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はじめに 

 

市教育委員会では、これまで「豊かな心と創造性を育む人づくり」の実現に向け、 

学校教育におきましては、人間形成の基礎となる思考力や判断力など必要な資質を養

うとともに、豊かな人間性や社会性を培うための基礎基本をしっかり身に付けさせ、

確かな学力と命を大切にする教育、自ら学び、自ら考える力などの「生きる力」の育

成を基本に、それらを支える教育環境づくりを推進するとともに、さらに生涯学習の

視点に立ち、芸術文化やスポーツの振興と合わせ、市民が生涯にわたって生き甲斐を

持ち、いつでも、どこでも、だれもが学びその成果を生かすことのできる活力ある生

涯学習環境づくりと次の時代を担う人材育成を推進してきております。 
 

平成１９年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正（平成２０

年４月１日施行）され、各教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執

行の状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成して議会に提

出・公表することとされました。 

 

このため、市教育委員会では、さらなる教育行政の推進に資するとともに、市民の

皆さまへの説明責任を果たすため、学識経験者の知見を活用した教育委員会活動の点

検・評価を実施し、報告書として取りまとめました。 

 

今後も市教育委員会は、市民の負託と保護者の願いに応えるため、本市教育に携わ

るすべての職員が、自らの職務に対する研鑚を重ねるとともに、学校・家庭・地域社

会との連携を大切にしながら、本市教育がより一層充実発展するよう全力を尽くして

まいります。 

 

 

平成２１年２月 

 

網走市教育委員会 委員長  新 谷 哲 也 
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Ⅰ 教育委員会事務点検･評価制度の概要 
 １．制度について 

中央教育審議会等における従来からの議論に加え､平成１８年度に発足した

｢教育再生会議｣の第一次報告においても､教育委員会の自己評価の必要性に関

して言及されました｡             

こうした状況を背景に､平成１９年６月に改正された｢地方教育行政の組織

及び運営に関する法律｣第27条において､平成２０年度から､すべての教育委員

会において､その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評

価を行い､その結果に関する報告書を作成し､これを議会に提出するとともに､

公表することが義務付けられました｡ 

 

  《地方教育行政の組織及び運営に関する法律(第27条)》抜粋 
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

第27条 教育委員会は､毎年､その権限に属する事務(前条第1項の規定により 

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第3項の規定により事

務局職員等に委任された事務を含む｡ )を含む｡ )の管理及び執行の状況について点検

及び評価を行い､その結果に関する報告書を作成し､これを議会に提出するとともに､公

表しなければならない｡ 

２ 教育委員会は､前項の点検及び評価を行うに当たっては､教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする｡ 

 

２．点検・評価の構成 
平成１９年度の教育委員会事務及び活動について、点検･評価を次のとおり実施

しました｡ 

(1)目 的 

本市の教育行政の充実に資するとともに､住民への説明責任を果たすことを目的

とします｡ 

(2)対象期間 

平成１９年度とします｡ 

(3)事務点検 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定する教育委員会の権限に属す

る事務及び市長から補助執行を受け教育委員会において実際に管理･執行している

事務として、平成１９年度教育行政推進方針に掲げられた施策に基づく事業につい

て取り組み実績をまとめ、内部点検を行いました。 

(4)活動評価 

平成１９年度の教育委員会の活動を点検してまとめた実績をもとに、教育委員に

よる内部評価を行いました。 

(5)学識経験を有する者の知見の活用（外部評価） 

外部評価委員として、東京農業大学生物産業学部 教育学研究室 井上正道教授

に網走市教育委員会の外部評価を依頼しました。 

資料として、網走市教育行政執行について、網走教育行政推進方針、議案一覧、

議事録、平成１９年度の主な活動内容などを提供し、それを基に点検・評価しても

らい報告書を作成していただきました。 
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Ⅱ「平成１９年度教育行政推進方針」についての点検 
 

教育行政推進方針は、毎年市議会第１回定例会において教育長が表明する翌年度の

教育行政執行についての具体的な推進方針として、教育予算とともに教育委員会にお

いて審議・決定されるものです。 

平成１９年度事業として、その中に盛り込まれた施策・事業の内容と成果について

内部点検を行いました。 

 

 

１ 総評 

教育行政推進方針に掲げてある事業については、概ね予定通り実施されています。 

今まで、教育行政推進方針については体系立てて振り返りを行っておりませんでした

が、こうして点検することにより、次年度の方針決定に生かせると考えます。 

 

２ 事業の点検 

《点検結果》 

 

  学校教育の推進   
 
１.幼稚園の振興 

（１）幼稚園教育の振興 
項目 幼稚園就園奨励費補助事業（継続） 

目的 所得状況に応じた保護者の経済的負担の軽減と、公私幼稚園間の保護者負担の格差是正

を目的に、私立幼稚園の入園料・保育料の減免を行う場合に、その設置者に対し入園料・

保育料を補助する。（国庫補助事業で補助率 1/3） 

取組実績 ・対象園児は、幼稚園に在園している 3歳児・4 歳児・5歳児並びに満 3 歳児 

・保護者の課税状況（４ランク）と就園児人数に応じ、園児１人当たり下表の額を補助

する。 

1 人就園の場合及び 2人以上就園している場合の年長者 57,500 円～157,000 円 

2 人以上就園している場合の次年長者 104,000 円～185,000 円 

3 人以上就園している場合の上記以外の園児 240,000 円～257,000 円 

・市民税所得割課税額が 183,000 円超の世帯は対象外。中途入退園者は月割補助。 

・補助対象園児数：669 人（第 1 子：460 人、第 2子：200 人、第 3 子以降：9人） 

・国庫補助金実績：50,781,100 円×1/3×0.7916331（調整率）＝13,400 千円 

成果等 補助を行うことにより対象園児の保護者負担が軽減された、また低所得者層や兄弟の多

い世帯へ厚めの補助をすることにより、幼稚園就園の機会の拡大に繋がった。 

 
項目 幼児教育振興補助事業（教材教具補助金）（継続） 

目的 幼児教育の振興を図るため、私立幼稚園が行う園具等設備整備に対し補助する。（市単

費補助） 

取組実績 ・教材教具等の購入費、もしくは園児１人当たり 3,000 円を乗じた額のいずれか低い額

を補助。 

・補助実績： 2,163,000 円（対象園児数 721 人×3,000 円＝補助金交付額） 

成果等 補助を行うことにより教材教具の充実が図られ幼稚園教育の振興に繋がった。 
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項目 私立幼稚園特殊教育振興補助事業（障がい児教材補助金）（継続） 

目的 私立幼稚園における心身障がい児の教育の充実と父母負担の軽減を図り、もって特殊教

育の振興を図る。教材の整備費や教員の研修費に対し補助する。（市単費補助） 

取組実績 ・対象園児１人当り 100 千円を限度として補助する。 

・補助実績： 700,000 円（対象園児数 7 人×100,000 円＝補助金交付額） 

・Ｈ19 から補助対象となる経費の範囲を拡大した。（教材、研修費のみの補助から施設

整備費、人件件費を対象経費に加えた。） 

成果等 補助を行うことにより特殊教育に係る教材教具が充実し、幼稚園のバリアフリー改修が

なされるなど、障がい児の就園機会の拡大につながった。 

 

２．小・中学校教育の充実    

（１）教育環境づくり 

項目 小中学校校舎の営繕工事（継続） 

目的 小中学校の校舎やグラウンド等の維持修繕及び営繕を行い、児童生徒や教職員が快適に

過ごす環境をつくる。 

取組実績 主な営繕の実施状況 

小学校：東小グラウンド改修工事（2,189 千円）、東小校舎屋上防水工事（2,100 千円）、

潮見小プール上屋屋根シート購入（3,813 千円）、潮見小職員室掲示板設置工事（414

千円）南小プール外壁改修工事（241 千円） 

 

中学校：三中テニスコートフェンス改修工事（3,297 千円）、二中校舎屋上防水工事（3,570

千円）、一中男子トイレ給水設備改修工事（1,995 千円）、二中特別支援学級トイレ設

置工事（1,911 千円） 

成果等 ・学校からの要望や耐用年数等から必要な維持修繕及び営繕を行い、施設整備が充実さ

れ快適な環境がつくられている。 

・現状の予算規模内での維持修繕を継続し、耐用年数の長期化を図るべきである。 

 

項目 教職員住宅の営繕工事（継続） 

目的 教職員住宅の維持修繕及び営繕を行い、教職員が快適に生活できる環境をつくる。 

管理住宅は、94 戸 

取組実績 ・5月に修繕要望を取りまとめ、7 月上旬に現地調査を実施（42 件） 

・主な修繕の実施状況-シャワー設置 11 件、物置取替 1 件、浴室床防水処理塗装 1 件、

屋根塗装 3 件、ガス給湯器取替 1 件、浴室内塗装 1 件、煙突風防止対策 1 件 

・人事異動に伴う新入居者の決定（3月下旬に教職員住宅入居者選考委員会開催） 

成果等 ・修繕要望があった箇所は概ね修繕を行い、快適な生活環境を図っている。 

・現状の予算規模内での修繕を継続し、耐用年数の長期化を図るべきである。 

 

項目 環境にやさしい学校活動事業（継続） 

目的 環境にやさしい学校経営を推進することを目的として、電気料・上下水道料・暖房用灯

油代に関し、節減した一定割合額（目標設定額・量に対して達成した額）を学校裁量と

して次年度に還元する。 

取組実績 ・＜増減量＞-電気：+13,970kWh（対前年 0.7%増）、水道：-3,690 ﾄﾝ（対前年 6.8%減）、

灯油：+2,896 ㍑（対前年 1.0%増） 

・＜目標値に対する節減額＞-電気：3,771 千円、水道：5,336 千円、灯油：1,990 千円

成果等 ・教育・財政の両面からの環境にやさしい学校経営、環境教育の一環として子どもたち

と教職員が協力して省エネ活動を行うことでの環境に対する意識の高揚が図られた。 

・平成 19 年度の目標値に対する節減合計額 11,097 千円のうち、3,541 千円（小学校：

2,570 千円、中学校：971 千円）を平成 20 年度に各学校に配当予算として還元する。 

・平成 18 年度節減還元分の平成 19 年度での配当予算の活用状況（3,458 千円） 

テント、放送機器、体育時使用ユニフォーム、教室等の網戸などの購入に活用 

・経費の節減及び教育環境の充実が図られるが、各学校に定着してきていることから、

定着状況を把握しながら、一定程度の継続後は事業の縮小・廃止を考える。 
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項目 校内への不審者侵入防止対策（継続） 

目的 小中学校における不審者の侵入を防止するために必要な設備及び管理体制の整備を進

める。 

取組実績 ・南小学校来客用玄関ドア・オートロック工事 

・呼人小中学校来客用玄関ドア・オートロック工事 

・校舎機械警備業務委託（通年）・各校防犯灯の維持修繕（随時） 

成果等 校内に不審者が侵入する等の事件はなく安全が確保された。 

 

項目 小中学校情報機器整備（継続） 

目的 小中学校におけるコンピュータ教室のパソコン及びＬＡＮの整備を図り、教育の情報化

を推進する。 

取組実績 ・平成 19 年度に全中学校でパソコンの更新を実施。（6校 181 台）＜リース料支払＞ 

※平成 16 年度から平成 18 年度で全小学校にパソコンを整備済み。（未整備 4校のパソ

コン購入、ＬＡＮ整備及び授業支援ソフト購入 8校） 

成果等 ・パソコンやインターネットの利用により、生徒が自ら考え、多様な自己表現を身に付

け、情報化社会に対応する人材の育成が図られた。 

・情報機器の発達と更新時期との関係を検討する必要がある。 

 

項目 学校給食施設の改善と給食備品整備（継続） 

目的 安全で安心な学校給食の実施により、児童生徒の身体に必要な栄養を摂取し、あわせて

食事のマナー等を身につけさせる。また、給食室設備の維持管理、給食調理員の衛生教

育等を行う｡ 

取組実績 ・設備・備品の主な修繕・更新の実施状況-[三中]床全面改修、[呼人小中]冷暖房機設

置、[三中]炊飯器更新、[白鳥台小、東小（四中を含む）、呼人小中]食器更新 

・学校給食従事職員研修会（夏休み中）や学校給食巡回指導（年 2回、栄養士の配置が

ない 6 校）の実施。 ※保健所による検査も年 2回実施されている。 

・給食調理員の検便検査や食材の細菌検査を定期的に実施。 

・児童生徒の食物アレルギーに対して、家庭とも連携をしながら対応している。 

成果等 ・衛生管理に努め、安全・安心でおいしく質の高い学校給食を児童生徒に供給し、健や

かな体の成長を図ることができた。 

・今後も継続して、施設改善・備品等整備・衛生管理等に努めるとともに、より安全で

安心な学校給食の提供が必要である。 

 

項目 学校プールの安全管理と施設整備（継続） 

目的 夏季における学校教育の一環としての水泳授業実施のため、学校プールの安全な管理運

営及び施設整備を行う。（市内小学校 7校） 

取組実績 ・市内 7校（網、中央、西、南、潮見、東、白鳥台小学校） 

・プール管理人を各校 1 名配置（委託先：シルバー人材センター） 

・プール環境の点検も管理人が実施（水質、水温、室温等） 

・定期検査（7 月下～8 月上。学校薬剤師と市１名で残留塩素、大腸菌群、管理日誌記

録等点検） 

・児童が使用する際は、委託の管理人の他に教師 2 名を配置し監視する。 

・プール使用時期前後の濾過機の保守点検。 

・プール使用時期前後の屋根シートの付け外し。 

成果等 安全なプール授業の実施により、子どもたちの心身の健全な発達が図られた。 

 

項目 学校スケートリンクの設置（継続） 

目的 冬季における学校教育の一環として行われるスケート授業の実施のため、学校スケート

リンク等設置運営に要する経費の一部補助を実施校に対して行い、児童生徒の心身の健

全な発達を図る。 

取組実績 スケートリンク等設置 7 校（網走小、西小、南小、東小、白鳥台小、西が丘小、二中）

成果等 スケート授業の実施により、子どもたちの心身の健全な発達が図られた。 

 

6 



 

（２）教育内容等の充実 

項目 総合的な学習の時間の運営事業（継続） 

目的 平成 14 年度から導入された新学習指導要領により「総合的な学習の時間」が全面実施

となり、児童生徒が自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、そしてそれぞれが主体的

に判断し、より効率的に問題を解決する資質や能力を育てる学習に取り組むため、児童

生徒数及び学級数に応じて各学校へ予算配当し、独自のカリキュラムに沿った教育活動

をサポートする。 

取組実績 ・観察・実験、ものづくりや調査活動を通じて、課題を見つける能力を育成する学習 

・問題解決や探究活動を行う課程の中で情報収集や報告の仕方、ものの考え方を育成す

る学習 

・自然体験やボランティア活動等の社会体験を通じて、豊かな心を育てる学習 

・相互交流を充実させ、表現力とコミュニケーション能力の向上を図る学習 

成果等 総合的な学習の時間における各種体験学習を通して、問題解決に対する児童生徒の資質

や能力の育成が図られた。 

 
項目 道徳教育の推進（継続） 

目的 各教科、総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育と密接な関連を図りなが

ら、道徳的な価値及び人間としての生き方についての自覚を深め、道徳的実践力を育成

するため、教材・教具の整備・充実を図る。 

取組実績 ・道徳、特活、PC ｿﾌﾄ教材費等配当：小学校 2,376 千円、中学校 1,381 千円【再掲】 

成果等 道徳を題材とした教材・教具を整備することにより、道徳授業の充実に努めた。 

 
項目 英語教育向上と国際理解促進のための英語指導助手配置（継続） 

目的 中学校における英語授業において、担当教諭をサポートする外国青年「英語指導助手（Ａ

ＬＴ）」を配置し、生きた英語に触れることにより、生徒の英語の表現力やコミュニケ

ーション能力の育成を図る。 

取組実績 ・英語指導助手（ＡＬＴ）の配置（1名） 

・中学校 6 校を訪問・指導。 

・英語能力コンテスト等への協力 

・学校行事、クラブ活動への協力 

・地域における国際交流への協力 

成果等 ＡＬＴの生きた英語に触れることにより、英語の正しい発音や表現力、コミュニケーシ

ョン能力の育成が図られている。 

 
項目 教材・教具、及び学校図書の整備（継続） 

目的 小中学校の教材・教具の整備・充実を図るとともに、学校図書館用図書の計画的な整備・

補充を図る。 

取組実績 ・道徳、特活、PC ｿﾌﾄ教材費等配当：小学校 2,376 千円、中学校 1,381 千円【再掲】 

・義務教育教材の整備（市単費）：小学校 9,169 千円、中学校 5,658 千円 

・理科教育教材の整備（国補助）：小学校 2,352 千円、中学校 2,573 千円 

・通知票、指導要録、副読本の印刷：小学校 3,409 千円、中学校 691 千円 

・その他（指導書、学力テスト、知能検査等）：小学校 1,298 千円、中学校 1,807 千円

・文科省より示されている学校規模（学級数）に応じた整備基準冊数を踏まえ、各学校

へ予算を配当：小学校 1,698 千円、中学校 1,799 千円 

成果等 毎年所定額を予算措置することにより、教材・教具の整備・充実が図られている。 

平成19年度末の図書整備基準冊数の達成率は、小学校が98.5％、中学校が91.2％と年々

増加しており、近年中には 100％に達成できる見込である。 
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項目 パソコン教育推進事業（継続） 

目的 小中学校における情報教育を推進し、情報モラルを身につけさせるとともに、情報化社

会に対応する人材の育成を図る。 

取組実績 ・インターネット料やウイルス対策ソフト使用料などのパソコン活用に係る管理 

成果等 ・パソコンやインターネットを活用した情報教育の充実により、情報活用能力が向上し、

多様な自己表現を身に付け、情報化社会に対応する人材の育成が図られた。 

・パソコン等を有効かつ効果的に活用した学習指導が図られるかが課題である。 

 
項目 環境教育やボランティア教育の充実（継続） 

目的 地域や社会への関心を高め、地域や社会のためにできることを自ら考え、自ら実践する

ため、環境教育やボランティア教育の学習機会の充実を図る。 

取組実績 ・リサイクル施設等見学のための支援 

・地域のボランティア清掃活動等への支援 

成果等 施設見学やボランティア活動を通し、環境教育やボランティア教育の充実が図られた。

 
項目 食育の推進や学校給食地場産品啓発普及事業（継続） 

目的 栄養教諭の任用により食育の推進を図るとともに、未配置校においても食に関する指導

を実施する。また、地場産物を活用した給食を実施し、地元産業や地場産物への理解を

深める。 

取組実績 ・栄養教諭による食に関する指導 

・地元産食材を使用した「網走ふるさと給食」の全校実施 

・鯨食文化の理解を深めるために、鯨肉を使用した給食の全校実施 

成果等 食育の推進や地元食材を活用することにより、児童生徒の地場産物や食文化に対する理

解が深められた。 

 

項目 児童生徒及び教職員の健康管理事業（継続） 

目的 児童生徒が健康な体で学校生活を送れるよう各種保健事業を行うとともに、疾病等の早

期発見、早期治療による健康管理を推進するため、教職員等を対象にした健康診断を実

施する。 

取組実績 ・新入学の児童を対象とした就学時健康診断の実施 

・在籍する児童生徒を対象とした各種健診（尿検査、ぎょう虫卵検査、結核検診、脊柱

側わん症検査、眼科検診、耳鼻咽喉科検診、心臓検診）の実施 

・学校に勤務する教職員 218 名の健康診断を実施 

成果等 健康診断を実施することにより、児童生徒や教職員の健康管理が図られている。 

 

項目 児童生徒の就学奨励事業の充実（継続） 

目的 教育の機会均等の精神に基づき、経済的理由により就学困難な児童及び特別支援学級に

就学する児童の保護者に対し必要な財政支援を行い、すべての児童が義務教育を円滑に

受けることができるよう援助する。 

取組実績 ・準要保護の対象者に対する、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、通学

費、給食費、新入学児童学用品費、体育実技用具費の扶助。 

・要保護の対象者に対する、修学旅行費の扶助。 

・学校保健法第 17 条及び同法施行令第 7 条に定める疾病の治療に要した費用の援助。

・19 年度申請世帯数 470 世帯、認定世帯数 410 世帯、認定者数 626 名（認定率 19.3％）

成果等 認定者数は増加傾向にあり、経済的支援を要する保護者の負担軽減を図っている。 

 

項目 学校教育研究実践校の指定事業（継続） 

目的 教育課程、学習指導及び生徒指導等の当面する学校教育の課題について、実践的な研究

を促進する。 

取組実績 市内 15 小中学校のうち毎 4～5 校を選抜し、教育研究経費として 1 校当たり 90 千円を 2

年間にわたり補助する。 

成果等 指定校では、当面する課題の実践研究が行われ、教職員の資質向上や児童生徒の学力向

上が図られ、実践研究成果の普及に努めている。 
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項目 授業研修の充実と各種研修事業への参加奨励（継続） 

目的 各種研修へ参加することにより、教職員の資質や指導力の向上を図る。 

取組実績 網走地方教育研修センター主催の各種講座、道教委主催の各種研修（初任者研、5 年経

験者研、10 年経験者研、新任校長・教頭研、公立学校運営研、栄養教諭研など）、道立

教育研究所主催の各種講座等への参加奨励 

成果等 研修機会を増やすことで、教職員の資質や指導力の向上を図っている 

 

項目 学校週 5日制対策事業 

【社会教育の推進「地域ふれあいサポート事業」に再掲】（継続） 

 

項目 学校教育市民意識調査事業（新規） 

目的 今後の網走教育の目指すべき姿の指針となる「教育目標」を策定するにあたり、現状の

学校教育に関する課題や期待などについて把握し、市民からの意見を教育目標策定にい

かすことを目的とする。 

取組実績 ・調査対象：市民、学校評議員、保護者（小 2・小 5・中 2）、教職員の対象者 

・対象者数：2,404 人 

・調査期間：平成 19 年 7 月 6 日～7月 25 日 

・回収状況：1,014 人（42.2％） 

成果等 市民の学校教育に関する課題や期待などについて把握することができ、教育目標の策定

に活かすことがでた。 

 

（３）通学環境の整備と子どもの安全確保対策の充実 

項目 スクールバス運行委託事業（継続） 

目的 網走市郊外の西部地区及び東部地区の児童生徒の安全な通学を確保するため、スクール

バスを運行し、通学時の利便性向上を図る。 

取組実績 ・遠距離通学児童生徒のため、西部地区 3 路線、東部地区５路線の登下校便を運行する。

・小中学校の広範な教育活動をサポートするため、各校に借上げバスの学校配当を行う。

 学校配当：小学校（9校）1,855 千円、中学校（6校）1,280 千円 

・学校の校外学習及び社会科見学等のため、スクールバスの多目的運行を行う。 

・休日及び夏、冬休み中の部活動におけるスクールバス運行を行う。 

成果等 スクールバス運行により、遠距離通学児童生徒の利便性と負担の軽減が図られている。

 

項目 通学路の整備及び安全対策（継続） 

目的 児童生徒が安全に通学できるよう通学路の安全確保を図る。 

取組実績 ・通学路の安全対策（向陽ヶ丘シェルター防犯カメラの管理） 

成果等 人目に付かないシェルター内に防犯カメラを設置することにより、痴漢などの不審者発

生の抑止につながっている。 

 

項目 子どもの安全対策事業（継続） 

目的 子どもの安全確保に関して地域や関係団体と連携して網走市独自の積極的な活動を推

進する。 

取組実績 ・「子どもの安全確保連絡会議」の開催。地域の協力でパトロール活動を実施。 

・地域見守り活動用資材（車両用マグネットシート、スクールガード腕章、「こども 110

番の家」のぼり・プレート）の購入・配付。 

・児童生徒への防犯ブザーの貸与。 

・「子ども 110 番バス」の運行（新規） 

・スクールガード・リーダーによる学校巡回指導（道費負担） 

・通学路等パトロールボランティア（スクールガード）養成講習会の開催 

成果等 地域ボランティアによる登下校時のパトロールをはじめ、学校と地域が連携した子ども

の安全確保が図られた。 
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項目 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置事業（新規） 

目的 生徒及び教職員に対し、自他の生命尊重の意識を高めるため、平成 16 年 7 月から一般

市民が使用できるようになったＡＥＤの理解と普及を促進する。 

取組実績 小中学校全校にＡＥＤを設置。 

成果等 各学校において教職員を対象にした講習会を開催し、教職員の救命救急に関する理解が

図られた。 

 

（４）生徒指導及び教育相談体制の充実 

項目 子どもの生活習慣育成事業（継続） 

目的 子どもの望ましい生活習慣を育成し生活リズムを向上させることの重要性について親

が再認識し、親が親としての役割を果たすようになる環境づくりを推進する。 

取組実績 ・市内中学校対象「夜回り先生（水谷修氏）講演会」の開催 

・リーフレット作成・配付 

成果等 講演会や啓発資料を通し、児童生徒や保護者への啓発が図られた。 

 

項目 「スクールカウンセラー」の配置（継続） 

目的 児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセ

ラーを配置し、学校における教育相談体制の充実を図る。 

取組実績 ・第三中学校を拠点校に、市内小中学校の児童生徒のスクールカウンセリング、教職員・

保護者に対する専門的助言や情報提供を実施。 

・相談件数 280 件（年間 52 日、416 時間） 

成果等 スクールカウンセラーの適切な指導・助言により、的確な課題整理が可能となり、児童

生徒の不登校や問題行動等の解決に向け、生徒指導の充実が図られた。 

 

項目 適応指導教室の充実（継続） 

目的 不登校児童生徒に対しての適切な教育相談、適応指導、学習指導などの指導援助を行い、

集団生活への適応や学校生活への復帰を促すため、適応指導教室を設置する。 

取組実績 ・適応指導教室指導員の配置（1 名） 

・適応指導教室「クリオネ学級」の開設・運営（毎週月～金曜日 午前 9～3 時） 

 通級者数：中学生 3 名（H18 年度：中学生 3 名） 

成果等 教育相談や適応指導、学習指導を通し、不登校児童生徒の集団生活への適応の改善が図

られている。 

 

項目 教育児童相談室の相談体制の充実（継続） 

目的 児童、生徒の教育及び家庭児童福祉上の問題に対して、児童生徒及び保護者からの相談

に応じ、関係機関との連絡調整を行いながら指導・助言を行う相談室を設置して問題解

決を図る。 

取組実績 ・教育相談員の配置（1名） 

・教育相談室の開設・運営 

 教育相談件数：73 件（H18 年度 45 件）、相談延べ回数：563 回（H18 年度 678 回） 

・平成 19 年度よりメールでの相談受付開始。 

成果等 教育相談員が学校や関係機関との連絡調整を図りながら、問題解決に向け指導・助言を

行っている。 

 

項目 いじめ対策事業（継続） 

目的 いじめの実態を把握し、今後のいじめの未然防止、早期発見、早期対応等の指導に役立

てる。また、講演会や啓発資料の作成を通して、児童生徒、学校、保護者へいじめ問題

への取り組みの重要性を広める。 

取組実績 ・いじめ相談カードの作成・配付 

・市内中学校対象「夜回り先生（水谷 修氏）講演会」の開催：1,915 名参加 

・児童生徒の携帯電話保有・使用状況アンケート調査の実施 

成果等 いじめ問題の取組の重要性について、講演会や啓発資料を通し、児童生徒や保護者への

啓発が図られた。 
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（５）特別支援教育の充実 
項目 特別支援教育の推進（継続） 

目的 特別支援学級、通級指導教室（ことばの教室）の学級設備、用具、教材の充実を図ると

ともに、学級運営上の必要経費について配当を行う。 

取組実績 学校配当：小学校 7 校 1,899 千円、中学校 3 校 607 千円 

成果等 学級設備、用具、教材の整備・充実を進めることにより、円滑な学級運営が図られた。

 

項目 特別支援学級（肢体・病弱・知的）の開設（新規） 

目的 特別支援学級の新規開設に伴う学級設備、用具、教材の整備を図る。 

取組実績 平成 19 年度新規開設：中央小（肢体）、南小（病弱）、第一中（知的） 

成果等 児童生徒の障がい区分に応じた特別支援学級を設置することにより、円滑な学級運営が

図られた。 

 

項目 特別支援学級の施設・備品等整備（継続） 

目的 特別支援学級、通級指導教室（ことばの教室）の学級設備、用具、教材の充実を図ると

ともに、学級運営上の必要経費について配当を行う。 

取組実績 ・既存特別支援学級への教材費等配当： 

小学校 7校（15 学級）1,252 千円、中学校 3 校（6学級）607 千円 

・通級指導教室（ことばの教室）への教材費等配当：小学校 1校（1 学級）647 千円 

・特別支援学級教材用備品の購入：146 千円 

成果等 学級設備、用具、教材の整備・充実を進めることにより、円滑な学級運営が図られた。

 

項目 特別支援教育担当教員等への研修事業開催（継続） 

目的 障がいのある児童生徒に対しては、様々な工夫と配慮の下での指導が展開されている中

で、より障がいに対する幅広い理解と専門性の一層の向上が図られるよう研修の場や機

会を設ける。 

取組実績 ・特別支援研修会の開催（実績なし） 

・特別支援コーディネーター研修会（局主催）への教職員参加促進 

・各種研修講座の案内 

成果等 研修機会を増やすことにより、担当教員のより専門的な知識の習得と資質の向上が図ら

れている。 

 

項目 特別支援学級介助員の配置（継続） 

目的 教育上特別な支援を要する児童の特別支援教育推進のため、通常学級に在籍する個別の

支援を要する児童への支援員配置及び複数の在籍者がいる特別支援学級に介助員を配

置する。 

取組実績 介助員の配置：小学校 5 校、7名 

成果等 介助員を配置することにより、特別支援学級のより円滑な学級運営が図られた。 

 

（６）奨学資金貸付制度の充実 

項目 奨学資金の早期貸付と償還金収納の向上（継続） 

目的 能力があるにもかかわらず経済的理由によって就学困難な学生に奨学金及び入学準備

金を貸付けし、社会の有用な人材を育成することを目的とする。 

取組実績 ○資金貸付状況 15 件、2,774 千円 

・大学・専門課程（月額 18 千円、入学準備金 120 千円） 4 件、984 千円 

・高校・高等課程（月額 9 千円、入学準備金 60 千円） 7 件、926 千円 

・網走高等学校 （月額 18 千円、入学準備金  なし） 4 件、864 千円 

○償還金収納状況 7,570,647 円（収納率 45.9％） 

・現年度分  5,859,196 円（82.7％） 

・滞納繰越分 1,711,451 円（18.2％） 

成果等 収入基準は、学生支援機構の 1.1 倍に設定し、更に収入基準の 130％超過までは認定す

るなど、間口を広げることにより利用の拡大を図っている。 
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（７）開かれた学校づくり 
項目 学校開放事業の推進（継続） 
目的 学校教育に支障のない範囲で、小中学校の体育館を市民に開放しスポーツ・文化活動の

場として活用する。 
取組実績 網走小学校   11,121 名     第１中学校     953 名 

南小学校      406 名     第２中学校     814 名 

潮見小学校    3,234 名     第３中学校     539 名 

中央小学校    1,102 名     第５中学校     781 名 

西小学校     2,760 名     呼人小中学校    1,932 名 

東小学校     1,559 名 
成果等 実績のとおり多くの市民の利用があった。利用者の少ない所は学校の事情により使えな

いためであることと、中学校は部活との関係から小学校に比べ数字は落ちているが、年

間 15 千名程の利用がありスポーツ・文化活動の場となっている。 
 
項目 地域と学校との人的交流の推進（継続） 
目的 開かれた学校づくりを推進するため、地域からの外部講師の招聘や学校行事への市民参

加を促進する。 
取組実績 ・地域住民や学生ボランティアによる読み聞かせ、スキー学習の指導、登下校時の安全

指導、伝統芸能の伝承など 
・運動会・学芸会などの学校行事への市民参加 

成果等 ボランティアにより学校支援や学校行事への市民参加を通し、地域と学校との人的交流

が図られた。 
 
項目 学校評議員制度の運営推進（継続） 

目的 学校が、保護者や地域住民の信頼に応え、家庭や地域と連携協力して一体となって子ど

もの健やかな成長を図っていくことを促していくため、学校評議員を設置する。 

取組実績 全小中学校に各５名程度の学校評議員を設置し、教育活動の実施、学校と地域との連携

促進等、校長が行う学校運営に関し意見聴取を行う。 

成果等 各学校は、学校評議員から聴取した意見の反映を図るとともに、家庭や地域と連携 
協力した学校経営に努めている。 

 
３．高等教育等の振興 

（１）高等学校の振興 
項目 網走南ヶ丘高等学校定時制振興補助事業（継続） 

目的 定時制高校において、社会の変化に対応した教育を推進するために教材・教具の整備を

図る。 

取組実績 網走南ヶ丘高等学校定時制振興会に対して年額 90 千円の補助を行う。 

成果等 定時制高校における教材・教具の充実に寄与している。 

 

（２）東京農業大学生物産業学部との連携 
項目 東京農業大学学生、網走市立学校連携事業（継続） 
目的 地域の教育力活用の一環として、東京農大学生が市内小中学校の教育活動にボランティ

アとして参加することにより、学校教育の更なる改善・充実が図られることを目的に実

施する。 
取組実績 小中学校からの要請に基づき、東京農大の協力を得て、学生ボランティアを派遣する。 

スキー・スケート学習の指導、総合的な学習の支援、部活動の指導補助、各種授業の補

助など 
成果等 学生ボランティアの参加を得ることで、小中学校における教育活動の改善・充実が図ら

れた。 
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社会教育の推進 
１．生涯学習の基盤整備 

項目 社会教育調査事業（新規） 

目的 第 3 次社会教育長期計画策定の基礎資料となる社会教育調査を実施し、市民の暮らしや

学習・活動の現状と、今後の学習・活動に対する意向などを把握する。このことにより、

今後の市民の生涯学習を促進・支援するための諸施策を示す際の根拠とする。 

取組実績 ・調査地域  網走市全域【小学校区を基礎単位】 

・調査対象  20 歳以上の男女【母集団 34,336 人／全人口 40,758 人(18,519 世帯)】

       標本数 1,031 名、抽出法 層別無作為抽出法 

・調査方法  訪問留置法（調査員が対象者を訪問し、調査票を配付・回収する） 

・調査期間  平成 19 年 11 月 26 日～12 月 9 日の 2 週間 

・調 査 員  10 名（東京農大学生） 

・回 収 率  77.0％ 

・調査内容  ①回答者の属性（設問数 9） 

       ②学習・団体活動の現状と希望（設問数 17） 

       ③社会教育行政・社会教育機関への評価（設問数 4） 

       ④生活課題・地域課題（設問数 1） 

       ⑤自由記述（設問数 1） 

成果等 ・調査結果の分析を委託している北海道大学（生涯学習計画研究室／木村純教授）から

単純集計とクロス集計についての分析結果が報告され、並行して行った 10 ヶ年の事務

事業評価と併せ、現状と課題についての把握ができた。 

・調査結果と事務事業評価は、第 3次社会教育長期計画の基礎資料として活用する。 

 

項目 学社融合事業「まちの達人出前事業」（継続） 

目的 学校の求めに応じ、豊富な経験や知識・技能をもつ市民を授業講師として派遣する。 

取組実績 ・対  象  市内小中学校の授業 

・要  件  1 校あたり 2 回を上限とする。 

       授業時間は、1回 2 時間程度とする。 

・支援内容  報告書の提出に基づき、講師謝金を社会教育課が負担する。 

・事業実績  7 校 16 件 

       総合学習(10)、社会(1)、国語(1)、選択家庭(4) 

       市民講師 9 名 

成果等 総合的な学習の時間を中心に、郷土の歴史・自然・芸能を学ぶために必要な地元の人材

が確保されている。また、家庭科・美術等の専科の教員が不在な場合でも、技術・知識

を持つ市民が指導に当たることができる。 

（Ｈ18 年度：5校 15 件／218 人） 

 

項目 情報提供・学習相談事業（継続） 

目的 社会教育施設情報・芸術文化情報・市民活動情報を広く市民に提供し、学習や文化活動

の向上を図る。また、市民からの学習相談に応じ、自主的な学習機会の増加促進を図る。

取組実績 ○広報あばしり エコーだより「まちの元気」（毎月／全１２回／全戸配付） 

 ・社会教育各施設からの情報、市民企画による催しの情報（４頁／月） 

○生涯学習情報紙「ロセト」（毎月／全１２回／公共施設頒布） 

 ・市民企画による催しを中心にした情報提供 

 ・市民団体のまなびシティオホーツク、まなび塾推進運営協議会が共同発行 

○エコーセンター2000 ホームページによる情報提供 

○学習相談 

 ・平成 19 年度から学習相談員を配置せず、社会教育課職員が対応している。 

 ・主な相談内容は、講座やサークルに関すること、講師・ボランティア活動 

相談方法は、圧倒的に電話によるものとなっている 

成果等 ホームページの随時更新などインターネットを媒体とする情報提供により、20 歳代・30

歳代からの学習相談が増加する傾向にある。一方で、エコーセンター主催講座でのアン

ケートによると、参加動機は「広報を見て」との回答が多いことから、紙情報の充実に

も配慮が必要。 

 
13 



 

項目 生涯学習指導者の養成確保事業（継続） 

目的 市民の学習機会を拡充し、本市における生涯学習社会の形成を図るため、豊富な経験や

知識及び技能をもつ市民を「網走市生涯学習推進指導員バンク」に登録し、学習成果の

還元の場を提供するとともに、学習者に指導者情報を提供することを目的とする。 

取組実績 ・登 録 者  67 名 

・指導内容  78 項目（6部門 32 分野） 

・指 導 先  学社融合事業「まちの達人出前事業」講師（有償） 

       網走市民まなびすと講座講師（有償） 

       網走市民てづくりすと講座講師（無償） 

       まなび塾フェスティバル講師（無償） 

       子ども講座開設事業「ロセトクラブ」講師（無償／一部有償） 

       子ども講座開設事業「夏休み教室、冬休み教室」講師（有償） 

       子どもフェスティバル講師（無償）  ほか 

成果等 市民からの学習・文化活動に対する知的欲求は様々だが、学習相談を経て指導者情報を

提供することで、市民の学習の充実が図られた。また、指導者への学習成果還元の場と

して、指導レベルに応じた講座を用意することができた。 

（Ｈ18 年度：6部門 32 分野 69 項目 66 名） 

 

項目 あばしりまなび塾推進事業（継続） 

目的 生涯学習推進の観点から、講座・教室などの集合型学習だけでなく、通信教育・読書な

どの個人学習を含めた様々な学習を奨励するために、学習活動を単位制度で認定するこ

とで、学習成果が評価され、学習者自身に反映することをめざす。 

取組実績 ○単位認定（学習者の申請による） 

 ・１講座１単位（テレビ・ラジオ視聴や通信教育、読書も１タイトル１単位） 

 ・サークルなど年間を通した活動は、1 タイトル 10 単位 

 ・網走市以外での学習歴も認定 

 ・修了証書の交付（Ⅰ：50 単位、Ⅱ：100 単位、Ⅲ：200 単位） 

○登録者数 194 名（新規 4 名） 

○200 単位取得 5 名、150 単位以上 １名、50 単位以上 5 名 

○まなび塾フェスティバルの開催（まなび塾推進運営協議会との共催） 

 ・エコーセンター2000 全館で、市民から講師・企画を募り、学習活動の見本市のよう

  に、親子で学ぶ場を提供。 

 ・参加者 1,500 名 

成果等 市民（まなび塾推進運営協議会）の発想で、生涯学習のための環境整備について検証を

行い、市民に身近で効果的な事業展開を提案できた。まなび塾運営事業をＰＲする。 

フェスティバルは、市民に定着した学習イベントとなっている。 

（Ｈ18 年度：登録者数 198 名、フェスティバル参加者 1,500 名） 

 

項目 英会話指導員の配置（継続） 

目的 幼少期（保育園・幼稚園・小学校）から生の英会話にふれたり、外国の伝統的な行事を

体験することにより、国際感覚をもった人材を育成する。また、外国文化にふれること

により、幼少期から世界に目を向け国際化に対応できる人材を育成する。 

取組実績 ○保育園・幼稚園・小学校での英会話指導 

 ・小学校：8 校 486 時間 30 分  ・幼稚園：5園  90 時間 00 分 

 ・保育園：1 園  18 時間 00 分   合計 576 時間 30 分 

○国際理解体験事業 

 ・イースターパーティー   12 名（ボランティア  5 名） 

   卵の色塗り、小物作り、ゼリービーンズの数当てなど 

 ・ハロウィーンパーティー 108 名（ボランティア 39 名） 

   仮装、お化け屋敷、アップルツリー、キャンディ投げなど 

成果等 ・英会話指導は、現場教員との意見交換により、幼児から小学 6 年生までの段階的な指

 導要領を作成し、発達段階に応じた系統的な指導が可能になった。 

・国際理解体験事業は、外国の伝統的な文化・風習を体験する学習機会として、宗教色

 を排除した季節のまつりとして行い、定着している。実施にあたっては、農大生や管

 内ＡＬＴ・寿大学生などのボランティアの協力を得ている。 

（Ｈ18 年度：英会話事業 599 時間 35 分） 

（Ｈ18 年度：イースター 12 名、ハロウィーン 100 名） 
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項目 地域ふれあいサポート事業（継続） 

目的 休日を利用して、子どもたちの体験活動を企画・実行する市民や団体・グループの活動

を支援し、子どもたちの健全な育成をはかる。 

取組実績 ・支援対象 小中学生やその親子を対象とし、子どもが 5 名以上参加する体験活動 

・支援内容 講師謝金、教材費、会場使用料について 1 万円を上限 

・事業実績 1 団体 2 件 

成果等 学校、家庭、地域社会での教育や、生活全体で子どもたちに生きる力を育もうとする機

運が高まった。（Ｈ18 年度：1 団体 2件） 

 

項目 豊かな心を育てる活動推進会議の推進（継続） 

目的 子どもたちの豊かな心を育てる啓発活動を行う「豊かな心を育てる活動推進会議」が行

う事業を支援する。 

取組実績 ○「あいさつ」「親切」「環境美化」「命の大切さ」「勇気」「やり抜く」「はきもの

 を揃える」などを中心に、啓発活動を行う。 

○豊かな心を育てる小中学生の意見発表会 

 ・発表者 市内小中学生 15 名 

 ・聴衆者 150 名 

○啓発活動、標語募集 

 ・啓発活動  あいさつ運動のポスター、チラシによる啓発 

 ・標語募集  7 部門の標語を募集し、入選 30 作品を活用したカレンダー作成 

        応募数 2,395 点 

成果等 青少年健全育成を推進する全市的な組織で、構成団体の活動実践を基礎にした情報交換

と、全市的な課題に対応するための協議体として重要な存在となっており、学校とも連

携していることから、啓発活動が全市的に進められた。 

（Ｈ18 年度：標語応募 1,955 点） 

 

２．社会教育活動の充実 

（１）学習機会の提供 

項目 ①少年：放課後子ども教室推進事業（新規） 

目的 子どもたちの安全で安心な活動拠点をづくりのために、国費補助を受け、放課後や週末

に地域の方々の参画を得て、子どもたちに勉強やスポーツ・文化活動、交流・体験活動

を提供する。 

取組実績 ○放課後子ども教室推進事業「遊村あばしり」 

 ・開設日 5 月～翌年 2月／月曜日～土曜日／午後 3 時～5時 

・開設数 314 回 

 ・会 場 市内 15 ヶ所（南コミセンほか） 

 ・指導者 市内ＮＰＯ法人４団体 

 ・内 容 ①スポーツゲーム、トランポリンゲーム、体育の苦手な子のための体育 

      ②子ども農園・自然観察、昔あそび、スポーツ体験ほか 

      ③アート体験 

      ④地域通貨体験、季節の遊び、料理体験ほか 

参加数 延べ 3,844 名 

成果等 ＮＰＯ法人が有償ボランティア活動として実行委員会を組織し、それぞれの団体の個性

を活かした学習・体験プログラムが提供され、障がいをもった子どもたちを含めて、放

課後や週末に安全で安心な居場所を開設できた。 

（Ｈ18 年度：294 回開設、1,966 名参加） 
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項目 ①少年：子どもと動物ふれあい事業（継続） 

目的 動物とのふれあいは、子どもの情緒の発達に有効であることが立証されていることか

ら、子どもたちに動物とふれあう機会を設け、生命を大切にし、心豊かな子どもの育

成をはかる。 

取組実績 ・開設日 6 月～9 月／第 2・第 4 日曜日、海の日、敬老の日／午後 1 時～4時 

・開設数 10 回 

・会 場 スポーツトレーニング・フィールド 

・内 容 うさぎ、モルモット、韓国ヤギ、烏骨鶏、ヒヨコ 

・参加者 2,845 名（子ども 1,333 名、大人 1,512 名） 

成果等 子どもにとって、動物との接触は楽しく稀な体験であり、情操の発達に役立っている。

（Ｈ18 年度：3,399 名／子ども 1,869 名、大人 1,530 名） 

 

項目 ①少年：子ども合唱団の充実（継続） 

目的 子どもたちに音楽にふれる機会を設け、自由時間の充実をはかりながら、豊かな子ど

も文化を創造する。また、発表会等を通して、子どもたちに様々な経験の場を用意し、

視野を広げる。 

取組実績 ○子ども合唱団「オホーツクＫＩＤＳコール」 

 ・対 象 市内の小中学生 

 ・開設日 毎週土曜日／午前 10 時～正午 

 ・開設数 37 回 

 ・内 容 学習成果の発表：アトリウムロビー・コンサート 

              オホーツク合唱フェスティバル 

              シルバーコーラスとのジョイントコンサート 

              まなび塾フェスティバルでのツリー点灯式 

 ・参加者 14 名（延べ 274 名） 

成果等 学校での教育活動の実態に配慮しながら、これを補完する形で子どもの心身の健康・

成長を助長する学習機会を設けることができた。 

次年度以降は、放課後子ども教室推進事業の枠組みの中で実施する。 

（Ｈ18 年度：参加 26 名／延べ 490 名） 

 

項目 ①少年：子どもフェスティバルの充実（継続） 

目的 子どもたちが大勢集まり、様々に楽しめる空間や、日常の遊びのヒントになるような場

を提供し、遊びから培われる「子ども文化」の醸成を支援する。 

取組実績 ○あばしり科学フェスティバル 

 ・目 的  子どもたちの理科離れが進む傾向の中、実験などを通して理科や算数を

身近なものとして捉え、網走の子どもたちの科学への関心を高める。 

 ・開催日 12 月 9 日（日）午前 9時 30 分～午後 1 時 

 ・運 営 ボランティアスタッフ(56 名)による実行委員会との共催 

 ・内 容 科学の原理に基づいたモノづくりや実験などを 16 コーナーで 

      粉塵爆発などのサイエンスショー 

・参加者 小学生 269 名 

成果等 網走に住む大人が、網走の子どものためにつながり、エコーセンター2000 の機能を 活

用し、子どもたちが日頃接することができない実験や体験活動を提供できた。 

（Ｈ18 年度：参加者 200 名、ボランティアスタッフ 42 名） 
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項目 ①少年：子どもバイオリン教室の開催（継続） 

目的 子どもたちに音楽にふれる機会を設け、自由時間の充実をはかりながら、豊かな子ども

文化を創造する。また、発表会等を通して、子どもたちに様々な経験の場を用意し、視

野を広げる。 

取組実績 ○ジュニアバイオリン合奏団「オホーツク アルモニア ヴィオーレ」 

 ・対 象 市内の小中学生 

 ・開設日 毎週土曜日／午後 12 時 30 分～3 時   

 ・開設数 42 回 

 ・内 容 学習成果の発表：アトリウムロビー・コンサート 

・参加者 9 名（延べ 272 名） 

成果等 学校での教育活動の実態に配慮しながら、これを補完する形で子どもの心身の健康・

成長を助長する学習機会を設けることができた。 

（Ｈ18 年度：参加 26 名／延べ 490 名） 

 

項目 ①少年：各種子ども教室、環境教育の充実（継続） 

目的 子どもの創造性や探求心を高めるとともに、子どもの個性や自主性を高める。 

取組実績 ○①夏休み・②冬休み教室 

 ・開 催 ①7月、②1月／低学年 10:00～12:00、高学年 13:00～15:00 

 ・内 容 ①アイロンプリントでエコバック、空気砲をつくろう、ゼネコンで遊ぼう

        3 教室／参加 57 名 

      ②写真で遊ぼう、葉脈標本をつくろう、磁石であそぼう 

        3 教室／参加 32 名 

○ロセトクラブ 

 ・開 催 4 月～翌年 3月／22 回 159 名 

 ・内 容 パン作り、算数・科学塾、工作、バイオリン 

 ・指導者 登録１３名（子どもと遊ぼうボランティア隊） 

○オホーツクわくわくたんけん隊 

 ・開 催 7 月～翌年 2月／9 回 16 名／延べ 112 名 

・内 容 四季を通じた自然観察・体験の教室 

成果等 家庭、学校、地域の教育力の実態に配慮しながら、これを補完する形で子どもの心身の

健康・成長を助長する学習する機会を提供できた。 

（Ｈ18 年度：夏休み・冬休み教室 6 教室／115 名） 

（Ｈ18 年度：ロセトクラブ 18 回／148 名） 

（Ｈ18 年度：オホーツクわくわくたんけん隊 10 回／161 名） 
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項目 ②成人：家庭教育支援総合推進事業の実施（継続） 

目的 子どもの発達段階に応じた家庭教育・子育てのため、年齢や地域特性から生じる個別課

題を解決する学習機会を設けることにより、家庭教育のあり方や子どもの健やかな成長

を支援する。 

取組実績 ○親と子のふれあい教室（1 歳半～3 歳） 

 ・開 催 ①6月、②10 月／午前 10 時～正午／4回 

 ・内 容 リズム遊び、保健師・栄養士・保育園長からの講義 

      ①参加 13 組（延べ 33 組）、②参加 7 組（延べ 25 組） 

○幼児をもつ親の子育て講演会（就学前の幼児） 

 ・開 催 10 月 26 日（金）午前 10 時 30 分～正午 

 ・内 容 幼稚園教諭による講演会 

 ・参加 29 名 

○家庭教育学級（小中学生） 

 ・開 催 ①小学校単位 2 回 145 名、②郡部校単位 1 回  30 名 

      ③中学校単位 3 回 113 名、④父親対象  3 回  174 名 

 ・内 容 講義、演習、給食試食会ほか 

○中学生のための子育て理解講座（中学生 1 年生） 

 ・開 催 ①第三中 153 名、②第二中 69 名 

      ③第一中  93 名、④第四中 30 名 

・内 容 講義「なぜ、よく食べ、よく眠り、よく動くことが大切なのか」 

成果等 健康管理課と連携し、参加者への事前アンケートを実施しながら、参加者の具体的な不

安や悩みを学習課題に設定した「妊娠期の子育て教室－乳幼児の子育て教室－家庭教育

学級（小学校対象・中学校対象・郡部校対象）」を通して、年齢や地域特性から生じる

個別課題に応じた教室が開催できた。 

（Ｈ18 年度：ふれあい教室 2 期／23 組 延べ 73 組） 

（Ｈ18 年度：子育て講演会            20 名） 

（Ｈ18 年度：家庭教育学級      9 回／501 名） 

 

項目 ②成人：エル・ネット講座の開設（継続） 

目的 多様な学習機会を提供するため、教育情報衛星通信ネットワーク「エル・ネット」を利

用した新しい形の講座を開設し、個人学習を支援する。 

取組実績 ○エル・ネット講座受講 

 ・開 設 9 件／参加 13 名（延べ 28 名） 

 ・内 容 健康づくり（3 件）、社会福祉（4 件）、その他（2件） 

○ビデオ録画貸出し 

 ・貸 出 4 名／延べ 11 本 

成果等 ・教育、文化、スポーツ、科学技術に関する情報を受信し、自由に視聴してもらうとと

もに、録画資料の貸出により、市民の個人学習を充実させることができた。 

・次年度は、本事業が廃止されることから、個人学習支援の新たな方策を検討する。 

（Ｈ18 年度：視聴 11 件 29 名／延べ 40 名、貸出 8 名／延べ 21 本） 

 

項目 ②成人：東京農業大学市民講座の開催（継続） 

目的 東京農業大学の教授陣を講師とし、自然環境・食品・バイオ・経営経済などの専門的か

つ実践的な講座を開設し、市民に生涯学習の機会を提供する事業に助成する。 

取組実績 ○東京農業大学市民講座 

 ・開設日 5 月～11 月／土曜日／午後 1 時～2時 30 分 

 ・開設数 10 回 

 ・会 場 東京農業大学、エコーセンター2000 

 ・内 容 自然環境、食品加工、バイオほか 

 ・参加数 78 名／延べ 525 名 

・運 営 東京農業大学市民講座運営委員 

成果等 市民、大学、行政の三者で運営委員会を構成する大学と地域の連携事業であり、大学の

もつ専門的な研究成果を市民生活に結びつける学習内容が用意できた。 

（Ｈ18 年度：10 回／参加 82 名 延べ 554 名） 

 

18 



 

項目 ②成人：網走市民大学の開催（継続） 

目的 幅広いジャンルから講師を選択し、市民に学習機会を提供する事業に助成することによ

り、市民自らが新しい知識の習得や、教養の向上に努める文化的市民社会の形成をはか

る。 

取組実績 ○東京農業大学市民講座 

 ・開設日 7 月～9 月／午後 6時 30 分～8 時 15 分 

 ・開設数 5 回 

 ・会 場 エコーセンター2000 

 ・内 容 健康、地方行政、観光、日本経済、音楽の歴史 

 ・参加数 528 名／延べ 802 名 

・運 営 網走市民大学講座運営委員会 

成果等 市民による運営によって、生活に密着した学習内容を編成することができた。 

（Ｈ18 年度：518 名／延べ 758 名） 

 

項目 ②成人：家庭教育フォーラムの開催（継続） 

目的 子どもたちに関わる様々な問題が指摘されている今、家庭・学校・地域でおとなは何を

すべきかを様々な視点から考え、語り合う。 

取組実績 ○家庭教育フォーラム（ＰＴＡ連合会研修大会と兼ねて開催） 

 ・開催日 11 月 11 日（日）午前 9 時～午後 12 時 10 分 

 ・会 場 エコーセンター2000「エコーホール」、「研修室」ほか 6 会場 

 ・内 容 講演とフリートーク 

・参加者 保護者、教育関係者 223 名 

成果等 ＰＴＡ連合会と共催して開催する事業で、主管する単位ＰＴＡが主体的に企画・運営に

携わり、おやじの会の出番を用意するなど、学習内容にも様々な工夫がなされた。 

（Ｈ18 年度：参加 243 名） 

 

項目 ②成人：まなびすと、てづくりすと講座の開催（継続） 

目的 まなびすと講座は、市民生活向上に関わる地域課題や現代的な課題を学習テーマとして

開設し、てづくりすと講座は、市民の趣味・教養的な学習要求に応えるために市民講師

とともに講座づくりを行う。 

取組実績 ○まなびすと講座 

 ①語学入門講座「ロシア語」 

  ・外国からの観光客へ対応する通訳ガイド養成をめざした講座 全 6 回 

  ・参加：11 名（延べ 46 名） 

  ・講座終了後は、前年度に結成したサークルに加入し、継続学習を行っている。 

 ②パソコン初心者講座 

  ・高齢者を対象に、インターネットの活用を中心にパソコン操作の基礎 全 8 回 

  ・参加：21 名（延べ 84 名） 

 ③網走歴史物語（通訳ガイドの受講をねらって） 

  ・網走の未来を考えるため、網走の歴史を学ぶ講座 全 6回 

  ・参加：24 名（延べ 116 名） 

○てづくりすと講座 

  ・市民の学習成果を「講座」という形にし、市民の学習要求に応える。 

  ・食育、健康づくり、俳句、着付け、工芸、パソコンなど 16 講座 47 回 

・参加 234 名（延べ 520 名） 

成果等 ・まなびすと講座では、前年度に引き続き通訳ガイドを目指した講座を開設し、これと

関連性をもたせた歴史を学ぶ講座を新規開設した。パソコン講座は、現代的な課題への

対応として、高齢者を対象とした学習内容として開設した。 

（Ｈ18 年度：語学入門 3 分野／各全 6 回 参加 54 名 延べ 246 名） 

（Ｈ18 年度：ウイルタ刺繍入門 全 6回 参加 6 名 延べ 30 名） 

（Ｈ18 年度：エコライフ 全 2 回 参加 6 名 延べ 11 名） 

・てづくりすと講座では、市民やサークルのボランティア講師により、多彩な内容の講

座を開設することができた。 

（Ｈ18 年度：健康づくりほか 5 分野／11 講座 41 回／参加 103 名 延べ 228 名） 
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項目 ②成人：暮らしいきいきフォーラムの開催（継続） 

目的 市民一人ひとりが家庭や学校、地域社会で男女平等の意識を高めるよう、女性学・男女

共同参画を学習する視点で、講演会を開設する。 

取組実績 ・開設日 9 月 29 日（土）18:00～20:00 

・会 場 エコーセンター2000「大会議室」 

・内 容 地域活動を行う時のコミュニケーションのあり方 

・参加者 70 名 

・運 営 男女共同参画プラン推進協議会との共催 

成果等 子育てが一段落し、仕事にも慣れた世代が、若い世代に節する時や地域で活動をする場

合のコミュニケーションのあり方について学習を深めた。（Ｈ18 年度：参加 60 名）

 

項目 ②成人：まなび塾フェスティバルの開催（継続） 

目的 生涯学習活動を拡げるため、エコーセンター2000 を生涯学習の拠点として位置付け、市

民誰もが、いつでも楽しく学び続けるためのきっかけづくり・ステップアップの場とし

て、市民から講師・企画を募りながら実施する。 

取組実績 ・開設日 11 月 23 日（祝）10:00～17:00 

・会 場 エコーセンター2000 全館 

・内 容 市民講師、サークルによる学習屋台 

       ①わくわく広場 11 講座、②あばしりの広場 5 講座 

       ③伝統文化・異文化体験広場 6 講座、ものづくり体験広場 5 講座 

・参加者 1,500 名 

・運 営 まなび塾推進運営協議会との共催 

成果等 市民協力事業（新規 8 講座／全 27 講座）を中心に、福祉や産業・環境保全などの新た

な学習テーマを取り入れて開催することができた。 

（Ｈ18 年度：4つの広場 26 講座／参加 1,500 名） 

 

項目 ②成人：コミセンとの連携による移動講座の開催（新規） 

目的 市民により身近な地域での学習機会の提供をねらいに、歩いて通える小学校区に整備さ

れているコミュニティセンターを会場にした「てづくりすと講座」「まなびすと講座」

を開設する。 

取組実績 実績なし 

成果等 ・市民課交通生活係と連携し、市内コミセンをモデルに開設を働きかけ、駒場住民セン

ターで絵手紙講座を企画したが、住民センターの事情により開設が中止になった。 

・交通生活係でも同様の講座への支援事業を予算化したことから、学習内容による担当

分けなどの役割分担を協議することとしている。 

 

項目 ③高齢者：寿大学の開催（継続） 

目的 激しい社会の変化に適応するために必要な知識や生活技術を習得し、健康を維持し、積

極的な高齢者の生きがいを求める学習を提供する。 

取組実績 ○寿大学 

 ・開設日 4 月～翌年 3月／第 2・第 4 水曜日／午前 10 時～正午 

 ・開設数 20 回 

 ・会 場 エコーセンター2000「エコーホール」ほか 

 ・内 容 一般教養、クラブ活動、自治会活動 

 ・参加数 187 名（1 年 22 名、2 年 28 名、3 年 22 名、4 年 22 名 

           生涯研究生 93 名） 

 ・自治会 ボランティア活動、課外学習など 13 回 

○寿大学院 

 ・開設日 4 月～翌年 3月／第 4木曜日／午後 1 時～2時 40 分 

 ・開設数 10 回 

 ・会 場 エコーセンター2000「研修室」 

 ・内 容 郷土の歴史コース、自分史コース 

・参加数 32 名（1 年 19 名、2 年 13 名） 

成果等 高齢者の生きがいや生活技術の習得を目的とした学習内容を設け、社会参加の促進のた

めに必要な学習機会を自治会の協力により提供できた。 

（Ｈ18 年度：寿大学 参加 180 名、寿大学院 参加 47 名） 
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項目 ③高齢者：移動高齢者教室の開催（継続） 

目的 

市内各地の老人クラブ会員等を対象に、健康に関する知識や生活技術を中心に、生活課

題の学習を通じて、生きがいのある生活や高齢期の創造的な過ごし方について考える学

習機会を提供する。 

取組実績 

・開設日 6 月～11 月／午前 10 時～、午後 1時～／60 分～90 分 

・会 場 市内地域集会場等 29 ヶ所 

・内 容 物忘れ防止 23 件、健康体操 1 件、口内衛生 1 件、失禁 1 件 

     医療制度 1 件、消費活動 1 件、温暖化防止 1 件 

・参加者 564 名 

成果等 

保健センター保健師・歯科衛生士による健康に関する学習と、まちづくり宅配トークの

メニューから選択する学習内容により、身近な会場で、高齢者の抱える課題の解決のた

めの学習機会を提供できた。 

（Ｈ18 年度：31 会場／参加 600 名） 

 

（２）団体・グループ活動への支援 

項目 少年団体、女性団体の活動支援（新規） 

目的 地域の問題解決に役立つ学習機会や活動を自らが創り出し、実行する社会教育関係団体

に対して支援を行う。 

取組実績 ○少年団体への活動支援 

 ①子ども会育成連合会への支援とリーダー研修への参加奨励 

  ⅰ「子ども大会」11 月 11 日（日） 

   ・会 場 エコーセンター「大会議室・クッキング室」 

   ・内 容 クッキング体験、ゲーム大会、ラジオ体操・子ども会表彰 

   ・参加者 子ども会々員 36 名、育成者 28 名、ボランティア 1 名 

  ⅱ「育成者研修会」9月 1 日（土）～2日（日） 

   ・会 場 てんとらんど 

   ・内 容 宿泊体験、料理体験、天体観察などの自然体験 

   ・参加者 子ども会育成者 12 名、会員 46 名、ボランティア 2 名 

 ②子どもアリーダー学級 

 ・開設日 6 月～翌年 2月／8 回 

 ・会 場 常呂少年自然の家ほか 

 ・内 容 宿泊体験、職業体験、異世代交流、自然観察 

 ・参加者 小学生 15 名、中学生 4 名（延べ参加者 118 名） 

○女性団体への活動支援 

  男女共同参画プラン推進協議会との共催で「暮らしいきいきフォーラム」を企画・

運営。 

成果等 ・子ども会育成連合会が主催する事業への支援の他、広域で行われる子ども会事業への

派遣を行った。子どもリーダー学級は、子ども会や児童会・生徒会でのリーダーを志す

子どもへ資質向上のための体験学習を提供した。 

・女性団体への支援は、講演会の共催にとどまっている。 

（Ｈ18 年度：子ども大会 参加 94 名／会員 66 名、育成者 21 名、ボランティア 7 名）

（Ｈ18 年度：育成者研修 参加 50 名／会員 41 名、育成者 7 名、ボランティア 2 名）

 

項目 自主学習グループ活動推進事業（継続） 

目的 市内の団体・サークルが自主的に行う学習会・講演会等に対し、講師謝金を助成するこ

とにより、市民の学習意欲を喚起し、生涯学習の推進をはかる。 

取組実績 ・事業要件 5 名以上の参加者を見込める学習会。 

      団体・サークル会員相互、または市民が参加する学習会。 

      学習会のジャンル、場所、時間、形式は問わない。 

      講師は、日常の指導者を除き、外部から招聘する特別講師とする。 

・事業期間 4 月～翌年 3月 15 回 

・事業内容 健康づくり 4 件、音楽技法 3 件、子育て 2 件、その他 6 件 

・参 加 者 483 名 

成果等 市民自らが企画・運営する講座・事業を支援する制度として定着し、企画や事務手続も

円滑に行われている。さらに、自主的な学習・活動推進の拡充に向けて制度の周知に努

めた。   （Ｈ18 年度：18 件／参加者 1,085 名） 
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３．芸術・文化活動の充実 

（１）社会教育課 

 ①舞台芸術鑑賞事業の開催 

項目 オホーツク・文化交流センター芸術文化事業の開催（継続） 

目的 
優れた芸術文化の鑑賞機会の企画を市民から公募し、オホーツク・文化交流センター主

催事業として市民に提供する。 

取組実績 

○オホーツク・文化交流センター芸術文化事業 

 ①青少年音楽教室 

  ・開催日 4 月 22 日（日） 9:30～15:30 

  ・内 容 札響団員による管打楽器の奏法指導 

  ・参加者 79 名（中学生 40 名、高校生 39 名） 

 ②林隆三と楽しむ宮澤賢治童話の世界 

  ・開催日 9 月 14 日（金）18:30～20:30 

  ・内 容 朗読・トークとピアノ弾き語り 

  ・入場者 241 名 

 ③五つの赤い風船＆斉藤哲夫ジョイントコンサート 

  ・開催日 11 月 6 日（火）18:30～20:30 

  ・内 容 フォーク 

  ・入場者 176 名 

 ④竹鼓舌ファミリーコンサート 

  ・開催日 12 月 6 日（木）18:30～20:30 

  ・内 容 竹などの手作り管打楽器による演奏 

・入場者 110 名 

成果等 

広く市民から企画を募ることから、様々な分野の芸術文化の鑑賞機会を用意することが

できた。また、受付・会場整理などは、市民有志によるホールボランティアによって運

営する体制が整った。 

（Ｈ18 年度：3公演／入場者 ①ギター 439 名、②ジャズ 262 名、 

              ③子どもミュージカル 561 名） 

 

項目 市民映画鑑賞会の開催（継続） 

目的 
映画館のない網走市で良質な映画鑑賞の機会を提供する事業に助成することによって、

映画の感動を通じて地域文化の振興をはかる。 

取組実績 

○シネマ倶楽部あばしりによる「映画鑑賞会」 

 ①フラガール 

  ・開催日 7 月 8 日（日）14:00～16:00／18:00～20:00 

  ・入場者 239 名 

 ②恋するトマト 

  ・開催日 3 月 1 日（土）14:00～16:00／18:00～20:00 

  ・入場者 160 名 

成果等 

市民の手で運営される事業で、映画館のない網走で映画鑑賞の発想は評価できる。また、

提供される作品も良質である。 

（Ｈ18 年度：2作品 各 2 回公演／入場者 ①87 人、②608 人） 

 

項目 あばしりファミリー劇場（継続） 

目的 
子どもたちに、質の高い優れた舞台芸術鑑賞を提供する事業に助成し、子どもたちの舞

台芸術に対する関心を高め、情操豊かな人格形成をめざす。 

取組実績 

・開催日 9 月 2 日（土）13:30～15:15 

・内 容 舞台劇「ルドルフとイッパイアッテナ」 

・入場者 316 名（乳児 20 名） 

・運 営 あばしりファミリー劇場実行委員会 

成果等 

幼児が家族と一緒に楽しめる数少ない芸術鑑賞事業であり、市民による運営も定着して

いる。 

（Ｈ18 年度：舞台劇／入場者 210 名） 
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項目 アトリウムロビーコンサートの開催（継続） 

目的 
誰でも気軽に芸術文化を観賞できる場を用意し、文化振興をはかるとともに、エコーセ

ンター2000 が市民に開かれ、親しみやすい施設となることをめざす。 

取組実績 

・開設日 4 月～翌年 3 月／第 2 土曜日／午前 11 時 30 分～正午 

・開設数 10 回 

・内 容 ①合唱 4 件、②大正琴 4 件、③ピアノ 1 件、④ヴァイオリン 1 件 

・聴衆者 ①280 名、②250 名、③110 名、④110 名 

成果等 

アトリウムロビーの空間と設備を活用することで、経費負担もなく発表の機会が得ら

れ、音楽愛好者の底辺拡大に資することができた。 

（Ｈ18 年度：10 回／聴衆者 975 名） 

 

②研修事業の開催 

項目 オホーツク・アートセミナーの開催（継続） 

目的 
市民に、音楽や美術に関する質の高い優れた表現技法を、専門講師から学ぶ機会を提供

する事業に助成し、地域の芸術活動の活性化をはかる。 

取組実績 

○音楽部門 

 ①バンドクリニック講座 

  ・開催日 6 月 30 日～7月 1 日、7月 7 日～8日、7 月 15 日～17 日 

  ・会 場 市内中学校、市内高校、エコーセンター2000 

  ・内 容 管打楽器の表現技法の指導方法 

  ・受講者 325 名（小学 55 名、中学 120 名、高校 100 名、一般 50 名） 

 ②リコーダー講座 

  ・開催日 11 月 3 日～4日 

  ・会 場 市内小学校・中学校 

  ・内 容 リコーダーの表現技法 

  ・受講者 62 名（小学 20 名、中学 37 名、一般 5 名） 

○美術部門 

 ①デザイン講座 

  ・開催日 2 月 7 日～8 日 

  ・会 場 市民活動センター 

  ・内 容 生活の中のデザインを意識し、創作・技術力を高める 

  ・受講者 20 名 

 ②描画講座 

  ・開催日 3 月 15 日～16 日 

  ・会 場 エコーセンター2000 

  ・内 容 絵画の表現技法を高める 

  ・受講者 14 名（高校 3 名、一般 11 名） 

成果等 

国内一線級の専門講師の指導による表現技法の学習により、主体的で創造的な地域文化

の活性化がはかられた。 

（Ｈ18 年度：音楽部門 参加 320 名、美術部門 20 名） 

 

項目 青少年音楽教室の開催（継続） 

目的 
市内中高生の吹奏楽部員を対象に、札響団員が管打楽器の奏法について指導を行い、技

術向上と音楽性の高揚をはかる。 

取組実績 

○札幌交響楽団定期演奏会を開催しない年は、エコーセンター2000 芸術文化事業として

 開催する。 

 ・開催日 4 月 22 日（日） 9:30～15:30 

 ・会 場 エコーセンター2000 

 ・内 容 管打楽器 10 パートの奏法指導 

 ・受講者 79 名（中学生 40 名、高校生 39 名） 

成果等 

専門講師から表現技法の指導を受けることで、演奏技術の向上と音楽性の向上がはから

れた。 

（Ｈ18 年度：管打楽器 13 パート／受講者 107 名） 
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③文化団体の活動援助 

項目 市民文化フェスティバルの開催援助（継続） 

目的 
市内文化団体で構成される文化連盟が、広く市民対象に行う郷土文化振興事業に対して

助成することにより、市民文化の振興・発展をはかる。 

取組実績 

○展示部門 

 ①子ども書道展（幼児  60 点、小学生 997 点、中学生 170 点） 

  ・開催日 10 月 3 日～8日   ・出展数 1,227 点 

 ②盆栽展 

  ・開催日 10 月 12 日～14 日  ・出展数 42 点   

 ③市民創作展（手工芸・絵画・華道展） 

  ・開催日 10 月 24 日～28 日／11 月 1 日～4日  ・出展数 15 団体 395 点 

 ④子ども創作展 

・開催日 11 月 13 日～18 日 

・出展数 1,715 点（立体作品 326 点、平面作品 1,389 点） 

 ⑤陶芸展 

  ・開催日 2 月 22 日～24 日   ・出展数 160 点 

○舞台部門 

 ⑥舞台芸能発表 

  ・開催日 10 月 28 日（日）   ・出 演 27 団体 

 ⑦市民合唱フェスティバル 

  ・開催日 11 月 11 日（日）   ・出 演 28 団体   

成果等 

広範で多岐にわたる芸術文化活動の発表の場を主体的に実施し、市民生活や生涯学習の

観点に立った芸術文化活動の推進をはかることができた。 

（Ｈ18 年度：①子ども書道展   998 点、②盆栽展  42 点、③市民創作展 395 点 

       ④子ども創作展 1,812 点、⑤陶芸展 150 点） 

（Ｈ18 年度：⑥舞台芸能 26 団体、⑦市民合唱 11 団体） 

 

（２）美術館 

項目 多様な美術表現を紹介する展覧会の開催（美術館） 

目的 市民の興味・関心を高め、文化や芸術を身近なものとして生活に取り入れていくことが

できるようにする。 

取組実績 

○展覧会 7,583 名 

・収蔵品展（常設展）（4,219 名） 

・企画展８回    （3,364 名） 

   春の所蔵作品展 （46 名） 

   楽しい子どもの美術展（265 名） 

   北海道書道展網走移動展（182 名） 

   書・陶・画の三人展（614 名） 

   遠藤彰子展（1,700 名） 

   輪島進一展（433 名） 

   写真道展・学生写真道展（103 名） 

   油絵入門受講者作品展（21 名） 

○教育普及活動 848 名 

・市内外の小中学生による鑑賞学習（365 名） 

・絵画・書道解説会、ワ－クショツプなど（483 名） 

○共催展 1,989 名 

・潮・草創会・楽描会合同展など  （1,320 名） 

・網走書道連盟展・子ども書き初め展など（669 名） 

 観覧者数 10,420 名 

成果等 

・常設展においては、郷土作家・居串佳一の絵画作品を始め、複数の郷土作家の作品を

展示し、企画展においては、国内における有名画家の作品を展示するなどして、優れた

美術作品鑑賞を紹介することができた。 
・小中学生における教育普及活動については、子どもたちが美術作品を通じて郷土の歴

史文化や美術への関心を高めることができた。 
・市民による絵画の発表の場として展示室の利用の支援ができた。 
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（３）図書館  

項目 図書館情報システムの整備 

目的 平成 8 年に導入した旧システムの更新 

取組実績 ・電算機器及び図書館システムソフトをプロポーザル方式により業者選定し、平成 19

年度～平成 24 年度までの賃貸借契約を締結した。 

・契約金額 204,750 円（月額）総額 12,285 千円、19 年度支払額 1,638 千円 

・主な更新機器（業務用サーバ、Ｗeb 用サーバ、業務用端末パソコン 9 台、利用者開放

端末パソコン 3 台、ほかプリンター機器、セキュリティー機器 

成果等 旧システムの蔵書管理データが保護され、業務効率が向上した。 

 

項目 インターネット蔵書公開システムの導入 

目的 利用者サービスの向上 

取組実績 ・平成 19 年 12 月よりインターネットサービスを運用開始 

・所蔵資料のインターネット検索、新着・新刊案内や各種お知らせサービス 

・パスワード登録者限定で貸出中の資料のインターネットからの予約サービス 

・利用者の現在の貸出状況閲覧（パスワード登録者が自身の記録を閲覧）サービス 

成果等 利用者が 24 時間 365 日所蔵資料や貸出状況を自宅から確認可能となり利用者サービス

が向上した。また、カウンター業務や電話応対していた業務がインターネットメールに

より対応可能となり、業務効率が向上した。 

※インターネットメニューアクセス数 57,240 件、パスワード登録者 163 人、サービス

利用者（予約）388 件（平成 19 年 12 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日） 

 

項目 祝日開館の拡充（図書館） 

目的 利用者の利便性の向上を目的として祝日開館を試行し、利用状況を把握する。 

取組実績 ・年間 12 日の祝日を開館（4月 29 日、5月 3 日、5月 4 日、5月 5 日、7月 16 日、9 月

17 日、9月 23 日、10 月 8 日、11 月 3 日、12 月 23 日、1 月 14 日、2 月 12 日） 

・開館時間を午前 10 時（通常 9時 30 分）～午後 6時（通常 7 時）とした。 

成果等 ・祝日開館しても利用状況は通常の土・日曜日に比較して大きく下回った。 

・祝日が土・日にあたった場合は利用者が上回ったことから、祝日開館による利用者の

利便性向上が図られた。 

・Ｈ19 年度祝日開館日入館者数 3,626 人 

 通常平均入場者数 409 人、祝日平均入場者数 302 人（祝日が土・日 342 人） 

 

項目 図書及び視聴覚資料の購入（図書館） 

目的 
幼児から高齢者まで幅広い市民が新鮮で魅力的に感じられる資料の収集を図り、市民の

読書に対する興味・関心を高め、文化向上に寄与する。 

取組実績 

○図書購入整備 

・本館用（一般）3,647 冊（児童）1,341 冊（視聴覚資料）132 点（雑誌）120 誌 

・分庫用（一般）366 冊（児童）502 冊 

成果等 
市民の読書に対する興味・関心を高めた。 

19 年度所蔵資料点数 158,368 点（貸出実績 238,152 点） 

 

項目 地方資料、行政資料の購入（図書館） 

目的 郷土の歴史や文化を後世に伝える資料を収集・保存を図る。 

取組実績 ○資料購入整備 

・本館用資料（一般）161 冊 

・新聞年間購読 9 紙 

成果等 市民の読書に対する興味・関心を高め、貴重な地方資料の保存を図ることができた。 

19 年度地方資料所蔵点数 20,475 点 
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項目 朗読ボランティアの講習会開催（図書館） 

目的 ボランティア団体へ学習機会を提供することにより、ボランティア活動を支援し、市民

と協働して図書館活動を充実させる。 

取組実績 ○朗読中級者講習会 

・9月 29 日開催 ボランティア 17 名参加 

○読み聞かせ講習会 

・3月 15 日絵本作家あべひろし講演会開催 ボランティア 7 名参加（全体 99 名来場）

成果等 ボランティアの専門技術の習得により、視覚障がい者に対する読書活動支援や福祉施設

訪問活動など、高度でかつ広範囲な活動が推進された。 

 

項目 図書館まつりの開催（図書館） 

目的 図書館と図書館ボランティアが協力し、市民の図書館利用の促進と図書館活動の周知を

図り、市民の興味と関心を高める。 

取組実績 ○9月 21 日（日）開催 

 ・子どもはいく・たんか展、優秀作品表彰式 

   はいく 1,301 点（市内全小学校 9 校 1～6年）たんか 258 点（同 4～6 年） 

 ・おたのしみ会（ボランティアによる人形劇 78 名・紙芝居 43 名観覧） 

 ・ﾊﾟﾝﾄﾏｲﾑ・ふうせんショー152 名、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 72 名参加 

 ・古本市（ボランティア主催）300 名来場、販売冊数 3,323 冊 

 ・共催事業「市制 60 年のあゆみ展」歴史年表・写真展示、市史記録ビデオ上映 

成果等 多彩な行事内容を展開したため、幼児から高齢者まで各層において図書館及び図書館活

動への関心と興味を高めることができた。 

 

項目 学校巡回図書推進事業（図書館） 

目的 図書館と学校が連携し子どもの読書活動の機会を充実させる。 

取組実績 ・市内全小学校（9 校）の 1・2 年生、3・4 年生全学級に 30 冊ずつの図書を配置し、1

ヶ月ごと巡回させた。 

・巡回、配置期間平成 19 年 4 月～20 年 3 月 

・対象 9校 61 学級 1,437 名 2,520 冊配置 

成果等 ・図書館へ来ることができない遠方の小学校に図書館の本を読む機会を提供できた。 

・学級に配置することにより、短い休み時間や授業等で活用がなされた。 

 

（４）博物館 

項目 ①特別企画展の開催 

目的 郷土の歴史と自然を学び、親しむ機会を提供する 

取組実績 ・「モヨロ貝塚発掘成果展」の開催 

3 月 1 日～3月 31 日 入場者 416 人 

・「網走の動物展」の開催 

  8 月 1 日～9月 30 日 入場者 915 人 

成果等 郷土を代表する古代文化と動物の展示を通じて、身近にある貴重な文化遺産をより詳し

く学び、親しむ場を提供することができた。 

 

項目 ②資料の収集・保存 

目的 代表的な歴史資料や自然資料を収集・保存し、郷土の歴史と自然を身近なものとして親

しんでもらう 

取組実績 ・剥製標本作製 

  アブラガニ、マガレイ、シマゾイ等､海の生物の剥製 13 点 

・アイヌ民族資料収集 

  マキリ（アイヌ文化の伝統的な小刀）３本 

成果 郷土の特徴的な資料の収集・展示を通じて、市民が郷土に培われた歴史と自然の遺産に

接し、理解する機会の充実を図った。 
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項目 ③モヨロ貝塚発掘調査 

目的 国史跡モヨロ貝塚整備の一環として当時の遺跡の姿をより正確に把握するとともに、今

後の整備計画策定のための資料を蓄積する 

取組実績 ・貝塚館周辺の発掘調査（211 ㎡） 

・林内の発掘調査（80 ㎡） 

出土遺物 2,562 点（土器 1,475 点、石器 1,060 点、骨角器他 27 点） 

成果等 平成 15 年度以降継続してきた発掘調査のまとめとして、遺跡のひろがりを捉えること

ができた。特に住居跡群と墓域の位置関係が明確になり、モヨロ貝塚の全体像を復元で

きる資料が蓄積された。 

 

３．生涯スポーツの充実 

（１）スポーツ振興推進事業の推進 

項目 ①スポーツ教室等の開催 

目的 市民が気軽に楽しめるスポーツ教室等の実施 

取組実績 バドミントン教室(夜の部)    参加者 8 名 6 日間 延 37 名 

硬式テニス教室(昼の部)     参加者 12 名 6 日間 延 49 名 

硬式テニス教室(夜の部)     参加者 10 名 6 日間 延 47 名 

水泳教室(夜の部)        参加者 12 名 6 日間 延 60 名 

弓道教室            参加者 3 名 8 日間 延 22 名 

スキー教室(昼の部)       参加者 7 名 4 日間 延 27 名 

スキー教室(夜の部)       参加者 4 名 4 日間 延 15 名 

スキー教室(少年少女)      雪不足により中止 

スケート教室(少年少女)     参加者 20 名 3 日間 延 57 名 

スノーボード教室(１月)     参加者 20 名 5 日間 延 92 名 

スノーボード教室(２月)     参加者 17 名 5 日間 延 71 名 

バスケットボール教室(少年少女) 参加者 18 名 3 日間 延 53 名 

バレーボール教室(少年少女)   参加者 2 名 3 日間 延  6 名 

シルバー健康体力つくり講座   参加者 92 名 11 日間 延 767 名 

成果等 各教室で基本を習得し、競技の楽しみを感じるほど上達する参加者が多かった。終了時

には、協会・既存クラブの紹介を行い継続を呼びかけた。 

また、高齢者対象の｢シルバー健康体力つくり講座｣は、受講者も多く通年開催し健康の

維持増進が図られた。 

 

項目 ②全国・全道大会の開催支援 

目的 網走市において全国・全道大会を開催することにより、各種目の競技力の向上と普及更

には地域の活性化が期待される。 

取組実績 ・2007 全日本個人 10ＫｍタイムトライアルＩＮオホーツクサイクリングロード開催 

・第 62 回国民体育大会ボート競技北海道大会開催 

成果等 各競技団体が主となり全道大会が開催され多くの競技者が参加した。ハイレベルの大会

が行われたことにより、地元の競技力向上と普及が図られた。 

 

項目 ③スポーツ合宿の誘致 

目的 国内トップアスリートをはじめ多くの競技者が、清涼な当市でスポーツ合宿を行うこと

により、地域のスポーツ振興と活性化を図る。 

取組実績 ラグビー 19 団体 

陸上競技 24 団体 

その他   6 団体 

 計   49 団体 

1,100 名

441 名

167 名

1,708 名

延 11,699 名

延  4,719 名

延  1,287 名

延 17,705 名

 

 

 

 

成果等 ラグビー、陸上競技を中心としスポーツ合宿が行われ、特にラグビーの練習試合は国内

トップのカードが多く組まれ多くの市民が観戦した。またその試合を「網走ラグビーフ

ェスティバル」として開催しその模様はＪスポーツで 1 時間番組で放送された。 

また、平成 19 年度はＪリーグ名古屋グランパスエイトが合宿を行い、地元少年団にスク

ールを実施し多くの参加者と観戦者が訪れ盛会な合宿となった。 

多くのアスリートの網走合宿により、スポーツの振興と地域の活性化が図られた。 
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項目 ④スポーツイベントの開催 

目的 市民が気軽に参加できる事業から、トップアスリートが参加してそれを観戦しスポーツ

振興を図る事業まで多くのイベントを開催し、市民の健康の維持・増進、更にはスポー

ツに対する意識の高揚を期待し実施する。 

取組実績 2007 ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会  

選手 180 名 サブイベント 100 名 観戦者 500 名 

ノルディックウオーキング講習会       1回目 25名

2007 オホーツクサイクリング           

市民スポーツフェスティバル              

市民健康まつり(健康体力診断)            

少年団体力測定                   

2008 オホーツク歩くスキーの集い           

藻琴山歩くスキーツアー              

少年団スーパードッジボール大会       17 チーム 

健康体力診断事業              初診 26 名 

 

 

2 回目 26 名 

935 名 

3,790 名 

81 名 

135 名 

116 名 

37 名 

151 名 

延 827 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果等 上記 10 イベントで多くの参加者を得て開催され、それぞれの目的が概ね達成できた。

また、当市として推進していきたい「ノルディックウオーキング」を体育指導委員が中

心となり 2 回開催したことも新たな取り組みとして評価される。 

 

（２）スポーツ団体・指導者との連携協力及び支援 

項目 スポーツ団体・指導者との連携協力及び支援 

目的 体育協会を中心としたスポーツ団体との連携協力を図ることにより、当市のスポーツ振

興をより積極的に振興したい。 

取組実績 ・スポーツ指導者養成支援 

 スポーツ指導者講習会受講支援(文科省認定講習会) 

・スポーツ少年団の育成 

  登録団体数   22 団体 

  指導者数    122 名 

  団員数     818 名 

 指導者講習会への参加支援 

 事業開催支援 

・地域やスポーツ団体との連携 

  体育協会及び加盟団体との連携協力 

・地域スポーツ振興会への支援 

成果等 各団体が地域や仲間と、積極的にスポーツに取り組むことにより各団体の充実が図られ

たとともに、スポーツ課の事業への協力もいただきよりよい事業展開が図られた。 

 

（３）スポーツ環境の整備 
項目 スポーツ施設の充実を進める。 
目的 スポーツへの参加機会の拡充及び効果的な利用促進・活用を図る。 
取組実績 総合体育館の整備     除細動器導入、温水ボイラー取替、アリーナ照明器具取替 

陸上競技場の整備     写真判定装置他メンテナンス 
ボート競技場の整備    ボート競技用コース設置 
スキー場の整備      リフトワイヤー交換、圧雪車購入 
市民プールの整備     濾過器交換 
オホーツクドームの整備  人工芝張替、機械メンテナンス 

成果等 スポーツ施設のメンテナンスを行うことにより、利用者の安全を確保し、利用促進及び

活用につながる。 
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Ⅲ 教育委員会の活動状況 
 

１．教育委員会議の開催状況 

網走市教育委員会における会議(教育委員会議)は､毎月1回の定例会のほか､必要が

ある場合には臨時会を開催し､教育委員会の決裁を要する案件(議案)について審議を

行うとともに､重要事項について事務局から報告等を受けている｡ 

平成１９年度の教育委員会議の開催状況は､次のとおりである｡ 

 なお、会議の傍聴者はいなかった。 

 

回 開催日 
出 席 

委員数 
案         件 

審議

結果

１ 平成19年 

4月2日 

４名 報告第１号 教育委員会職員の任免について 

報告第２号 平成19年4月1日付校長・教頭人事について 

原案

可決

２ 平成19年 

5月30日 

４名 議案第１号 網走市社会教育施設審議会委員の委嘱について 

議案第２号 網走市奨学生選考委員会委員の委嘱について 

議案第３号 網走市体育指導委員の委嘱について 

議案第４号 網走市学校給食共同調理場管理規則の一部改正について 

議案第５号 網走市立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則の 

一部改正について 

議案第６号 教育委員の辞職について 

報告第１号 平成 19 年度網走市社会教育推進計画について 

報告第２号 平成 19 年度網走市スポーツ推進計画について 

原案

可決

３ 平成19年 

6月7日 

４名 議案第１号 網走市体育施設条例の一部改正について 原案

可決

４ 平成19年 

6月29日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５名 選挙第１号 網走市教育委員会委員長の選挙について 

選挙第２号 網走市教育委員会委員長職務代行者の指定について 

議案第１号 網走市社会教育委員の委嘱について 

議案第２号 網走市博物館協議会委員の委嘱について 

議案第３号 網走市図書館協議会委員の委嘱について 

議案第４号 網走市学校保健委員会委員の委嘱について 

議案第５号 網走市スポーツ振興審議会委員の委嘱について 

議案第６号 網走市就学指導審査会委員の委嘱について 

議案第７号 網走市体育施設条例施行規則の一部改正について 

議案第８号 網走市立図書館条例施行規則の一部改正について 

議案第９号 網走市社会教育長期計画の策定について 

原案

可決

５ 平成19年 

8月28日 

４名 議案第１号 平成20年度小学校及び中学校教科用図書の採択について 

議案第２号 網走市体育施設条例の制定について 

議案第３号 網走市体育施設条例の制定について 

議案第４号 学校職員の処分内申について 

報告第１号 網走市教育委員会職員の任免について 

原案

可決

６ 平成19年 

10月31日 

４名 議案第１号 網走市体育施設条例施行規則の制定について 

議案第２号 教育委員会職員の任免について 

議案第３号 学校職員の評価制度の試行について 

議案第４号 全国学力・学習状況調査の調査結果の取扱いについて 

議案第５号 網走市教育目標策定のための組織のあり方について 

報告第１号 新設道立高等学校の名称決定について 

報告第２号 時間外勤務手当等請求控訴事件に係る経過について 

原案

可決
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７ 平成19年 

11月26日 

５名 議案第１号 平成 19 年度補正予算要求について 

議案第２号 使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条 

例制定について 

議案第３号 網走市教職員住宅管理規則の一部改正について 

議案第４号 オホーツク・文化交流センター条例施行規則の一部 

改正について 

議案第５号 網走市教育目標策定方針について 

議案第６号 平成20年度予算要求に関する基本的な考え方について 

報告第１号 網走市体育施設に係る指定管理者の選定結果について 

原案

可決

８ 平成19年 

12月25日 

４名 議案第１号  網走市立学校職員の評価（試行）に関する要綱制定 

について 

議案第２号 平成 20 年度教育予算の要求について 

原案

可決

９ 平成20年 

2月14日 

５名 議案第１号 網走市奨学資金貸付条例施行規則の一部改正について 

議案第２号 網走市立学校職員の自家用車の公用使用に関する規 

則の一部改正について 

議案第３号 網走市教育目標（素案）について 

議案第４号 平成20年度教育行政推進方針について 

議案第５号 平成 20 年度教育予算について 

原案

可決

10 平成20年 

2月18日 

５名 議案第１号 学校職員の処分内申について 原案

可決

11 平成20年 

3月22日 

４名 議案第１号 平成20年度校長人事の内申について 

議案第２号 平成20年度教頭人事の内申について 

議案第３号 網走市立学校管理規則の一部改正について 

議案第４号 網走市体育施設条例施行規則の一部改正について 

議案第５号 網走市総合体育館条例施行規則の一部改正について 

原案

可決

12 平成20年 

3月24日 

４名 議案第１号 教育委員会職員の任免について 

 

原案

可決

 

２．その他の主な活動 

(1)各種会議への出席等 

教育委員は､教育委員会議に出席するほか､適宜､各種会議へ出席するとともに学校訪

問等を行った｡その主なものは次のとおりである｡ 

時 期 区 分 概         要 

平成19年4月6日・9日 入学式 小学校3校、中学校4校、延べ7名  

平成20年3月14・19・21・24日 卒業式 小学校5校、中学校2校、延べ7名 

平成19年7月11日 施設見学 呼人小中学校・スポトレ・民族資料収蔵施設・博物館

 
役員会 教育長 平成19年4月20日 
総会 教育長 平成19年6月7日 
網走ﾌﾞﾛｯｸ総会・研修会 委員長他  平成19年7月2日 
教育長部会 教育長 平成19年9月12日 
教育長研修会 教育長 平成19年10月18～19日 
学校教育専門委員会 教育長 平成19年11月8日 
教育長部会 教育長 平成19年11月16日 
教育委員大会 委員長他 平成19年12月10日 
教育長部会 教育長 平成20年1月16日 

 
 
 
 
網走管内教育委員会
協議会 

教育功労表彰･教育長部会 教育長 平成20年2月26日 
総会・小樽市 委員長他 平成19年8月28～29日 北海道都市教育委員

会連絡協議会 教育長会秋季総会 教育長 平成19年11月13日 
全国都市教育長協議会 総会・山梨県笛吹市 教育長 平成19年5月24～25日 
全国市町村教育委員
会研究協議会 

総会・東京都 教育長 平成19年11月6～7日 

第１回 委員長他 平成20年1月28日 
第２回 委員長他 平成20年2月25日 

網走市教育目標策定
会議 

第３回 委員長他 平成20年3月18日 
網走市成人式 ｴｺｰｾﾝﾀｰ 委員長他 平成20年1月13日 
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(2)教育委員への情報提供 

教育委員は､会議に出席するほか､事務局から､適宜､教育行政上の課題等について

情報提供を受け､事務局と意見交換を行っている｡ 

平成１９年度に情報提供した主なものは､次のとおりである｡ 

 
（案件以外で説明したもの） 

・ 行政事務報告 

・ 学校教育目標の策定に係る学校教育に関するアンケート調査について(H19.5.30) 

・ 平成１９年度年間スケジュール(H19.5.30) 

・ 平成１９年第１回定例市議会に係る報告(H19.5.30) 

・ 網走市オリジナル健康体操について(H19.5.30) 

・ 公立高等学校配置計画について（H19.6.29) 

・ 学校教育アンケート調査について（H19.6.29) 

・ 平成１９年第２回定例市議会に係る報告(H19.8.28) 

・ 学校職員の懲戒処分に係る報告（H19.10.31） 

・ 平成１９年第３回定例市議会に係る報告(H19.10.31) 

・ 網走管内教育実践表彰(第４中)について（H19.10.31） 

・ スポーツ施設指定管理者に係るスケジュールについて（H19.10.31） 

・ 平成１９年第４回定例市議会に係る報告(H19.12.25) 

・ 学校耐震化優先度調査について(H19.12.25) 

・ 学校教育目標策定会議に係る委員決定について(H19.12.25) 

・ スクールバス事故に係る賠償及び新規バスについて(H19.12.25) 

・ 学校職員の評価制度に係る道教委への要望について(H19.12.25) 

・ 査定昇給制度に係る学校職員のストライキ及び処分内申について(H20.2.14) 

・ 教育委員任期満了に係る人事案件について(H20.2.14) 

・ オホーツク歩くスキーの集いについて(H20.2.14) 

・ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ３位入賞（夏見円選手）お祝い会について(H20.3.22) 

・ 平成２０年第１回定例市議会に係る報告(H20.3.22) 

 

３．教育委員による内部評価 

・ 教育委員の活動が学校教育関係に重きがある面もあるため、社会教育関係につい

ても社会教育委員との連携を図りながら、今後一層理解が深まるよう努めてまい

りたい。 

・ 委員会会議内部の議論については、幅広く自由闊達な議論ができるようになって

おり、委員会機能の活性化が図られているため今後も発展させていきたい。 

・ 学校訪問や施設見学においては、意見交換を行う機会を望むとともに、訪問後の

改善がなされるよう、事後措置を図りたい。 

・ ＰＴＡ連合会等との連携を図りながら、関係者との協力関係に努めるとともに、

各種課題の解決に向けた機会の設定に努めてまいりたい。 

・ 定例校長会・教頭会議における重要案件等について、委員会への情報提供をもと

に理解を深めるよう努めてまいりたい。 

・ 各種委嘱委員が係わる委員会において重要案件となった事案について、委員会会

議においても報告されるよう事務局に要望する。 

・ 学校要望と予算との関連について、学校要望の現状を充分把握していない面もあ

り、理解できるような仕組みづくりを事務局に要望する。 
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Ⅳ 外部評価報告書 
 
『網走市教育委員会に対する外部評価報告書（平成２１年２月６日）』 

網走市教育委員会外部評価委員 

 東京農業大学生物産業学部教授教育学研究室 教授 井上正道 

 

（１）はじめに 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正に伴い、本年度から網走市教育

委員会においても、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評

価を行うこととなり、外部評価委員としてその結果に関する報告書を作成するにあた

り、感じた課題と要望等について記述します。 

 

（２）外部評価結果 

◎平成１９年度教育行政推進方針に掲げられた事業について 

  事業や活動そのものはきちんと行われており、事業点検及び成果等の見方につい

ては、概ね妥当であると判断します。 

  教育という分野は結果がすぐに現れない事業も多いこと、また学校や民間団体、

ボランティア等の活動も含むことなど、事業によっては結果そのものよりも取り組

み経過のほうが大切な場合もあるので、評価項目・評価基準・目標設定の仕方、指

標の設定等、簡単にできないものも多いと理解しますが、評価について今後の検討

課題としてください。 

また、その具体的な進捗状況を明らかにするような仕組みも検討してください。 

 

【総評】 

 Ⅰ 学校教育の推進 

国の制度上の問題点を除き、網走市の取り組みは他に比べても大変よく努力さ

れていると思います。 

   国の制度上の問題点と感じている一例をあげると、 

   児童・生徒の評価観点が過多であると思います。 

 

  《理由》 現在のＩＴ時代は、ＩＴばかりか核家族化、少子化、保護者の考え方

の多様化などで、平成以前まで通用した学校運営は、もはや通用しなくなっ

てきています。学校運営にも大胆な変革が必要と思いますが、学校における

説明責任のためか、近年、児童・生徒に対するきめ細かい評価のし過ぎで、

指導する先生にとっても児童・生徒にとっても大変である上、先生と児童・

生徒、及び児童・生徒間の人間関係に溝が出来ているのではないでしょうか。

本来、学校は、児童・生徒にとって安全・安心で楽しいはずの学校生活が不

安で絶えず気が抜けない学校生活となっているように感じられます。 

休み時間や放課後、児童・生徒と先生がグランドや運動場で走りまわった

り、子どもの目線に立て語り合える環境は学校教育の不易と考えます。この

ような日常的な子どもたちとの交流があってこそ、いじめや家庭内での問題，

悩みをいち早く受け止めることができると考えます。 

 

次に、各施策項目について、考慮して欲しい視点を加えました。 
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1. 幼稚園教育の振興 

    行事として“なし狩り”や“ジャガイモほり”などの体験学習をとりいれら

れている幼稚園があり､大変よいことだと思います。こうした取り組みは、協

力や指導してくださる農家の方が必要で､実施したくても出来ない幼稚園もあ

るかと思います。行政として､このような自然体験・戸外遊びへの支援を一層

お願いしたいと思います。 

 《理由》 幼児が現代生活で失ったものの中に自然体験・戸外遊びがあります。

自然とのふれあいは、幼児に命の大切さ、自然の不思議さ、偉大さ、美

しさに気付かせてくれる重要な体験です。 

人間の一生を支える機能のほとんどは幼児期につくられるといって

も過言ではありません。家庭にあってもゲームやテレビが中心な生活か

ら、子どもたちも安心して戸外で遊べる環境づくりが大切に思われます。 

 

2. 小・中学校教育の充実 

  ⑴ 教育環境づくり 

   モンスターペアレントへの組織的対応策を 

《理由》 モンスターペアレントが増えてきています。すでに、組織的な対応

策ができていることと思いますが、対応が一人の担任教職員に押しつ

けられるような職場環境では逆に被害が拡大したり、担当教職員自身

が体や精神を病んでしまう事例も珍しくありません。また、モンスタ

ーペアレントが一人でも出現すると、教職員はその対応に膨大な時間

を奪われてしまいます。その結果、教材研究、授業準備、生徒指導、

部活指導、補習などの時間がなくなり、学級の他の児童・生徒への影

響、場合によっては学校全体に悪影響が広まります。適切な組織的対

応がなされればその影響は最小限にとどまると思います。網走市立の

学校の場合には、経験が浅い若い先生も多いように思われますので。 

 

⑵ 教育内容の充実 

  自信を持たせる教育の推進 

《理由》 本来、人間は知的好奇心にあふれ、知識欲が旺盛で、学ぶ喜びを感

じるようにできています。それなのに意欲を持てないのは、自分に自

信が持てないとか、目的を失った時ではないでしょうか。 

    これからの社会は、科学技術の著しい進展，国際化などと、めまぐ

るしく変わる社会であり、その中にあって必要な“生きる力”を育む

為には、人間、誰でも持っている知的好奇心を旺盛にし、個々にあっ

た目標をたたせ、何事にも積極的に取り組む意欲を育て、自分に自信

を持たせることが必要だと思います。 

 

 協働作業，グループ学習の機会の拡大 

《理由》 携帯電話・インターネットの利用による対人関係への問題（孤立感、

陰湿ないじめ、自尊感情の高まり）、仮想現実感(バーチャルリアリテ

ィ)など、社会生活における憂慮すべき点であります。 

       人と直接対話し物事を成し遂げる機会を通じ、思いやりのある、社会

性を備えた豊かな心が育成されると考えられます。 
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学校間における連携・交流の推進 

《理由》 幼小・小中連携が求められる背景には、“小１プロブレム”“中１ギ

ャップ” といわれることがあり、現在の学校教育が児童・生徒の心身

の発達に適合していないのでは、という奇遇からです。このことを考

えると、先生間の研修・交流はもとより、幼児と児童、児童と生徒間

の交流を。例えば、運動会などの行事における交流、生活科や総合的

な学習の時間などの授業における交流などの推進を図る必要があると

思います。 

 

 読書活動の推進のため学校図書館協会への加盟を 

《理由》 各学校ごとで読書活動に取り組まれていることと思いますが。全国

的な組織である学校図書館協会に加盟されている学校が網走には 1 校

もありません。北海道内では、ほとんどの市町村、多くの学校が加盟

をし、毎年実施されている「読書感想文コンクール」に学校単位で応

募しています。 

      しかし、網走には加盟校がなく、個人応募で何年かに一人くらいの

応募があります。20 年度は、個人応募が珍しくあり、全道で入賞もし

ました。児童・生徒の読書離れが叫ばれている今日、読書活動をより

推進するためにも網走からも加盟される学校があることを期待したい

と思います。 

 

⑶ 通学環境の整備と子どもの安全確保対策の充実 

  ＡＥＤ設置と講習会の充実 

《理由》 部活動や体育の時間などで、胸にボールを受けたとか強打したなど

で、突発的に心臓や呼吸が止まってしまった場合には、そばに 居合わ

せた人の適切な処置によって命を救うことができる場合があります。

大切な命を守るために AED が全学校へ配置されましたが、規模の大き

い学校には複数個所に設置を、また同時に使用の仕方の講習会も数多

く開催する必要があると思います。 

 

⑷ 生徒指導及び教育相談体制の充実 

  中学校における、先生と生徒の個人懇談の回数を多く 

《理由》 中学生は、思春期の真っ只中。人間の一生の中でも、身体的、心理

的、社会的に変動の激しい時期であり、生物学的には、生殖器官、内

分泌系の成熟に伴い本能衝動が高まり第二次性徴があらわれます。こ

の変化は少年少女の心理を強く動揺させ不安定にさせ、この内的不安

定が知的活動を刺激し、抽象的、観念的な思考力を飛躍的に発達させ、

親や成人の世界の現実を改めて見直し、自己の同一性を確立しようと

する。社会の矛盾を批判し、それに抗して理想を実現しようと願うが、

願望がしばしば理想主義的であり、主観的、自己中心的な色彩が強い

ことがある。複雑な現実社会の中で挫折や失敗に出会うことが少なく

ありません。こういった人間にとって大変な時期を指導しなければな

らない中学校の先生に対し、近年、学校の雑務が多くなり過ぎて，本

来の職務である生徒一人ひとりを指導する時間が持てなくなっている。 
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そういった中でも無理して時間をつくり対応されている先生も多くい

らっしゃいますが、教師個人の犠牲に甘んじることなく組織的に取り

組む必要があると思います。 

       生徒指導や教育相談は、問題を起こした子どもや悩みが深刻な子の

みに対する指導ではありません。 

全生徒に対する指導であり、特定の先生やスクールカンセラーに強

く依存するものではなく、大切なことは、学級担任や教科担当・部活

動などの先生であると思われます。 

 

⑸ 特別支援教育の充実 

  ＬＤ，ＡＤＨＤ等の児童・生徒の早期発見体制の充実 

《理由》 下記の文部科学省調べによると、特別支援教育を必要とする児童生

徒の現状では平成 16 年度、65 万 6 千人（在籍率６％）と推定されて

います。通級による指導の現状は、約 3 千人です。中でも LD の子ど

もは、それぞれの子の学び方が違うのであって、学校が子どもの学習

障害を早期に発見できれば才能を充分伸ばしてあげることが可能と

なります。 

（LD だった著名人：アインシュタイン、 トム・クルーズ等多数） 

       我が国は欧米に比べ 30 年遅れをとっており、このことが問題にさ

れはじめたのは、1992 年ころからで、最近やっと指導体制づくりがで

きてきたところですが、当市においても体制整備をお願いします。 
特別支援教育を必要とする児童生徒の現状   

平成 5 年度 平成 16 年度  

在籍率  ％ 在籍率  ％ 実 人 数 

盲・聾・養護学校 ０．３６９ ０．４８３  ５２，８０５ 

特 殊 学 級 ０．５０７ ０．８３２  ９０，８５１ 

通 級 指 導 ０．０９０ ０．３２７  ３５，７５７ 

小    計 ０．９６６ １．６４２ １７９，４１３ 

LD･ADHD 等  約  ６ ６５６，０００ 

合    計  約  ７．６ ８３５，０００ 

 
通級による指導の現状                  （平成 18 年 5 月 1 日調べ） 

小 学 校 中 学 校 合   計  
計 自校 他校 巡回 計 自校 他校 巡回 計 自校 他校 巡回

弱視 128 15 100 13 10 2 8 0 138 17 108 13

難聴 1,495 248 1,105 142 282 70 165 47 1,777 318 1,270 189

言語 29,527 10,885 17,978 664 186 51 115 20 29,713 10,936 18,093 684

自閉 3,562 949 2,537 76 350 98 239 13 3,912 1,047 2,776 89

情緒 2,365 779 1,553 33 533 176 350 7 2,898 955 1,903 40

ＬＤ 1,195 682 459 54 156 79 64 13 1,351 761 523 67

ADHD 1,471 625 807 39 160 63 88 9 1,631 688 895 48

肢体 5 5 0 0 1 1 0 0 6 6 0 0

病・虚 16 3 11 2 6 1 5 0 22 4 16 2

計 39,764 14,191 24,550 1,023 1,684 541 1,034 109 41,448 14,732 25,584 1,132
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⑹ 奨学資金貸与制度の充実 

  中学校の低学年のうちに「奨学資金貸与制度」について説明を 

《理由》 家庭の経済状態から、高校進学後の高等教育への進学をあきらめ、

学習意欲をなくする生徒もおります。奨学資金貸与制度があることを

知っていれば、高校選びや、将来の進路もあきらめずに考え、学習に

意欲を出す生徒もいると思います。 

 

⑺ 開かれた学校づくり 

学校施設の地域社会への開放のみではなく、教育機能の開放も 

《理由》 臨時教育審議会答申、教育課程審議会答申、生涯学習審議会の答申

からみると 

① 地域社会や家庭と連携協力して子どもたちの「生きる力」を育成

するための教育を推進できる学校 

② 学校の施設や機能を地域社会に開放し、人々の教育・文化・生活

の向上に貢献できる学校  

③ 生涯学習の基礎的な資質の育成を重視し、子どもたちの実態に応じ

て地域の教材や人材を活用した特色ある教育活動を展開できる学校の

ことであると思います。 

それでは、学校の何を開くのか、それは学校、地域それぞれが有す

る教育機能の開放と施設の開放という２つの側面があります。 

      「教育機能の開放」  

“学校教育の活性化”“学校の教育機能の地域への開放”“地域の教

育機能の学校への導入” 

“子どもたちの教育支援、発達支援” 

「施設の開放」 

 “地域コミュニティの拠諸点”“学習機会の提供”“学習の場の開放

と拡充” 

“地域住民の学習支援” 

     「開かれた学校づくり」を進めるに当たって 

    学校の本来の使命である機能や役割が損なわれないよう、かつ「開か

れた学校づくり」によって、学校・地域が相互にプラスになるようにと

思います。 

 

3. 高等教育の振興 

⑴ 高等学校の振興 

    引き続き支援をお願いします。 

 

⑵ 東京農業大学生物産業学部との連携 

     更なる連携をお願いします。 

 

Ⅱ 社会教育の推進 

 

１．生涯学習の基盤整備 

  「学校支援地域本部事業」の推進へ期待 

   《理由》 「学校支援地域本部事業」が、２０年度に立ち上がったようですが、

大変良いことだと思います。 
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        今までも、「まちの達人出前授業」として学校教育を支援するため、

学校が必要とする活動に、地域の方々がボランティアとして支援され

ていましたが、これからは高齢でも元気な方が多くなり、それまでに

培った知識や技術を児童・生徒に伝達できることは、地域の方々にと

っても生きがいとなり、また、教えるためには、更なる勉強もされる

ことになり地域の方々の生涯学習として良いことと思います。 

なお、これまでの同じような事業がありましたら、まとめられたら

と思います。 

 

２．社会教育活動の充実 

⑴ 生涯各期の学習課題解決や社会の変化に対応した学習機会の提供を関係機

関と連携しながらその充実に努めます。 

 

  開催案内をホームページで 

  《理由》 乳幼児から高齢者まで大変多くの事業を行っており、企画者のご苦

労に感謝いたします。 

       事業の中には、市民への開催案内が行き渡らず、参加数が少ないも

のもあるようです。 

       網走市の広報には掲載されていますが、現在は、インターネットか

ら情報を得る人口も大変多くなってきています。網走市の社会教育関

係では図書館、博物館、美術館のホームページは有りますがこういっ

た企画案内のホームページもつくられたらよいのでないかと思いま

す。 

       小学生対象の事業には、学校ＰＴＡへの働きかけもよいことと思い

ます。 

 

⑵ 団体・グループ活動への支援 

   「自主学習グループ活動推進事業」一層の推進を 

   《理由》 行政に依存することなく、市民自らが企画・運営する講座・事業が

盛んになることは生涯学習社会構築のねらいでもあると思います。 

 

３．芸術・文化活動の充実 

   いろいろと企画されており、そのご苦労に感謝いたします。 

 

４．生涯スポーツの充実 

   いろいろとスポーツの振興・スポーツを通した市の活性化に努力されており、

そのご苦労に感謝いたします。 

 

５．その他 

   成人式に、網走在住の外国人の参加 

   《理由》 今年度の成人式に、網走在住の外国人も参加して頂き、お祝いをさ

れたことは大変良かったと思います。成人は子どもではありませんが

「子どもの権利条約」の趣旨を考えた時、成人式は、子どもから大人

の仲間入りする儀式であり、在住する 20 歳の方に国籍を問わず同じ

ように案内されたのは、これから益々進む国際化にマッチしたものと

思います。 
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◎教育委員会活動について 

  （1）教育委員会議の開催状況 

   会議開催日は、でき得れば委員５人が出席できる日に 

   《理由》 平成 19 年度の教育委員会議、開催 12 回中、全員がそろわれたのが

4 回。教育委員会議は、個々の委員が独自の権限を持たない合議制の

執行機関であるとはいえ、できるだけ５人全員が出席できることが望

まれます。しかし、委員は、特別職の公務員（非常勤）のため、それ

ぞれ職を持ち活躍されている方ですので都合もあると思います。 

調整されることを望みます。 

 

（2）その他の主な活動 

  ①各種会議への出席等 

   小中学校の入学式や卒業式に委員の臨席 

   《理由》 委員がそれぞれ分担され臨席されておりますが、学校の現場を見て

いただく大変良い機会だと思います。 

 

   網走市学校評議委員の連絡会への出席を 

   《理由》 これまでに２回開催されていますが、１回目は日程調整がつかなか

ったのか、教育長以外の委員の出席がありませんでした。 

２回目は、全員ではありませんが参加されていました。学校評議員

をされている方々の意見も是非、聞いていただきたいものと思います。 

 

②教育委員会の情報収集について 

 会議の開催回数について 

   《理由》 臨時会も含め、月１回のペースで会議が開かれており標準的な回数

と思われますが、事務局からの案件により開催を決定しているような

面が見受けられるため、今後の検討をお願いします。 

 

   会議資料の事務局対応について 

   《理由》 会議資料などについて、前もって委員が検討できるよう可能な限り

事前配布に努めている点は評価できるので、今後も十分な情報提供に

努めてください。 

 

   会議の内容について 

《理由》 予算や行政方針、新しい制度等の意見交換のみならず、幅広い観点 

から教育行政の内容に踏み込んだ議論が行われていると思いますの

で、今後もますます活発な議論を進めてください。 

 

交流の拡大について 

   《理由》 小中学校の入学式・卒業式また社会教育施設見学、あるいは各種会

議への参加など、委員が直接現場と対応することや、委員個々が地域

住民との意見交換があることは伺えますが、委員会として教職員や一

般市民と交流する機会を設けることもあったらいいと思います。 
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   ③教育委員会の情報公開について 

   会議の周知について 

   《理由》 会議が原則公開されているにもかかわらず、傍聴者が全くいなかっ

たことは市民への周知方法等に問題があると思われます。 

定例会化なども、ひとつの方法ではないかと思います。 

 

   ホームページ等の活用について 

   《理由》 会議録をホームページ等で掲載するなど、速やかな公表に努めると 

ともに、市民参加型事業以外の情報についても、広報紙「あばしり」 

やホームページを活用した広報も大事かと思います。 

 

（３）まとめ 

全体として、基本的な事項については概ね達成できていると思われますが、

今後、改善の取り組みについて、積極的な検討を望みます。 

教育委員会事務点検評価については、初めての取り組みであり、その内容の

さらなる精査と評価のあり方等についても、次年度に向けて検討が必要と思い

ます。 

一段と社会情勢が厳しく、予算的にも縮小傾向にある中で、この評価を次の

施策に反映させ、さらに良い施策の展開へつなげていくことを期待します。 
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