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はじめに 

 

 

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、平成２０年度分の教育委員会活動について、学識

経験者の知見を活用した点検・評価を実施し、本報告書として取りまとめました。 

 

本市では、教育の目指すべき姿の長期的な指針となる「網走市の教育目標」を平成

２０年５月に策定し、家庭、学校及び地域が連携しながら、それぞれの役割と責任を

果たし、すべての網走市民が「思いやる心、愛する心、燃える心の３つの心」・「国際

的な眼、科学的な眼、柔軟な眼の３つの眼」・「学ぶ力、生きる力、つくる力の３つの

力」を培いながら、心ふれあう教育活動を実践し、これを積み重ねていくことで「自

らを成長させていくひと」、生涯にわたって「明日（あす）をひらくひと」を育むた

めに様々な取り組みを進めていくこととしています。 

 

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

まいりますので、市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

平成２２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２０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２０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２０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２０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２０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２０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２０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、概ね予定どおり実施されています。 

こうした点検が毎年行われることにより、課題の特定化と明確化が進み、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 59,200 円～162,000 円 

2 人以上就園している場合の次年長者 106,000 円～190,000 円 

3 人以上就園している場合の上記以外の園児 243,000 円～260,000 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：593 人（第 1子：349 人、第 2子：224 人、第 3子以降：20人） 

・国庫補助金実績：48,185,400 円×1/3×0.7846567（調整率）＝12,603 千円 

成果 
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。 

課題 
国庫補助制度が毎年改正されているため、市の HP に制度について掲載する等、制度の

周知について改善を図る必要がある。 

 
 

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： 1,935,000 円（対象園児数 645 人×3,000 円＝補助金交付額） 

成果 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。 

課題 
教材教具購入にかかる実際の経費と、保護者から徴収している教材費の合計を調査し、

その結果を踏まえ、補助金額について検討する必要がある。 
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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： 200,000 円（対象園児数 2 人×100,000 円＝補助金交付額） 

・補助対象となる経費の範囲（教材費、研修費、施設整備費、人件費） 

成果 
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、職員の研修への参加等、特別

支援教育の振興に繋がった。 

課題 特別支援教育を振興するにあたって、補助金以外の支援について検討する。 

 

 

項目 私立幼稚園教育研究道東ブロック大会補助金（新規） 

目的 
私立幼稚園教職員の資質向上のため、第 51 回北海道私立幼稚園教育研究大会道東ブロ

ック大会開催への助成を行う。（市単費補助） 

取組実績 
大会経費 158 万円のうち、研究大会への補助金として 100,000 円補助。 

（市内６幼稚園及びエコーセンターで開催し、参加者は 427 名） 

成果 公開保育、分科会等の研修を通して、私立幼稚園教職員の資質の向上が図られた。 

課題 （単年度事業：開催都市は持ち回り） 

 

 

２．義務教育の充実    

（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

過ごすことができる環境をつくる。 

取組実績 

主な営繕の実施状況 

【小学校】：東小石油暖房機集中制御盤整備（1,281 千円）、東小デスク型放送設備設

置工事（908 千円）、児童玄関庇防水工事（472 千円）、児童玄関ポーチ階段改修工事

（1,186 千円）網小受水槽室揚水ポンプ取替工事（1,218 千円） 

【中学校】：二中グラウンド改修工事（3,297 千円）、五中体育館バレーボールポスト

用金具新設工事（602 千円）、一中校舎シリンダー錠等取替工事（792 千円）、四中高

圧ケーブル改修工事（620 千円）、四中石油暖房機集中制御盤整備（1,197 千円） 

成果 
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。 

課題 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必要がある。 

 

 

項目 学校施設の耐震化調査（新規） 

目的 
新耐震基準（昭和 56 年 6 月施行）以前の設計により建築された耐震診断が未実施の５

校（23 棟）について優先度調査・第１次診断を行い、耐震性を把握する。 

取組実績 網走小学校 7棟（1次診断：校舎 6棟、優先度調査：屋体 1棟）について実施。 

成果 

１次診断結果   IS 値 0.9 以上 3 棟…耐震性が確保されている 

          IS 値 0.9 以下 2 棟…2次診断を行う必要あり   

優先度調査結果 優先度ランク RP④-②、SP⑤…優先度は低いが 2次診断の必要あり。

課題 
次年度以降で残り４校全ての１次診断・優先度調査を実施し、その結果を踏まえ、２次

診断及び必要な耐震改修について検討を進める必要がある。 
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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、6月上旬に現地調査を実施（31件） 

・主な修繕の実施状況-シャワー設置 3 件、ガス給湯器取替 2 件、浴室外壁改修 1 件、

物置設置 2件、玄関ドア取替１件、煙突防水工事 2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 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。 

課題 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必要がある。 
 
 

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：-68,565kWh（対前年 3.2%減）、水道：-548 ﾄﾝ（対前年 1.1%減）、

灯油：-10,688 ㍑（対前年 3.9%減） 

・＜目標値に対する節減額＞-電気：253 千円、水道：3,296 千円、灯油：1,305 千円 

成果 

・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 20 年度の目標値に対する節減合計額 4,854 千円のうち、2,238 千円（小学校：

1,601 千円、中学校：637 千円）を平成 21 年度に各学校に配当予算として還元する。 

・平成 19 年度節減還元分の平成 20 年度での配当予算の活用状況（3,541 千円） 

テント、放送機器、体育時使用ユニフォーム、楽器などの購入に活用 

課題 
経費の節減及び教育環境の充実は図られるが、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-[西小]床部分改修、[呼人小中]球根皮剥機

更新、[東小]食器消毒保管庫更新、[潮見小]配膳台補修 

・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 
・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。 

課題 
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

心な学校給食を提供していく必要がある。 
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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）また、東部地区においては、土・日・祝日

の市民への開放を行う。（市内小学校 2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） 

・定期検査実施（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に濾過機の保守点検や屋根シートの付け外しを実施。 

・学校プール開放（東・白鳥台小） 東小：17 日間で一般 32 名・子ども 89 名の利用 

白鳥台小：18 日間で一般 11 名・子ども 41 名の利用 

成果 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。 

課題 
プールを授業で使わない日（気温が上がらないため使わなくなった日）の管理人の勤務

体制について協議・検討する必要がある。 

 

 

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で補助 5校（網走小、西小、東小、白鳥台小、西が丘小） 

成果 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。 

課題 スケートリンクの製作が大変なこともあり、補助対象校が減少傾向にある。 

 

 

（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 

新学習指導要領の一部改正により「総合的な学習の時間」が平成 14 年度から全面実施
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 

 （主な実施内容）北網圏北見文化センター等の施設見学、宿泊体験学習、企業訪問 

学校配当：小学校 573 千円、中学校 367 千円 

成果 
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。 

課題 
総合的な学習の時間が一層適切に行われるよう、効果的な事例や活用可能な地域活動に

ついて、情報提供するなどの支援が今後も必要である。 

 
 

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 2,529 千円、中学校 1,413 千円【再掲】 

成果 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。 

課題 道徳性を育むことができる体験活動や実践活動の情報提供、学校と家庭や地域社会が共

に取り組む体制づくりをサポートする等の支援が今後も必要である。 
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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 
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。 

課題 

ＡＬＴの来日当初は、うまくコミュニケーションが図れない場面もあることから、３年

程度の継続雇用が必要と考える。（ＡＬＴ本人の都合で短期帰国を希望するケースもあ

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 2,529 千円、中学校 1,413 千円【再掲】 

・義務教育教材の整備（市単費）：小学校 8,882 千円、中学校 7,470 千円 

・理科教育教材の整備（国補助）：小学校 2,415 千円、中学校 2,405 千円 

・通知票、指導要録、副読本の印刷：小学校 1,266 千円、中学校 662 千円 

・その他（指導書、学力テスト、知能検査等）：小学校 1,051 千円、中学校 511 千円 

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

各学校へ予算を配当：小学校 1,678 千円、中学校 1,764 千円 

成果 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。 

課題 
平成 20 年度末も図書整備基準冊数を達成率は、小学校全体で 101.6％、中学校全体で

97.0％と増加しており、早期に基準冊数を達成する必要がある。 
    

項目 パソコン教育推進事業（継続） ※パソコン整備事業を含む。 

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 

（小学校-PC 教室 H12～H18 に 249 台整備、中学校-PC 教室 H19 に 181 台更新） 

成果 
・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。 

課題 パソコン等を有効かつ効果的に活用した学習指導の促進と、機器の更新が必要である。

 
 

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 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。

課題 継続して充実を図る必要がある。 
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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 

・栄養教諭等による食に関する指導（栄養教諭 5名配置） 

・地元産食材を使用した「網走ふるさと給食」の全校実施 

 （メニュー：鮭ザンギ丼、しじみ汁、大根の煮物、牛乳） 

・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 
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。 

課題 不漁や農作物の不作等の影響で急な変更があった場合の学校対応が課題である。 

 

 

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 222 名の健康診断を実施 

成果 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。 

課題 
医師会との連携、各種検診における学校との日程調整・学校外で実施する検診の検診会

場の見直し等が必要である。 

 

 

項目 児童生徒の就学奨励事業の充実（継続）※教材費等の保護者負担の一部軽減を含む。 

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生徒及び特別支援学

級に就学する児童生徒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。

・20 年度申請世帯数 500 世帯、認定世帯数 437 世帯、認定者数 673 名（認定率 20.7％）

成果 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。 

課題 
準要保護認定者が就学援助費支給後に、学校納入金である教材費等を滞納するケースが

見受けられるため、就学援助費の支給方法等の再検討が必要である。 

 

 

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 小中学校のうち毎年 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 
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。 

課題 実践研究成果の精査とその方法を検討する必要がある。 
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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 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。 

課題 
研修機会は充実しつつあるので、参加しやすい環境づくりなど、今後も教職員の資質や

指導力の向上を図る取り組みが必要である。 

 

 

項目 ふるさと教育の促進（継続） 

目的 
地域に対する愛着や誇りを持つことができるために、地域の教育資源を活用したふるさ

と教育の充実を図る。 

取組実績 

・総合的な学習の時間や社会科副読本を活用した授業 

・地元産食材を使用した「網走ふるさと給食」の全校実施 

 （メニュー：鮭ザンギ丼、しじみ汁、大根の煮物、牛乳） 

成果 網走への理解が深められた。 

課題 
社会科副読本の充実と教職員の網走に対する理解をより一層深めさせる取り組みが必

要である。 

 

 

項目 児童体力向上推進事業（新規） 

目的 子どもたちが運動に親しみ、体力づくりに意欲的に取り組む活動の推進を図る。 

取組実績 
市内小学校へタグラグビー用品、集団用とびなわ用品など児童体力向上事業に必要な用

品を配置した。 

成果 配置された用品を活用し、体力向上に繋がる事業を実施した。 

課題 
各学校が別々な取組みを実施するのではなく、統一的な種目を全小学校で取り組むよう

検討する必要がある。 

 

 

項目 学校教育計画策定事業（新規） 

目的 

H20.5 月に「網走市教育目標」を策定し、この目標を達成するために、学校教育施策に

ついて体系的に整理し、学校教育のめざすべき全体像を示すものとして、「学校教育計

画」を策定して、更なる学校教育の推進に努める。 

取組実績 
・「学校教育計画策定会議」を７回開催し、計画内容についての検討。 

・「あばしり学校教育子ども会議」の開催（9月に開催） 

成果 
H21～H30 までの「網走市学校教育計画（きらきら あばしりっ子プラン）」を策定し、

学校教育施策の体系化により学校教育の推進を図りやすくした。 

課題 計画を受け、効果的な実施ができるかが重要である。 

 

 

項目 教育推進員配置事業（新規） 

目的 多様化する教育ニーズに主体的に対応できる学校運営体制を確立する。 

取組実績 
・教育推進員を配置し、教育課程の内容精査や指導・助言を実施 

・全国学力・学習状況調査の分析と学校改善プランを策定 

成果 教育経験を生かした、指導・助言を各学校に行うことができた。 

課題 継続して指導力のある推進員を確保することが難しい。 
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（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 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。

課題 

スクールバス停留所や路線が固定されず毎年度変更されることから、利用者によって乗

降場所に遠近の差が生じたり、季節や状況によって乗降位置が変更されたりするなどの

実態があることから、ある程度決まった路線・停留所の設定が必要である。また、過去

に設置したバス待合所が東部・西部の至る所に散在しているため、不用な待合所につい

ては、地域との協議のうえ、撤去するなど対策を講じる必要がある。 

 

 

項目 子どもの安全対策事業（継続）    ※通学路の整備及び安全対策を含む。 

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。また、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 

・「網走市防犯推進委員会」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 

・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 

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。また、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。 

課題 
子ども安全に対する地域の温度差、ボランティアの確保、高齢化などが課題となってい

る。 

 

 

（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 ・リーフレット（早寝早起き朝ご飯）の作成・配付 

成果 啓発資料を通し、児童生徒や保護者への啓発が図られた。 

課題 
３ヵ年事業が終了したが、今後は様々な教育の場面で規則正しい生活習慣等について指

導していく必要がある。 

 

 

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 220 件（延べ件数）《年間 50 日、396 時間》 

成果 
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。 

課題 スクールカウンセラーが必要な児童生徒の発掘（掘りおこし）など、学校との更なる連

携が必要である。 
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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（H19 年度：中学生 3 名） 

成果 
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。 

課題 
児童生徒個々の性格・実情を把握し、復帰に向けてそれぞれに見合った指導援助が必要

であるが、児童生徒の安定した通級を図ることに難しさもある。 

 

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：77 件（H19 年度 73 件）、相談延べ回数：1,004 回（H19 年度 563 回）

・平成 19 年度よりメールでの相談受付開始。 

成果 
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。 

課題 
学校をはじめ関係機関と連携を図る上で、多忙な学校事情によりスムーズに指導助言が

進まない事例があった。虐待については発見が難しいケースもある。 

 

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 
・実態調査 

・スクールカウンセラーを活用した、学校への指導、助言 

成果 いじめ問題の取組の重要性について、児童生徒や保護者への啓発が図られた。 

課題 表に出てこない“いじめ”の実態の把握に努める必要がある。 

 

 

（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 1,996 千円、中学校 3校 605 千円 

成果 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。

課題 
増加傾向にある「支援を要する児童生徒」に対して、個別のニーズに応じた設備や教材

等の整備・充実に努めていく必要がある。 

 

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）1,359 千円、中学校 3校（6学級）605 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教室）637 千円 

・特別支援学級教材用備品の購入：546 千円 

成果 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。

課題 
増加傾向にある「支援を要する児童生徒」に対して、個別のニーズに応じた設備や教材

等の整備・充実に努めていく必要がある。 
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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） 

・各種研修講座の案内 

成果 

全体を対象にした研修会は開催できなかったが、養護学校のパートナーティーチャー制

度を活用するなど、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。 

課題 
養護学校等の関係機関と連携を図り、早い時期から研修会開催の協議を進め、内容の充

実を図ることが必要である。 

 

 

項目 特別支援教育支援員の配置（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 支援員の配置：小学校 5校、14 名、中学校 1校、1名 

成果 支援員を配置することにより、特別支援学級等でのより円滑な学級運営が図られた。 

課題 
特別支援教育対象児童生徒の増加に伴い、教員の負担も増大しているため、学校の実情

に応じた支援員配置定数の見直しが必要である。 

 

 

（６）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     815 名     第１中学校     1,265 名 

南小学校      714 名     第２中学校       845 名 

潮見小学校    2,525 名     第３中学校       672 名 

中央小学校    1,561 名     第５中学校       376 名 

西小学校     2,649 名     呼人小中学校      1,181 名 

東小学校     1,754 名 

成果 

多くの市民の利用があった。利用者の少ない所は学校事情により会場が使えなかったた

めである。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１万４千

名超の利用があり、スポーツ・文化活動の場となっている。 

課題 

スポーツ活動が主である考えからスポーツ課が所管していたが、スポーツ活動以外の要

望もあることや、学校施設は管理課所管であるため、利用調整や修繕などに課題がある。

管理課にこの事業を移管し、円滑な事業の推進を図る必要がある。 

 
 

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 
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。 
課題 ボランティアの人材確保と発掘が必要である。 
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項目 学校評議員制度の活用促進（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 
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。 

課題 学校評議員の人材確保と情報の共有化が必要である。 

 

 

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 定時制高校における教材・教具の充実に寄与している。 

課題 補助金の支払方法の見直しを検討する必要がある。 

 

（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 
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。 
課題 学生ボランティアの確保が課題である。 

 

（３）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 14 件、2,844 千円 

・大学・専門課程（月額 18 千円、入学準備金 120 千円） 8 件、2,070 千円 

・高校・高等課程（月額 9 千円、入学準備金 60 千円）  6 件、  774 千円 

○償還金収納状況 6,701,988 円（収納率 41.7％） 

・現年度分  5,692,688 円（78.9％） 

・滞納繰越分 1,009,300 円（11.4％） 

成果 
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。 

課題 
貸付償還金の滞納者が増加し、制度の運用に影響を及ぼさないよう、新規滞納者を増や

さない等、収納率向上に向けた取り組みが重要である。 
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  社会教育の推進   

１．生涯学習の基盤整備 

 

項目 社会教育長期計画策定事業（新規） 

目的 

 平成20年３月に成案された第５次網走市総合計画の大要を踏まえ、教育・職業・健康・

福祉等の生活課題や、産業・環境・文化・まちづくり等の地域課題と、これら課題解決

につながる市民一人ひとりの学びの課題を総合的に分析・整理し施策の方向を体系付け

る第３次社会教育長期計画を策定する。 

取組実績 

○基本構想 

 ・将 来 像 学びで拓く。くらし、地域、みんなの未来 

 ・基本理念 社会教育は、「生きる・働く・学ぶ」の質を高めるために、 

                    住民一人ひとりに寄り添い、励まします。

       社会教育は、「学びが暮らしを問い、暮らしが学びをまた問い直す」 

                              関係をつなぎます。

○基本計画 

 １．生きる喜びをつくりだす 健康と福祉のまちづくりのための学び（方向性７項目）

 ２．自然と調和する 安全・快適なまちづくりのための学び    （方向性５項目）

 ３．活気ある産業と 豊かな消費のあるまちづくりのための学び  （方向性８項目）

 ４．豊かな人間性を育てる 教育・文化のまちづくりのための学び （方向性10項目）

 ５．参加と連帯でつくる 市民自治のまちづくりのための学び   （方向性８項目）

成果 

・「おとなが学ぶ」ことの意味を考え、「まちづくりのための学び」を軸として、５つ

の基本目標を掲げ、系統的で継続的な取り組みの具体化を図ることができた。 

・市民と行政が一緒に、市民実態調査の実施・分析、第２次計画の検証・評価を２年間

かけて手がけ、計画の進行管理などに実効性を高める工夫が施された。 

課題 

・計画の進行状況を検証・評価するためのモノサシとなるベンチマーク（評価指標）を

今後３ヶ年で求めることとした。 

・人権に関する視点の弱さ、ネットワークという表現の用い方に課題を残していること

から、３ヵ年ごとの検証・評価を積み重ね、第４次計画へ引き継ぐこととする。 

 

 

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  ５校９件 

       総合学習(３)、生活(２)、国語(１)、体育(３) 

       市民講師 ６名 

成果 

・総合的な学習の時間を中心に、郷土の歴史・文化・福祉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。（Ｈ19年度：７校１６件） 

課題 

・平成20年度から授業を含めた学校教育を総合的に支援する「学校支援地域本部事業」

を国費委託事業として実施しており、平成22年度から対象事業の調整をしながら事業統

合を検討することが必要である。 
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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 

○情報コーナーにおける事業周知 

○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 

・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・かわら版を見て」との回答が多いことから、紙

情報の充実にも配慮が必要。 

課題 

・インフォメーション横にディスプレイを配置し、エコーホール事業を映像で周知する

よう努めているが、館内案内のプラズマ画面を利用した映像周知に切り替える必要があ

る。 

 
 
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  ５７名 

○指導内容  ６６項目（６部門３１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 

・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指導機会を用意することができた。 

（Ｈ19年度：６部門３２分野７８項目 ６７名）

課題 
・市民が求める学習内容と市民講師の指導内容とのマッチングができない場合、登録し

ても指導する機会のない指導者が少なからず存在する。 
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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、学習成果が課題され、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 １９０名（新規０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 １,７００名 

成果 

・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

を行いながら、制度設計の見直しを行っている。 

・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。（Ｈ19年度：登録者数 １９４名、フェスティバル参加者 １,５００名） 

課題 
・学習奨励制度（まなび塾）での学習成果の評価及び、単位獲得と地域通貨等との結合

などを含めて、制度設計をさらに見直す必要がある。 

 
 
項目 自主学習グループ活動促進事業「大きなかぶ応援事業」（継続） 

目的 
 市内の団体・サークルが自主的に行う学習会・講習会など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、生涯学習の推進を図る。 

取組実績 

○対  象  団体・サークル会員相互の学習会、市民が参加する学習会 

       ５名以上の参加者が見込める学習会とし、運営補助的事業を除く。 

○要  件  開催する場所・時間・形式は問わない。 

       年度内は１団体３回を上限とする。 

       講師は、日常活動の指導者を除く外部からの特別講師とする。 

○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  ８団体８件 ２７２名 

       筝曲、書道、合唱技法、料理（２）、ヨガ、ストレッチ、子育て 

成果 

・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

きも円滑に行われている。さらに自主的な学習・活動推進の拡充ために、事業周知を行

う必要がある。（Ｈ19年度：１２団体１５件 ４６９名） 

課題 
・予算額を超える制度活用が続いてきたが、H20年度は利用が低調となった。団体・サー

クルへの制度活用の周知に努めることが必要である。 
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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 ５３７時間４５分 

 ・幼稚園：５園  ７５時間３０分 

 ・保育園：１園  ２４時間００分   合計 ６３７時間１５分 

○国際理解体験事業 

 ・イースターパーティー   １６名（ボランティア  ５名） 

   卵の色塗り、小物作り、各種ゲーム、ゼリービーンズの数当てなど 

 ・ハロウィーンパーティー １０７名（ボランティア ４２名） 

   仮装、お化け屋敷、アップルボビング、キャンディ投げなど 

成果 

・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。 

（Ｈ19年度：英会話事業５８４時間３０分）

（Ｈ19年度：イースター １５名、ハロウィーン１０８名）

課題 ・小学校での外国語活動の必修化への対応について、学校教育部との協議が必要である。

 
 

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図る。 

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１件 

成果 
・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。                 （Ｈ19年度：１団体２件） 

課題 
・放課後子ども教室やロセトクラブなど、放課後や休日を利用した子どもの体験活動の

提供機会が拡充していることから、平成22年度での事業統合を検討する必要がある。 

 
 
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」「福祉」をテーマに、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 １４名（体調不良で１名欠席） 

 ・聴衆者 １３０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 １,８９４点 

成果 

・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。 

（Ｈ19年度：標語応募 ２,３９５点）

課題 ・豊かな心を育てる小中学生の意見発表会の聴衆を増やすために、周知方法の更なる検

討が必要である。 
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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（継続） 

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３,６６１名 

成果 

・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。 

（Ｈ19年度：３１４回開設、３,８８４名参加）

課題 
・市街地小学校区及び呼人小学校区で開設しているが、未実施の小学校区での開設に向

けて、地域の指導者や安全な会場を確保する必要がある。 

 

 

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

を図る。 

取組実績 

 ・開設日 ６月～９月／第２・第４日曜日、海の日、秋分の日／午後１時～４時 

 ・開設数 ８回（荒天のため２回中止） 

 ・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 ２,６３０名（子ども １,４４９名、おとな １,１８１名） 

成果 
・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。

（Ｈ19年度：２,８４５名／子ども １,３３３名、おとな １,５１２名）

課題 
・小動物の種類の拡大や、エミューの公開のために、農大バイオインダストリーとの連

携も検討する必要がある。 
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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 ７月１３日（日）午前９時３０分～午後１時 

 ・運 営 ボランティアスタッフ(５５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１７コーナーで 

      空気と圧力の不思議のサイエンスショー 

 ・参加者 小学生 ２６９名 

成果 

・業者委託を廃止し、市民が組織する実行委員会による運営が定着しており、理科や数

学の原理を身近なものとしてとらえることができる。 

・市民ボランティアが子どもたちのためにつながり、オホーツク・文化交流センターの

施設機能を活用し、子どもたちが大勢集まり様々に楽しめる空間が提供できた。 

（Ｈ19年度：参加者 ２６９名、ボランティアスタッフ ５６名）

課題 
・一過性のイベントとならないように、他の事業においてボランティア指導者の育成を

充実させ、多くの機会に学校や家庭では体験できない内容の学習を提供する必要がある。

 
 
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とばせロケット、ふえつくり、ペットボトルでつくって遊ぼう 

        ３教室／参加 ５３名 

      ②かがみで遊ぼう、オリジナルしたじきをつくろう 

        ２教室／参加 ２６名 

○ロセトクラブ 

 ・開 催 ４月～翌年３月／２９回 ２５９名 

 ・内 容 パン作り、算数を楽しむ、竹とんぼ、工作、あばリンピック、蕎麦うち、

      生け花、バイオリン、コズミックカレッジ 

 ・指導者 登録 ９種類１６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／１０回 ２０名／延べ１２６名 

 ・内 容 四季を通じた自然観察・体験の教室 

成果 

・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。 

（Ｈ19年度：夏休み・冬休み教室 ６教室／ ８９名）

（Ｈ19年度：ロセトクラブ ２２回／１４９名）

（Ｈ19年度：オホーツクわくわくたんけん隊  ９回／１１２名）

課題 
・子どもを対象とした事業を検証・評価し、網走の魅力や価値に関心を寄せることがで

きる学習プログラムを検討する必要がある。 
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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：敬老会アトラクション 

 ・参加者 ９名（延べ１３７名） 

成果 

・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。 

（Ｈ19年度：参加 ９名／延べ２７２名）

課題 ・特に課題はなく、継続して実施する。 

 
 
項目 ②成人：ニューメディア教育推進（継続） 

目的 
 多様な学習機会を提供するため、テレビ会議システム「フェニックス」を利用した新

しい形の講座を開設する。 

取組実績 

○遠隔講座「地域福祉論」 

 ・開設日 ９月２７日～１月３１日の土曜日 ／午前１０時４０分～１２時１０分 

 ・開設数 １５回／参加 ８名（延べ９０名） 

 ・内 容 淑徳短期大学の学生が受講する授業をインターネット回線を利用したテレ

      ビ会議システムにより、網走会場に配信される双方向性のある画面で同時

      に受講した。 

成果 

・テレビ会議による双方向性のある講義により、受講生は地域福祉論の理論を学び、短

大生は市民受講生の実践事例を学ぶことで、福祉現場の実態を知ることができた。 

（Ｈ19年度：受講 ８名／延べ９８名）

課題 

・受け入れ可能な研究機関等が淑徳短期大学に限られていたが、通信方法を汎用性のあ

るシステムに切り替えたことから、他の研究機関との連携の可能性について検討するこ

とが必要。 

・Ｈ20年度は、従来行っていたエル・ネット講座が廃止されたため、個人学習支援の新

たな方策を検討する必要がある。 

 
 
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 ４月～１１月／火曜日／午後４時２０分～５時５０分 

 ・開設数 １１回 

 ・会 場 東京農業大学 

 ・内 容 エゾシカ学～エゾシカとの真の共生に挑む 

 ・参加数 ４７名／延べ４０２名 

 ・運 営 東京農業大学市民講座運営委員会 

成果 

・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。 

（Ｈ19年度：１０回／参加７８名 延べ５２５名）

課題 

・東京農業大学が国費事業（現代ＧＰ：エゾシカ学）による実施を指向しているため、

講座開設が平日となり、市民が参加する条件としては後退した。 

・運営委員会のあり方を含め、東京農業大学との連携について検討する必要がある。 
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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 

○網走市民大学講座 

 ・開設日 ７月～９月／午後６時３０分～８時１５分 

 ・開設数 ６回 

 ・会 場 エコーセンター2000 

 ・内 容 茶道、環境問題、健康、スポーツ科学、宇宙、老後 

 ・参加数 ４８９名／延べ８１２名 

 ・運 営 網走市民大学講座運営委員会 

成果 
・市民による運営によって、自然科学・人文科学・社会科学などから生活に密着した学

習内容を編成することができた。（Ｈ19年度：５２８名／延べ８０２名） 

課題 

・運営委員会内に市民大学のあり方を検討する部会を置き、学習プログラムの編成方法

などの考え方をまとめた。効果的な講師選考と、経済状況を反映して協賛金が減少して

いることから財政的な運営の均衡を図ることが必要である。 

 
 
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おとなのための科学講座Ⅰ 

  ・１億倍で見る原子の世界、空気と圧力の原理を学ぶ 全２回 

  ・参加：１５名 

  ・講座終了後は、子どもフェスティバルのボランティア講師を務める。 

 ②ウィルタ刺繍入門講座 

  ・北方少数民族の伝統技法の基礎 全６回 

  ・参加：９名（延べ５０名） 

 ③おとなのための科学講座Ⅱ 

  ・宇宙と人間、生活の中の電気の原理を学ぶ 全２回 

  ・参加：４３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。 

  ・健康づくり、折り紙、着付け、料理、書道など１０講座 ２９回 

  ・参加 １８７名（延べ３２１名） 

成果 

・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。 

（Ｈ19年度：ロシア語入門 全６回 参加１１名 延べ ４６名）

（Ｈ19年度：パソコン初心者／２回 各全４回 参加２１名 延べ ８４名）

（Ｈ19年度：網走歴史物語 全６回 参加２４名 延べ１１６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。 

（Ｈ19年度：俳句入門ほか１２分野／１６講座 ４７回／参加２３４名 延べ５２０名）

課題 ・子ども講座開設事業と同様に、網走の魅力や価値に関心を寄せることができる学習プ

ログラムを検討する必要がある。 
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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 １０月１０日（金）18:30～20:30 

 ・会 場 エコーセンター2000「大会議室」 

 ・内 容 仕事と家庭責任の調和を考える 

 ・参加者 ８０名（女性５５名、男性２５名） 

 ・運 営 男女共同参画プラン推進協議会との共催 

成果 
・子育てが一段落し、仕事にも慣れた世代が、若い世代に接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。（Ｈ19年度：参加 ７０名）

課題 

・女性学（男性学）を視点とした講座内容や講師を企画会議の中で選考しているが、男

性参加者の拡大を課題に、今後は学習内容やテーマの表現などを工夫することが必要で

ある。 

 
 
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（デモンストレーション） 

       ①わくわく広場 １０講座、②あばしりの広場 ２講座 

       ③伝統文化・異文化体験広場 ４講座、④ものづくり体験広場 ３講座

 ・参加者 １,５００名 

 ・運 営 まなび塾フェスティバル実行委員会との共催 

成果 

・実行委員会方式とし、市民協力事業を中心に、福祉や産業などの新たな学習テーマを

取り入れて開催し、市民にも定着している。 

（Ｈ19年度：４つの広場 ２７講座／参加 １,５００名）

課題 

・学習奨励制度「まなび塾」の制度周知を目的に、学習活動のデモンストレーションと

して始まった事業であるが、当初の目的を捉え直し、フェスティバルのあり方について

まなび塾推進運営協議会や実行委員会との意見交換を行う必要がある。 

 
 
項目 ②成人：コミセンとの連携による移動講座の開催（継続） 

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 

○移動科学教室 

 ・開催日 ２月２８日（木）午前１０時～１０時４５分 

 ・開 場 つくし児童センター 

 ・内 容 傘袋ロケットをつくろう 

 ・参 加 ２０名 

 ・指導者は、網走市子どもフェスティバル実行委員 

成果 
・まなびすと講座を受講した市民が、南小学校下の児童センターと連携し、子どもを対

象とした化学実験・学習を提供した。（Ｈ19年度：実績なし） 

課題 
・コミセンを所管する市民課でも類似した支援事業を新設したことから、学習内容によ

る担当分けなどの役割分担を協議する必要がある。 
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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 ２２３名（１年 １９名、２年 ２０名、３年 ２７名、４年 １９名 

                            生涯研究生 １０３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 ３５名（１年 ２１名、２年 １４名） 

成果 

・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。 

（Ｈ19年度：寿大学 参加２１９名、寿大学院 参加３１名）

課題 
・一般教養講座では、大学生の生活課題を学習テーマとして編成するとともに、クラブ

活動や自治会活動を通した社会参加を促進することが必要である。 

 
 
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 転倒骨折予防 １２件、認知症予防 １４件、救命救急 １件 

      高齢者福祉サービス １件 

 ・参加者 ５４６名 

成果 

・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。（Ｈ19年度：２９会場／参加 ５６４名） 

課題 
・健康管理課による健康学習と、まちづくり宅配トークのメニューを周知し、未実施地

域の老人クラブ等に教室開設を働きかけることが必要である。 
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（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（継続） 

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３０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、ホバークラフト工作、ラジオ体操・子ども会表彰 

   ・参加者 子ども会々員 ４２名、育成者 １４名、ボランティア １７名 

  ⅱ「育成者研修会」８月３０日（土）～３１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 ６名、会員 ７４名、ボランティア １名 

 ②子どもリーダー学級 

 ・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 １９名、中学生 ２名（延べ参加者 １４３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 

・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。 

（Ｈ19年度：子ども大会 参加６５名／会員３６名、育成者２８名、ボランティア１名）

（Ｈ19年度：育成者研修 参加６０名／会員４６名、育成者１２名、ボランティア２名）

(Ｈ19年度：リーダー学級  参加１９名／延べ１１８名)

課題 
・子ども会そのもの、子ども会とリーダー学級との連携のあり方について再考するとと

もに、リーダー養成のために必要なプログラムの精査が必要である。 
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３．芸術・文化活動の充実 

（１）社会教育課 

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平家物語・春の海コンサート～坂田美子・琵琶ユニット びかむ＆木田敦子 

  ・開催日 ７月２０日（日）13:30～15:30 

  ・内 容 琵琶歌・筝・尺八・パーカッションのユニット、筝曲 

  ・参加者 ２１０名 

 ②菊池 彩ピアノコンサート 

  ・開催日 １１月８日（土）18:30～20:30 

  ・内 容 ピアノソロとデュオ 

  ・入場者 ２４１名 

 ③グッド ジャス ナイト網走Part１ 

  ・開催日 １１月２１日（金）18:30～20:30 

  ・内 容 井上淑彦スーパーカルテット 

  ・入場者 １９４名 

 ④グッド ジャス ナイト網走Part２ 
  ・開催日 １２月９日（火）18:30～20:30 

  ・内 容 サイラス チェスナット トリオ 

  ・入場者 ２１６名 

成果 

・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。 

    （Ｈ19年度：３公演／入場者  

              ①青少年音楽教室 ７９名、②朗読とピアノ ２４１名

              ③フォーク １７６名、④竹鼓舌 １１０名） 

課題 
・補助事業を含め、芸術鑑賞事業の供給と需要の全体像を把握するとともに、公演事業

の受託や補助事業の采配ができる市民組織を育成する必要がある。 

 

 

項目 札幌交響楽団網走定期公演の開催（継続・隔年） 

目的 
 網走市民に質の高い優れた音楽鑑賞の機会を提供する事業に助成し、地域の音楽活動

の振興・発展をはかる。 

取組実績 

○第31回札幌交響楽団網走定期公演の開催～偉大な“Ｂ”を集めて＝世界音楽紀行 

   若手実力派指揮者下野竜也氏企画による構成で、あたかも世界旅行を体験してい

  るかのような名曲が、指揮者の解説を交えて披露された。 

  ・開催日 １０月３日（金）18:30～20:15 

  ・内 容 第１部：ビゼー「カルメン組曲」より ほか６曲 

       第２部：ブラームス「交響曲第１番ハ短調」 

  ・入場者 ６５０名 

成果 
・オーケストラの生演奏を鑑賞する貴重な機会として市民から高い評価を得ている。 

（Ｈ18年度：入場者 ７００人）

課題 
・市内全体での芸術鑑賞事業の供給と需要の効率化を図ることとして、H18年度以降は隔

年実施としている補助事業。収入財源としてのプログラム広告収入が減少している。 
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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母べい 

  ・開催日 ８月９日（日）14:00～16:00／18:00～20:00 

  ・入場者 ３４６名 

 ②おくりびと 

  ・開催日 ３月１５日（日）14:00～16:10／18:00～20:10 

  ・入場者 ９７５名 

成果 

・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。 

（Ｈ19年度：２作品 各２回公演／入場者 ①２３９人、②１６０人）

課題 ・特に課題はなく、継続して助成する。 

 

 

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 ７月６日（日）13:30～15:00 

 ・内 容 人形劇「タマゴ」「あやとじろきとおおかみ」 

      ワークショップ 

 ・入場者 ２７３名 

 ・運 営 あばしりファミリー劇場実行委員会 

成果 
・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。（Ｈ19年度：舞台劇／入場者 ２１０名） 
課題 ・特に課題はなく、継続して助成する。 

 
 
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 ２件、③オカリナ １件 

 ・聴衆者 ①２６０名、②１７０名、③ ２０名 

成果 

・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。 

（Ｈ19年度：１０回／聴衆者 ７５０名）

課題 
・発表される分野・団体に偏りが見られるため、市内の音楽愛好者へのさらなる働きか

けが必要である。 
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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 ７月１９日～２１日、７月２５日～２７日、９月１９日～２０日 

  ・会 場 市内中学校、市内高校、市民会館、勤労青少年ホーム 

  ・内 容 管打楽器の表現技法の指導方法 

  ・受講者 ３１８名（小学７８名、中学１１０名、高校１３０名） 

 ②リコーダー講座 

  ・開催日 １１月９日、１１月２６日～２８日 

  ・会 場 エコーセンター2000 

  ・内 容 リコーダーの表現技法 

  ・受講者 １７団体 小中学生１１１名、一般１０名 

○美術部門 

 ①デザイン講座 

  ・開催日 １月２９日～３０日 

  ・会 場 北研社会議室 

  ・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 １８名 

 ②描画講座 

  ・開催日 １２月１３日～１４日 

  ・会 場 市立美術館 

  ・内 容 絵画の表現技法を高める 

  ・受講者 １５名（高校２名、一般１３名） 

成果 
・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

化の活性化が図られた。（Ｈ19年度：音楽部門 参加３８７名、美術部門 ３４名）

課題 ・特に課題はなく、継続して助成する。 
 
 
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

 開催している。 

 ・開催日 ４月２２日（日） 9:30～15:30 

 ・会 場 エコーセンター2000 

 ・内 容 管打楽器の奏法指導 小学生５パート、中学生８パート、高校生６パート

 ・受講者 １１４名（小学生２６名、中学生３４名、高校生５４名） 

成果 
・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図ら

れた。（Ｈ19年度：管打楽器１０パート／受講者７９名） 

課題 ・特に課題はなく、継続して助成する。 
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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・発展を図る。 

取組実績 

○展示部門 

 ①子ども書道展：１０月３日～８日 

 ②盆栽展：１０月１２日～１４日 

 ③市民創作展（手工芸・絵画・華道展）：１０月２４日～２８日／１１月１日～４日

 ④子ども創作展：１１月１３日～１８日 

 ⑤陶芸展：２月２２日～２４日 

○舞台部門 

 ⑥舞台芸能発表：１０月２８日（日） 

 ⑦市民合唱フェスティバル：１１月１１日（日） 

成果 

・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。 

      （Ｈ19年度：①子ども書道展、②盆栽展、③市民創作展、④子ども創作展

            ⑤陶芸展、⑥舞台芸能、⑦市民合唱   

課題 ・特に課題はなく、継続して共催する。 
 
 
（２）美術館 

①収蔵作品の公開 

項目 郷土作家・居串佳一の作品公開及び収蔵作品の展示公開（常設展） 

目的 
居串佳一などの郷土作家や地縁作家、オホーツクに主題を持つ作家などの作品を収集・

保存・調査・研究し公開することで次世代に引き継いでいくことを目的とする。 

取組実績 

常設展 

開館日数 297 日 

観覧者数 高校生以上 2,699 名 小中学生以下 999 名 合計 3,698 名 

成果 
常設展の観覧者数は１９年度（4,219 名）より減少している。原因は昨年度より企画展の

観覧者が減っているためである。 

課題 
常設展の観覧者数の増加は、企画展の観覧者数を伸ばすことでさらに伸びるが、常設展

自身の展示方法にも工夫が必要である。 

 

 

項目 収蔵作品公開の充実（準常設展） 

目的 網走市立美術館所蔵作品を広く市民に対して展示・公開し、鑑賞教育の普及に資する。

取組実績 

所蔵作品展 ４月５日～４月２７日（１９日間） 

      観覧者数 高校生以上 154 名 小中学生以下 49 名 合計 203 名 

      ２月２８日～３月２２日（１９日間） 

      観覧者数 高校生以上 143 名 小中学生以下 98 名 合計 241 名 

所蔵作品と北西海岸インディアンの版画展 ８月２日～８月３１日（２６日） 

      観覧者数 高校生以上 315 名 小中学生以下 32 名 合計 347 名 

      作品解説会  

8 月 2 日 講師 斎藤玲子（北方民族博物館学芸員）10 名参加 

8 月 3 日 講師 当館学芸員 6 名参加 

成果 
所蔵作品だけでなく、国立民族博物館所蔵の版画とあわせて展示することで、興味関心

を引くことができた。 

課題 
コレクションとコラボできる内容の企画・発想を広げる必要がある。同じような企画で

はやはり市民の興味関心を引くことができない。 
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②企画展の開催 

項目 シリーズ北を描く『木田金次郎と生まれ出づる悩み展』の開催 

目的 

有島武郎の小説『生まれ出づる悩み』のモデルとなり生涯を通じて故郷岩内で制作を続

けた画家木田金次郎を紹介し、文学愛好者、絵画愛好者双方が親しみやすい企画展を開

催する。 

取組実績 

会 期  ９月１３日～１０月２６日（３８日間） 

観覧者数 高校生以上 746 名 小中学生以下 401 名 合計 1,147 名 

作品解説会 ９月１４日 当館学芸員 （40 名参加） 

美術講演会 ９月２７日 岡部 卓 （木田金次郎美術館 学芸員）（28 名参加） 

作品解説会 １０月１２日 当館学芸員 （13 名参加） 

成果 

本展開催で観覧者数は 1,100 名を越え、小中学生以下が３５％を占めるなど喜ばしい結

果となった。要因は小中学生の団体鑑賞が大きく、団体鑑賞を決めた担当教諭の影響は

大きかった。また、文学に興味を持つ市民の関心も大きかった。 

課題 

作品の借用時・返却時や展示期間中の温度・湿度の管理などには神経を使っていたが、

普段の環境から変化したことにより、返却時に作品に亀裂・剥離が発見された。今後の

取扱いには、更に注意をしていく必要がある。 

 

 

項目 現代作家シリーズ『北海道現代具象展』の開催 

目的 
北海道在住または北海道出身の作家によって構成する『具象』をテーマとした展覧会の

開催によって、道内美術の動向と現代作家の作品を紹介する。 

取組実績 

会 期  １１月１日～１１月２６日（２３日間） 

観覧者数 高校生以上 264 名 小中学生以下 20 名 合計 284 名 

作品解説会 １１月２３日 伊藤光悦氏（二紀会会員・道展会員）（44 名参加） 

成果 作品が具象作品であるため、鑑賞する広い層にアピールできる作品展であった。 

課題 
観覧者の小中学生の割合が７％と低いため、次の世代を担う層に対してアピールが必要。

また、各学校に対して美術館として宣伝することが必要である。 

 

 

③移動展の開催 

項目 『楽しい子どもの美術展』の開催 

目的 国内外の児童・生徒の作品を展示し、広く鑑賞教育の普及に資する。 

取組実績 

会 期  ５月１０日～６月１日（２０日間） 

観覧者数 高校生以上 83 名 小中学生以下 144 名 合計 227 名 

ワークショップ「お面をつくろう！」  

５月１７日 当館学芸員（14 名参加） 

成果 市内の児童・生徒に作品を鑑賞してもらうことができた。 

課題 更に美術館に足を運んでもらえるよう工夫が必要である。 

 

 

項目 『第 49 回北海道書道展 網走移動展』の開催 

目的 第 49 回北海道書道展 網走移動展を開催し、鑑賞教育と書道の普及に資する。 

取組実績 

会 期  ７月５日～７月２７日（２０日間） 

観覧者数 高校生以上 241 名 小中学生以下 53 名 合計 294 名 

作品解説会・揮毫会 

７月１２日 講師 大川一濤氏・小泉一雄氏（43 名参加） 

成果 
前年度より鑑賞者数が伸び、小中学生の観覧者も増加した。揮毫会の開催により、直接

目の前で制作されたことは観覧者にとってもわかりやすかった。 

課題 

絵画も書道も市内の団体などは高齢化が進んでいるため若い層（20 代～30 代）の鑑賞者

を増やしたい。北海道書道展は公募展であるため若い層の市民が出品し展示されること

が望ましい。 
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項目 『第 55 回写真道展・第 26 回学生写真道展 網走移動展』の開催 

目的 北海道内の写真公募展移動展を開催し、鑑賞と写真の普及に資する。 

取組実績 

会 期  １月１７日～２月１０日（２１日間） 

観覧者数 高校生以上 177 名 小中学生以下 5名 合計 182 名 

作品解説会２月１日 講師 佐古寛氏・佐々木砂宗氏（3名参加） 

成果 H17・18 年は 100 名を切っていた観覧者数が、昨年に引き続いて増加している。 

課題 
写真への関心の有無にかかわらず、広い層に鑑賞してもらうため企画展でも写真展を検

討する必要がある。 

 

 

④講座・教室の開催 

項目 楽しい子どものワークショップの開催 

目的 ワークショップの開催により市内児童に対して造形教育への興味や関心を高める。 

取組実績 ワークショップ「お面をつくろう！」５月１７日 当館学芸員（14 名参加） 

成果 親子で参加する児童もあり、楽しむことができた。 

課題 開催する場所や指導の関係で、参加数が増加しすぎると対応できなくなる。 

 

 

項目 夏休み版画講座の開催 

目的 夏休みの図工講座を開催することにより、学校以外でも造形の楽しさと喜びを伝える。

取組実績 開催日 8月 5 日 講師 当館学芸員 参加者 10 名 

成果 10 名が参加し、4種類の版画技法の違いを学び、作品を作った。 

課題 
参加後に各自で版画や美術に興味を持つところまでできるよう、指導方法を工夫する必

要がある。 

 

 

項目 鉛筆デッサン入門講座の開催 

目的 初心者の実技講座を開催し、新たに美術に対し興味関心を持ってもらう。 

取組実績 
１２月１８日～３月５日（連続 10 回講座） 

参加者 １４名 

成果 鉛筆デッサンの基本を学び『デッサン入門講座受講者作品展』（3・24～29）で発表した

課題 継続して学べるようなサークルなどが必要である。 
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（３）図書館  

 

 ①幅広い資料収集・保存 

項目 ①図書資料及び視聴覚資料の購入 

目的 新鮮で魅力ある資料の収集を図り、読書への興味や関心を深め文化向上に寄与する。 

取組実績 
・資料購入数：図書資料 6,073冊、視聴覚資料 22点、雑誌 107誌、新聞 9紙 

・図書館蔵書数 ｈ20年度－184,710点 、ｈ19年度－178,843点、年度増5,867点 

成果 

・市民の読書に対する興味・関心を高め、新たな図書等の資料提供がなされた。 

・図書館入館者103,373人（対前年100％）、貸出人数53,637人（対前年103％） 

 貸出冊数236,608冊（対前年99.4％） 

課題 

・除籍による計画的新書購入（一定規模の予算措置必要）。 

・資料保存（書架）スペースの狭溢と収集冊数とのバランスある購入。 

・将来的な蔵書方針や購入整備方針の新たな検討。 

 

 

項目 ①地方資料、行政資料の収集保存 

目的 郷土の歴史や文化を後世に伝える資料の収集・保存を図る。 

取組実績 

・購入資料数 120冊 

・蔵書冊数 20,854冊（前年度20,475冊） 年度増379冊 

・地方新聞購読 地元紙1紙、地方紙1紙 

成果 
・貴重な地方資料や行政資料の収集・保存を図ることができた。 

・地元新聞保存－Ｓ24年分からの保存継続、地方新聞－Ｓ25年分からの保存継続 

課題 
・地方新聞等の紙面劣化と保存スペースの確保。 

・未整理となっている古い寄贈等による資料等の整理。 

 

 

項目 ①地方資料整備事業（電子化推進事業） 

目的 
地方資料（地元新聞）の紙面劣化と保存スペースの確保のため、資料の電子データ化（Ｄ

ＶＤ）を図り、効果的且つ永続的な地方資料の保存を行う。 

取組実績 

・約60年分の資料であることから、数年をかけてデータ化を図るものとし、20年度は電

子化準備年度として、必要な機材（スキャナー、パソコン）のリース及び購入を行っ

た。 

・データ化作業は21年度から開始予定。 

成果 
・地方資料（地元新聞）のデータ化への基礎準備が完了し、明年度からのデータ化作業

が可能な環境を整えることができた。 

課題 
・新聞等の電子化整理終了後の市民への閲覧提供の取扱い。 

・毎日出る新たなデータの作成保存方法。 

 

 

 ②各種事業の開催 

項目 ②ボランティア養成講座 

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 

・中級者朗読講習会（ＮＨＫ全国朗読セミナー） 

10月9日開催  ボランティア15名受講 

・初心者向け朗読講習会（地元講師による自主開催） 

3日間の講習開催（10/30、11/6、11/13） ボランティア14名受講 

成果 

・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、読み聞かせ会など、広範囲な活動におけるボランティアの方々の技術の

向上や意識の向上が図られた。 

課題 ・中級までの講座扱いとしているので、上級コースの開催検討。 

・朗読講習会以外のボランティア養成講座の検討。 
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 ②各種事業の開催 

項目 ②講演・講習会の開催 

目的 図書館や読書への関心や興味を高め図書館の利用促進を図る。 

取組実績 

・みやにしたつや絵本原画展の開催 6/28～7/6 （絵本原画の展示） 

・「みやにしたつや・あきひろ講演会」の開催（ボランティア団体との共催） 

・「子ども読書の日」絵本展他､「読み聞かせ会」､「夏・冬お楽しみ会」､「1日図書館

員体験教室」など図書館への関心や興味を持ってもらう行事を開催。 

成果 

・絵本原画展   期間中来館者 3,146名 

・読み聞かせ会（毎週土曜日開催） 参加 703名 

・親子を中心として講演会や事業等の開催により読書や図書館への興味・関心を高め図

書館の利用促進を図ることができた。 

課題 
・新鮮で多くの人が興味を引く講演会や催しなどの開催。 

・開催、参加、利用の効果的ＰＲ。 

 

 

項目 ②図書館まつりの開催 

目的 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・たんか大会（俳句1,125点、短歌207点 出展） 

・おたのしみ会（ボランティア団体開催人形劇） 参加150名 

・もったいないばあさんショー 参加150名 

・古本市（ボランティア主催）300名来場、販売冊数4,011冊 

・他、ぬり絵展、レコード鑑賞会、本が泣いている展示、布絵本展等開催 

成果 
・当日約800名（各行事累計参加者）の参加を頂き、ボランティア団体との協働を行い図

書館活動への関心と興味を高めることができた。 

課題 
・図書館開館と併せての開催であるため、各行事への人員の配置とボランティアとの円

滑な連絡調整。 ・新鮮な行事等の開催。 

 
 
 ③利用者サービスの充実 

項目 ③ふるさと学習支援事業 

目的 
地域情報の発信を図書館の新たな役割とし、地域資料等の有効利用も含め、市民がふる

さと網走を学習する機会の提供を行い効果的な図書館利用の促進を図る。 

取組実績 

・テーマ別特別展示を5回開催 

・1「みんなで防ごう地球温暖化」、2「網走と捕鯨」、3「網走の漁業」、4「流氷」 

5「流氷街道網走」の5回開催 

・展示は、関係書籍・写真・パンフレット・借受資料や展示物による資料展示。 

成果 
・地域の特色や歴史・現在、地域の特性等、図書館所蔵資料の活用と併せ関係者の協力

を得てふるさと紹介の効果的展示を行うことができた。 

課題 
・地域特性のテーマ選択や、展示物・内容等の熟知の必要性がある。 

・単発な事業展開となり、展示内容等の蓄積が難しい。 

 
 

項目 ③インターネット蔵書公開 

目的 インターネットによる新たな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 

・インターネット（図書館ホームページ）による所蔵資料の検索、新着・新刊案内、各

種お知らせ、予約サービス（登録者のみ）等が行われた。 

・アクセス数 344,861件 ・パスワード登録138名 ・予約利用者138名 

課題 

開設してから1年足らずで多くのアクセス数があり、新たなメディアとしてのインターネ

ットによる各種サービスの提供が行われ利用者サービスが向上。また、予約等において

は従来、電話連絡応対していたがメールによる対応可能となり業務効率が向上した。 

課題 ・定期的な内容更新と、システムトラブルへの対応。 
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 ③利用者サービスの充実 

項目 ③祝日開館の設定 

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 

・条例で開館を定めている5/5・11/3以外の祝日において、ｈ20年度試行として土曜・日

曜日が祝日と重なる日の開館を行った。 

・試行祝日開館日：5/3、5/4、11/23の3日間開館。（開館時間9：30～17：00） 

・利用実績：5/3（295名）、5/4（248名）、11/23（907名・ｴｺｾﾝ行事と重複） 

成果 

・通常土日利用者約450名に対し、試行開館約250名と通常比較で下回る結果となった。

・祝日開館による利用者の利便性向上が図られた。 

・試行開館により利用状況や傾向の把握が行われた。 

課題 
・祝日開館要望は定期的に出されているが、費用対効果・職員の休日対応・新規職員の

雇用等が必要となり、施策的な方向での検討が必要である。 
 
 

項目 ③学校巡回図書（クリオネ文庫）推進事業 

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 

・子供の読書活動の推進として、身近な場所（学校）で本に親しむ環境作りを推し進め

ることとし、小学校各学級に30冊ずつの図書を配置（1ヶ月ごと巡回）。 

・ｈ18年度は1・2年生、ｈ19年度は3・4年生の各クラスへの配本実施。 

・ｈ20年度は、ｈ21年度早々に5・6年生への配本の配布予定とし、市内全クラスの文庫

体制を完備するための図書の購入を行った（1,260冊）。 

・現在（1～4年生）のクリオネ文庫配本数 62学級、2,520冊 

成果 

・図書館へ来ることができない遠方の小学校を含め、市内全小学生に身近に図書に親し

む環境作りを行うことができた。 

・学校での短い休み時間や授業等で活用され、学校からも好評を得ている。 

課題 

・各学校の協力なしでは実施できないものであることから、学校の理解が必要である。

・学校図書とのすみ分け。 

・学校図書との連携。 

 
（４）博物館 

 郷土の歴史と自然を学ぶ機会の充実 
項目 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30日 入場者381人 

・「呼人半島の自然展」の開催 

  ８月１日～９月30日 入場者878人 

成果 
・郷土を代表する古代文化と貴重な自然が残されている呼人半島の展示を通じて、身近

にある貴重な文化、自然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。 

課題 ・より多くの市民の来場をえるため関連事業や広報活動の充実が課題である。 

 

 

項目 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 

  マンボウ、ギンブナ、ウグイ、チカ、キュウリウオ等､魚類の剥製７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）２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。 

課題 
・収蔵した新資料の有効的な活用のため、限られたスペースでの展示方法の改善が早急

な課題である。 
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項目 モヨロ貝塚発掘調査 

目的 
国史跡モヨロ貝塚の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 

・平成15～20年度実施してきたモヨロ貝塚の発掘調査の成果を報告書として刊行 

 （Ａ４版、６００頁） 

・モヨロ貝塚整備の検討委員会の開催と整備基本計画の策定 

成果 

・継続してきた発掘調査の成果をまとめ、モヨロ貝塚の概要を把握することができた。

その成果をもとに、モヨロ貝塚整備の基本的な方針、保存や活用にむけての全体的な計

画が策定できた。 

課題 
・モヨロ貝塚は国史跡であり保安林内であるため、担当部署の文化庁及び林野庁などの

関連機関との協議、調整が課題である。 

 
 
 
４．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 ②全国・全道大会の開催支援（継続） 

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、各種目の競技力向上と普及更

には地域の活性化が期待される。 

取組実績 

・北海道朝野球大会 

・国体ボート競技北海道大会 

・東日本軟式野球北北海道大会 

・北海道小学生バレーボール大会 

成果 

各競技団体が主体となり全道大会が開催され、多くの競技者・関係者が訪れた。レベ

ルの高い大会が行なわれ競技力と協会の運営能力の向上が図られるとともに地域の活性

化が図られた。 

課題 大会の規模によっては、支援(補助金)の縮小・削減についての検討が必要である。 

 
 

項目 ③スポーツ合宿の誘致（継続） 

目的 
国内トップアスリートをはじめ多くの競技者が環境の良い当市で合宿を行なうことに

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  １，１３５名   延 １１，０７８名 

陸上競技  ２６団体    ５４７名   延  ５，４３０名 

その他    ５団体     ８３名   延    ５６２名 

計   ５０団体  １，７６５名   延 １７，０７０名 

成果 

ラグビー・陸上競技長距離を中心に合宿が行われた。ラグビーについてはここ数年ト

ップチームによる「網走ラグビーフェスティバル」を開催し多くの観客が訪れ、その模

様はＣＳ放送で１時間番組として放送され、当市がラグビー合宿のメッカであることを

広くＰＲできた。また東芝のスタッフに講師をお依頼し、市内小学生対象にタグラグビ

ー教室を開催し、競技の普及等も図られた。 

多くのアスリートが網走合宿を行うことによりスポーツ振興と地域の活性化が図ら

れた。 

課題 
 更なる環境整備(陸上⇒クロカンコース ラグビー⇒スポトレトレーニング施設等の

充実)が今後、スポーツ合宿事業を推進していく上で必要である。 
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項目 ④スポーツイベントの開催（継続） 

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する事業までさまざまな事

業を展開し、市民の健康の維持・増進、スポーツへの意識の高揚を図る。 

取組実績 ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会   選手１９８名 観客４５０名 

オホーツクサイクリング              ９２８名 

市民スポーツフェスティバル          ３，６６２名 

市民健康まつり(健康体力診断)            ７９名 

スポーツ少年団体力測定               ８９名 

オホーツク歩くスキーの集い            １１５名 

藻琴山歩くスキーツアー               ４４名 

スポーツ少年団スーパードッジボール大会 １４チーム１２９名 

成果 上記イベントを開催し、それぞれの目的は概ね達成できた。 

課題 今後イベント開催の周知方法等を工夫し、参加者及び観客の動員数の増加を図ること

が必要である。 

 
 
 （２）スポーツ団体・指導者の連携協力及び支援 

項目 スポーツ団体・指導者の連携協力及び支援（継続） 

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

興をより積極的に推進する。 

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(文科省公認講習会) 

・スポーツ少年団の育成 

  登録団体数    ２２団体 

  団員数     ７８５名 

  指導者数    １３１名 

 指導者講習会への参加支援 

・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 

各団体が積極的にスポーツに取り組むことにより、各種目の競技力向上、団体の充実

が図られるとともに、スポーツ課の事業への協力もいただきより良い事業展開が図られ

た。 

課題 

多くの団体が指導者の不足・高齢化の問題がある。 

地域スポーツ振興会については、現在４団体活動しているが各団体とも運営資金面にお

いて苦慮している。 

 
 
 （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（新規・継続） 

目的 スポーツへの参加機会の拡充、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    アリーナ照明器具取替、総合体育館屋根改修 

・陸上競技場の改修    アスレティックタイマー購入、写真判定装置メンテナンス

・オホーツクドームの整備 機械メンテナンス、ＡＥＤの設置 

・桂町球技場の整備    グランドの新設 

・ボート競技場の整備   コース設置 

・スキー場の整備     原動機メンテナンス 

・市民プールの整備    

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

び活用につなげる。 

課題 
各施設の老朽化が進み、大規模な改修の必要にせまられているところが多くなってき

ている。 
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Ⅲ 教育委員会の活動状況 
 

１．教育委員の就退任状況 

 

  委員長：新谷 哲也（平成14年12月27日就任、委員長 平成19年6月29日就任） 

  委 員：本間 弘哉（平成15年12月24日就任） 

      山崎ひとみ（平成19年 6月29日就任） 

      齊藤 悟 （平成20年10月 1日就任） 

      三枝 光子（平成11年10月 1日就任、平成20年9月30日退任） 

  教育長：木目澤一三（平成17年 4月 1日就任） 

 

 

２．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｡また、案件

等について事前に意見交換や協議をする必要がある場合には、教育委員会協議会を開

催している。 

平成２０年度の教育委員会議等の開催状況は、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20年 

4月1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20年4月1日付け校長・教頭人事について 
 

原案

可決

２ 平成20年 

5月26日 

４名 議案第１号 網走市図書館条例施行規則の一部改正について 

議案第２号 網走市体育指導委員の委嘱について 

議案第３号 学校職員の処分内申について 

議案第４号 学校職員の評価制度の実施について 

議案第５号 網走市の教育目標（ 終案）について 

議案第６号 「（仮称）網走市学校教育基本計画」 

の策定方針（案）について 

議案第７号 学校職員の処分内申について 

報告第１号 平成 20 年度網走市社会教育推進計画について 

報告第２号 平成 20 年度網走市スポーツ推進計画について 

報告第３号 学校職員の評価制度（試行）の実施結果について 
 

原案

可決

３ 平成20年 

6月25日 

 

 

 

 

４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 網走市博物館協議会委員の委嘱について 

議案第２号 網走市学校保健委員会委員の委嘱について 

議案第３号 網走市就学指導審査会委員の委嘱について 

議案第４号 網走市奨学生選考委員会委員の委嘱について 

議案第５号 第 9地区教科用図書採択教育委員会 

協議会委員の任命について 
 

原案

可決
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４ 平成20年 

8月22日 

４名 議案第１号 平成 20 年度補正予算要求について 

議案第２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３号 網走市美術館協議会委員の委嘱について 

議案第４号 平成 21 年度小学校及び中学校 

教科用図書の採択について 
 

原案

可決

５ 平成20年 

10月1日 

５名 選挙第１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 網走市教育委員会教育長の任命について 

議案第２号 教育財産の取得の申し出について 

議案第３号 網走市就学指導審査会委員の委嘱について 

議案第４号 教育委員会事務局職員の任免について 
 

原案

可決

６ 平成20年 

10月20日 

５名 ＜協議会＞ 

・学校における事件の内容報告とその対応策について 
 

－ 

７ 平成20年 

11月21日 

４名 議案第１号 平成 20 年度補正予算要求について 

議案第２号 学校職員の処分内申について 

報告第１号 網走市屋内ゲートボール場に係る 

指定管理者の選定結果について 

報告第２号 時間外勤務手当等請求上告事件に係る結果について 
 

原案

可決

８ 平成20年 

12月25日 

４名 議案第１号 平成 21 年度教育予算の要求について 
 

原案

可決

９ 平成21年 

2月13日 

４名 議案第１号 平成20年度補正予算要求について 

議案第２号 網走市体育施設条例の一部改正について 

議案第３号 網走市立学校に勤務する職員の勤務等 

に関する規程の一部改正について 

議案第４号 網走市教育委員会事務点検・評価報告書について 

議案第５号 網走市学校教育計画について 

議案第６号 平成 21 年度教育行政推進方針について 

議案第７号 平成 21 年度教育予算について 
 

原案

可決

10 平成21年 

3月20日 

５名 議案第１号 平成21年度校長人事の内申について 

議案第２号 平成21年度教頭人事の内申について 

議案第３号 網走市教育委員会事務局組織規則の 

一部改正について 

議案第４号 網走市立学校管理規則の一部改正について 

議案第５号 網走市教育委員会所管施設の使用料減額 

又は免除に関する基準の一部改正について 

議案第６号 網走市教育委員会事務局職員の任免について 
 

原案

可決

11 平成21年 

3月24日 

５名 議案第１号 教育委員会職員の任免について 
 

原案

可決

  ※上記のほか、協議会・話し合い等も開催している。 

 

 

 

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｡ 
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時 期 区 分 概         要 

平成20年4月7・8日 入学式 小学校3校、中学校3校、延べ6名  

平成21年3月13・19・24日 卒業式 小学校6校、中学校1校、延べ7名 

平成20年8月27日 施設見学 
北海道都市教育委員会連絡協議会総会での視察同行

（当市開催でスポトレほか） 

平成21年1月11日 成人式 委員長他（場所：エコーセンター） 

※上記のほか、教育委員会が主催する各種イベント等にも出席している。 

 
 

区     分 出席者 時  期 

教育長部会 教育長 平成20年4月18日 

教育長部会 役員会・総会 教育長 平成20年5月12日 

総会 委員長他 平成20年6月12日 

網走ﾌﾞﾛｯｸ総会・研修会 委員長他  平成20年7月4日 

教育長部会 教育長 平成20年7月25日 

教育長部会 教育長 平成20年9月2日 

教育長研修会 教育長 平成20年10月23～24日 

教育委員大会・功労者表彰 委員長他 平成20年12月8日 

教育長部会 教育長 平成21年1月8日 

網走管内 

教育委員会協議会 

教育長部会 教育長 平成21年2月24日 

教育長会春季総会（芦別市） 教育長 平成20年5月8日 

総会（網走市） 委員長他 平成20年8月26～27日 

北海道都市 

教育委員会 

連絡協議会 教育長会秋季総会（苫小牧市） 教育長 平成20年11月4日 

全国都市 

教育長協議会 
総会（香川県高松市） 教育長 平成20年5月15～16日 

市町村教育委員会 新任教育委員研修会（札幌市） 委員２名 平成21年2月9日 

※上記のほか、各種の会議等にも出席している。 

 

(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２０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（市議会に係る報告を含む。） 

・ 各種行事・イベント等の開催案内 

・ 学校職員の評価制度の試行について(H20.4.1) 

・ ２学期制の実施状況について（H20.5.26） 

・ 給食費の改定状況について（H20.5.26） 

・ 高校再編のその後の状況について（H20.5.26） 

・ 網走市の教育目標掲示用ポスターの図案決定及び配付について（H20.6.25） 

・ 学校教育計画策定会議に係る委員決定について（H20.6.25） 

・ 公立高等学校配置計画案について（H20.6.25） 

・ 北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会（当市開催）の概要について（H20.8.22） 

・ 網走市学校教育計画策定に係る進捗状況について（H20.8.22）（H20.11.21） 

・ あばしり学校教育子ども会議の報告について（H20.10.1） 
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・ 学校における事件の経過報告について（H20.11.21） 

・ 教育委員会の点検・評価について（H20.11.21） 

・ 桂町球技場の事業経過について（H20.11.21） 

・ 携帯電話に関するアンケート調査結果について（H20.12.25） 

・ 教員異動者に係る服務の宣誓について（H20.12.25） 

・ 冬季スポーツ施設のオープン予定について（H20.12.25） 

・ 学校内の禁煙状況について（H20.4.1）（H20.12.25） 

・ 学校の校舎内禁煙の実施について（H21.3.20） 

 

３．教育委員による内部評価 

 

・教育委員会内にある各委員会、運営委員会等の委員長等と教育委員との話し合いを

実施し、委員会機能の活性化を図っていきたい。 

・学校活動の情報提供などを基に、校長会、教頭会、他団体等との意見交換などによ

り、さらにお互いの理解の深化に貢献する活動に努めていきたい。 

・教育委員及び教育委員会事務局が一体となって、活発な意見を出し合いながら取り

組みを行っているが、学校教育においては、現状・課題・取り組みの状況等が教育

委員にさらに伝わるよう、一層事務局との連携を図っていきたい。 

・教育委員会事務の遂行状況を委員へ速やかに通知するなど、緊密化をさらに進める

必要がある。 

・活発な社会教育活動の理解を深めるよう、今後も社会教育活動に積極的に参画して

いきたい。 

・学校行事における国旗・国歌のあり方に対する取り組みの徹底を図っていきたい。 

・市民に信頼される教育を実現するため、ホームページや広報紙を通じて、具体的な

活動内容を更に公表できるよう、他市の状況なども研究して進める必要がある。 

・前年度の教育委員による内部評価の意見についても、引き続き配慮して執り進める

必要がある。 

   

（前年度の教育委員による内部評価の意見）   
 

・教育委員の活動が学校教育関係に重きがある面もあるが、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検討していきたい。 

・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。 

・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。 

・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

ても報告される体制整備に努めたい。 

・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理解できるような体制の整備に

努めたい。 

・ＰＴＡ連合会との連携を図りながら、保護者等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

深めるよう努めたい。 
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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２２年１月１２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、平成２０年度（平成１

９年度事業分）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 

 

【総 評】 

 

  事業や活動そのものは、概ね妥当に実施されていると判断します。 

  昨年度と違って、課題が記載されるようになったことは大変良いことであり、こ

の課題が次年度の方針決定に反映されることを望みます。 

  なお、特に望んでいることを“個々の評価”に代え記載いたします。 

 

【個々の評価】 

 

学校教育の推進 

 

１．幼稚園の振興 

（１）幼稚園教育の振興 

  ○幼稚園と小学校の一層の連携推進 

 《理由》 

    幼稚園教育の重要性は、いうまでもないことですが、“小１プロブレム”問

題が全国的に叫ばれています。 

中央教育審議会審初等中等教育分科会教育課程部会（第3期第32回／

H18.9.12）配布資料３－１幼稚園教育の現状と課題、改善の方向性（検討素案）

の４つの課題の中の１つに「発達や学びの連続性を確保する観点から、小学校

教育への円滑な移行を図るために、幼稚園教育と小学校教育の具体的な連携方

策を示し、教育課程上の改善を図る必要がある。」と揚げられています。私立

の学校（幼稚園）は、網走市教育委員会が所轄庁とはなりませんので、教育内

容に及ぶことが出来ないことと思いますが、21年度から施行されました網走市

学校教育計画「きらきら あばしりっ子プラン」中の施策25にある「学校にお

ける連携・交流の推進」の中で幼稚園と小学校の連携についても記されていま

すので、一層推進されますことを望みます。 

 

２．義務教育の充実 

（１）教育環境づくり 

  ○校庭の花壇や畑の整備及び協力ボランティアの対策 
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《理由》 

   子どもの体験不足が指摘されています。特に、小学生に花や作物の栽培を積

極的に体験させることが必要と思います。自然の観察、土に親しむ、労働の大

切さ、食育等、いろいろな面で教育効果が期待できます。既に取り組まれてい

る先生もおられますが、学級差・学校差があるように思います。幸いにも市内

の学校には、花や作物を栽培体験させる用地があるようですから、利用可能な

ように整備し、学校をあげて取り組まれることを望みます。 

 

（２）教育内容等の充実 

  ○北海道教育委員会に、学校司書教諭及び栄養教諭の配置・増員の要請 

《理由》 

  学校司書教諭： 文部科学省による全国学力テスト等で全国的に児童・生徒の

読解力の不足が指摘されています。国語ばかりか算数・数学でも文章題にお

いては、質問の意味が読み取れないとも言われています。これは、子どもの

“本ばなれ”に起因するところが大変大きいです。日常の業務に追われてい

る教師にとって図書に関し指導していただける学校司書教諭の存在は大変

力強いものがあります。本来なら全学校に配置されるべきと考えますが、学

校図書館法の改正で平成 15年からは 12学級以上の学校には必置職となりま

した。網走市立の学校では 12 学級以上の学校には 1 名は配置されているよ

うですが、実際に業務を円滑に進めるためには複数の配置が必要です。 

栄養教諭： 平成 17 年 6 月「食育基本法」が制定され、それより少し早く平成

17 年 4 月より栄養教諭制度がスタートしました。今日、食育の重要性につい

ては申すまでもないところです。その栄養教諭が不在の学校の方が多いとい

う現状を考え、全道的に栄養教諭が不足であることは承知していますが、１

校でも多く不在の学校がなくなることを望みます。 

 

  ○小学校における理科・英語教育を効果的に進める施策の推進 

《理由》 

  理科： 学習指導要領の改訂により実習・実験教材が多くなります。小学校の

先生の場合、理科の専門家の方ばかりではありません。理科の専門家でない

先生も取り組みやすい市独自の教師用指導書や理科実習・実験補助ボランテ

ィアなどの施策を望みます。 

  英語： 平成 22 年度から小学校での英語教育が始まります。国の予算から「英

語ノート」が削減されるようでしたら市独自あるいは他市町村と共同での

「英語ノート」的教材の制作が望まれるのではないかと思います。 
※平成 22 年１月の状況で記載 

 

（３）通学環境の整備と子どもの安全確保対策の充実 

○「子どもの安全対策事業」の充実 

《理由》 

  子どもの登下校に、保護者が自家用車で送り迎えすることを拒否できない今

日の不安状態は異常です。そういった中で、子どもだけで安心して登下校が出

来るよう協力をしてくださる方や設備などの一層の対策が望まれます。 

 

（４）生徒指導及び教育相談体制の充実 

○「子どもの生活習慣育成事業」の更なる強化 
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《理由》 

   夕食後の間食、遅寝、遅起、朝食欠食という生活の乱れから「疲れる」「イ

ライラする」等の不定愁訴を感じる児童・生徒の割合が増えてきていることや、

少女向け雑誌にも“わいせつ的図画”が掲載されるようになったとか、少女の

妊娠が低齢化してきているなど、学校教育のみでは対応が出来なくなってきて

おり、更なる対策が望まれます。 

 

（５）特別支援教育の充実 

○特別支援学校（網走養護学校）と通常校との連携強化 

《理由》 

    これまでの特殊教育の対象だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、

器質的な障害（視覚障害・聴覚障害・運動機能障害・知的障害等）に加え、発

達障害者支援法に定義される LD、ADHD、高機能自閉症等も対象としており、支

援の必要な児童生徒数が増え、特別支援教育は、現代公教育の重要な一領域で

です。 

  ○「特別支援教育担当教員等への研修事業」の充実 

《理由》 

この取り組み実績では“特別支援研修会の開催”（実績なし）と記載されて

いますが、早期に開催され、各学校の「特別支援教育コーディネーター」担当

の先生が名目の係りではなく実質で活躍されるよう、また学校によって取り組

みに温度差がないよう学校担当者並びに行政ともども研修されることが望ま

れます。 

 

（６）開かれた学校づくり 

○「地域と学校との人的交流の推進」の充実 

《理由》 

   課題として「ボランティアの人材確保と発掘が必要である」とあります。こ

れは必要なことと思います。定年退職や仕事から離れられた方には、何か社会

にお役立てしたいと考えられている方もおられると思います。各町内会長を通

じ、市民へ積極的に呼びかけられる等が望まれます。 

 

３．高等教育等の振興 

（１）高等学校の振興 

   ○「網走南ヶ丘高等学校定時制振興補助事業」の充実 

《理由》 

課題として「補助金の支払い方法の見直しを検討する必要がある」と記載さ

れています。 

定時制課程は、今や、経済的理由の生徒ばかりでなく、義務教育時代、引き

篭もりで学校に登校できなかった生徒、もう一度学び直そうという市民の方が

通学している現状を考えるとき、教材・教具の充実のみならず、定体連大会（高

等学校定時制通信制体育大会）、定時制弁論大会等の遠征費へも利用できる

補助金として定時制振興会へ支払されることが必要ではないかと考えます。 

 

（２）東京農業大学生物産業学部との連携 

  ○「東京農業大学生物産業学部との連携」の継続 
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《理由》 

課題として「学生ボランティアの確保」とありますが、学生がボランティア

活動をすることによって、いろいろな体験ができ、大学としては“させたい”。

学生も“したい”と望んでいます。しかし、学生は今日の世界的不況で親から

の仕送りの関係上、アルバイトもしなければならず、ボランティアとしての活

動が制限される状況にありますが、今後の連携の継続をお願いします。 

 

 

（３）奨学資金貸付制度の充実 

  ○奨学資金貸付制度の更なる充実 

《理由》 

   世界的不況から経済的に困っている家庭が増えています。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、中学校低学年から学習意欲をなくす

る生徒もおります。奨学資金貸付制度があることを知っていれば、高校選びや将

来の進路に希望を持って学習に意欲を出す生徒もいると思います。中学校低学年

から奨学資金貸付制度の周知が望まれます。 

 

 

社会教育の推進 

 

１．生涯学習の基盤整備 

○「学社融合事業“まちの達人出前事業”」の取組について 

《理由》 

   これは、大変良い企画と思います。各学校の更なる活用が望まれます。しかし、

１校あたりの上限があることから利用しづらい点があるのではないかと思いま

す。上限を設けているのは、謝礼金の関係からかと思いますが、もしそうでした

ら、教えることに喜びを感じておられる講師の方もいるはずです。謝礼金を交通

費プラス少々程度でボランティアをお願いし、学社融合をもっともっと推進され

ることを望みます。 

 

○「豊かな心を育てる小中学生の意見発表会」の聴衆増について 

《理由》 

   毎年、未来を担う網走の小中学生の素晴らしい意見が発表されています。 

しかし、聴衆者の大部分は発表者関係の保護者・先生・わずかな友人、豊かな

心を育てる活動推進会議の関係者であり、一般の方はわずかのように思われます。

聴衆が多いと発表者ばかりでなく関係者にも張り合いがあります。小中学生の意

見を聞いてくださる多くの学校関係者、市民の方、市教育委員、市会議員の方々

が１人でも増えることを望みます。 

 

２．社会教育活動の充実 

（１）学習機会の提供 

○「あばしり科学フェスティバル」の指導者の育成の推進 

《理由》 

   業者委託を廃止し市民が組織する実行委員会による運営が定着されているこ

とは、大変素晴らしいことと思い、長く継続させることが望まれます。課題の中

でも記載されていますが、長く継続させるためにも中心となっている方をサポー

トできるボランティア指導者の育成を望みます。 

42 



 

○「オホーツクわくわくたんけん隊」の更なる内容の充実 

《理由》 

   内容（四季を通じた自然観察・体験の教室）からみて大変素晴らしい取り組み

と思います。このような取り組みに定員を超える申し込みとなるよう、学校との

更なる連携を深められますことを望みます。 

 

  ○「東京農業大学市民講座」への多くの市民参加 

《理由》 

  東京農業大学に在職していますが、網走で生まれ育った市民の立場から述べさ

せていただきます。 

世界に誇れる頭脳の教授陣が、我がまち網走におられるのです。その方々が

先端の講演をしてくださるのです。多くの市民がこの講座に関心を寄せられるよ

うに広報されますことを望みます。 

 

  ○「まなび塾フェスティバル」の更なる推進 

《理由》 

  生涯学習において学習意欲を喚起させるには、直接に参加を強制できないため、

間接的な施策としてフェスティバルの開催へのてこ入れ等がベストと思われま

す。人間には誰しもが学んだり、知りえたことを披露したい、教えたいという気

持ちがあるので、フェスティバル開催の更なる推進を望みます。 

 

 

（２）団体・グループ活動への支援 

  ○「少年団体、女性団体の活動支援」への早急な取り組み 

《理由》 

   子ども会のより良い発展が望まれますので、担当者が課題とされていることへ

早急な取り組みを望みます。 

 

 

３．芸術・文化活動の充実 

（１）社会教育課 

  ○各種事業の推進 

 《理由》 

   いろいろと企画された事業に、多くの市民が参加されており、関係者のご苦労

に感謝申し上げますとともに、担当者が課題とされている点に積極的に取り組ま

れますこと、このような事業が益々推進されますことを望みます。 

 

（２）美術館 

  ○常設展の定期的な作品解説会の充実 

《理由》 

   常設展の作品には音声解説装置が設置されていないようです。一般的観覧者の

場合は、解説を聞いたうえで美術品を鑑賞したい方も多くいると思います。定期

的な学芸員による解説会、又は第１日曜日は、希望があれば解説します等のサー

ビスをされることにより常設展の観覧者数の増員及び市民の美術に対する関心

も喚起できると思います。検討されますことを望みます。 

 

 

43 



 

  ○駐車場の整備 

《理由》 

  市民会館と共用の駐車場がありますが、市民会館側にあるため、美術館への入

館者が利用するには大変わかりにくいと思います。また、障がいのある方の駐車

場やその案内の工夫など、検討を望みます。 

 

 

（３）図書館 

 

○「学校巡回図書(クリオネ文庫)推進事業」の更なる推進 

《理由》 

   目的、取り組みなど大変良いことだと思います。平成 21 年度で小学校６年ま

で配置可能になったようで、この間、努力された方々に感謝申し上げます。今後

も、毎年、学校図書館協会から各学年の推薦図書が発表になりますが、こういっ

た図書を含めた本の更新を図るなど、また、同時に学校関係者の理解を一層深め

るとともに、この事業が更に推進されますことを望みます。 

 

○「子ども読書の日（4月 23 日）」の行事の一層の充実 

《理由》 

   子どもの活字離れや国語力の低下、対話による問題解決能力の低下等がみられ

る現状を受け、平成 13 年 12 月公布された「子どもの読書活動の推進に関する法

律」の基本理念は、子ども（おおむね 18 歳以下の者をいう。）の読書活動は、人

生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものであるこ

とにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に

読書活動をおこなうことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進さ

れなければならないとされています。また、同法第 10 条に“子ども読書の日”

を 4月 23 日として設けられています。 

網走市においては子ども読書週間に合わせ行事等の取組みが行われています

が、子ども達の読書の重要性から一層の取組みがされることを期待します。 

 

  ○「映像資料」の充実 

《理由》 

   図書館にビデオやＤＶＤ資料が置かれていることは大変良いことと思います。

これら映像資料の中にＮＨＫが放映した作品がありません。ＮＨＫスペシャル

（例、脳と心シリーズ・人体シリーズ・生命シリーズ等）など。大変素晴らしい

教養番組がビデオテープ（ＤＶＤもあるかも？）で市販されています。１巻が本

より高価ですが、テレビで視聴したが再視聴したい方・興味のある方なども多い

と思います。検討を望みます。 

 

 

（４）博物館 

 

 ○「史跡 寄貝塚施設」の整備 

《理由》 

    発掘調査も一段落され関係者の努力に感謝申し上げます。予定されています

史跡 寄貝塚施設整備には文化庁や林野庁もからみ、まだまだ大変な努力が必

要かと思いますが、旅行業者がオホーツク文化を全国に紹介する企画（網走の
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史跡 寄貝塚，北見の常呂遺跡を中心に）をされているようですし、国民のあ

いだには日本文化の掘り起しが静かなブームになっている今日、史跡 寄貝塚

を全国により良く知っていただけるような、また、市内の小中学校の授業の一

環として利用していただける施設整備になることを望みます。 

 

 

４．生涯スポーツの充実 

 

（１）スポーツ振興推進事業の推進 

○スポーツ都市宣言を機に、スポーツ関連のホームページの作成、及びスポーツ

イベント・講習会の開催の推進 

《理由》 

昨年 9 月に健康・スポーツ都市宣言を行い、スポーツをもっと身近に感じる

ことができるまちづくりに努力していることは周知の事実であります。今回の

冬季オリンピックにも網走市出身の選手が代表に選ばれていることは、網走市

のスポーツにおける教育方針が間違っていないことを示していると思われます。 

夏は各種スポーツの合宿地として多くのスポーツ選手が来網し、様々なスポ

ーツへの市民の参加も高まる傾向にあります。冬は外に出る機会も減り、身体

活動量も減少します。「歩くスキー」の普及はどうしても中高齢者に偏る傾向が

あり若者には浸透しずらく、室内スポーツも施設が限られ、既存の予約団体の

なかで使用することも難しいようです。市としてはスキー・スノーボード教室

やスケート教室を開講し、一般市民への施設解放を行っていますが、市民への

伝達手段が少なく（ポスター、広報誌のみ？）特に若者（高校生・大学生）へ

の流布が難しい現状にあります。このような現状を垣間見る中で、次のような

課題を挙げることができるのではないかと考えます。 

 スポーツ都市宣言を機に、スポーツ関連のホームページの作成および情報の

提供を積極的に行う。また、各種スポーツ団体の交流を行い、施設の使用情報

等の透明化を図る。小・中・高・大学の壁を取り払ったスポーツイベント・講

習会の開催等、活性化につながるものと考えます。検討を望みます。 

 

（２）スポーツ団体・指導者の連携協力及び支援 

  ○スポーツ団体・指導者の連携協力及び支援への更なる推進 

《理由》 

   課題に記されているように、多くのスポーツ団体が指導者の不足・高齢化及び

運営資金面で苦慮しています。いろいろな形で支援されますことを望みます。 

 

（３）スポーツ環境の整備 

    呼人の“オホーツクドーム”“スポーツ・トレーニングフィールド”への交

通機関を確保対策 

《理由》 

  “オホーツクドーム”“スポーツ・トレーニングフィールド”ともに素晴らしい

施設だと思います。しかし、呼人以外に住む子どもにとっては、公共交通機関が

少なく、親に送迎をしてもらわない限り利用できない施設となっています。親の

送迎がなくても利用できる交通機関が確保されますことを望みます。 
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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 

○開催状況については、適切な回数と思います。 

《理由》 

      臨時会を含め月 1回のペースで会議が開かれており、適切な回数と思い

ます。 

 

     ○引き続き、幅広く自由闊達な議論ができる教育委員会議であることを望

みます。 

《理由》 

  内部評価に、幅広く自由闊達な議論ができる場になっているとあります。

良いことと思います。 

戦後、教育委員会が設置されたとき制定された「教育委員会法（昭和 31

年失効）」の第 1条、目的に「この法律は，教育が不当な支配に服すること

なく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきであるという自覚

のもとに公正な民意により、地方の実情に即した教育行政を行うために、

教育委員会を設け、教育本来の目的を達成することを目的とする。」とあり

ます。 

失効後は「地教行法」の中にまとめられましたが、この精神は教育委員

会の目的と思います。幅広く自由闊達な議論ができる教育委員会議である

ことを望みます。 

 

２．その他の主な活動 

○生涯学習全般への取り組みを望みます。 

《理由》 

     前年度の教育委員による内部評価の意見中に記載されている“社会教育関

係について、今後一層の理解が深まるよう検討していきたい”と記されてい

ますが、是非とも生涯学習全般への理解を望みます。 
 
 
 
 
[３] まとめ 

 

総評でも触れたとおり、全体として、教育委員会の事業や活動は、概ね妥当と

思われます。 

今後も市民のニーズに応える施策の積極的な検討と実施を望みます。 

また、この教育委員会事務点検評価については、まだ始まったばかりの取り組

みですが、昨年度よりも「課題」が整理されるなど、その内容も改善されました。 

今後も必要な見直しを行い、目的達成のために、さらなる充実に期待いたしま

す。 
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