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資料：社会教育調査での具体的な記述内容 

Ｆ６ 網走市に在住している主な理由 

１ 
○網走で生まれ育った網走人。網走がすきだから ○美しい町なので ○自然 

○結婚後、子どもたちが網走で住むことを希望した 

２ 

○網走出身（３） ○網走生まれだから（３）○生まれ育ちも網走  

○昔から住んでいるから ○生まれ育ったところだから ○生まれが網走だから 

○網走に生まれ育って、学校も網走市内だったので ○自分が網走出身だから 

○生まれたときから在住している ○生まれてから網走しかしらないので 

○生まれも網走、就職、結婚後もずっと網走 ○網走生まれて市内に就職している 

○生まれてそれから出ていくことがなかったから（学校も会社も市内でさがした） 

○網走で生まれ育ち現在に至り、特別網走を出る機会がなかった 

○市内に生まれ育ち転勤のしない人と結婚、現在に至る  

○網走で生まれて育ち就職その後結婚 

３ ○結婚のため 

４ 

○跡取り ○自営のため（２） ○農業に従事（４） ○市内の会社に勤めていたので

○生まれも育ちも網走で市内の会社に就職し、職場結婚をした。転勤もないので  

○網走に就職し、配偶者と知り合ったから 

○網走市内就職したから ○配偶者と本人の職場は網走市内 

○網走市内でパートとしてはいったので 

５ 

○跡取りのため ○実家があるので ○親が住んでいるので（２） ○親が網走だから

○父親、姉弟がいるから ○網走から出たいと思わなかった。親もいるので 

○母が網走市に在住しているため 

○網走で就職し、親と住んでいるため（現在は退職） ○親と同居のため転居 

○親が残してくれた土地があったので、そこに住宅をたてたから ○自宅だから 

○持ち家があるので ○息子がいるので ○介護と就職 

６ 

○親の仕事の関係で網走に来た ○親が網走に就職したため  

○子どもの頃親の転勤で ○昭和２０年親と一緒に転入し、そのまま現在にいたる 

○小学生の時に父の仕事の都合で網走へ。結婚後もずっと市内に住んでいます 

○高校進学に伴い転居、その後就職、結婚と現在に至る 

○配偶者が網走管内出身で、網走市に転勤になったから 

７ 

○退職になり、生まれ郷土に戻った 

○以前何年も住んでいたので主人の退職を期に戻った 

○他県に就職しましたが、病気により退職し、網走に 

８ 
○兄弟においていかれた ○いくとこないからし ○何となく ○気まぐれ 

○宗教の布教のため ○mature ○特にない 

 

Ｆ８ 職  業 

１ ○神職 ○団体役員 ○不動産賃貸業 

２ ○自営業の経理（主人が社長） ○小さい会社の専従者と家事全般 

３ 
○測量設計業 ○建設業（５） ○土木作業員（２） ○運転手 ○看護婦 

○大工 ○鉄工 ○団体職員 ○営業 

４ ○水産業 ○水産加工員 ○ホタテの加工員として短期従事 

５ ○派遣社員で更新型のフルタイム勤務（不安定！） 

６ ○専業主婦 ○無職・アパート経営 ○内地に仕事にいっています 
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社会教育調査での具体的な記述内容 

問１ ここ 1 年間に行った活動・学習 

１ 

○盆栽づくり ○カラオケ（２） ○詩吟、囲碁 ○ボールペン字講座 

○伝統的な華道ではありませんが、アレンジフラワーのレッスン 

○読書 ○文化的活動（落語の会） 

２ ○資格取得 ○ハローワーク網走の職業セミナー受講 

３ ○網走市民大学講座（２） ○農大市民講座 ○寿大学 

４ 
○パークゴルフ  

○カヌー及びラフティング自然体験会の開催及び講師 ○学生スポーツの指導 

５ ○ボランティア活動 ○防犯協会推進委員、市青少年指導員 ○更生保護 

６ 
○聖書教育 ○聖書研究して、定期的に集まり合っています 

○宗教法人エホバの証人の網走会衆の代表として布教活動している 

７ ○健康のために仕事をしている 

 

問 2 「ここ 1 年間に行った活動・学習」の方法 

１ ○室蘭校でのヘルパー２級講座に参加 ○他市の民間の養成校 

２ ○網走エアロビクラブ吉村先生 

３ ○英会話学校 

４ 
○独学 ○総合体育館でトレーニング ○近くに運動施設がある 

○市営プールの利用、個人的に走るあるいは自転車に乗る 

５ ○ものみの塔聖書冊子協会 

６ ○何もしていない ○親や親類、友人など 

 

問４ 活動・学習を何もしていない理由 

１ ○何かしないといけないのか？ ○自分に合わない 

２ ○会社いそがしくて ○仕事をしているため ○会社に勤務しているため 

３ 
○空いた時間は子どもと遊んだり、家族と過ごしたいので 

○子どものことでいそがしいので 

４ 
○自分なりに趣味を見つけ、時間に束縛されないので、今のままで充分に満足 

○定期的には学んでいないが、気が向いた時には好きなことを勉強している 

５ ○何か自分にあったことがあれば習い事でもと思っている 

６ 

○１年以上前にしていた。 

○以前はスポーツ（弓道）文化（詩吟）などをしていたが、一時期網走を出ていたので、

その後も色々と時間が取れずに今日に至っています。 

○何かしたい気持ちはあるが、行事と仕事の休みなどが合わない。 
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社会教育調査での具体的な記述内容 

問５ 今後、行いたい活動・学習 

１ ○盆栽づくり 

２ 
○精神向上を目的とするセミナーなど、武道、コミュニケーション能力、アサーティブ

トレーニングなど ○裁判員制度に向けて、法律の学習 

３ ○本格的な格闘技 

４ ○ボランティア活動に参加 

５ ○家でパンを作ったり、主人と魚釣りなど 

６ ○パチンコ 

７ 

○何かしたいけれど、心臓疾患が有り、自信がない ○何かしたいがみつからない  

○育児でできないと思う ○家事で一日を使うので 

○仕事をしているので、考えてない 

○所属している会での催しにはできるだけ参加するが、今から何かを始めようとは思わ

ない 

 

問６ 現在、活動している団体･サークル 

１ ○釣り ○ミニバレー ○少林寺拳法 ○職場の部活 

２ ○町づくり団体 

３ ○ホームヘルパーの手伝い、ディサービスの送迎 ○クリスチャンの奉仕活動の団体 

４ ○幼稚園の父親の会として年間行事に参加 

５ ○今は何もしていませんが、五月から公園の掃除をしています 

６ ○仕事でかかわっている 

 

問７ 現在、活動している団体･サークルが抱える問題点 

１ ○プールは冬にしまってしまう、指導員が研修できない 

２ ○親と同居している人ばかりなので、なかなか家を出られない 

３ ○合併や活動の見直し 

４ 
○水曜日南コミセン、水曜日だけ駒場のコミセンを使用する。これは駒場コミセンの利

用度を上げるためですが、狭くてとてもいやなのですが 

 

問８ 今後、活動したい団体･サークル 

１ 
○網走にはどういう団体、サークルがあるのかしらない ○何かしたい、みつけたい 

○体験してみて雰囲気が良ければ活動してみたい 

２ 
○網走のこれからを作る団体 ○音楽団体 ○ぴおちゃん教室へ（桂幼稚園） 

○麻雀サークルってどうですか ○仕事と子ども３人のグラブ活動、少年団活動の送迎

３ 

○足が悪いのでできないです  

○仕事をしているので、ない ○したくないわけではないが、仕事との両立は大変だ 

○働ける時間はない ○ハードよりソフト ○特に考えてはいない 

○個人的には何かするほうが良いかと考えているが、団体活動は何とか人間関係など大

変なことも出てくると思われる 
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社会教育調査での具体的な記述内容 

問９ 学習成果の提供 

１ 
○趣味団体のメンバーに伝える ○演奏会 

○聖書の知識を保ったり正しく理解し、生き方全体に反映したいと願う方々のお手伝い

２ 
○人に教えるほどのものではないので無理だと思う 

○将来的にはわからないが、現時点では提供できる力はないと思う  

３ ○とりあえず、自分のために 

４ ○何もない 体が悪いため何もできない ○学習していない 

５ ○質問がおかしい、学習してから提供するのではなく、目的があるので学習する 

 

問 11 市の事業への参加できない理由 

１ 
○行こうと思わないから ○参加しなければならないのか？ 

○人間としての品格、素養が限りなくない市の方々が多いから 

２ 
○市が実施している事業の内容がよくわからない ○何が行われたかわからない 

○積極的に情報を入手することがなかったため（反省です） 

３ 

○年齢の指定があった 

○働いている人のために土日の実施になると思うが、主婦は平日、日中に出かけたい 

○プールの市民に対する使用料が高すぎる！市が室内スポーツに力をいれていない。

（体育館他） 

４ ○仕事の関係上 ○仕事があるから ○１月まで仕事をしていたから 

５ 
○私は参加したいのですが、地域に住んでいるので、やはり友達がいないと参加しづら

いですね ○妊娠していたので、参加できなかった 

 

問 12 活動・学習に役立った情報源 

１ 
○何に情報があるかわからないので、参加したことがなし  

○過去も現在も参加したことなし 

２ ○幼稚園からのチラシ ○学校 ○連合町内会よりの連絡 

３ 
○毎年度参加していたため、直接申込書が郵送された。新聞記事  

○市役所からの個人あてに連絡があった 

４ ○実際にプールで他人から声をかけてもらった ○高校時代の先生 

 

問 13 市に提供してほしい事業 

１ 

○アイヌ文化の体験 ○カラーセラピー 

○国際交流の出来る料理や比較文化研究  

○アウトドアスポーツ全般に共通する、リスク管理  

○すばらしい網走地方の写真講座などいかがでしょうか  

○障がい者へ支援できるような点字や手話などの講座 

○自己啓発系のセミナー、外部専門的な講師を招いてほしい、心理学系のセミナー 

２ ○放送大学の学習センターを設置してほしい 

３ ○パチンコ必勝法 ○ハードよりソフト 
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社会教育調査での具体的な記述内容 

問 14 参加しやすい時間帯 

１ ○特に時間に指定はない ○特になし ○制限なし 

２ ○バスなどが運行している時間帯 ○冬はバスの有る時間 

３ 

○土、日 ○日曜日 ○火曜日 ○いつでも夜間 

○行事が重ならない日、時間帯  

○冬期間 ○冬期間の講座を増やしてほしい（農家の人に利用してほしい） 

４ 

○不定期な休みであるため困難 ○仕事が不定期なので ○シフトによります 

○夜勤等あり、就業時間不定期なので無理 ○仕事の事情で曜日の設定ができない 

○休みが不定期のため決められない ○どの時間帯も難しい職業です 

○仕事によって、冬と夏では時間帯が変わるから、何ともいえない 

５ 
○参加しない ○子どもが小さいので、今は無理 ○育児のため 

○子どもを誰にも預けられないため、どの時間も参加できない 

 

問 15 提供してほしい情報 

１ 

○行わない ○なし（４） ○いらない（２） ○何もいらない、自分で決める 

○将来はわかりませんが、今は行う気がおきないので、情報は必要ない 

○特にありません 

２ 

○専門的書物が少ない ○どのぐらい料金がかかるか詳しく知りたい 

○写真撮影が趣味のため撮影ポイントの情報 

○ボランティア介護ヘルパー参加のその都度の受講 

○お金があまりかからないで資格を取る方法 

３ ○これからは自分で自分の時間を楽しむよ 

 

問 16 市内の社会教育施設の利用経験 

１ 
○アイススケートリンク、スキー場、駒場スポーツジム ○スパーク網走 

○オホーツクドーム ○オホーツク公園  

２ 
○青少年勤労者ホーム ○ソレイユ網走（２） ○北コミセン ○網走駒場西集会場 

○子育て支援センター 

 

問 17 網走市以外の社会教育施設の利用経験 

１ 

○北見モイワスポーツワールド ○北見図書館 ○北見市民プール 

○北見市民会館、芸術文化ホール、道立体育センター 

○常呂カーリングポール ○常呂パークゴルフ場 

２ 
○女満別パークゴルフ場 ○大空町女満別町立研修センター 

○女満別図書館、美幌図書館 ○小清水町図書館 ○置戸町生涯教育学習センター 

３ ○中標津町道立ゆめの森公園 ○札幌中央図書館 ○石巻図書館 ○国会図書館  
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社会教育調査での具体的な記述内容 

問 18 社会教育施設の問題点①：オホーツク・文化交流センター 

１ 

○特にない（３） ○現時点で図書館以外は利用したい施設がない 

○免許の更新ぐらいでしか行ったことがないのでわからない 

○あまり行かないので、特にない ○あまり利用しないので、よくわからない 

○家から離れているのでなかなかいけない 

２ 

○会議場が狭い ○ホールが狭い ○駐車場から公道への出入り 

○活動の部屋が分かりづらい ○会場が分かりづらい 

○空調に不満 ○今どきウオシュレットがついていない  

○裏のドアが重くて、子ども、高齢者はあけられない  

○受付の配置が暗い、もう少し明るい雰囲気がほしい 

○小さい子どもが楽しく遊べる部屋があるといいです 

○コンサートができる施設ではなく残念すごく不満 ○会議室、学習室の防音の不備 

３ 
○陶芸サークルに参加していたことがあるが高い ○交通費にお金がかかりすぎる 

○バスの本数がすくなく、バス代が高いので、経済的に負担 

４ 

○利用したいものがあるが、時間帯が合わない ○時間帯が仕事をしているので 

○仕事が日々あって、２４時間くらいまで開いていたらいい 

○閉館時間になると厳しくなり追い出される 

５ 

○申込期日を短縮してほしい ○申し込み手続き方法がよくわからない 

○特定の人達の利用になってはいないのか？ 

○どんなことに利用できるかわからない 

６ 

○施設管理職務の女性を教育すべき  

○市職員が偉いのはわかりますが、対応が冷たい方がいます 

○サークルに入りたいが、紙をくれるだけで、わかりづらい。ふつうは知らない人に電

話などしないものだと思う。 

○外国人が多すぎる ○スキル系の本が少ない 

○市民会館と一体型の施設に ○大ホールを建設し、市民会館としての利用を 

 

問 18 社会教育施設の問題点①：女性センター 

１ 

○わからない（２） ○知らない（２） ○利用する機会が現在のところない 

○入ったことがあるが、よくわからない ○私は男なので、利用できない（２） 

○特になし（２） 

２ ○どこにあるかわからない（２） ○どのような活動をしているか？場所も知らない 

３ 
○内容と希望が合わない ○３階までの階段がとてもきつい 

○活用されていないのではないか、駐車場がない 
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社会教育調査での具体的な記述内容 

問 18 社会教育施設の問題点③：市 民 会 館 

１ 

○利用する機会がない ○わからない ○知らない 

○就職して以来利用したことがないのでわからない 

○あまり行かないので、特にない 

○古いのは仕方ありませんが、特になにもありません 

○過去に２回の利用なので、特に不便は感じていない 

２ 

○駐車場が狭く、不便（５） ○駐車場は利用しています ○駐車場料金が高い 

○トイレが古い、汚く見える 

○乳児も利用できるように、オムツ替え時のベビーベッドなどおいてほしい 

○エレベーターがないので３階はきつい 

○少しきれいになってびっくりした 

３ 

○活動利用方法がわからない ○利用する機会が少ない 

○助言、指導してもらえる職員を配置してほしい 

○何もない日閉じているのですか？ ○何の活動しているのかわからない 

○どんなことをしているのか知らない 

４ 

○内容と希望が合わない 

○大ホールの活動がもっとたくさんあればよいと思う 

○昔からあるのでそのままにしておいてほしいが、もっとたくさんなことをやって行く

機会を増やしたい 

５ ○いらない ○どうでもいい 

 

問 18 社会教育施設の問題点④：総 合 体 育 館 

１ 

○特になし ○わからない ○知らない 

○利用する予定がないので何ともいえない 

○何年も前なので、何ともいえない ○目的が今のところない 

○子どもの大会などで利用したが、個人的には利用しない 

○子どもの頃利用していたが、今はほとんど利用しないので、わからない 

○スポーツの試合の応援には行きますが、利用はしてない 

２ 

○駐車場が狭い ○トイレが古い、汚く見える ○施設がせまい  

○スポーツ活動の道具がたりない ○ランニングスペースがない 

○裏口からも入れる工夫をしてほしい 

３ 

○規則が厳しい ○利用料を取るのは疑問 ○プールの利用料金が高い 

○入館料の回数券があると便利 

○網走市民は無料にしてほしい ○市民開放をたくさんしたほうがいい（無料で） 

４ 

○見学したことあり、用意したが、事業が行われている日や休日にぶつかるばかり 

○満足とは言えないが、大きな不満もない。ウォーキングコースみたいなものがあると

よい 
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社会教育調査での具体的な記述内容 

問 18 社会教育施設の問題点⑤：郷 土 博 物 館 

１ 

○わからない（２） ○いったことがあるが、今後の予定はないので、何ともいえない

○昭和 30～40 年頃親と一緒に行っただけよくわからない ○しばらくいってない 

○昔は行った事があるが、最近はほとんどない ○最近利用しないので、わかりません

○子どもの時以来行っていないので、わからない 

○小学生以来利用していないのでわからない 

○特になし（２） ○別にない 

２ 
○冬が寒すぎ ○カビ臭がして、アレルギーが悪化しそうで改善を希望 

○交通の便がない ○魅力がない 

３ 

○平日の昼に教養講座をしてほしい ○いつも行くたび同じで、目玉がない 

○新しい企画がなければ、再度利用することがない 

○講座に申込したら定員オーバーで断られた 

４ ○いらない 

 

問 18 社会教育施設の問題点⑥：市 立 美 術 館 

１ 
○知らない ○わからない（２） ○特になし（３） 

○昔は行ったことがあるが、最近はほとんどない ○しばらく行ってない 

２ 
○現時点では身の丈に合った施設がない  

○二階の展示物が暗いイメージを強調している 

３ 
○入館料が高い ○小さくて料金に見合わない 

○展示会などに利用するときの会場費が高い 

４ 

○企画内容を充実してほしい 

○いつ何をしているのかよくわからない 

○見学はしたことは何度もあります 

 

問 18 社会教育施設の問題点⑦：市 立 図 書 館 

１ 
○特にない（３） ○しばらく行ってない ○わからない 

○小さい子供を連れていくと迷惑をかけるのでいけない 

２ 

○学生のおしゃべり、笑い声うるさい、子どもが走り回ってうるさい 

○ＬＬ教室やＰＣルーム 

○休みが多い、なんだかんだと、休みになる。玄関に表示してあるのと違うので困る 

○休館日が多すぎる ○祝日など休みが多すぎで、利用しづらい 

３ 

○人気のある本の冊数が少ない ○人気のある雑誌をおいてほしい 

○もっと本を多くしてほしい ○専門図書が古い ○専門書を増やしてほしい 

○本が探しづらい ○本の種類、数が少なすぎる、無休にするべき 

４ 

○今後利用したい ○見学は何度もしたことはあります 

○応対がとても良い方が多いのですが。中には表情硬い女性の方もいて、お役所気質が

漂っている気がします。笑顔で子どもも喜んで窓口に行ける雰囲気にしてほしい 

○車を持っている人は利用しやすいでしょうが、バス利用は料金がかかります、返すの

は（本）コミセンを利用できないでしょうか 

○古本市を２回以上やってみてはどうか 
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社会教育調査での具体的な記述内容 

問 19 社会教育施設の管理・運営のあり方 

１ 

○特にない（８） ○短期間しか住んでいないので、よくわからない 

○利用の予定がないので、望むことがない 

○利用したことがないので、わからない（７） 

○いまは暇がないので、考えていない ○社会教育施設とは知らない 

２ 

○不必要な施設多い ○他人にあわなくてすむ施設を望む 

○心身障がい者に対して、助言、指導できる職員がいたらいいと思います 

○応対がまだぶっきらぼう。もっと丁寧なサービスを！ 

○旧公民館には家族的なところもあり、職員にアドバイスも受けやすかったような気が

します。エコーセンターでは、職員の顔が見えない感じがします 

○施設の管理者の天下りをやめて、ハローワークに募集してほしい 

○口うるさい職員がいるところは、二度と利用したくなくなる 

○まず、管理・運営する方々が、人間的に向上心を持たないとだめだと思う 

３ 

○場所によって何かできるか詳しく知りたい 子ども向けの部屋スペースがほしい 

○どこで、どんな時間、どんな料金で、どういうように利用できるか？ということすら

知らない 

４ 

○以前住んでいた町では、セントラル・スポーツに指定管理したら、スクールを開いて

くれ、楽しく、参加できた。インストラクターも本物でよくできていた。せっかくオ

ホーツクに来たので、カーリングをしてみたい 

○呼人パークゴルフ場のシーズン券を発行してほしい 

○呼人スポトレ使用について市民よりも外の団体を優先しているのは考え方がおかし

いのでは 

○市民プールを通年利用できようにしてほしい（子どもを美幌まで通わせないといけな

いので） 

○市民プールの料金が高すぎる 

５ 
○何も望まない（５） ○よくわからないので、望みません 

○管理運営のあり方が分かりません 

 

問 20 日常生活・家庭生活での悩み事・問題 

１ 

○身障者の娘の勤務先が網走にないといわれ落ち込んでいる 

○今の子どもは塾通いか家の中でゲームに夢中、外で遊ぶ子どもが少ないと思う 

○子どもの中学校の先生の問題 

２ 

○自分の時間が少ない ○どこもいくところがない ○冬期の仕事の事 

○独り住まいです。子どもは遠方で生活しています。自分が病気の時など頼りにできる

機関はないものか（有料でもよいので）と考えます 

３ 

○網走市の経済問題、赤字問題 ○網走市も夕張の二の舞になるのでは不安がある 

○将来の年金問題、物価上昇、老後の医療の問題  

○人口が少ない、町が暗い、遊び心のない町 

４ 
○町内会はなくてもいい 

○稲富のオホーツク温泉地に住んでいますが、ご近所があまりないのが不安です 

５ ○水が高い ○税金が高い ○現在の市職員に何も期待できないことで悩んでいる 

６ 

○乳児がいる家庭では、オムツを取り換えるたびにゴミがかなりでる。オムツだけでも、

ゴミ袋（指定）以外でも、使用できるようにしてもらいたい。 

○公共事業による自然の破壊 ○道路にポイ捨て、不法投棄、自分さえよかれ主義 
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社会教育調査での具体的な記述内容 

問 21 住んでいる地域での悩み事・問題 

１ 

○他人に関わりたくない ○町内会活動が面倒 

○町内会の役員になりたがらない人が多い 

○町内会等の活動や住民の意見をもう少し役所側に理解を示してほしい 

○少子、高齢化 ○災害事の対応（老人、障がい者、病人などに対しての対応） 

○自主防災組織の結成 

２ 

○住民センターの鍵をかりにくい、常駐の人がいない  

○近所にあるコミュニティーセンターが夜、たまり場になっていて花火などで、たまに

うるさい 

○犬にリードをつけないで、散歩させたり、フンをそのままおいていく人がいる 

３ ○資源ゴミの種類をもっと増やし、一般ゴミの減量を考えてほしい 

４ 

○何となく外灯が暗いので、不安 ○道路が暗い ○身勝手な路上駐車 

○交通ルールを守らない、特に女性ドライバが多い、また自転車夜間ライト点灯なし 

○交通環境（住宅街が、車の抜け道になっているため、交通量が多い） 

○呼人から東網走に行く外路灯が少ないし、個人で料金を持っているので、市で負担し

てほしい 

○街灯が少ない、車道のロードヒーティングをしっかりしてほしい 

○冬期間の雪の処理等 ○除雪の不十分（２） ○除雪車の回数を増やしてほしい 

５ 

○児童館があると働くのに助かると思う  

○児童館がないので、小学校低学年の時困った 

○児童館等の施設がよく子どもが小学校に上がると働けない 

○僻地には学童施設がないので、親が帰るまでの夕方必ず家にいなければならない 

○低学年の子どもにとって、学校が遠い、心配、スクールバスはできないのか 

○通学歩道両側に作ってほしいと思われます ○小、中、野球チームがない 

○子どもがいじめを受けている。学校は何もしてくれない 

○近所の子どもが公園でなくうちの駐車場で遊ぶ 

○カルチャー教室がない 

６ 

○新橋の歩道が狭く学生もたくさん通るし、ベビーカー同士など、すれ違うとき、ぎり

ぎり、歩道を広くしてほしい。 

○郊外大型店に伴う交通安全施設の充実、中央分離帯の適切な改修、交通量増大見合う

安全施設の充実 

○家賃が高い 

○夏になると蚊が多くて困る 

○最低の市職員がいて、非常に困っています。 
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社会教育調査での具体的な記述内容 

問 22 学習・活動の活性化のためにすべきこと 

１ 
○なし（２） ○わからない、思いつかない（２） 何も期待してない 

 ○何もするな ○活性化しなくていい ○税金高いんだから、そんなに金を使うな 

２ 

○多くの住民参加、一流の技術を学習できる機会の提供し、住民文化レベルの向上 

○音楽、コンサート、演劇、舞台など一流のものを実際に見ることができるように 

○基本として安全と健康を教えること 

○給食費、幼稚園の月謝払問題など、根本的に教育する必要 

○子どもたちが集まる公園などの工夫 ○大人、子ども含めて人間教育 

３ 
○住民が自発的に取り組みやすい環境を作るだけでよい。市がお金をかけて学習させよ

うとしても効果は上がっていない 

４ 
○そんな表面上の対策なんかどうでもよい。何をすべきかは自身の心に聞くこと 

○職員の数を減らし、一人ひとりが民間企業並に一生懸命働くこと 

５ 
○個人主義の町にしてほしい 

○この質問はよくわからないし、意味がないと思う  
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社会教育調査での具体的な記述内容 

問 23 社会教育への提言（１） 

１ 

○社会教育の前に財政破綻が心配！お役所的な詰めが甘い仕事だけはやめてください 

○スポーツ合宿の受け入れ増。外国人（特に英語圏）の受け入れ増。若年層が網走市に

とどまるような町作りを考える。保守的な考えをやめること。現在網走市は閉鎖的で、

全く魅力のない市であることを考え直すべき 

○徹底的に話し合いするように教えていく方向が良いと思います。自分たちを含めて 

○何事にも同じような物は少しずつ、少なくしていったらどうでしょうか？これででき

た人員や経費を削減するのではなく、新しい物に利用してはどうでしょうか？ 

○これからは費用対効果も意識すべき。どれほどの税金が使われ、どれほどの効果があ

るのか？他都市との比較も明らかにしていくべき。基本的には個人に帰属する効果は

個人が負担すべき、なんでも要望があればやるという時代ではない 

○市の財政難のため、公共施設の利用料金値上げと言われていますが、何か特典がつく

と納得してもらえるのではないでしょうか。たとえば、総体の入館の回数券を作って、

１０枚に一枚プレゼントするとかして、利用者に安易にしわよせしないよう考えてほ

しい 

○すべて長期的に考え、無駄なことはしない 

○地域にも、施設、活動費の予算があれば、いいと思う 

○年代的な面も地域的な事もあるのかもしれませんが、一番希薄な機関に思えています

○住民、市民の本意を常に心掛けてほしい ○全てにおいて活気がない。 

○網走はとても住みやすい町だと思います 

２ 

○網走市が豊かに住みよい町になる用に市民が一丸となって取組なければ市が大変な

市になると思う。学校教育も同じだと思います 

○週５日制による学習能力の低下を向上させるためには、現在の「ゆとり教育の廃止」。

思想・信条のよくない教育者の資質向上対策 

○まず子どもの教育より、今の子どもを育てている親の再教育。愛国心、ものの大切さ、

尊さを教育 

○いじめをなくすこと。道徳の教育や家庭の教育への呼びかけを強化したらよい 

○子どもにも町内会とかも手伝わせて、社会性を養う 

３ 

○次世代を担う子どもたちのために、自然を残したり、個人または団体が人間性を高め

たり、お互いに協調して、良い市になっていけるような教育を市民全体が考えていけ

るような活動を促していっていただきたいです 

○「自然と調和する産業」を各業界が一体となり、協議し、網走市の発展を推進する 

４ 

○周知すること ○もっと市民にわかりやすい情報の提供を望みます 

○現在、情報は何でも「インターネット」というが、それを利用できない人達は多いと

思う。わかりやすい情報をお願いします 

○市の施設で行う催し物など、早い機会に情報を流してほしい、参加できるものがあれ

ばできるだけ参加したいと思いますので 

○社会教育活動に参加するには仲間と一緒に出なければ入りづらい。広報やポスターで

ＰＲするだけでなく、町内会毎に仲間の参加を呼びかけるように総合的に広報するの

でなく、重点的な広報が必要 

○エコーセンターなどについてはいろいろな形で活用され、とっても良い施設だと思い

ます。子どもの作品展示や講義だとか、意外に最近行っているような気がします。若

い人達が参加、協力できる町に、私の願いです 
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社会教育調査での具体的な記述内容 

問 23 社会教育への提言（２） 

５ 

○マンネリ化に目をつぶらず、少しでも魅力ある事業を市民は望みます 

○正しい日本語と挨拶の講座 

○各種講座や事業の年齢制限（たとえば高齢者向け）などを取り込んで開催してほしい

○一流の技術を学習することのできる機会を増やし、興味を引くこと、参加意欲を刺激

することが行政としてできればよいと思います。施設的にはみたされていると思うの

で、財政上無理をしない程度で維持されていけばよいと思います 

○同じような人達がその仲間や友人なのみで、集まり、その人たちのためだけに使われ

ているように思うので、市民が広く利用するようにできないか？初めて利用する人に

もわかりやすくしてほしい、参加しやすくしてほしい 

○既存のグループに電話して入れてもらうというのは、全く未知の者としては抵抗があ

る。初心者教室などで知り合い、きっかけを作ってもらうと安心だ。 

○前にふるさと創生で一億円の使い道、現在は実っていないし、無駄な使い方をしたと

思う。カルチャークラブたくさん作ってほしい。また、あまり中身が濃いと入会した

くないし、ハードルを低くしたサークル 

○たとえば、公務員受験講座や資格取得のために、民間の専門学校の講師を呼んで、安

く受講できる環境があればいいと思う 

○市が開催するものは、低コストで利用しやすいが、個人の意見としては、参加費自己

負担でも質が良い講座などを実施してほしい。特に資格が取れるもの 

○網走から全国各地において、あらゆる分野で活躍している人達がいると思いますが、

そういう人達の発表の場が有ってもよいと思う 

○強いてあげれば、仕事帰りに参加できる講座がすくなすぎ不可 

○社会教育、事業等を増やしてほしい。教育施設の増設（自分が住んでいる地域） 

○気楽に利用できる施設がたりないです。親の管理上、子どもたちが自由に使用できる

のが必要。管理人にも勉強が必要だと思います。時間など、もう少し自由に 

○いろいろな世代が交流できるよう、また、定期的に集めるような、かつ、自由に参加

できるような、目的をもった会を設定していただきたい。たとえば、施設へ寄付のた

め、雑巾をぬう集いとか 

○高齢化社会で生涯教育が必要といわれていますが、人材育成も大事に感じ、若い人や

子どもたちにも目を向けるのも必要かと 

６ 

○子どもたちが心配なく暮らせる町と元気に遊べるところがあると良いと思う！頑張

ってください 

○なんとなく社会教育と書くと、改まった感じがするので、子どもを連れて、気軽にい

けるようになるといいと思います 

○入園前の乳幼児が利用できるような施設、北見の木育広場のような感じのものがあっ

たらどうでしょう。冬でも・・・ 

○室内でも遊べる施設を作ってもらいたい。（滑り台や、木のおもちゃなど）エコーセ

ンターでは少し物足りないところがある 

○雨天でも遊べる、子ども向けの施設が足りなすぎる 

○冬でも幼児が室内で遊べる施設があるとよいです 

○常識的な事から欠けている人間が増加。身勝手な大人が増加。これからの子どもたち、

を育てる人達へもっと、常識的な事への知恵をバックアップするような学習提供 

○子どもの躾、親の躾。地域が一体となってできる環境や事業が必要ではないでしょう

か？施設が新しくなっても、お金を投入しても、それを使う人がだめなら、どうしよ

うもないですよね 
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社会教育調査での具体的な記述内容 

問 23 社会教育への提言（３） 

７ 

○市民プールの使用料を安くしてほしい 

○老人が気軽に楽しめる（無料で）パークゴルフ場をもっとたくさん作ってほしい 

○レークビュースキー場土曜日の小、中学生無料開放を市内に限らず全小中学生に適用

してください 

○農閑期（冬期）にできる何か講座を考えてほしい。どうしても冬期は運動不足になる

ため、12 月～3月の間に定期的に何か軽いスポーツを！ 

８ 

○２月に郷土博物館を利用しました。館内は暖房のきく部屋は一つだけ、ずっと遠方の

客を案内するのに鼻水垂らしながら早足での見学となり、その後モヨロ貝塚でとどめ

です。市民として少し恥ずかしかった 

○モヨロ貝塚出土品等の展示施設建設構想に反対する！市の財政難の時に、利用効果も

ない施設は不用、道立北民族博物館と郷土博物館に展示すべき。利用効果の望めない

新規施設計画よりも、既存教育施設を充実させる方が市民は理解する 

○今年、道立北方民族博物館にいきましたが、入場料が高く施設は立派なのでもったい

なく、お客さんはきているのでしょうか？入場料のわりに、つまらなく、とても損を

した気分になりました。もっと楽しい場にしないともったいないです 

９ 

○特になし（９） ○何も期待はしていない  

○提言しても実行できる能力ないじゃないですか 

○中身をあまり知らないので、提言するほどの意見もないです 

○具体的な内容もわからないし、計画・行政とか何を意味しているかわかりません 

○網走市民の学習教育の向上を計るのは大変好ましいとは思いますが、網走市の財政が

これだけ厳しい中で何を望めるでしょうか？サークルや団体に参加する余裕はあり

ません。このようなアンケートを取る必要はあるのでしょうか？ 

○前回、講座に参加させてもらったときにもアンケートに答えたというのに、こんなに

頻繁にアンケートに答えると言うのなら、もう参加しないようにしようと思う 

○小学生のスポーツ活動の指導者不足、老人世帯へのきめ細やかな訪問とサポート 

○福祉関係の施設をもっとふやしてほしい。公衆トイレが市内にないので、ほしい。市

で経営する、建物で利用が少ないものはなくしたほうが良い 

○社会施設について、療育センター、もう少し見直しては？子どもの人数の割に先生の

不足、建物の老朽、駐車場問題 

○呼人地区においては、小学校が終わってから子どもたちが集まれるような児童館がな

く、そのような施設を検討していただきたい 

○今、一番感じている大学を出ても地元に職がなくかえって、残念です。企業、市、商

工会など、よく話し合って地元、Uーターンできれば… 

○もっと生活しやすい世の中にしてほしい 

○行政に特に何も期待しません。自分の生活を守り子どもを一人前に育てあげるために

必死に働いています。自分の身は自分で守るしかない世の中だと思って生活していま

すので 

○満足している 

 

 

 

 


