
 

 

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２６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、自分なりの目標を持ち、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 26年度の取組状況】 

(主として４歳児) 

共同の遊具・用具を譲り合いながら、自分から友達へと関わりの幅を広げ、自分の興味を追求するな

ど段階的に成長を促すことを狙いとして取り組みました。 

また、身近なものや数量・文字などに関心を持つこと、友達と一緒に物事をやり遂げようとする気持

ちを持つこと、保育者が投げかけた課題に自分なりの目標を持ち、やり遂げた満足感を味わい遊びに生

かすことを目的とした教育を行いました。 

(主として５歳児) 

遊びに必要な物を工作したり、大型遊具を用いてダイナミックな遊び場を作ったり、数量や文字を意

識させた遊びなど、物の性質や仕組みに関心を向かせることとともに、友達とのつながりの中で自分な

りの課題を持ち、それを乗り越えようとして頑張り乗り越えた喜びを友達と共感するなど段階的に成長

を促すことを狙いとして取り組みました。 

また、目的に向かって取り組む姿勢を大切に考え、互いの良さを認め合える環境づくりの工夫に努め、

就学がスムーズにできるよう小学校を見学するなどの教育を行いました。 

(全体として) 

一人ひとりが自分らしさを発揮しながら、たくましく生き生きと活動する姿を目指し、協同で遊ぶ経

験を積み重ねていくことを重点目標として取り組みました。 

 

【自己評価】 

豊かな体験に資する地域連携や交流として、幼保小中地域合同大運動会や学芸交流会、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國學院短期大学との交流・イベント参加、冬期

のスキー学習等のさまざまな事業をを通して、園児のコミュニケーション能力の育成や基礎体力の向上

を図ったほか、特別支援教育支援員を配置することにより、支援が必要な園児への適切かつ個々の状況

に応じたきめ細やかな対応を実践しました。 

また、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） 

 

【今後の課題・方向性】 

近年の少子化や幼児・子育てを取り巻く環境の変化、子どもの運動機能の低下、基本的生活慣習の欠

如といった課題を踏まえ、人との関わりを通して育む豊かな心と幼児が主体でたくましい身体づくりに

つながるための環境に視点を置き、相手を知り自分を発揮しながら豊かな心を養うこと、身体を動かす

楽しさを味わうことを意識した取り組みについて研究・検討を進めます。 
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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 26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、幼稚園においても週１回、簡単な英語やゲームを行う英語教室を実施しており、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 26年度で 21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】 

 長年にわたり招致事業を実施しているところですが、本市に招致した方々はいずれも優秀で、学校は

もとより、市民からも大変好意的に迎えられており、市全体の国際理解の推進に大きく貢献しているも

のと考えています。３年目を迎えたミラーさんは、本市の生活にもすっかり慣れ、図書館行事である地

域住民への英語紙芝居を披露するなど、数多くの市内行事にも参加されています。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つつ、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。 

なお、今年度ミラーさんは、JETプログラムの空知ブロックリーダーに選ばれ、管内の中心的な存在

として、他市町に配置された JET 参加者に対し仕事や生活面への相談を受けるなど、更に活動の幅が

広がっている状況であります。本市における国際理解の推進のため、学校以外での交流機会（既存事業

への参加・協力等）についての検討を進めます。 

※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。 
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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 26年度教育行政執行方針) 

学校は、幼児や児童生徒、地域から信頼を求められており、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 26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、学校には、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・中における運動会や学芸発表

会を始めとする各種行事については、学校関係者のみならず地域住民の方へも広く案内を行うなど、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４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】 

 この学校評価制度及び学校職員評価制度が形骸化することなく、学校が組織的に、今、重点的に取り

組むべきことは何かを把握し、教職員における各種研修を活かし、その改善に向け日々努力することが

大切であり、また、保護者や地域住民からの理解と参画を得ながら、学校・家庭・地域の連携協力によ

る学校づくりを進めます。 
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《項目》：（２） 小・中学校教育の推進 

《目標》：一人ひとりに寄り添う教育の充実 

(平成 26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。 

また、放課後活動や長期休業を活用し、個に応じたきめ細かな指導と評価を工夫するとともに、学習

サポートの実施を図り、一人ひとりの良さや自己表現できる出番を与えるなど学習指導を推進する。 

 

【平成 26年度の取組状況】 

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、児童生徒の個々の結果

分析と傾向の把握を行い、学校として学力向上対策の検討に役立てたほか、現状と課題についての情報

を共有するため、学校だより等による周知などを行いました。 

 また、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、スクールバス下校便を増便したほか、今年度は長期休業中の学習支援の取り組みとして、

夏休みはチャレンジサマーとして５日間、冬休みはチャレンジウインターとして３日間の合計８日間を

希望者による学習指導を実施しました。 

中学校では、教職員定数を 1 名加配して数学・理科の習熟度別少人数指導、ティーム･ティーチング※

などによる生徒の理解度に応じたきめ細かな指導を行いました。 

※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】 

「全国学力・学習状況調査」結果の分析・活用については、従前から取り組んでいるところであり、

平成 26 年度においても、個々の児童生徒ごとの回答傾向を把握して指導に役立てているものですが、

引き続き、学校内で分析結果や個々の課題をしっかりと共有して対策を図っていく必要があります。 

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】 

 学力・学習状況調査は、結果を分析して個々の児童生徒の課題を把握し、適確な対策・指導を講じる

うえで有効であることから、今後も継続して実施することとします。 

 また、学校での学習環境の改善に向けた取り組みが推進されている中、各学校でのアンケートの結果

では、３割程度の児童生徒が家庭学習における取り組みが不十分なものとなっており、基礎力の定着を

図る上でも保護者の協力を得ながら家庭学習内容の充実を進める必要があります。 

中学校においては平成 27 年度も引き続き教職員定数の 1 名加配を希望するものとし、数学・理科の

授業で習熟度別少人数指導、ティーム･ティーチングを実施します。 
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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 26年度教育行政執行方針) 

 体力・運動能力の向上、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 26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に

おいて、体力水準を高めることを目的に体力向上プログラムの策定に向けた協議を実施しました。 

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。 

 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８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。 

なお引き続き、地域特性・地域資源を生かした子どもたちの体力向上の機会の確保に努めるとともに、

健康の維持管理に必要とされる生活習慣の定着には各家庭の理解と協力が不可欠であることから、一層

の周知啓発に取り組むこととします。 

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 26年度教育行政執行方針） 

○家庭教育に関する学習機会の推進。 

○子育てが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を行い、本

物を見て夢や憧れを持たせる社会体験の実施。 

 ○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 26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」を小学１年生を対象に、児童を

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うとともに、家庭教育講演会を開催しました。 

・親子で本に親しみ、家庭での読書習慣を推進するためのブックスタート事業では、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推奨する絵本を手渡し、読み聞かせ等を実施しました。 

○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。 

 ○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 22 回、平均 5.6 人が参加しました。神

威児童センターでは 26回、6.7人が参加しました。 

○体験活動の実施 

・サマーキャンプやウィンターキャンプ、春休み子ども工作と映画の集いを実施し、初めての実施

となる社会体験事業について、本年度はプロ野球観戦としました。 

・サマーキャンプは 7月 31日から 8月 2日の 3日間、道民の森（当別町）にて 36人の参加により

実施、ウィンターキャンプは 1月 13日、14日の 2日間、公民館にて 16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 29 日、30 日の 2 日間、郷土館にて 48人の参加により実施、

社会体験事業は 6月 29日、札幌ドームにて 34人の参加により実施しました。 

○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：各地区補導員会として夏休みや冬休み期間中などの巡回ほか、地域巡回を実施し

ました。 

  ・特別巡回補導：全市的なイベント等に対し実施しました。 

  ・17地区から選出された 36名の地区補導員が活動しました。 
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 ○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】 

  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、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

各種イベント等の周知に有効でした。 

  サマーキャンプとウィンターキャンプは、今後もより一層の充実を図りながら継続していく必要性

を感じました。社会体験事業についても、プロスポーツの迫力や感動を身近に触れることができ、今

後も意義のある事業として継続できるものと確信しました。 

  青少年センターについては、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】 

 ○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、絵本の読み聞かせ等、家庭教育講演会の実施について、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 26 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。 

○児童館行事をはじめとする各種教室の実施 

 ・東光児童館、神威児童センターでは月 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、引き続き実施します。ウィンターキャンプも同様とします。 

・社会体験事業は、スポーツに限定せず音楽や演劇なども視野に入れ、引き続き実施します。 

○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》：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 26年度教育行政執行方針） 

○学習活動に生きがいをもち、地域の絆を一層深めることができるよう図書館と公民館の連携を検討

し、有効活用を促進させ、学び環境の充実を図る。 

 ○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 26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 14回、延べ 215人の参加で開催したほか、11

月 1日、2日に市民芸術文化祭を実施しました。 

・公民館を拠点に活動す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。 

  ・文化連盟に対して補助金を交付し、市民芸術文化祭を共催しました。 

○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を開催しました。 

 ○公民館の整備 

・利用者の利便性向上のため女子トイレを洋式化したほか、老朽化した電源ケーブルや非常用発電 

機を更新しました。 

  ○図書館サテライトの設置 

・図書館移転構想を踏まえ、公民館ホワイエに閲覧コーナーを設置し、図書利用の拡大を図りまし

た。 

・読書活動を推進するため、おはなし会や企画展を開催しました。 

 ○郷土館の開館時間と休館日の変更 

・効率的な管理運営を図るため、来館者の多い夏季期間の開館時間と休館日の変更を行いました。 

 

【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を続けています。 

  展示作品や出演者が減少していますが、一般市民、公民館サークル、文化連盟が連携し、市民芸術

文化祭が開催され、貴重な活動成果の発表の機会を生かすため、市内に新聞折込チラシを配布するな

ど、広報活動にも力を入れました。 

平成 25年から市民芸術文化祭は、「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。 

  図書館サテライトについては、職員を配置していなかったため、詳しい利用人数は把握できないも

のの、一定の利用がされていたものと認識しています。 

  郷土館の開館時間と休館日の変更についての苦情やトラブルはありませんでした。 

 

【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・充実の推進 

・高齢化や人口の減少により、各種サークル会員が減少傾向にあるため、既存の講座やサークルに
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よる自主的な芸術・文化活動の支援を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。 

  ・市民が集う場所としての公民館機能を向上させるため、図書館の移転など活性化を検討する必要

があります。 

○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

ークル活動となるよう PR を図っていきます。 

 ○郷土館の開館時間と休館日 

・変更内容は問題ないものと確認しましたので継続します。 
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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 26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・体育館等の今後のあり方を検討する。 

 

【平成 26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 24 日、サイクリングロードにて 104 人の参加により実施。また、

ドッチビーとフロアーカーリング大会を 10 月 20 日、神威児童センターにて 14 人の参加により

実施しました。 

  ・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。 

○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、 

引き続き予算措置を行いました。 

 ○市営プールにおける今後の検討 

  ・市営プールの上屋シートと鉄骨の劣化が著しく、次年度に向けては上屋の使用が不可能となった

ため、各方面への現状説明と今後の対応についての検討を行いました。 

  ・プール本体等も老朽化しており、上屋のみを立て替えることは不適当と判断したうえで、保護者

アンケートを実施しました。 

  ・アンケートの結果、上屋を除却した露天プールは衛生面の不安などから好まれないとの回答も多

数寄せられ、管理面からも水質の維持など難しいなどの理由から、年度末をもって市営プールを

廃止することとしました。関係条例・規則を定例教育委員会及び定例市議会に提案し、それぞれ

承認、可決されました。 

 ○市営プール廃止に伴う措置の検討 

  ・代替施設の検討を実施し、その結果、協定締結している上砂川町、奈井江町、浦臼町のプールと

赤平市のプールを利用することとしました。 

  ・学校授業及び子ども水泳教室は、赤平市民プールを利用し、送迎についても検討することとしま

した。 

 

【自己評価】 

  子ども水泳教室と子どもスキー教室に参加した子どもたちは、講師の指導を真剣に教わり、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。 

  廃止となった市営プールについては、新たなプールを建設するには 3億円以上の建設費を要するた

め、現時点でプールの建設を決めると今後の行政運営全般に影響を及ぼすこと、また、住生活基本計

画の策定作業中であることから、計画に先行してプール等の公共施設を設置するための候補地を決め

ることが困難なため、他市町のプールを利用することはやむを得ないとする考えであります。 

残る市民体育館については、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
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れるよう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、施設の老朽化に対する

方策を検討する必要があります。 

 

【今後の課題・方向性】 

○各種教室の実施 

・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。 

 ○他市町プールの利用 

・当面は他市町のプールを利用することとします。 

・新たな市営プールについては、今後の住生活基本計画の策定状況や市全般の財政状況を注視しな

がら、慎重に検討してまいります。 
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