化の勉強にも熱心で明るい性格のため、生徒達と打ち解けるのも早く、

今後一層、児童生徒の国際理解教育が推進されるものと期待されます。 

 

【今後の課題・方向性】 

 外国青年の招致事業は、財団法人自治体国際化協会などの協力もと、J E T プログラム※として行われ

ています。同プログラムで招致された外国青年は 1年契約で、本人の意思を確認しながら契約更新を行

い、最長 5年間まで契約を更新することができます。 

これまでに学校等と外国青年が取り組んできた指導内容を継承しながら、さらなら充実・工夫が求め

られるところであり、中学校の語学力向上はもとより、幼稚園や小学校での外国語に対する親しみを覚

えるような授業や交流の展開を図り、本市における国際理解教育の推進に努めて行くこととします。 

※JET プログラム･･･外国青年招致事業（The Japan Exchange and Teaching Programme）の略称。 

地方公共団体が総務省、外務省、文部科学省及び自治体国際化協会の協力のもとに実施する事業。 



-9- 

《項目》：（２） 小・中学校教育の推進 

《目標》：基礎的･基本的な知識や技能等の学力を確実に身につける教育活動 

(平成 24年度教育行政執行方針) 

児童生徒の学力・学習状況を的確に把握することを目的に「知能検査、標準学力検査」を実施し、よ

り学力の向上を図る。 

また、「全国学力・学習状況調査」の実施により調査結果を分析し、基礎的・基本的な学力の定着に

つながる的確な指導を行う。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

知能検査は小学２、４年生、中学１年生で、それぞれ４月に実施しました。 

標準学力検査は小学校２、３年生が２教科（国語、算数）、４～６年生が４教科（国語、算数、社会、

理科）で４月に実施しました。中学生は２、３年生が５教科（国語、数学、社会、理科、英語）、１年

生が英語を除いた４教科でそれぞれ４月に実施しました。 

全国学力・学習状況調査（全国一斉実施）は、小･中学生とも４月に実施しました。 

 また、学力向上のため、前年度に引き続き、小学校では放課後学習サポート事業として放課後の補充

的学習の時間を確保するためのスクールバス下校便を増便し、中学校では教職員定数を 1名加配して国

語と数学の少人数指導、ティーム･ティーチング※などによる取組を行いました。 

※ティーム・ティーチング･･･TT とも呼ばれ、複数の教員が役割を分担し、協力し合いながら指導計画を立て指導する方式。 

チームの教員一人ひとりの特性を最大限に生かした体制であり、それぞれの教員が分担する役割をしっかりと果たすことで学

級集団にとらわれずに、生徒の学習内容、興味・関心、達成度などに応じて柔軟な学習集団を編成することができる。 

 

【自己評価】 

 標準学力検査は、児童生徒の平均、教科別平均など結果を細かく把握でき、それを担任が分析し、重

点事項を探し出し、個別指導に生かしています。また、少人数指導やティーム・ティーチング等により、

一定の学力向上効果が現れていると考えられるものの、引き続き、全国・全道平均との比較のほか、個々

の傾向の分析ときめ細かな指導が必要であると考えています。さらに、各学校では学校課題の改善に向

けたアンケートを実施しており（別添資料）、学力に関することを含め、学校運営全般に役立てること

としています。 

 

【今後の課題・方向性】 

 知能検査、標準学力検査は、児童生徒の学力・学習状況を的確に把握うえで必要であり、また、文部

科学省が実施する全国学力・学習状況調査についても、学力の状況を分析する有効な手段であるため、

今後も継続して実施することとします。 

さらに、中学校における教職員定数の 1名加配については、平成 25年度も引き続き希望し実施する

こととし、数学に加え理科の授業に少人数指導、ティーム･ティーチングを導入し、理数教育の充実を

図るほか、朝読書やバス文庫による読書機会の拡充、放課後・長期休業中における補充的な学習の時間

の充実を図ります。 
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《項目》：（２） 小・中学校教育の推進 

《目標》：地域の人材や自然など多様な教育資源を活用して豊かな体験活動の展開 

(平成 24年度教育行政執行方針) 

 地域の文化や伝統を重視し、自然や多くの人とのかかわりなど体験を通してのみ培われる、学び続け

る意欲と、しなやかで柔軟に対応できる豊かな人間性など「生きる力」をはぐくむ教育を推進する。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

○歌志内小学校 

（宿泊体験学習） 

目的：「豊かな自然の偉大さを知り、その環境を大切にできる」 

「自分の役割を果たすことができる」 

「協力しながら生活できる」 

（ウォークラリー、スポーツレク、スポーツクライミング、創作活動など） 

実施日：平成 24年 9月 10～11日  宿泊場所：深川市音江町「北海道立青年の家」 

参加児童：第 5学年 32名 

（社会見学） 

第１学年（給食センター、道の駅、太陽ファーム） 

第２学年（新十津川町文化伝習館、滝川市こども科学館、ＪＲ滝川駅） 

第３学年（三笠市立博物館、鉄道記念館・ソメスサドル・衛生センター） 

第４学年（札幌市青少年科学館、北海道開拓の村） 

 

○歌志内中学校 

（宿泊体験学習） 

目的：「自主的な活動や集団行動の望ましいあり方を考え実行する」 

「札幌の自然・産業・文化遺産を学び郷土（地域）の理解や関心を深める」 

「公共施設の望ましい利用の仕方や規律ある行動を通して社会性・広い視野を養う」 

（各種専門学校、サッポロさとらんど、他自主研修など） 

実施日：平成 24年 10月 10～11日  宿泊場所：札幌市「札幌ハウスユースホステル」 

参加生徒：第 2学年 26名 

（社会見学） 

第１学年（旭川市（旭山動物園、科学館、博物館、新聞工場）） 

上記のほか、小学校では第 6学年、中学校では第 3学年で修学旅行が行われています。 

  

○幼稚園、小学校、中学校 

（幼小中・地域合同大運動会） 

目的：「子どもを中心に町内会間の連携を深める」 

「学校・地域が子どもたちとの時間を共有する」 

「幼小中の交流・連携を深める」 

実施日：平成 24年９月 22日  場所：歌志内中学校グラウンド 

参加者：市内全幼稚園児、児童、生徒と地域住民 約 600名 
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【自己評価】 

 宿泊体験学習は、宿泊を通して仲良く助け合い、友情を深めて人間関係を育てることや、体験学習を

通して物作りの苦労、喜びを味わうことなどを目的としていますが、集団で行動することの意義や振る

舞いを学ぶだけでなく、染め物体験やエンジンの分解、生キャラメル作りといった具体的な作業を直接

かつ共同で体験することにより、豊かな人間性をはぐくむための重要な機会となっています。 

 社会見学は、給食センターや衛生センターなど地域でそれぞれの役割を果たす施設や、市外の歴史・

郷土資料の展示施設などを訪れ、自分が生まれ育った地域の成り立ちを知ったり、多様な職業の現場を

自らの目で見て学ぶことができる貴重な機会となっています。 

 また、２年目の実施となる「幼小中・地域合同大運動会」については、幼小中の連携を核に、市内全

域の連携を深め、幼小中・市民が一体となって元気が出る歌志内の原動力を醸成することを目的として

行われ、普段接する機会がない子どもと大人が、共通の目的に向かって世代を超えて行動をすることに

より、地域社会に対応できる豊かな人間性をはぐくむための教育に役立つものとなっています。 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、宿泊体験学習の実施目的に沿ってこれまでどおり、子どもたちの貴重な体験の機会を確保

するよう取り組むほか、地域の学習素材を生かし、調査・探求・まとめ・交流・発信などの多様な学習

を取り入れ、中学校の職業体験学習などの実際の社会参加による取り組みを継続します。 

 また、地域とともに作り上げる幼小中・地域合同大運動会をはじめ、園児・児童生徒が幅広く社会と

交流・連携する機会を確保するため工夫していくこととします。 
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《項目》：（２） 小・中学校教育の推進 

《目標》：心に響く道徳教育の展開 

(平成 24年度教育行政執行方針) 

道徳心や自律心、公共の精神を深め、道徳的実践力の伸長を図る。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

○ 小学校では、各学年ごとの発達段階に応じた指導内容や指導の視点などを定め、学年単位を基本と

して道徳指導を行いました。 

○ 中学校では、人間尊重とかけがえのない生命の大切さに気づかせるとともに、豊かな心と道徳性を

養い日常生活の中で道徳的な実践力を高めることを重点目標とし、さらに学年別重点目標も定めな

がら指導に取り組みました。 

 

【自己評価】 

小中学校いずれも、礼儀、郷土愛、感謝・思いやりなどを、指導内容項目の年間指導計画に従い、授

業を進めることができました。 

小学校では、ふれあいフェスティバルや 1年生を迎える会、6年生をおくる会など学校行事とも関連

しながら、児童一人ひとりの道徳性を育成するように取り組みました。 

中学校では、道徳の時間を軸として、人、物、自然とのふれあう機会を捉えながら学校の教育活動全

体を通じて指導を行い、道徳的心情、道徳的判断力、道徳的意欲と道徳的態度の向上、道徳的実践力の

育成を図りました。 

これらの取り組みにより、小・中学校を訪れると児童・生徒が「おはようございます」、「こんにちは」

と礼儀正しく元気に挨拶しており、道徳教育における、礼儀、尊敬、感謝の教育が一定の成果をもたら

されているものと考えています。 

 

【今後の課題・方向性】 

○  今後においても、学校のあらゆる活動を通じて相互に人格や人権を尊重し、協力し合う態度を養

う教育活動を推進していくほか、補助教材（心のノート）の活用等についても検討していくことと

します。 
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《項目》：（２） 小・中学校教育の推進 

《目標》：安全・安心な給食の提供 

(平成 24年度教育行政執行方針) 

学校における食に関する指導として、栄養教諭を学校に配置し、給食の時間はもとより学校教育活動

を通して計画的、継続的に食育指導を進める。 

学校給食は、栄養のバランスを考慮した献立の工夫に努めるとともに、食材の厳選と調理員の衛生知

識の向上及び施設の衛生管理を徹底し、より安全・安心な給食提供を目指す。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

 平成 20年度から学校栄養教諭を小学校に配置し、小中学校の食育を進めています。 

食育指導として学校栄養教諭が、給食時間を利用し各学年で給食を一緒に食べながら食材、栄養、食

べ方のマナーなどについて指導を行い、授業時間を利用し生産者から地産地消に対する説明や、社会科

見学で調理過程を見学することにより、食に対する関心を高める指導を行いました。さらに、啓発物を

利用し、給食や栄養に関する情報を児童生徒や保護者にも周知しました。 

また、給食費については平成 21年度から 1食あたり小学校で 16円、中学校で 19円値上げしていま

すが、保護者負担を軽減するため同 23年度までの 3年間、値上げ分を据え置いてきたところであり、

平成 24年度についても同様に据え置くこととしました。  

 食材については、放射性物質検査は行っていないものの、食材の納品時には産地表示を意識して確認

しており、道内産の食材を多く取り入れるよう配慮しています。 

衛生管理については、食中毒等の発生を防止することを目的として、学校給食の提供に必要な衛生管

理基準である「学校給食衛生管理重点事項」を作成し、始業前点検や消毒方法についてマニュアル化し

ており、特に消毒については、使用する器具ごとに詳しく手順について記載し、さらなる「安全・安心」

を目指しています。 

 

【自己評価】 

 学校栄養教諭の配置により、健康的な食生活を営む習慣を身につけさせるため、給食の時間はもとよ

り、学校教育活動を通して計画的、継続的に食育指導が進んだものと考えます。 

また、安全・安心な給食提供のために食材の厳選と調理員の衛生知識の向上や施設の衛生管理が図ら

れていると考えます。 

 

【今後の課題・方向性】 

 食育に関しては、子どもたちが将来にわたって健康に生活していくための望ましい食習慣を形成する

ことが重要となっていることから、食に関する指導と学校給食の管理を一体として担う学校栄養教諭が

果たす役割は大きく、今後も継続して学校栄養教諭を配置し、効果的な食に関する指導を展開いたしま

す。 

 また、今後も「学校給食衛生管理重点事項」に基づき衛生管理を徹底し、保健所と道教委が実施する

施設定期検査の結果を照らし合わせながら安全・安心な給食を提供していくこととします。 
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《項目》：（３） 社会教育の推進 

《目標》：家庭教育に関する情報提供 

（平成 24年度教育行政執行方針） 

○子育て中の保護者や家族へ、家庭での教育に関する情報提供や家庭教育力向上のための講話の実施。 

○児童館・児童センター・図書館、郷土館等の行事案内。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

 ○家庭教育だよりの配布 

  ・文部科学省作成によるリーフレット「早ね、早おき、朝ごはん」を保育所、幼稚園、小学校、中

学校を通じて、また、「わたしの健康」を小学５年生を通じ各家庭に配布しました。 

 ○子育て支援講座等の実施 

  ・子育てに対する学習機会の提供を目的として、子育てや読み聞かせの講話を就学時検診で集まっ

た保護者を対象に子育て支援講座を行いました。 

・親子で本に親しみ、家庭での読書習慣を推進するため、ブックスタート事業により、乳幼児相談

に訪れた新生児と保護者に対し図書館司書が絵本の読み聞かせや絵本などを配布しました。 

○子どもウィークエンド情報の配布 

  ・子どもウィークエンド情報に、東光児童館・神威児童センター・図書館・郷土館等の行事や各週

イベント等を掲載し全児童・幼稚園児・保育園児に配布しました。 

 

【自己評価】 

  家庭教育だよりは、個々の常識感や生活スタイルが多様化する中で、文部科学省が公に推奨する子

育てや家庭教育の重点事項の周知に有効でした。 

  子育て支援として、子育てに対する学習機会などを提供することにより、家庭教育力の向上が図ら

れたと考えています。 

子どもウィークエンド情報の配布は、東光児童館・神威児童センター・図書館・郷土館等の行事や

各種イベント等の啓発や周知に有効でした。 

 

【今後の課題・方向性】 

 ○家庭教育だよりの配布 

  ・文部科学省が公に推奨する家庭教育関連のリーフレットについて、引き続き配布を行います。 

 ○子育て支援講座等の実施 

  ・子育てに対する学習機会の提供、絵本の読み聞かせや絵本の配布について、引き続き行います。 

○子どもウィークエンド情報の配布 

  ・平成 24 年度は 9 回、配布を行いました。子どもにとって身近な情報を掲載し、引き続き配布を

行います。 
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《項目》：（３） 社会教育の推進 

《目標》：児童館行事をはじめとする各種教室、スポーツ・レクリエーション活動の実施 

（平成 24年度教育行政執行方針） 

子ども達がそれぞれの個性を生かし、心豊かにたくましく育っていくための地域における活動や体験

活動を実施する。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

 ○児童館行事をはじめとする各種教室の実施 

  ・東光児童館、神威児童センターにおいて、各種室内行事や菜園づくりを実施しました。 

・両施設とも土曜日を中心に行事を開催し、東光児童館は 31回、平均 11.3人が参加しました。神

威児童センターでは 27回、14.1人が参加しました。 

  ・そのほか、子ども水泳教室や子どもスキー教室を実施しました。 

 ○スポーツ・レクリエーション活動の実施 

・市民健康マラソン大会を 8月 26日、サイクリングロードにて 52人の参加により実施。また、ミ

ニゴルフと郷土クイズ大会を 6月 2日、メモリアルパークにて 55人の参加により実施しました。 

○体験活動の実施 

・サマーキャンプや春休み子ども工作と映画の集いを実施しました。 

・サマーキャンプは 8月 8日から 10日の 3日間、道民の森（砂川市・当別町）にて 38人の参加に

より実施、春休み子ども工作と映画の集いは 3月 22日、23日の 2日間、郷土館にて 55人の参加

により実施しました。 

 

【自己評価】 

  子ども水泳教室と子どもスキー教室については、参加した子どもは水泳・スキーを保護者の前で真

剣に教わり、みるみる上達する子どもの姿に驚く保護者もみられました。 

  ミニゴルフと郷土クイズ大会は、従来のミニゴルフ大会に工夫を加えて開催しました。 

  サマーキャンプは毎年、多くの参加者があります。自然に親しみ、今後もより一層の充実を図りな

がら継続していく必要を感じました。 

 

【今後の課題・方向性】 

○児童館行事をはじめとする各種教室の実施 

 ・東光児童館、神威児童センターともに月 2回から 3回、土曜日に行事を行っていますが、魅力あ

る行事等を検討し、工夫しながら引き続き実施していきます。 

・子ども水泳教室、親子スキー教室はともに家庭での指導も推奨しつつ継続します。 

○スポーツ・レクリエーション活動の実施 

  ・市民健康マラソン大会はスポーツに親しむ機会として、より多くの参加が得られるよう事業内容

やＰＲ方法についても検討してまいります。 

○体験活動の実施 

  ・サマーキャンプは子ども達が夏休み期間中、楽しみにしている行事の一つであり、より一層、内

容の充実を図り、引き続き実施していきます。 
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《項目》：（３） 社会教育の推進 

《目標》：青少年センターを中心とした関係機関、団体等との連携 

（平成 24年度教育行政執行方針） 

青少年補導に関係のある各機関や団体が連絡を密にし、補導や安全確保に係る活動を推進する。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

○定例補導連絡会議の開催 

・市内小中学校教論、砂川高校教論、校長会代表、主任児童委員、赤歌警察署員、生徒指導専門員、

各地区長、青少年センター職員による連絡会議を開催し、児童・生徒に関する地域での問題等の

情報交換や問題発生時の対応、未然防止策を協議しました。 

○補導活動の実施 

  ・地域巡回補導：各地区補導員会にて夏休みや冬休み期間中などに巡回のほか、随時巡回を実施し

ました。 

  ・特別巡回補導：全市的なイベント等に実施しました。 

  ・18地区から選出された 36名の地区補導員が活動しました。 

 ○環境浄化活動 

・有害環境立入調査として、雑誌・煙草・酒類を販売している 10 店舗の立入調査を生徒指導専門

員と青少年センター職員で実施しました。 

  

【自己評価】 

  定期的な補導連絡会議の開催を通して、地域・学校での問題や様々な情報の共有が図られ、問題発 

生時の対応、未然防止策が協議されました。 

 

【今後の課題・方向性】 

○定例補導連絡会議の開催 

・小中学校や高校、地域、警察関係者等による連絡会議を開催し、地域での問題等の情報交換や問

題発生時の対応、未然防止策を協議するための会議となっており、今後も引き続き開催します。 

○補導活動の実施 

・各地区の補導員が中心となった活動を継続します。 

○環境浄化活動 

・生徒指導専門員と青少年センター職員により、雑誌・煙草・酒類を販売している市内の店舗につ

いて立入調査を実施し、特に問題等はありませんでしたが、引き続き実施します。 
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《項目》：（３） 社会教育の推進 

《目標》：サークル活動をはじめとする自主的な活動の支援 

（平成 24年度教育行政執行方針） 

生活水準の向上や余暇時間の増加により、精神的な豊かさを求めて芸術や文化活動への関心が高まっ 

ているなか、市民の自主的な芸術・文化活動への参加を推進します。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

○公民館講座、公民館サークルや文化連盟への支援 

  ・チロル学園（旧高齢者大学）を 5月から 10月まで 16回、延べ 293人の参加で開催したほか、11

月 3日、4日に市民芸術文化祭を実施しました。 

  ・公民館サークルや文化連盟加盟団体による自主的な活動を支援しました。 

  ・文化連盟に対して補助金を交付し、市民芸術文化祭を実施しました。 

 

【自己評価】 

  公民館講座、公民館サークルや文化連盟の参加者が、高齢化等により減少しています。市民芸術文

化祭は、「子ども作品展」と同時開催となったこともあり、賑わいのある会場風景がみられました。 

 

【今後の課題・方向性】 

 ○公民館講座、公民館サークルや文化連盟への支援 

・高齢化や人口の減少により、各種サークル会員が減少しているため、既存の講座やサークル活動

の支援は引き続き行うとともに、多様な形態で参加できる講座やサークルの発掘が必要です。ま

た、各種サークルの支援などについては、文化連盟と協議しながら、効果的な方策を実施します。 
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《項目》：（３） 社会教育の推進 

《目標》：社会教育施設及び体育施設の効率的な運営と管理 

（平成 24年度教育行政執行方針） 

現在ある社会教育施設及び体育施設の利用状況を考慮しながら、効率的な管理運営を実施します。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

 ○４市町による施設の相互利用 

・歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町の４市町にて協定を締結し、各住民は、各市町の社会教

育施設を同じ条件にて利用できることとなりました。 

 ○公民館の臨時開館 

・公民館に休館日を設定（年末年始・日曜日）し、休館日にイベント等が開催される場合に、臨時

開館することを引き続き継続しました。 

○市営プールの開設日数 

・市営プールの開設日数を最小限にとどめたうえで、猛暑などの場合に延長して開設できるよう、

予算措置を行いました。 

 

【自己評価】 

それぞれの社会教育施設及び体育施設に対する利用者の動向に応じた管理運営を実施しました。 

 

【今後の課題・方向性】 

  市民一人ひとりが、スポーツや趣味、各種活動を通して幅広く利用されるよう、各施設の利用状況

を考慮しながら、引き続き効率的な管理運営するとともに、市営プールの開設期間については、最も

効果的な開設期間を把握し設定する必要があります。 

  また、施設の老朽化に対する方策を検討する必要があります。 
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《項目》：（３） 社会教育の推進 

《目標》：地域の教育力の再生 

（平成 24年度教育行政執行方針） 

将来を担う子どもたちの健やかな成長のため、地域全体で学校教育を支援するとともに、地域の方々

が学校教育に関わることにより地域の絆を深め、地域の教育力の活性化を促進する。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

 ○環境整備活動（歌志内幼稚園） 

・学校支援ボランティア、保護者の総勢 48 名により、園舎周辺及びグラウンドの草刈りや窓ふき

を 9月 5日に実施しました。（地域ボランティア 12名） 

 ○学習支援活動（歌志内小学校） 

・小学校 1・2年生を対象に本の読み聞かせや手遊びなどを 11月 14日に実施しました。 

 （外部講師 1名：関係者への研修を兼ねる。） 

 ○環境整備活動（歌志内中学校） 

・学校支援ボランティア、生徒、ＰＴＡの総勢 103名により、教室の窓ふきや校舎周辺の草刈りを

実施しました。（地域ボランティア 15名） 

○幼児の体力向上アプローチプログラム 

・歌志内幼稚園の園児を対象に、基礎的な運動能力の向上を目標に、走る、投げる、捕る、跳ぶ、

転がるという動作について、プログラムを組み立てての指導や、軽スポーツ体験を実施しました。 

   （指導者 1名：コーディネーター） 

 

【自己評価】 

  歌志内幼稚園の環境整備活動は、園児の保護者等との合同開催ができ、また、地域ボランティアの

協力も得ることができました。 

  歌志内小学校の学習支援活動は外部講師を招致し、本の読み聞かせのほか手遊び、ペープサート、

わらべ歌と「お話し会」を開催でき、教論や司書、児童厚生員等の研修にもなりました。 

  歌志内中学校の環境整備活動は、地域ボランティア、生徒とＰＴＡの合同作業となったので、地域

と生徒が一体となった活動ができました。 

 

【今後の課題・方向性】 

ボランティア活動は、専門性の必要なものから誰にでもできるものまで様々ですが、地域住民一人

ひとりが、できる範囲で生涯学習で学んだ成果を実践活動として活かして取り組もうとするものです。 

学校の要請に応じて、「できる人が、できる時に、できること」を今後も支援していきます。 
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《項目》：（４） 芸術・文化の振興 

《目標》：市民の生活に根ざした文化活動の推進 

（平成 24年度教育行政執行方針） 

 文化連盟や公民館サークルなどを主体とする活動支援、発表や鑑賞の機会を提供する。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

○文化活動の充実を推進 

・公民館を拠点に、活動される、文化連盟や公民館サークルの自主的な芸術・文化活動を支援しま

した。 

・文化連盟の活動に対する補助金を交付しました。 

○発表や鑑賞機会の提供 

・一般市民、公民館サークル、文化連盟の発表の機会として市民芸術文化祭が開催されました。 

   

【自己評価】 

一般市民、公民館サークル、文化連盟の発表の機会として市民芸術文化祭が開催されましたが、展

示作品や出演者が減少しておりますが、数少ない活動成果の発表の機会であることから、盛大に開催

されるような工夫が必要でしたが、「子ども作品展」と同時開催となったこともあり、賑わいのある

会場となりました。 

 

【今後の課題・方向性】 

○文化活動の充実を推進 

  ・文化連盟や公民館サークルによる自主的な芸術・文化活動を引き続き支援していきます。 

○発表や鑑賞機会の提供 

  ・市民が心豊かな生活を求め、日々、取り組んでいるサークル活動を広く知ってもらい、活動の成

果を発表する機会として、市民芸術文化祭を開催していますが、より一層、自主的・意欲的なサ

ークル活動を促進する必要があります。 
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《項目》：（５） スポーツ・レクリエーション活動の充実 

《目標》：市民スポーツ活動の促進 

（平成 24年度教育行政執行方針） 

 スポーツの振興を図り、市民の健康増進と体力づくりを積極的に推進する。 

 

【平成 24年度の取組状況】 

 ○スポーツ教室の実施 

・子ども水泳教室を市営プールにて 7月 30日、8月 1日、3日の 3回、延べ 127人の参加により開

催しました。また、スキー教室を、親子参加を促しつつ 1月 7日から 9日までの 3日間、かもい

岳スキー場にて延べ 168人の参加により開催しました。 

 ○健康づくり事業の実施 

  ・フィットネススクールを 5 月から 7 月まで 8 回、公民館にて延べ 94 人の参加により開催しまし

た。また、市民歩こう会を 5 月から 11 月まで 3 回、市民体育館でのウォーキング講習や雨竜町

のフットパスコースをウォーキングし、延べ 60人の参加により開催しました。 

○市民スポーツ大会の開催 

・市民健康マラソン大会を 8月 26日、サイクリングロードにて 52 人の参加により開催しました。 

 

【自己評価】 

   水泳教室とスキー教室は、受講対象が幼児から低学年児童なので、みるみる上達する子どもの姿を

保護者が間近に見ることができ、幼少期の子どもに、スポーツに親しむ機会を提供できました。 

  フィットネススクールは安定した参加があり、市民歩こう会については定員の 40人を下回ったが、

参加者には好評でした。健康マラソン大会は開催年によって参加者が大きく増減する傾向があるので、

事業内容やＰＲ方法を検討する必要があると考えています。 

 

【今後の改題と方向性】 

○スポーツ教室の実施 

  ・子ども水泳教室、親子スキー教室ともに現状の事業内容を維持しながら継続して行います。 

 ○健康づくり事業の実施 

・フィットネススクールは、より充実した内容を検討し、より多くの参加が得られるように行って

まいります。また、市民歩こう会については事業内容を維持しながら継続して行います。 

○市民スポーツ大会の開催 

・市民健康マラソン大会は一般参加者が少ないため、事業内容やＰＲ方法についても検討してまい

ります。 
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