
 

 

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 

の３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２７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》：一人ひとりに寄り添う教育の充実 

(平成 27年度教育行政執行方針) 

基礎的・基本的な知識や技能を確実に身につけさせる学習内容を指導計画に位置付けるとともに、個

に応じた指導を充実する。 

特に、国際感覚やコミュニケーション能力の素地を養うため、幼稚園における英語教育の促進と正し

い日本語や語彙の使い方等の学習指導を推進する。 

 

【平成 27年度の取組状況】 

○日 時  毎週水曜日 13:00～13:30 

○対象児  さくら組 男児３名 ばら組 男児２名 女児４名  合計９名 

○講 師  ジョン・ワルトン・ミラーⅢ世 

幼稚園における英語活動のねらい 

  幼児期は興味関心が強く、言語をはじめとして異文化に関しても自然に受け入れられる時期ととら

えます。幼稚園での英語活動は伝統的・組織的に教えるのではなく、異文化への関心を高めると共に

「英語」を身近に感じる中で、コミュニケーション能力の育成を目指しながら、子どもたちの知的好

奇心を刺激し遊びを通し「英語は楽しい」「覚えた単語で話してみたい」という意識を持てるよう配

慮しながら活動を進めていきたいと考えます。 

幼稚園 英語活動 年間カリキュラム 

月 
カリキュラム 

ねらい 主な活動内容 

4 月 

□遊びを通して、ALT と仲良く活動をし

ようとする 

□英語を使って友達、担任と元気に挨拶を

しようとする 

挨拶(Hello, See you, Thank you, Sorry)、 

じゃんけん、じゃんけん列車、Story time  

5 月 

□ALT や担任、友達と元気に挨拶をし、

自分の気持ちと名前を伝えようとする 

挨拶、じゃんけん、じゃんけん列車、 

How are you?ゲーム (OK, Good, Bad, 

Hungry)、“My name is~.”、Story time  

6 月 
□ゲームを楽しみながら、気持ちを表す言

葉を使おうとする 

挨拶、How are you?ゲーム(Happy,  

Fine, Sleepy)、“My name is~.”、Story time  

7 月 

□英語を聞いて身体を動かしながら英語

を楽しむ 

“Simon says, please.” (Turn right, Turn 

left, Go straight, Stop) 、Hokey Pokey、

Story time 

8 月 

□１学期の活動を思い出しながら、英語を

聞いて身体を動かしながら英語を楽し

む  

“Simon says, please~.” (Go back, Stand 

up. , Sit down. , Jump, Turn)、Hokey 

Pokey、Story time  

9 月 

□ゲームを通して英語にたくさん触れる 

友達と協力して遊ぼうとしている (動

詞、数字) 

“ Simon says, please~. ” (swim, run, 

walk)、Four corners(数字)、仲間集め、Story 

time  
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【自己評価】 

・子ども達は、英語教室をとても楽しみにし、水曜の午後には玄関先で先生の訪問を待ち望んでいる。 

・1 学期にはゲームを中心にして楽しく遊びその中で単語や発音を学んでいたが、子ども達になじみの

ある絵本の英語版を読んでもらった事でそれを題材にした英語劇をやりたいと意欲を見せた。今まで

は教えてもらっている立場であったが、自ら「これは英語でなんて言うの？」「これはどうやって発

音するの？」など自分から意欲的に関わったり質問したりする姿へと変わってきています。 

・先生と子ども達の活動を客観的に観察することで、日常の保育では気づかなかった子ども達の違う姿

や表情などを捉えることができた。個の理解をする上でも参考になっています。 

 

【今後の課題・方向性】 

外国人の先生に親しみ、ゲームや唄ったり、踊ることで「英語って楽しいね！」という意識につなげ

ていきたい。また、遊び感覚の中で培った英語活動を小学校へ行ってもつながる学習へ発展することが

課題と考えています。 

 

10 月 

 

□ゲームを通して英語にたくさん触れる 

(動詞、体の部位) 

□ハロウィーンの文化に触れ、楽しむ（仲

間集め･ハロウィーン会） 

Head・Shoulders・Knees, and Toes、Four  

corners(体の部位)、Story time  

11 月 

□英語を聞いて身体を動かそうとしてい

る 

□英語を通してたくさんの色を使って絵

を描く(体の部位･色･形) 

Simon says, please~.”(Touch your 身体の

部位.)、Four corners(色)、絵を描く、Story 

time  

12 月 

□遊びを通して英語に触れる 

(色･動物) 

□クリスマスを通して、英語の歌を聞い

たり、遊んだりする 

Four corners(色、動物)、クリスマス会、 

ジェスチャーゲーム(動物)、Story time  

1 月 

□2 学期の活動を思い出しながら、遊びを

通して英語に触れる 

(動物･スポーツ) 

Four corners(スポーツ)、ジェスチャー 

ゲーム(スポーツ、動物)、Story time 

2 月 

□英語を通して、たくさんの遊びを友達

と ALT、担任と仲良く遊ぼうとする 

“ Simon says, please~.” (jump, spin, 

swim, run, walk)、Four corners(スポー

ツ)、ジェスチャーゲーム(動物)、Story time  

3 月 

□今までの活動が思い出されるように、

英語を使って、歌ったり、遊んだりす

る 

今まで行ってきた中で子どもが好きな活

動、Story time 
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《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 27年度の取組状況】 

 平成 24 年度に招致したジョン・ワルトン・ミラーⅢ世さんとの契約を継続し、中学校での英語授業

の助手として、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、新学習指導要領において、小学校における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・話すことを中心として英語を使ったコミュニケーションや遊

びを行ったほか、幼稚園においても、簡単な英語やゲームを行うなど、幼小中一貫教育の掛け橋となる

役割を担っています。 

 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 27年度で 22年目を迎え、ミラー

さんは８人目の外国青年となっています。 

 

【自己評価】 

 ４年目を迎えたミラーさんは、ＡＬＴとして、中学校はもとより、小学校における総合的な学習の時

間において国際理解や幼稚園において園児たちに国際感覚を養うため活動されています。このほか、空

知地域の国際交流や英語教育に関するイベント等へ積極的に参加・協力するなど精力的に活動されてお

り、これまで以上に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のもと、JET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、最長 5年

間まで契約を更新することができますので、ミラーさんには、平成 28 年度、5 年目として更新し、本

市でのさらなる活動に期待しているところであります。 

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つつ、特に小学校においては、3，4

年生の総合的な学習の時間を活用した国際理解において、一層の充実が求められており、中学校の語学

力向上はもとより、幼稚園や小学校における外国語教育のさらなる展開を図ります。 

※JET プログラム･･･外国青年招致事業（The Japan Exchange and Teaching Program）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。 
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《項目》：（２） 小・中学校教育の推進 

《目標》：信頼される学校づくりの推進 

(平成 27年度教育行政執行方針) 

学校は、幼児や児童生徒・保護者・地域から高い信頼性を求められており、また、心身ともに安心し

て過ごせる環境でなければならない。学校が信頼されるために、危機管理能力、学校力、教師力の向上

を目指す。 

 

【平成 27年度の取組状況】 

 地域に開かれ信頼される学校を実現するため、学校では、保護者や地域住民の意見や要望を的確に反

映させ、家庭や地域社会と連携協力していくことが求められています。それと同時に、保護者や地域住

民が、学校とともに地域の教育に関わるという認識の下、学校運営に積極的に協力していくことも重要

であります。 

そこで、平成 20 年 1 月に改訂された学校評価ガイドラインに基づき、本市においても導入している

学校評価制度（※１）及び学校職員評価制度（※２）により、幼・小・中において、児童生徒アンケート、

保護者アンケート、教職員アンケートを実施しています。そのアンケート結果等を児童生徒、保護者が

共有し、更に地域の方にも学校便りを配布し、その評価の公開に努めています。 

また、小・中学校においては、それぞれ第三者組織となる学校関係者評価委員会を開催し、アンケー

ト結果などを踏まえた評価内容が、児童生徒からの意見、要望などが学校運営等に改善が図られている

かなどの確認を行い、次年度の学校経営及び教育活動も反映するよう取り組んでいます。 

（注１）学校評価制度・・・学校の教育活動その他学校運営の状況について、自己評価や外部評価を行うとともにその結果を公

表し、評価結果に基づいて学校運営の改善を行っていこうとするもの。 

（注２）学校職員評価制度・・・学校教育目標を職員に示し、目標管理手法を導入しながら学校職員の評価を行い、その内容を

フィードバックして学校職員の資質能力の向上や学校の活性化を図ろうとするもの。 

 

【自己評価】 

 信頼される学校づくり、また、開かれた学校づくりを目指し、幼・小・中における運動会、学芸発表

会や授業参観等の学校行事については、学校関係者のみならず地域住民の方へも広く学校便りの配布を

行うなど、積極的な情報公開に努めています。 

 また、９月に開催された第５回目となる幼保小中地域合同大運動会では、普段あまり交流機会が少な

い教職員と地域住民との貴重な交流の場となっています。 

 

【今後の課題・方向性】 

 これからの学校は、「開かれた学校」から更に一歩踏み出し、地域でどのような子どもたちを育てる

のか、何を実現していくのかという目標やビジョンを地域の人々と共有し、地域と一体となって子ども

たちを育む「地域とともにある学校」に転換していくことが文部科学省から求められており、学校・保

護者・地域の連携・協働体制が組織的に確立することが課題としてあげられます。 
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《項目》：（２） 小・中学校教育の推進 

《目標》：生命を尊び自らを鍛え、健康で安全な生活習慣教育の推進 

(平成 27年度教育行政執行方針) 

 体力は学力に比例し「力強さ」「ねばり強さ」「しなやかさ」「巧みさ」があり、人間にとって一番大

切な「生きる活力」であり、幼・小・中の一貫した体力向上プログラムを通じて、体力・運動能力の向

上やフッ化物洗口、食育指導により健康保持・増進への正しい知識と、望ましい生活環境を身に付けさ

せる指導を推進する。 

 

【平成 27年度の取組状況】 

 新体力テストや全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果に基づき、幼小中一貫教育推進委員会の

下部組織として設置された体力向上委員会において平成 26 年度策定された体力向上プログラムの実践

年度として取り組みました。 

本市の地域特性・地域資源を生かし、幼稚園児からのスキー学習の実施にあたり、園児にはスキーレ

ンタル補助を行うほか、市所有バスでの送迎や一部経費を負担するなど学校や保護者の負担軽減を図っ

ています。 

特に、本年度は体育授業にダンス講師を外部から招き（幼稚園５回、小学校６回、中学校３回）、子

どもたちはヒップホップ系ダンスの講師から直接指導を受け、幼稚園児と中学生は、第５回幼保小中地

域合同大運動会でコラボによるダンス発表が行われ、また、小学生は学芸会でダンス発表が行われ、そ

れぞれ観覧者へ感動を与えました。 

 また、幼稚園～小学校期におけるフッ化物洗口を継続実施しているほか、食育指導を実施することに

より、望ましい生活習慣を身に付けることを目的とした取り組みを行っています。 

このほか、小・中学校では体力・運動能力等調査の実施による個々の児童生徒の状況把握と分析を行

っており、今後の体力向上の取り組みに生かすこととしています。 

 

【自己評価】 

 本市では、これまでも市内スキー場を活用した授業を実施してきましたが、本市の地域特性・地域資

源を生かした取り組みとして、幼稚園児からのスキー学習を継続的に実施。冬休みのスキー教室とあわ

せて６回の実施により、幼児期における体力向上のみならず、スポーツを通じて多様な学びの効果が見

られました。なお、スキー授業等の校外学習の実施に際しては、市所有バスでの送迎や一部経費の負担

により保護者負担の軽減に配慮しています。 

 幼稚園～小学校期におけるフッ化物洗口の実施については、学校等において定着しつつありますが、

入園児や新入生を対象とした指導などの取り組みを継続することが必要です。 

 

【今後の課題・方向性】 

 幼小中一貫教育推進委員会で協議された体力向上プログラム計画の着実な推進のため、設定した各種

目の取り組みを行います。 

また、学力同様、体力や健康に関しても、得手・不得手など個々に異なる子どもの状況把握とそれぞ

れの状態に応じたきめ細かな指導に取り組むほか、保護者負担軽減の検討や、運動を通じて子どもたち

が幅広く社会と交流する機会の確保などの取り組みを進めます。 
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《項目》：（３） 社会教育の推進 

《目標》：家庭の教育力向上と子育て支援の促進、体験活動による青少年健全育成の推進 

（平成 27年度教育行政執行方針） 

○家庭教育に関する学習機会の提供。 

○子育てをしやすい環境づくりや地域ぐるみの健全育成に努めるなどの支援。 

 ○基本的な生活習慣や社会性を身に付ける取り組みとしての宿泊体験や、プロスポーツ観戦により本

物を見て夢や憧れを持たせる体験事業の実施。 

 ○青少年センターを中心とした関係機関、団体との連携。 

 

【平成 27年度の取組状況】 

 ○家庭教育に関する学習機会の提供 

  ・NPO 法人お助けネット代表の中谷通恵氏を講師に招いて、家庭教育に関する講演会を開催すると

ともに、就学時検診に集まった保護者を対象にした子育て支援講座を実施し、子育てに係る学習

機会を提供しました。 

・また、親子で本に親しみ、家庭での読書習慣を推進するためのブックスタート事業では、乳幼児

相談に訪れた新生児の保護者に対して絵本などを手渡し、読み聞かせ等を実施しました。 

 ○学校支援地域本部事業及び放課後子どもプラン推進事業の実施 

  ・学校、家庭、地域が連携し、地域ぐるみの健全育成を推進する学校支援地域本部事業を、学校支

援実行委員会等の協力を得て実施するとともに、放課後子どもプラン推進事業として東光児童館

における書道教室を実施しました。 

○各種の体験活動の実施 

 ・子ども会育成者連絡協議会主催の各種体験事業を支援しました。前年度に継続して実施の社会体

験事業では 9 月 12 日、Ｊリーグ２部のコンサドーレ札幌の公式戦を観戦しました。また、子ど

もパークゴルフ大会を 10月 3 日に、子ども雪あかり広場づくりを 2月 13日に初開催しました。 

・恒例のサマーキャンプは、道民の森（当別町神居尻地区）での 2泊 3日の宿泊体験に加え、浦臼

町 B&G海洋センターのプールにも立ち寄り、参加した 29名全員が楽しみました。 

・室内カーリング大会はインフルエンザ流行により中止しましたが、空知管内地域子ども会ジュニ

アリーダー養成研修会への派遣は、３年ぶりに参加者がありました。 

 ○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、創作やゲームなどの各種行事を実施し、東光児童館は

20回の行事に平均 7.0人が、神威児童センターは 32回の行事に平均 8.5人が参加しました。 

 ○青少年センターや関係団体等との連携 

  ・17町内会（自治会）から推薦された 33名に、地区補導員を委嘱しました。 

・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定例補導連絡会議を開催し、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。 

  ・各地区の補導員が、夏休みや冬休み期間中などに地域巡回活動を実施したほか、全市的なイベン 

トでは合同で特別巡回活動を実施しました。 

  ・有害環境立入調査として、雑誌・煙草・酒類を販売している 9店舗の立入調査を青少年センター

職員が実施しました。 

 ○家庭教育だより等の配布 
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  ・文部科学省が提唱する「早ね、早おき、朝ごはん」のリーフレットを小学１年生の各家庭に配布

するとともに、児童館行事や図書館、郷土館の子ども向けイベントなどを掲載した子どもウィー

クエンド情報を発行しました。 

 

【自己評価】 

  家庭教育に関する学習機会を提供する事業のなかで、家庭教育講演会は実際に子育て中の保護者の

参加が少なく、今後においてＰＴＡ連合会との連携などが課題となりました。 

就学時検診時の子育て支援講座とブックスタート事業では、家庭での読書や読み聞かせの重要性を 

 唱えることができました。 

  学校支援地域本部事業は、学校支援実行委員会や各町内会等からのボランティアによる草刈りなど

の環境整備を行い、学校を地域が支援する取り組みとして継続されました。 

子ども会育成者連絡協議会主催の各種体験事業は、Ｊリーグ観戦やパークゴルフ大会、雪あかり広

場づくりなどの新しい行事を取り入れ、各行事に参加者を得ることができました。 

  青少年センターや関係機関との連携では、特に、定例補導連絡会議の開催を中心に、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、未然防止に役立ちました。 

 

【今後の課題・方向性】 

 ○家庭教育に関する学習機会の提供 

  ・家庭教育講演会は、子育て中の保護者の出席が得られるよう、ＰＴＡ連合会等との連携を検討す

る必要があります。就学時検診時の子育て支援講座、ブックスタート事業は引き続き実施してま

いります。 

 ○学校支援地域本部事業及び放課後子どもプラン推進事業の実施 

  ・学校支援地域本部事業は現在の支援活動を継続しつつ、学習支援に関する活動を検討する必要が

あります。東光児童館における書道教室は、子どもの学力向上にも貢献する事業として継続実施

します。 

○各種の体験活動の実施 

 ・子ども会育成者連絡協議会主催の各種体験事業は、継続事業と新規事業を織り交ぜながら、今後

も子どもが楽しみながら、さまざまな体験ができる事業を実施する必要があります。特に、社会

体験事業は、スポーツ観戦が続いたので、芸術鑑賞の機会を検討します。 

○児童館行事をはじめとする各種教室の実施 

  ・東光児童館は周辺の子ども人口の減少などから利用者数が減少していますが、神威児童センター

とともに、子どもが有意義な時間を過ごせるような行事等を工夫してまいります。 

 ○青少年センターや関係団体等との連携 

  ・地区補導員及び特別補導員を継続して委嘱し、地域巡回補導や特別巡回補導を実施してまいりま

す。 

・定例補導連絡会議は、学校と地域（補導員）、関係機関（警察署、主任児童委員等）が連携する

貴重な機会として、引き続き情報交換や問題発生時の対応、未然防止策を協議してまいります。 

 ○家庭教育だより等の配布 

  ・子どもの生活習慣向上に関する資料や、子どもウィークエンド情報の発行を継続してまいります。 
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《項目》：（３） 社会教育の推進 

《目標》：成人・高齢者の学びの環境整備及び郷土財産の有効利用と保存・継承 

（平成 27年度教育行政執行方針） 

○図書館を公民館へ移設するとともに、公民館が地域コミュニティの拠点として各種事業を開催する

など、利用促進を図る。 

○学習活動により生きがいを持ち、地域の絆を一層深めることのできる各種事業を開催する。 

 ○学校教育活動との連携やサークル活動の活性化、郷土館や旧空知炭鉱倶楽部などの郷土財産の保

存・継承と有効な利用に努める。 

 

【平成 27年度の取組状況】 

○図書館の公民館移転及び公民館の地域拠点化 

 ・7月に市立図書館を公民館内へ移転するとともに、10月から公民館をコミュニティセンターへ用

途変更しました。 

・地域住民が交流を図るためのコミュニティセンター事業として、ファミリーコンサートとオール

歌志内カラオケ歌合戦を開催しました。 

  ・市立図書館の移転に際しては「新しさ」や「見やすさ」を大切にし、“古い本が積み重なってい

る”イメージを払拭すべく蔵書冊数を整理するとともに、開放的な閲覧スペースの提供に努めま

した。  

  ・公民館をコミュニティセンターへ用途変更する際に、施設使用料を大幅に見直し、廉価な時間単

価を設定するなど、市民がより利用しやすい環境を整えました。 

 ○チロル学園の開催 

  ・5月から 10月まで 14回シリーズの講座を開催し、延べ 165人が参加しました。 

 ○市民芸術文化祭の開催 

  ・文化連盟への補助金交付を行うとともに、文化連盟加盟団体やサークル、一般参加者による市民

芸術文化祭を、婦人会連絡協議会のバザー及び教育研究協議会の子ども作品展と合同により開催

しました。 

 ○郷土館及び旧空知炭鉱倶楽部の活用 

  ・郷土館では、高橋揆一郎文学忌の特別展や、ノスタルジックドールハウス展などを実施する一方

で、ゴールデンウイークイベントや各種映画会を開催するなど、話題づくりに努めました。 

  ・また、ゴールデンウイークイベントでは、郷土館と旧空知炭鉱倶楽部、大正館が連携した郷土史

３館スタンプラリーを開催しました。 

 

【自己評価】 

  図書館を公民館（コミュニティセンター）へ移転したことにより、図書館利用が飛躍的に増加しま

した。移転後の８月～３月の実績では、貸出点数が前年度の 4,332点から 5,886点へ 35.9％増、貸出

人数が 1,203人から 2,014人へ 67.4％増、利用者数が 1,829人から 3,673人へ 100.8％増となりまし

た。 

  コミュニティセンターは公民館から用途変更後の 10 月～３月の実績では、使用料の見直しなどに

より会議件数が増え、サークル参加者が増となったことにより、利用件数が前年度 349件から 392件

へ 12.3％増、利用人数が 7,150人から 7,741人へ 8.2％増となりました。 
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  また、市民芸術文化祭の第１日目に同時開催したファミリーコンサートと、２月に初開催したオー

ル歌志内カラオケ歌合戦は参加した市民に好評を得ました。 

  チロル学園の参加者は前年度より減少したことが課題となりました。 

  郷土館の入館者数は減少しましたが、ゴールデンウイークに開催した郷土史３館スタンプラリーは、

旧空知炭鉱倶楽部の来訪者も増加するなどの波及効果がありました。 

 

 

【今後の課題・方向性】 

○図書館とコミュニティセンターの利用の活性化 

 ・図書館とコミュニティセンターは、移転や用途変更に伴う利用増を得ることができましたが、 

一時的な効果にとどめないで、継続して多くの人に利用される取り組みを行ってまいります。 

 ○チロル学園の開催 

  ・参加者の増加を図るため、広報周知の強化などに努めます。 

 ○市民芸術文化祭の開催とサークル活動への支援 

  ・文化連盟への補助金交付を継続するとともに、加盟団体や新規サークルの活動支援を続けるとと

もに、各団体が連携して実施する市民芸術文化祭の充実に努めます。 

 ○郷土館及び旧空知炭鉱倶楽部の活用 

  ・郷土館は、ゆめつむぎ通信員の協力を得て、また、同会の活動がより活発に行われるよう、連携

してまいります。 

  ・郷土館と旧空知炭鉱倶楽部、大正館などが連携した事業の開催などに努めてまいります。 
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《項目》：（３） 社会教育の推進 

《目標》：生涯スポーツの振興と健康づくりの促進 

（平成 27年度教育行政執行方針） 

○誰もがいつでもスポーツに親しむことができるよう、世代に応じたスポーツ活動の充実に努める。 

 ○地域の特性を生かしたスポーツを活性化していくうえで、スキーを青少年に奨励し、多くの経験を

重ねる機会を設ける。 

 ○老朽化した市営プールは廃止撤去し、近隣市町プールの共同利用を実施する。 

○旧西小学校の活用について、体育館及び児童館を含め、市の計画と連動した検討を行う。 

 

【平成 27年度の取組状況】 

 ○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 23日、104人の参加者を得てサイクリングロードをコースとして開

催しました。また、市民体力測定会や子どもパークゴルフ大会を初開催し、新たな取り組みとし

て室内カーリング大会（インフルエンザ流行により中止）に着手しました。 

  ・そのほか、市外のフットパスコース探索が好評な市民歩こう会や、子ども水泳教室、フィットネ

ススクールも継続実施しました。 

 ○青少年へのスキーの奨励 

  ・子どもスキー教室のほかに、学校支援地域本部事業として幼稚園のスキー学習の支援を実施しま

した。 

 ○市営プールの廃止と近隣市町プールの共同利用 

  ・市営プールは廃止して解体撤去を行い、赤平市民プール、上砂川町営鶉プール、奈井江町民プー

ル、B&G 浦臼海洋センタープールを共同利用し、小学校のプール授業、子ども水泳教室を赤平市

民プールにて実施しました。 

  ・また、赤平市民プールへは送迎バスを運行するとともに、共同利用プールに係る市民の使用料金

は、教育委員会が負担しました。 

 ○旧西小学校などの活用検討 

  ・旧西小学校の活用は具体的な検討には至らず、グラウンドの草刈りを実施する程度の取り組みに

とどまりました。市の総合計画の中に、児童館は学童保育とともに児童の居場所づくりや子ども

の健全育成活動を推進すること、及び、体育施設は利用状況や市民の意向を踏まえながら整備に

努めることを盛り込みました。 

 

【自己評価】 

  市民健康マラソン大会は、歌小児童と歌中生徒の参加を得て盛況に実施することができました。ま

た、市民歩こう会は、６月に訪れた夕張市のフットパスコースについては旧来の炭鉱住宅などを見な

がら歩くコースや、終着地点ではイベントが開催されていて参加者に好評でしたが、９月に訪れた長

沼町のコースは単調で、車両の往来が多く、コース選定が課題となりました。 

  新規開催の子どもパークゴルフ大会は、パークゴルフ協会の協力により成功しましたが、インフル

エンザ流行により中止となった室内カーリング大会は開催時期の選定などが課題となりました。 

  青少年へのスキーの奨励は、次期中期計画での位置付けについて検討が必要な状況があります。 

  近隣プールの共同利用は、ある程度の利用者はありましたが、送迎バスの利用 PR などに努める必
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要があります。 

 市の総合計画に盛り込まれた施設整備などは、需要の把握や整備の方向、財源の確保などとあわせて 

継続して検討する必要があります。 

 

 

【今後の課題・方向性】 

○スポーツ・レクリエーション活動の実施 

・既存の事業を継続しながら、可能な範囲で新規事業を工夫し、地道な取り組みを実施してまいり 

ます。 

 ○近隣市町プールの共同利用 

  ・利用時期の拡大や、送迎バス運行予定の周知など、利用促進に努めます。 

 ○施設の整備検討 

  ・市の総合計画に係る具体的な実施計画について、教育施設全般の整備予定などを踏まえて、検討 

してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


