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は  じ  め  に 
 

～ 事務の点検・評価の意義及び取組について ～ 
 

 

 今日、教育を取り巻く環境がめまぐるしく変化する中で、教育委員会においては、責任

体制の明確化や体制の充実を図り、教育行政の中心的な担い手としてその役割を果たして

いくことが求められております。 

 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」の一部改正により、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。 

このことを受け、大空町教育委員会としては、効果的な教育行政の推進に資するととも

に、町民の皆様への説明責任を果たすため、教育委員会の事務の管理・執行状況について、

毎年度、点検・評価を行い、報告書を作成し平成２０年度分から公表しております。 

本年度は、平成２６年度に教育委員会が行った活動状況や、大空町教育推進計画の実施

状況について、点検・評価を行い、成果や課題と課題解決に向けた取り組みの方向性を分

かりやすく記述しました。 

 大空町教育委員会としては、『北海道教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告書』

を参考に、点検・評価の実施方法及び報告書の様式について改善・充実を図りながら、先

に策定しました「大空町教育推進計画」に基づく教育施策の着実な推進に努めてまいりた

いと考えていますので、町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

      平成２７年９月 

 

 

                                                          大空町教育委員会 
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第１部 教育委員会の活動状況 

 

１ 教育委員 

    大空町は、平成１８年３月３１日に旧女満別町と旧東藻琴村が合併して誕生しました。 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の附則第８条で、最初に任命される委員の任

期は、「定数が５名の場合は、二人が４年、一人が３年、一人が２年、一人が１年とする。 

この場合において、各新委員の任期は、地方公共団体の長が定める。」とされていることか

ら、下記の表の任期となっている。 

 

役  職 委  員  名 任          期 期 

 

委 員 長 

 

相 馬   隆 
平成２３年１２月２６日～２５年６月１１日 

平成２５年６月１２日～２９年６月１１日 

Ⅰ期 

Ⅱ期 

委 員 長 

職務代理者 

 

福 田 淳 一 平成２３年６月１２日～２７年６月１１日 Ⅰ期 

 

委   員 

 

 

神 田 靖 治 

 

平成２４年６月１２日～２８年６月１１日 

 

Ⅰ期 

 

委   員 

 

 

平 出 有実子 

 

平成２６年６月１２日～３０年６月１１日 

 

Ⅰ期 

 

委員(教育長) 

 

渡 邊 國 夫 
平成２２年６月１２日～２６年６月１１日 

平成２６年６月１２日～３０年６月１１日 

Ⅰ期 

Ⅱ期 

＊相馬委員は、前任者が任期途中で退任されたため、残任期間（Ⅰ期）となった。 

 

    

 

２ 教育委員会の会議等の開催状況 

(1)  教育委員会会議と付議された案件等 

教育委員会会議は、原則として公開であるが、個人情報に係る場合は非公開としている。   

また、会議は毎月１回を定例としているが、急な案件がある場合は随時開催している。 
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＊回数は年度初めの４月から年度末の３月までの開催回数を表記 

回数 開催年月日 出席数 開催場所 付議案件（報告、議案、その他） 公開別 結果 

第１回  平成26年 4月16日  ５名 東藻琴総合支所第１会議室   

〔議案〕  

・大空町立学校評議員の委嘱について 

 ・大空町通級指導教室通級に係る児童の認定について 

 ・大空町スポーツ推進委員の委嘱について 

 ・大空町生涯学習奨励員の委嘱について 

 ・大空町文化財保護審議会委員の委嘱について 

 

 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

第２回  平成26年 5月16日  ５名 女満別研修会館第２会議室   

〔議案〕 

 ・大空町就学指導委員会委員の解職について 

 ・大空町就学指導委員会委員の委嘱について 

 ・平成２６年度大空町教育推進方針について 

 ・平成２６年度大空町教育委員会事務局の経営方針について 

 

 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

 

議決 

議決 

議決 

議決 

第３回  平成26年 6月12日  ５名 女満別研修会館第１会議室   

〔議案〕  

・平成２６年度大空町社会教育推進計画について 

 ・大空町生涯学習奨励員の解嘱について 

 ・準要保護児童生徒の認定について 

 ・幼稚園保育料及び預かり保育所保育料の減免に係る準要保護世帯の 

  認定について 

 ・奨学金の貸付について 

 ・大空町通級指導教室通級に係る児童の認定について 

 ・女満別高等学校生徒寄宿舎使用料の減免について 

 ・大空町学校給食センター運営委員会委員の解嘱について 

 ・大空町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 ・平成２６年度大空町一般会計補正予算（第３号）のうち教育委員会 

関係補正予算（第１号）について 

 

 

公 開 

公 開 

非公開 

非公開 

 

非公開 

非公開

非公開

公 開 

公 開 

公 開 

 

議決 

議決 

議決 

議決 

 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

第４回  平成26年 7月25日  ５名 東藻琴総合支所委員会室   

〔議案〕  

・大空町教育委員会事務局職員の任免について 

 ・大空町通級指導教室通級に係る児童の認定について 

・幼稚園保育料及び預かり保育所保育料の減免に係る準要保護世帯の 

認定について 

 

 

公 開 

非公開 

非公開 

 

議決 

議決 

議決 
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第５回 平成26年 8月26日 ５名 女満別研修会館第２会議室   

〔報告〕 

・大空町教育委員会事務局職員の任免について 

・物品の購入について 

 ・平成２７年度北海道東藻琴高等学校において使用する教科用図書に 

ついて 

〔議案〕 

・平成２７年度に使用する小学校及び中学校用教科用図書並びに平成 

２７年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教 

科用図書の採択について 

・準要保護児童生徒の認定について 

・大空町通級指導教室通級に係る児童の認定について 

・大空町社会教育委員の解嘱について 

 

 

公 開 

公 開 

公 開 

 

 

公 開 

 

 

非公開 

非公開 

公 開 

 

議決 

議決 

議決 

 

 

議決 

 

 

議決 

議決 

議決 

第６回  平成26年 9月10日  ５名 東藻琴総合支所委員会室   

〔議案〕 

・大空町体育施設条例の一部を改正する条例制定について 

 ・大空町体育施設条例施行規則の一部を改正する規則制定について 

 ・大空町広域入所における保育に関する条例の一部を改正する条例制 

定について 

 ・平成２６年度大空町一般会計補正予算（第５号）のうち教育委員会 

  関係補正予算（第２号）について 

 ・平成２５年度大空町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告 

  書について 

 

 

公 開 

公 開 

公 開 

 

公 開 

 

公 開 

 

議決 

議決 

議決 

 

議決 

 

議決 

第７回 平成26年10月22日  ５名 東藻琴総合支所委員会室   

〔議案〕 

 ・大空町通級指導教室通級に係る児童の認定について 

 

 

非公開 

 

議決 

第８回  平成26年11月20日  ５名 東藻琴総合支所委員会室   

〔報告〕 

・大空町職員の懲戒処分等審査委員会の答申について 

〔議案〕   

・大空町社会教育委員の委嘱について 

 ・準要保護児童生徒の認定について 

 ・奨学金の貸付について 

 ・大空町通級指導教室通級に係る児童の認定について 

・大空町教育委員会事務局職員の処分について 

 

 

 

非公開 

 

公 開 

非公開 

非公開 

非公開 

非公開 

 

議決 

 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 
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第９回  平成26年12月 5日  ５名 東藻琴総合支所第１会議室   

〔議案〕   

・子ども・子育て支援制度の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

制定について 

 ・大空町教育委員会事務組織規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町立預かり保育所条例施行規則の一部を改正する規則制定につ 

いて 

・大空町立へき地保育所条例施行規則の一部を改正する規則制定につ 

いて 

 ・大空町託児通所助成規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町保育の必要性の認定に関する規則の制定について 

 ・平成２６年度大空町一般会計補正予算（第１０号）のうち教育委員 

  会関係補正予算（第３号）について 

 

 

公 開 

 

公 開 

公 開 

 

公 開 

 

公 開 

公 開 

公 開 

 

議決 

 

議決 

議決 

 

議決 

 

議決 

議決 

議決 

第10回  平成27年 1月21日  ５名 東藻琴総合支所委員会室 
  

〔報告〕  

・指定管理者の指定について 

〔議案〕   

・幼稚園保育料及び預かり保育所保育料の減免に係る準要保護世帯の 

認定について 

・大空町入学資金借入金利子等助成の認定について 

 

 

公 開 

 

非公開 

 

非公開 

 

議決 

 

議決 

 

議決 

第11回  平成27年 2月26日  ５名 東藻琴総合支所委員会室   

〔議案〕 

 ・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の 

  施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について 

・大空町教育委員会教育長の服務に関する条例制定について 

・大空町行政組織規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則の一 

 部を改正する規則制定について 

・大空町財務規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町教育委員会公告式規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町教育委員会会議規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町教育委員会傍聴規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町教育委員会事務組織規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任す 

 る規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町立学校管理規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令制定について 

・大空町広域入所における保育に関する条例の一部を改正する条例制 

 定について 

 

公 開 

 

公 開 

公 開 

公 開 

 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

 

公 開 

公 開 

公 開 

 

 

議決 

 

議決 

議決 

議決 

 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

 

議決 

議決 

議決 
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・大空町広域入所における保育に関する条例施行規則の一部を改正す 

 る規則制定について 

・大空町託児通所助成規則の一部を改正する規則制定について 

・平成２６年度大空町一般会計補正予算（第１２号）のうち教育委員 

 会関係補正予算（第４号）について 

・平成２７年度大空町一般会計予算のうち教育委員会関係予算について 

 

公 開 

 

公 開 

公 開 

 

公 開 

議決 

 

議決 

議決 

 

議決 

第12回 平成27年 3月26日 ５名 東藻琴総合支所第１会議室   

〔議案〕 

・大空町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則の一 

部を改正する規則制定について 

 ・大空町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任す 

る規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町就学指導委員会規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町食物アレルギー等検査に係る学校生活管理指導表作成費用助 

成事業実施要綱制定について 

・学校職員人事異動の内申について 

・大空町学校医の解嘱について 

・大空町学校医の委嘱について 

・大空町学校歯科医の委嘱について 

・大空町就学指導委員会委員の解嘱について 

・大空町社会教育委員の解嘱について 

・大空町社会教育委員の委嘱について 

・大空町スポーツ推進委員の解嘱について 

・大空町図書館協議会委員の解任について 

・大空町図書館協議会委員の任命について 

・大空町学校給食センター運営委員会委員の解嘱について 

・大空町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

・平成２７年度学校給食費の額の決定について 

・平成２７年度大空町立小中学校特別支援学級入級に係る児童・生徒 

 の就学認定について 

・大空町通級指導教室通級に係る児童の認定について 

・大空町教育委員会事務局職員の任免について 

 

公 開 

 

公 開 

 

公 開 

公 開 

 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

公 開 

非公開 

 

非公開 

非公開 

 

議決 

 

議決 

 

議決 

議決 

 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

議決 

 

議決 

議決 
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(2) 教育委員会協議会の開催状況 

教育委員会協議会は、委員各位の自由な意見交換の場として、必要に応じて非公開で 
開催している。 

 

回数 開催年月日 開催場所 出席数 公開別 

１ 
平成２６年 ５月１６日 女満別研修会館第２会議室 ５名 非公開 

〔協議題〕・豊住小学校跡地利活用の検討結果について 

２ 

平成２６年 ６月１２日 女満別研修会館第１会議室 ５名 非公開 

〔協議題〕・スクールバスの火災事故について 

・政策予算事業概要について 

     ・平成２６年度大空町教育行政執行方針について 

     ・平成２６年度全国学力・学習状況調査結果の公表方針について 

３ 

平成２６年 ７月２５日 東藻琴総合支所委員会室 ５名 非公開 

〔協議題〕・大空町におけるいじめの状況について 

４ 

平成２６年 ８月２６日 女満別研修会館第２会議室 ５名 非公開 

〔協議題〕・移動図書館車（メルヘン号）の接触事故について 

     ・東藻琴Ｂ＆Ｇ海洋センターの漏水について 

     ・平成２６年度全国学力・学習状況調査結果公表方針の一部変更について 

５ 

平成２６年１０月２２日 東藻琴総合支所委員会室 ５名 非公開 

〔協議題〕・子ども・子育て支援新制度に係る関係条例の整備等について 

６ 

平成２６年１１月２０日 東藻琴総合支所委員会室 ５名 非公開 

〔協議題〕・平成２６年度全国学力・学習状況調査結果の公表について 

     ・平成２６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果公表方針について 

７ 

 平成２７年 １月２１日 東藻琴総合支所委員会室 ５名 非公開 

〔協議題〕・平成２６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果公表方針の変更に

ついて 

     ・平成２７年度全国学力・学習状況調査の実施について 

     ・大空町いじめ防止基本方針策定の検討経過について 

８ 

 平成２７年 ２月２６日 東藻琴総合支所委員会室 ５名 非公開 

〔協議題〕・大空町広域入所における保育に関する条例の一部を改正する条例について 

     ・東藻琴小学校大規模改修事業について 

     ・女満別幼稚園改修事業について 

     ・ＩＣＴを活用した授業の推進について 

     ・公有財産の取得について 

     ・旧豊住小学校の利用拡大について 

     ・女満別野球場の改修計画について 

     ・東藻琴多目的広場（グランド）の改修計画について 

     ・大空町１０年記念事業（教育委員会関係）の概要について 

     ・食物アレルギー等検査に対する助成について 

     ・平成２７年度大空町教育行政執行方針について 
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３ 条例・規則等の制定、計画等の策定状況 

    平成２６年度中に制定された条例は６、規則は１６、訓令は１である。 

（１） 条例・規則・規程 

類別 題         名 公布年月日 施行年月日 

条例 ・大空町体育施設条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

・大空町広域入所における保育に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

・子ども・子育て支援制度の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例制定について 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を 

改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する 

条例制定について 

・大空町教育委員会教育長の服務に関する条例制定に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大空町広域入所における保育に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

H26・ 9・18 

 

H26・ 9・18 

 

H26・12・19 

 

H27・ 3・12 

 

 

H27・ 3・12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27・ 3・12 

 

H26・10・15 

 

H26・10・ 1 

 

H27・ 4・ 1 

 

H27・ 4・ 1 

 

 

地方教育行政の

組織及び運営に関

する法律の一部を

改正する法律（平成

26 年法律第 76 号）

附則第 3条の規定に

より同条に規定す

る新教育長が在職

する日から 

 

H27・ 4・ 1 

 

規則 ・大空町体育施設条例施行規則の一部を改正する規則

制定について 

・大空町教育委員会事務組織規則の一部を改正する規

則制定について 

・大空町立預かり保育所条例施行規則の一部を改正す

る規則制定について 

・大空町立へき地保育所条例施行規則の一部を改正す

る規則制定について 

・大空町託児通所助成規則の一部を改正する規則制定

について 

・大空町保育の必要性の認定に関する規則の制定につ

いて 

・大空町教育委員会公告式規則の一部を改正する規則

制定について 

・大空町教育委員会会議規則の一部を改正する規則制

定について 

H26・ 9・18 

 

H26・12・19 

 

H26・12・19 

 

H26・12・19 

 

H26・12・19 

 

H26・12・19 

 

H27・ 3・12 

 

H27・ 3・12 

 

H26・10・15 

 

H27・ 4・ 1 

 

H27・ 4・ 1 

 

H27・ 4・ 1 

 

H27・ 4・ 1 

 

H27・ 4・ 1 

 

H27・ 4・ 1 

 

H27・ 4・ 1 
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・大空町教育委員会傍聴規則の一部を改正する規則制

定について 

・大空町教育委員会事務組織規則の一部を改正する規

則制定について 

・大空町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を

教育長に委任する規則の一部を改正する規則制定に

ついて 

・大空町立学校管理規則の一部を改正する規則制定に

ついて 

・大空町広域入所における保育に関する条例施行規則

の一部を改正する規則制定について 

・大空町託児通所助成規則の一部を改正する規則制定

について 

・大空町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を

教育長に委任する規則の一部を改正する規則制定に

ついて 

・大空町就学指導委員会規則の一部を改正する規則制

定について 

H27・ 3・12 

 

H27・ 3・12 

 

H27・ 3・12 

 

 

H27・ 3・12 

 

H27・ 3・12 

 

H27・ 3・12 

 

H27・ 3・31 

 

 

H27・ 3・31 

 

H27・ 4・ 1 

 

H27・ 4・ 1 

 

H27・ 4・ 1 

 

 

H27・ 4・ 1 

 

H27・ 4・ 1 

 

H27・ 4・ 1 

 

H27・ 4・ 1 

 

 

H27・ 4・ 1 

 

訓令 ・大空町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令制

定について 

H27・ 3・12 H27・ 4・ 1 

 
 
 
 
（２） 主な計画等の策定状況 

 

  年 月 日            計  画  等  名 

H21. 3.30  大空町教育推進計画（平成21～28年度） 

H25．3.31  大空町図書館第２期５ヶ年計画 

H25．3.31  大空町第２次子どもの読書活動推進計画 

H26. 5.16  平成２６年度大空町教育推進方針 

H26. 6.12  平成２６年度社会教育推進計画 
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４ 教育委員会委員の活動状況 

教育委員会委員は、教育委員の定例会議や協議会のほか、オホーツク管内及び網走ブロック

教育委員会協議会の総会・研修会、町内の各幼稚園や各小中高等学校の入学式・卒業式への参

列、学校視察などの活動をしている。 

  このほか教育委員長は、毎回の定例町議会に出席している。 

 

開催年月日 開催場所 出席委員数 備     考 

平成26年 4月 2日 東藻琴農村環境改善

センター 

４名 学校職員辞令交付式 

平成26年 4月 7日 

～ 

平成26年 4月10日 

各幼稚園・各学校 ５名 各幼稚園・各小中高等学校の入学式

へ参列 

平成26年 5月16日 町 内 ５名 大空町教育懇話会 

平成26年 6月 4日 網走市 教育委員長 

教  育  長 

オホーツク管内教育委員会協議会役

員会・総会 

平成26年 7月 4日 網走市 ５名 網走ブロック教育委員会協議会総会

・研修会 

平成26年 7月 6日 

～ 

平成26年 7月 9日 

福井県坂井市他 ５名 教育委員道外視察研修 

平成26年12月 8日 網走市 ４名 オホーツク管内市町村教育委員大会 

平成27年 1月11日 議事堂文化ホール ４名 大空町成人式 

平成27年 1月22日 

～ 

平成27年 1月30日 

各幼稚園・各学校 ５名 各幼稚園・各小中高等学校の視察 

 

平成27年 3月 1日 

～ 

平成27年 3月19日 

各幼稚園・各学校 

 

５名 各幼稚園・各小中高等学校の卒業式

へ参列 

平成27年 3月23日 町 内 ５名 大空町教育懇話会 
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５ 教育関係機関等の活動状況 

    条例等の定めに基づいて委嘱又は任命された委員で構成する教育関係機関等においては、 

様々な活動がなされている。 

 

機  関  名  等 委員数 主な協議事項及び活動内容 

大空町社会教育委員会  １６ ・社会教育委員全体会議（３回） 

・平成２６年度大空町社会教育計画の策定と反省

評価 

・各種社会教育事業への参画・観察 

・自主研修事業の実施 

大空町就学指導委員会  １１ ・特別支援学級入級並びに特別支援学校入学に係

る児童生徒の就学の適正について 

大空町学校給食センター運営委員会  １２ ・平成２５年度大空町学校給食収支決算について 

・平成２６年度大空町学校給食収支予算について 

・大空町学校給食費の決定について 

大空町スポーツ推進委員会  ２０ ・平成２６年度事業計画について 

・各種社会体育事業の主催・支援・協力 

・自主研修について 

大空町青少年健全育成指導員会  １２ ・平成２６年度活動計画について 

・大空町青少年健全育成町民会議との連携 

大空町図書館協議会   ５ ・平成２５年度大空町図書館事業及び実績報告に

 ついて 

・平成２６年度大空町図書館事業計画について 

大空町青少年問題協議会 １６ ・青少年の状況と育成環境について 

・青少年の健全育成・指導等について 

・青少年健全育成関係機関・団体の取組について 

大空町生涯学習奨励員会  ２０ ・大空町検定の企画・運営 

・生涯学習情報の提供 

・町民の生涯学習活動支援 

・成人大学講座の企画・運営 

大空町学校評議員会 ２４ ・各幼稚園・各小中高等学校の経営計画概要の 

説明、意見交換 

・各幼稚園、小中高等学校毎に評議員会を開催 

大空町文化財保護審議会 １０ ・埋蔵文化財包蔵地等について 

・大空町指定文化財について 
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６ 学校に対する指導・助言・指示等の状況 

学校に対する指導・助言・指示等は、通知・通達等によるほか、定例の校長会議や教頭会議

も含めて年間を通して行っている。また、事案の発生等に応じて随時の指導・助言・指示も行

っている。 

 

(1)  通知・通達等 

年 月 日                  件         名 

H26. 4. 2 児童生徒の安全確保対策の徹底について 

H26. 4.22 いじめの問題への対応調査について 

H26. 4.30 交通違反、交通事故の防止等について 

H26. 5.16 学校職員の交通違反・事故発生状況について 

H26. 5.24 平成 25 年度体罰に係る実態把握の調査結果及び体罰の防止について 

H26. 6. 3 教育関係団体の業務に従事する場合の服務上の取扱いについて 

H26. 6.16 学校活動における火薬類の取扱いについて 

H26. 6.17 懲戒処分等の公表基準について 

H26. 6.20 学校職員の交通違反・事故発生状況について 

H26. 6.23 教育課程の適切な編成・実施及び授業時数の確保等について 

H26. 7. 7 教職員の服務規律の保持について 

H26. 7.11 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理の徹底について 

H26. 7.18 学校給食における食物アレルギー対応について 

H26. 7.16 通学路の交通安全の確保の徹底について 

H26. 7.18 学校職員の交通違反・事故発生状況について 

H26. 7.23 飲酒運転根絶に向けた取組について 

H26. 7.28 職員団体との対応について 

H26. 8.26 個人情報の適切な管理の徹底について 

H26. 9. 5 「交通違反・事故の根絶に向けた緊急メッセージ」について 

H26. 9.12 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理の徹底について 

H26. 9.12 学校に設置している遊具の安全確保について 

H26.10. 1 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理の徹底について 

H26.10. 6 命を大切にする教育の一層の充実について 

H26.10.14 学校給食への異物混入防止と安全確保の徹底について 

H26.10.16 学校職員の交通違反・事故発生状況について 

H26.10.16 学校における食物アレルギー対応について 

H26.11.12 学校職員の交通違反・事故発生状況について 

H26.11.13 教職員の争議行為について 

H26.11.26 教職員等の選挙運動の禁止等について 

H26.12. 5 教職員の服務規律の保持について 

H26.12.12 衆議院議員総選挙の選挙当日における便宜供与について 

H26.12.17 学校職員の交通違反・事故発生状況について 

H26.12.17 体罰に係る実態把握について 

H26.12.19 インフルエンザ流行に関する注意喚起について 
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H26.12.25 幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理の徹底について 

H27. 1.20 学校職員の交通違反・事故発生状況について 

H27. 1.23 教職員の争議行為について 

H27. 2.17 学校職員の交通違反・事故発生状況について 

H27. 2.17 教職員の不祥事等の再発防止に係る取組状況について 

H27. 2.18 年度末・年度始めの学力定着に向けた取組について 

H27. 2.20 指導が不適切である教員の指導改善研修について 

H27. 2.27 学校職員の交通事故防止の徹底について 

H27. 3. 3 教職員等の選挙運動の禁止等について 

H27. 3. 3 学年末から学年始めにかけての生徒指導等について 

H27. 3.17 学校職員の交通違反・事故発生状況について 

H27. 3.18 学校における会計処理の適正化について 

H27. 3.31 職員と児童生徒との連絡手段の適切な取扱いについて 

 

 

(2)  校長会議及び教頭会議における示達等 

     校長会議は、各幼稚園、各小中高等学校の園長・校長が参加して毎月１回を定例として開  

催している。教頭会議は、各小中高等学校の教頭が参加して毎月１回を定例として開催して

いる。両会議の内容は全く同様なので、ここでは校長会議における主な示達内容を掲載する。 

開催年月日 主  な  示  達  等 

 H26． 4． 2 

 （第１回） 

・主任の命課について 

・平成２６年度当初人事異動について 

・入学式における国旗・国歌の適正な実施に向けて 

・学校経営の推進について 

・学校危機管理体制について 

・法令遵守義務違反者に対する教育長からの指導について 

 H26． 4．15 

 （第２回） 

・第５回オホーツク管内市町村教育委員会教育長会議における教育局からの指示

事項等について 

・平成２６年度「大空町学び推進月間・５月（大空町学力・体力向上プラン）」 

の推進について 

・平成２６年度大空町教育推進方針（素案）について 

・平成２６年度大空町教育経営計画書「大空町の教育」の発行について 

・挨拶のできる子、けじめのある子、ねばり強い子の育成強化について 

・教職員研修補助事業の拡充について 

・校内外の教育環境整備について 

・３月の学校経営報告書の交流について 

 H26． 5．15 

 （第３回） 

・平成２６年度学校職員評価の実施について 

・勤勉手当に係る評定・判定について 

・長期休業中の補充学習の取組、及び町内高校生ボランティアの活用について 

・学校いじめ問題への対応基本方針の保護者への周知について 

・４月の学校経営報告書の交流について 
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 H26． 6．19 

 （第４回） 

・教職員の勤勉手当について 

・平成２７年度教頭昇任候補者について 

・平成２６年度大空町教育行政執行方針について 

・査定昇給制度の導入について 

・平成２６年度全国学力・学習状況調査結果の公表方針について 

・スクールバスの火災事故について 

・旧豊住小学校跡地利活用プランの最終結果について 

・第４２回交通安全大会・第６４回社会を明るくする運動大会について 

・熊本県氷川町との交流事業について 

・５月の学校経営報告書の交流について 

 H26． 7．23 

 （第５回） 

・第４２回交通安全大会・第６４回社会を明るくする運動大会参加お礼について 

・長期休業中の学習指導について 

・教職員の服務規律の保持について 

・平成２７年教頭昇任候補者について 

・６月の学校経営報告書の交流について 

 H26． 8．25 

 （第６回） 

・平成２７年度校長・教頭人事面談の実施について 

・校務支援システムについて 

・教職員定数加配要望について 

・大空町いじめ防止基本方針の策定について 

・全国学力・学習状況調査の公表方針の一部変更について 

・学校職員の交通違反について 

・７月の学校経営報告書の交流について 

 H26． 9．24 

 （第７回） 

・平成２６年度上半期学校課題解決スケジュールの評価結果及び下半期学校課 

題解決スケジュールの提出について 

・平成２６年度全国学力・学習状況調査結果の活用について 

・教育委員先進地視察研修報告書について 

・平成２７年度の人事体制について 

・人事観察記録ノートについて 

・８月の学校経営報告書の交流について 

H26．10．23 

 （第８回） 

・管内教育長会議におけるオホーツク教育局からの指示事項等について 

・公立小中学校管理職の他管交流の推進について 

・平成２７年度当初教員人事に関する要望事項について 

・「こどもの望ましいネット利用に向けて」について 

・平成２７年度当初人事異動に係る教育長面接の実施について 

・全国体力・運動能力、運動習慣等調査に関する調査結果の公表について 

・市町村立学校職員の平成２６年１２月期における勤勉手当の給与決定手続き 

について 

・９月の学校経営報告書の交流について 
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 H26．11．20 

 （第９回） 

・平成２６年度「大空町学校評価」の実施について 

・国旗・国歌の適切な実施について 

・１２月期勤勉手当について 

・校務支援システムについて 

・全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果公表方針（案）について 

・１０月の学校経営報告書の交流について 

 H26．12．22 

 （第10回） 

 

・新たな昇給制度の実施（平成２７年１月１日昇給）について 

・インフルエンザの感染予防の徹底と適時、的確な対応について 

・平成２７年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領について 

・児童・生徒の食物アレルギー対応について 

・教育委員の学校視察について 

・各学校におけるホームページについて 

・１１月の学校経営報告書の交流について 

 H27． 1．26 

 （第11回） 

・第３回オホーツク管内市町村教育委員会教育長会議におけるオホーツク教育 

 局からの指示事項について 

・平成２６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果公表について 

・１２月の学校経営報告書の交流について 

 H27． 2．18 

（第12回） 

・第４回オホーツク管内市町村教育委員会教育長会議におけるオホーツク教育 

 局からの指示事項等について 

・平成２６年度大空町教育推進方針の評価について 

・平成２７年度大空町教育行政執行方針（素案）について  

・学校評価の実施について 

・１月の学校経営報告書の交流について 

 H27． 3．16 

 （第13回） 

・教職員評価結果の提出について 

・学校評価結果の分析とまとめの提出について 

・学校評議員会の開催結果について 

・勤勉手当の評定記録について 

・平成２７年度教職員人事について 

・主任等の命課状況の報告について 

・平成２７年度学校評議員の推進について 

・平成２７年度全国学力・学習状況調査について 

・入学式の日程について 

・転出入に伴う挨拶回りの取り扱いについて 

・２月の学校経営報告書の交流について 
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７ 町民に対する情報提供 

    町民の公益に係る情報や教育委員会の活動に対する理解の促進及び学習情報の提供等に資  

するため、以下の情報提供を行っている。 

 (1) 情報の提供 

情 報 誌 等 関 係 掲  載  内  容 

広報『おおぞら』及び『まちのおしらせ』

への掲載 

広報『おおぞら』に生涯学習情報「はばたき」欄、『まち

のおしらせ』に掲載 

・各種社会教育事業の情報     ・町民の文芸欄 

・社会教育関係団体の情報      ・文化公演の案内 

・大空町図書館の情報        ・町民文化祭の案内 

・大空町内高等学校の情報   ・各種募集案内 

随意掲載 

・幼稚園児の募集       ・奨学生の募集 

・小学校入学児童の紹介 

・幼稚園教諭(嘱託を含む)の募集              など 

町ホームページへの掲載 ・大空町教育推進計画 

・大空町図書館第２期５ケ年計画 

・大空町第２次子どもの読書活動推進計画 

・平成２６年度全国学力・学習状況調査結果 

・平成２６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果 

 

(2) 図書館閲覧 

平成２６年度大空町教育経営計画書 

『大空町の教育』 （８月発行） 

・平成２６年度大空町教育推進の概要 

  (教育推進方針、主な教育予算及び事業、事務局の組織図

及び事務分掌 など) 

・平成２６年度社会教育推進計画 

・各幼稚園及び各小中高等学校の学校経営の概要 

・生涯学習・スポーツ施設利用案内 

・大空町の教育の歩み 

・大空町の各種委員・教育関係団体・施設   など 

 

 (3)  郷土資料館閲覧 

女満別地区郷土資料台帳 ・女満別郷土資料館に保存・展示されている物品について

の写真と説明文を掲載 

東藻琴地区郷土資料台帳 ・東藻琴ふるさと資料館に保存・展示されている物品につ

いての写真と説明文を掲載 

大空町郷土資料台帳 ・女満別地区郷土資料台帳と東藻琴地区郷土資料台帳に掲

載されている物品の内から重複しているものを除き、全

町分を１冊にまとめて掲載 
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８ 平成２６年度教育関係予算の最終状況 

    平成２６年度教育関係の最終予算は、１，２５６，３８１千円で、一般会計総予算の約１５

％を占めている。  

                                                                              （千円） 

項  及  び  目 予 算 額 項  及  び  目 予 算 額 

【民生費】 ４８，１６５   ５ 幼稚園費   ６３，０８５  

２ 児童福祉費 ４８，１６５    (1)  幼稚園費    ６３，０８５  

 (3) 保育所費 ４８，１６５   ６ 社会教育費    ５８０，４７１  

【教育費】 １，２０８，２１６    (1) 社会教育総務費       ５０２，７９３  

１ 教育総務費  ６３，０７５    (2)  青少年教育費         ４，０３５  

  (1) 教育委員会費      ２，３１１    (3)  芸術文化振興費         １，２５９  

  (2)  事務局費   ５９，４６５    (4)  図書館費       ５３，３３３  

  (3)  奨学金 ３１８    (5)  社会教育施設費       １９，０５１  

  (4)  教員住宅費  ９８１   ７ 保健体育費   １８２，６９５  

 ２ 小学校費  ７０，７０５    (1) 保健体育総務費        ８，６１２  

  (1) 学校管理費   ５４，８４１    (2)  体育施設費       ７０，１９６  

  (2)  教育振興費    １５，８６４    (3)  給食センター費      １０３，８８７  

 ３ 中学校費   １４５，５０５          計 １，２５６，３８１  

  (1) 学校管理費 ３７，５７３   

  (2)  教育振興費   ８，４５０  

(3)  スクールバス運行費    ９９，４８２  

 ４ 高等学校費     １０２，６８０  

  (1)  定時制高等学校管理費    ６６，４００  

  (2)  教育振興費     ８，６６０  

  (3)  高等学校実習費    １９，２９７  

  (4)  寄宿舎費     ８，３２３  
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９ 平成２６年度教育関係予算の主な事業に係る最終予算 

                                                                                       

事  業  名 事 業 費(千円) 主 な 事 業 内 容 

児童福祉費 

 ◇豊住保育園管理運営事業 ３３，９４７ ・保育園運営費 

 ◇東藻琴保育園管理運営事業    １４，０３８ ・保育園運営費 

 ◇保育所広域入所事業       ９０ ・他市町村保育所に入所委託 

◇託児通所助成事業 ９０ ・託児通所へ一部助成 

教育総務費 

 ◇教育委員会費       ２，３１１ ・教育委員の活動 

 ◇事務局費   ５９，４６５ 

・女満別高等学校振興協議会活動への補助 

・中体連等への補助 

・学校教育研究会への補助 

・網走東学区高等教育機関への通学費等の経費助成 

・芸術文化鑑賞、ファームスクール 

・高等学校制服購入費補助 

・高等学校生徒寄宿受入に対する補助 

・女満別高等学校生徒寄宿舎運営 

・学校教育施設建設基金積立金 

 ◇奨学金貸付事業      ３１８ ・経済的に就学困難な者に対する学資貸付 

・入学資金利子等助成 

 ◇教員住宅費      ９８１ ・教員住宅管理費 

小学校費 

 ◇女満別小学校管理運営事業    ２６，３１５ ・小学校運営費 

 ◇東藻琴小学校管理運営事業      １８，４８２ ・小学校運営費 

 ◇東藻琴小学校大規模改修事業 １０，０４４ ・実施設計 

◇小学校教育振興事業 ９，３２４  

 

・要保護・準要保護世帯及び特別支援教育を要する 

児童世帯への就学援助 

・英語活動の推進 

  ◇女満別小学校教育振興事業        ３，６５２ ・教科用、実験実習用教材文具等の整備 

 ◇東藻琴小学校教育振興事業       ２，８８８ ・教科用、実験実習用教材文具等の整備 

中学校費 

◇女満別中学校管理運営事業      ２４，１２７ ・中学校運営費 

 ◇東藻琴中学校管理運営事業      １３，４４６ ・中学校運営費 

 ◇中学校教育振興事業     ２，５４８ ・要保護・準要保護世帯及び特別支援教育を要する 

生徒世帯への就学援助 

◇女満別中学校教育振興事業 ３，０４７ ・教科用、実験実習用教材文具等の整備 

◇東藻琴中学校教育振興事業 １，７３５ ・教科用、実験実習用教材文具等の整備 

 ◇語学指導外国青年招致事業          １，１２０ ・語学指導助手による語学指導経費 
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 ◇スクールバス運行事業     ９９，４８２ ・スクールバス運営費 

・スクールバス更新（１台） 

高等学校費 

  ◇東藻琴高等学校管理事業 ６６，４００ ・高等学校運営費 

 ◇東藻琴高等学校教育振興事業      ２，４１３ ・研修・活動補助費 

・高校教育振興基金積立金 

 ◇東藻琴高等学校実習事業 １９，２９７ ・実習運営費 

 ◇東藻琴高等学校寄宿舎管理事業 ８，３２３ ・寄宿舎管理運営費 

幼稚園費                                                                

 ◇女満別幼稚園管理運営事業      ３７，８１０ ・幼稚園運営経費 

 ◇東藻琴幼稚園管理運営事業      ２５，２７５ ・幼稚園運営経費 

社会教育費 

 ◇生涯学習推進事業      １２，３６６ 

・教育文化合宿、各種講座 

・女性教育振興 

・高齢者教育振興 

・子育て支援活動 

 ◇社会教育行政運営事業        ４４７ ・社会教育委員の活動 

 ◇青少年育成協会補助事業     ４８９，５６１ ・大空町青少年育成協会への補助金 

（事業実施、教育文化会館改修等） 

 

 ◇青少年教育振興事業 

 

    １，９５４ 

・青少年合宿、各種研修会参加 

・子ども会活動及び少年教育活動への補助 

・子ども放課後週末活動支援 

 ◇姉妹都市・友好町交流事業      １，１３３ ・稲城市及び氷川町との教育交流 

 ◇青年教育振興事業       ９５４ 

・成人式 

・青年団体協議会活動への支援 

・青年団体連携会議への支援 

 ◇青少年健全育成運営事業           ４１３ ・青少年健全育成指導員の活動 

 ◇芸術文化振興事業     １ ，２５９ 

・町民文化祭（文化展及び芸能祭）への活動支援 

・文化団体協議会への活動支援 

・文化財保全活動 

・文化財保護審議会委員の活動 

・女満別郷土芸能保存会湖郷太鼓への支援 

施設管理費          

 ◇伝承館管理運営事業        ２，１４７ ・指定管理委託 

 ◇生涯学習センター管理運営事業        ４，２６１ ・清掃委託 他 

 ◇体育施設一般管理事業        １０，１４８ ・清掃委託 他 

 ◇農村環境改善センター管理運営事業     １０，５４７ ・指定管理委託  

 ◇体育施設管理運営事業    １０，７８３ ・武道館、屋外ゲートボール場、すぱーく、艇庫、 

スキー場、多目的運動広場、相撲場 

 ◇ふるさと資料館施設管理事業            １２１ ・施設管理  
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 ◇山園ふるさとセンター施設管理事業            ２７５ ・施設管理 

 ◇研修会館管理運営事業     １１，９４７ ・指定管理委託 

 ◇図書館管理運営事業    ５３，３３３ ・指定管理委託 

・図書、備品等整備、運営協議会委員の活動 

 ◇ゲートボールセンター管理運営事業    ８，５１８ ・指定管理委託 

 ◇社会教育施設一般管理事業 ３００ ・社会教育施設管理 

保健体育費                             

 

 

 ◇保健体育総務事業 

 

 

       ８，６１２ 

・スポーツ推進委員報酬 

・学校開放事業、スポーツ活動 

・町民大会への補助 

・体育協会への活動支援 

・スポーツ少年団への活動支援 

・マラソン大会実行委員会への活動支援 

・ウインタースポーツ実行委員会への補助 

・総合型地域スポーツクラブ支援 

・上部大会への出場経費補助 

 ◇Ｂ＆Ｇ海洋センター管理運営

  事業 

 

     ４０，７４７ 

・指定管理委託 

・海洋クラブへの活動支援 

・体験クルーズ参加支援 

 ◇女満別給食センター管理運営

  事業 
   ６６，３０７ 

・給食調理業務委託料 

・学校給食運営委員報酬 

 ◇東藻琴給食センター管理運営 

   事業 
     ３７，５８０ 

・給食調理業務委託料 

・学校給食運営員報酬 
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第２部 学校教育活動に係る反省・評価 

１  平成２６年度大空町教育推進方針に係る反省・評価 

◇平成２６年度大空町教育推進方針は、平成２１年度からスタートした「大空町教育推進計画（平

成２１～２８年度）」の実現を目指すべく、計画内容を具体的・重点化して設定したものである。 

◇大空町教育推進方針の末尾の括弧内に、「大空町教育推進計画」に示されている基本目標、基本 

 方向、観点の数字を記し、それとの関わりを明らかにしてある。 

 

           ５段階評定尺度 

５（大変良かった）  所期の目的に向けた創意工夫や努力があり、成果を上げた。 

４（良かった）   若干問題はあったが、所期の目的に向けた実績となった。 

３（普通）     実施はできたが、問題・課題がある。 

２（良くない）   所期の目的に一部そった形で実施はできたが問題・課題がある。 

１（大変良くない） 所期の目的には至らず、今後一層の解決や改善努力がいる。 

 ※下の表中の【 】及び（ ）内の数値は５段階の評定尺度に基づき、各幼稚園、各小中高等学校 
が実施した評価点の平均値である。 

 
 
 

 

平成２６年度大空町教育推進方針の反省・評価（学校教育関係分） 

 

１ 確かな学力の定着と自立する生き方を育む教育活動の充実を図る。（基本目標１～基本方向１，２） 

【3.87】 

 〈具体的方策〉 

（１） 授業改善、習熟度別指導、放課後学習、長期休業中の補充学習などにより、確かな学力の定着

を目指す。（観点１）                                            （3.80） 

〈評価〉①教育課程や指導計画のねらいを明確にするとともに児童理解を深め、活動内容の 

充実に努めた。 

②研究テーマに沿った表現力を伸ばすための授業改善、学習規律の見直し、長期

休業中の補充学習､習熟度別指導､家庭学習の手引きの作成を積極的に実施し、

成果を上げた。 

③補助教員、外国語活動推進指導員等の配置による学習成果が現れてきている。 

④チャレンジテストの取り組みを全学年で実施するとともに、家庭学習を習慣化

させる取り組みを実施した。 

（２） 家庭と連携し、発達段階に応じた家庭学習習慣の定着を図る。（観点１）         （4.00） 

〈評価〉①家庭学習の取り組み、授業におけるペア学習やグループ学習の取り組み、繰り

返し学習の取り組みを実施したことで、学校評価も高評価となった。 

（３） 全国学力・学習状況調査結果を分析・活用し、学習指導方法の改善・充実に活かす。(観点１)

                                                        （3.80） 

〈評価〉①全国学力・学習状況調査およびチャレンジテストの結果分析を行い、児童・生

徒の課題を明確にするとともに授業改善を図った。 
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（４） 全学級における教室環境の整備と学習規律の徹底を図る。（観点１）         （3.86） 

〈評価〉①幼・小においては季節に応じた教室環境の整備を行うことにより情操を育み、  

     小・中においては学習規律の徹底を図ることを今年度共通して取り組んだ。 

（５） コミュニケーション能力の育成を図るため、音読や発表力を重視する。（観点２）    （4.00） 

〈評価〉①自らの考えや思いを発表する場を多く設け、コミュニケーション能力を高めるこ

とができた。 

    ②地域人材を積極的に活用したカリキュラムを組み、様々な人との交流を積極的

に図ることで、コミュニケーション力が育まれた。 

（６） 個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成など特別支援教育の充実に努める。（観点３）  

 （3.86） 

〈評価〉①特別支援教育を含め、今後はよりきめ細かな個に応じた指導の計画を充実させる

ことが課題である。 

    ②特別支援コーディネーターとの連携を通して、内容の充実と保護者との良好な関

係が構築された。 

（７） 各校種におけるキャリア教育に係る学習内容を整理し体系化する。（観点８）       （3.80） 

〈評価〉①小・中学校におけるキャリア教育はしっかりと行われているが、小・中学校の

連携を図ることが課題である。 

    ②地域人材を活用した職場体験・職場訪問の充実を図るため、学校と地域が連携

した体制を整備することが喫緊の課題である。 

 

２ 豊かな心と健やかな体を育む教育活動の充実を図る。（基本目標２～基本方向３，４）     【3.77】 

 〈具体的方策〉 

（１） 道徳の時間の授業公開や基本的な生活習慣や規範意識の醸成など、道徳教育の充実を図る。

       （観点10）                                             （3.50） 

〈評価〉①基本的な生活習慣は定着してきているが、｢早寝・早起き・朝ごはん｣を浸透さ

せ、完全に定着させるためにも保護者･地域を巻き込んだ方策が必要である。 

    ②道徳の価値は変わっていないが、価値観が多様化しているため、学校・家庭・

地域が連携して児童生徒と関わり、豊かな心を育む方策が必要である。 

（２） 町の図書館との連携により児童・生徒の読書活動の充実を図るとともに、「朝読」「家読」運動を 

推進する。（観点11）                                              （3.86） 

〈評価〉①図書館司書の努力により、図書への関心も高まっている。 

②「朝読」は定着しているが「家読」については定着していないことから一層の

取り組みが必要である。 

（３） いじめや不登校など問題行動の早期発見・早期対応と情報の共有化を図る。(観点13)（4.00） 

〈評価〉①年２回の学校生活アンケート調査と教育相談により、いじめ等の問題行動を把握

しその後の指導で解決を図ることができた。児童理解ツールの活用については一

部の学級での実施にとどまった。今後生徒指導に関わる研修でも取り上げていき

たい。 

（４） 学校における遊びや体育の充実及び家庭における運動の奨励により、子ども達の体力づくりを

推進する。（観点14）                                            （3.86） 

〈評価〉①運動面の行事を見直すことにより、園児が意欲をもって取り組むことができた。 

    ②部活動のみならず様々な体育授業の取り組みにより、体力づくりが積極的に推進

されている。 
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（５） 学校・家庭・地域と連携して「早寝・早起き・朝ごはん」など、子ども達の基本的な生活習慣 （生

活リズム）の確立に努める。（観点15,25）                               （3.71） 

〈評価〉①日常、その場面・場面において適切な指導・援助の積み上げにより、園児の心の

成長を促している。 

②振り返りや発表の機会を設け、実態の把握から理解につなげ、適切な指導に生か

した。 

③生活リズムチェックシートの活用を図ることで、学習、運動、読書などの基本的

な生活習慣を身に付けるための意識付けにつながった。 

④コミュニケーション力の高まりから問題行動は激減している。基本的な生活習慣

の確立について啓発をしているが、朝食の未摂取が増えるなど、定着はしていな

い。 

（６） 防災教育の充実を図る。（観点17）                                （3.71） 

〈評価〉①全ての幼稚園・学校で３回前後の訓練が行われ防災についての児童生徒の意識

は高まり、避難訓練においては大きな課題は見られなくなっている。しかし、

想定外の大規模災害が発生した時に、関係機関が連携しあった対応がとれるよ

うな訓練も今後は必要になると考えられる。    

 

３ 信頼に応える学校づくりを推進する。（基本目標３～基本方向５，６）                 【4.06】 

 〈具体的方策〉 

（１） 学校評価（自己評価、児童・生徒評価、学校関係者評価など）をもとに学校改善を図るとともに、

結果の公表により開かれた学校づくりを推進する。（観点18）                  （4.14） 

  〈評価〉①向上心を持ち、真摯な保育実践を今後も継続させたい。 

②常に学校から情報を発信し、教育活動を公開している。 

      ③学校評価の定着とともに、抵抗なく結果が公表され開かれた学校づくりを推進で

きた。 

（２） 幼稚園・保育園と小学校、小学校と中学校の接続をスムーズに行うための方策の研究を継続す

るとともに、異年齢の子ども達の経験を広めるため、幼・小・中・高校間及び同校種間の連携や交流

を推進する。（観点19）                                          （4.57） 

 〈評価〉①関係学校・機関との連携及び交流事業を園内研究テーマとし、充実させること

ができた。 

②町内関係機関との連携を図り、特別支援教育を推進した。 

③幼小中高の交流を実施することができた。 

（３） 学校教育指導を生きたものとするため、授業公開や全体協議の充実を図る。（観点21,22） 

（3.86） 

〈評価〉①幼稚園と高校においては課題なく実施されているが、小中学校においては協議

の充実が課題である。 

（４） 大空町学校教育研究会の活動などを通して、学校間における授業交流（公開研究会）や教職員

の交流を推進する。（観点22）                                     （3.86） 

 〈評価〉①大空町学校教育研究会の活動の一環として、環境教育の講座を３日間実施し、

教職員の交流にもつながった。 

（５） 授業研究を中核に据えた校内外研修の改善・充実を図る。（観点21 ）         （3.86） 

 〈評価〉①校内研修においては研修意欲が高まっている。校外研修も多くの先生が研究大

会に参加し、資質能力の向上を図ることができた。 
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４ 地域全体で子どもを守り育てる体制づくりを推進する。（基本目標４～基本方向７，８）      【3.90】 

 〈具体的方策〉 

（１） 預かり保育に係る教育課程を充実する。（観点26）                       （3.50） 

〈評価〉①預かり保育は、幼稚園における教育課程との関連付けを深め、計画的に指導を進

めている。 

（２） 幼保の連携を図るとともに、子ども・子育て支援制度導入に係る環境整備に努める。（観点26）  

                                                            （4.00） 

 〈評価〉①幼稚園と保育園の連携をスムーズにとっている。子ども・子育て支援制度導入

に向け、保護者への周知など環境整備に努めた。 

（３） 就学前の親子に対する子育て支援開放事業を充実する。（観点27）               （4.00） 

〈評価〉①幼稚園を開放し、未就園の親子に遊びの場を提供するとともに、子育ての情報

発信をすることができた。 

（４） ＰＴＡや関係機関と連携し、緊急時の対応の仕方など児童・生徒の安心・安全な環境づくりを推

進する。（観点30）                                             （3.71） 

 〈評価〉①ＰＴＡの協力による「不審者警戒巡視」など、地域と連携が図られた。 

（５） 地域の自然や人材、施設を積極的に活用し、地域に開かれた学校運営を推進する。 

（観点29）                                                 （4.29） 

 〈評価〉①２年生の国語のさけの学習の発展として「サケの解体」、人権擁護委員による出

前授業、製糖工場の見学など、地域に根ざした学習を積極的に実施した。 

②総合的な学習の時間における地域人材を活用した取り組みなど、地域と連携した

取り組みの充実ができた。 

③相撲や水泳、スキー学習などで地域住民や外部指導者の協力を得られた。 

 
 
 

２ 各幼稚園、各小中高等学校における反省・評価 

  各幼稚園、各小中高等学校における教育活動は、それぞれの園や学校で策定している学校（幼稚 

園）経営計画及び教育課程に基づき展開されている。 

  また、各幼稚園、各小中高等学校においては、年度末に「大空町学校評価システム」に基づいた 

学校評価（教職員による評価、児童生徒による評価、保護者等学校関係者による評価）を実施し、 

その結果に基づき次年度に向けた改善がなされている。 

  各幼稚園、各小中高等学校からは、年度末に学校評価結果が報告書として提出されているので、 

ここでの報告は割愛する。 
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第３部 社会教育活動に係る反省・評価 

１ 平成２６年度大空町教育推進方針に係る反省・評価 

◇平成２６年度大空町教育推進方針は、平成２１年度からスタートした「大空町教育推進計画（平 

 成２１～２８年度）」の実現を目指すべく、計画内容を具体化・重点化して設定したものである。 

◇大空町教育推進方針の末尾の括弧内に、「大空町教育推進計画」に示されている基本目標、基本 

 方向、観点の数字を記し、それとの係わりを明らかにしてある。 

 

５段階評定尺度 

 ５（大変良かった）  所期の目的に向けた創意工夫や努力があり、成果を上げた。 

 ４（良かった）      若干問題はあったが、所期の目的に向けた実績となった。 

 ３（普通）          実施はできたが、問題・課題がある。 

 ２（良くない）      所期の目的に一部そった形で実施はできたが問題・課題がある。 

 １（大変良くない） 所期の目的には至らず、今後一層の解決や改善努力がいる。 

     ※下の表中の【 】内の数値は、５段階の評定尺度にもとづいて実施した（ ）内の評価点の平均 

値である。 

 

 

平成２６年度大空町教育推進方針の反省・評価（社会教育関係分） 

 

１  地域全体で子どもを守り育てる環境づくりを推進する。（基本目標４～基本方向７，８）    

                                        【3.31】 

 〈具体的方策〉 

（１）家庭や地域の教育力の向上を目指し事業の充実を図る。（観点25,29）    （3.50） 

  〈評価〉①家庭教育講座に参加する親の仲間づくりの場から、自主的な学習活動へつながる

ような事業展開の取り組みとリーダー養成が必要である。 

        ②放課後子どもプラン推進事業は、子育て支援センターや児童センター事業との連 

携や他の関係機関との連携により事業を展開する必要がある。また、協力スタッ

         フの人材育成・発掘が必要である。    

（２）体験や研修を通し自然や地域について学ぶ機会の充実を図り､地域と一層連携し交流を促 

   進する。（観点28）                                                （3.00） 

〈評価〉①ジュニアリーダーボランティア研修会を開催するとともに子ども会育成連絡協議 

会が主催するジュニアリーダー研修会を支援するなど、宿泊を伴う体験学習の充 

実に努め、団体生活の中から少年のリーダー意識を高めた。宿泊を伴う事業への

子どもの参加が少ないため、魅力あるプログラムづくりを検討する。 

        ②姉妹都市稲城市との児童(小学５年生)交流及び友好町氷川町との生徒(中学２年

生)交流は、コミュニケーション能力や姉妹都市・友好町意識を高める体験型事 

業として重要な位置づけにあり、事業全体の見直しを図りながら推進している｡ 

近年、参加者が定員に満たない年が続いているので、参加対象者など、事業の見 

直しを検討する必要がある。 

  （３）様々な活動に協力いただける指導者やボランティア体制の充実を図る。（観点29,32） 

                                          （3.40） 
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〈評価〉①青少年を取り巻く各種団体によるイベント等の際の補導・巡視活動などの活動に

より子どもたちを守る体制づくりを推進している。 

        ②大空町青年団体協議会や大空町青年団体連携会議の活動を支援することを通して

青年リーダーの養成に努めている。 

（４）大空町青少年健全育成町民会議を中核として関係組織間の連携強化を図り、子どもを守り 

   育てる環境づくりに努める。（観点28,30）                             （3.33） 

    〈評価〉①青少年育成協会と連携して青少年健全育成研修会を開催し、青少年の健全育成を 

考える機会の拡充に努めた。しかし、研修会への参加者が少なかったため、各種 

青少年団体とのさらなる連携が必要である。 

        ②青少年健全育成顕彰式並びに交流会を開催し、青少年の善行を称えるとともに青 

少年健全育成団体の意識啓発の場とした。今後も顕彰基準などの見直しを行いな 

がら継続して実施する。 

 

２ 豊かな学びをつくる生涯学習及び学校・地域社会と連携した社会教育活動を推進する。 

 （基本目標５～基本方向９，１０）                        【3.47】 

〈具体的方策〉 

（１）多様な学習ニーズや各種事業に対する意見・要望等を把握し、主体的な学習や学習成果の 

   活用に活かす。（観点31）                                        （3.60） 

    〈評価〉①住民ニーズを把握しながら、文化的・趣味的生涯学習講座を実施した。また、各 

関係機関・団体等と連携した講座の開催に努め、多くの事業を開催した。 

        ②生涯学習奨励委員会と教育委員会が連携し生涯学習講演会を開催するとともに第

１回目となる「大空町検定」に取り組んだ。町の文化の継承や町民の交流を見据

えた内容になるようしっかり進めていきたい。 

        ③各種講座は実施しているが、成果の活用機会の提供にまでは至っていない。 

（２）各種事業や団体活動等の課題を整理し､全町的な視点からの解決を探る｡（観点33） 

（3.62） 

    〈評価〉①成人・女性団体など各種団体への支援を行っているが、自主自立に向けた支援を

しながら併せてリーダー養成に努めていく必要がある。 

        ②課題などについては、関係機関・団体と協議を行い解決の方策を検討している。 

（３）社会教育施設の適正な維持管理及び計画的な整備充実を図る。（観点35）   （3.00） 

    〈評価〉①指定管理者と連携を図りながら施設の適正な維持管理に努めているが、老朽化に 

伴い、修繕箇所が多くなっているため、計画的に施設整備を行っている。 

②町民に親しまれる施設の運営について検討し、施設の利活用を図っていく。 

（４）読書活動及び図書館活動の推進のための環境づくりに努める。（観点11,34） （3.66） 

    〈評価〉①図書館システムを更新するとともに各小中学校に学校連携システムを導入した。 

         今後は図書館や学校と連携しながらシステムの利活用について検討していく必要

がある。 

        ②指定管理者である青少年育成協会と連携を密にしながら読書活動や図書館活動 

の充実を図っている。 

 

３  芸術・文化・スポーツ活動を推進する。（基本目標５～基本方向１１，１２）   【3.25】 

〈具体的方策〉 

（１）歴史や文化等を知るために、郷土資料・遺跡巡りなど住民が主体となる事業を展開する。 
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（観点36）                                      （3.25） 

    〈評価〉①郷土資料室の資料収集や整備に努めているが、町民に関心を持ってもらえるよう 

な取り組みが必要である。 

        ②郷土・歴史文化保勝会と連携を図りながら、郷土資料の活用を検討している。 

        ③女満別湿生植物群落について、保全対策の一環として連携組織を立ち上げた。引

き続き、町民にも保全意識を高めてもらう取り組みが必要である。      

（２）地域住民や民間組織が、芸術・文化活動に自主的・主体的に関わることのできる仕組みづ 

   くりを推進する。（観点37）                                           （3.50） 

〈評価〉①文化団体連絡協議会と連携して町民文化祭を開催している。文化会館の改修によ 

り芸能祭については、東藻琴地区で開催したが、女満別地区文化団体の参加が少 

なかった。 

        ②文化団体協議会加盟団体の高齢化による会員不足が深刻な課題であるため、カル

チャーセミナー等を開催し、町民が文化に関心を持てる仕組みを作っていく必要

がある。 

  （３）地域住民が気軽にスポーツ活動に親しみ、参加できる機会や場を提供する。（観点39） 

                                         （3.23） 

〈評価〉①各種町民スポーツ大会を開催し、町民のスポーツ活動の場を提供するとともに自 

治会交流の場とすることができた。スポーツ大会によっては、参加する自治会等

         が少なくなっているため、事業の周知を徹底し、広く参加を呼び掛ける必要があ 

る。 

        ②スポーツの振興のため各種マラソン大会を実行委員会形式で開催した。 

        ③各種スポーツ教室を開催するなど、町民にスポーツ活動の場を提供した。 

（４）社会体育施設の適正な維持管理及び計画的な整備充実を図る。（観点41）  （3.00） 

  〈評価〉①指定管理を委託している施設については、指定管理者の青少年育成協会と連携し 

て町民のスポーツ活動の場づくりを施設管理と併せて行った。 

        ②老朽施設が多くなってきたことから、より計画的な改修計画などを検討しながら 

町民の社会体育の振興を図っていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 27 - 

２ 平成２６年度社会教育推進計画に係る反省・評価 

    大空町教育推進計画の具現化を目指して平成２６年度社会教育推進計画を作成しており、下記の

枠内で示すように大きく５つの領域で事業を構成し推進している。 

 

  

① 生涯学習推進事業       ～ ６の大事業・１３の中事業・その他小事業で構成 

 ② 家庭教育・子育て支援事業 ～ ２の大事業・５の中事業・その他小事業で構成 

 ③ 青少年健全育成事業    ～ ３の大事業・９の中事業・その他小事業で構成 

 ④ 芸術文化振興事業      ～ ２の大事業・８の中事業・その他小事業で構成 

 ⑤ 保健体育振興事業      ～ ２の大事業・７の中事業・その他小事業で構成 

 

 

◇本計画の位置づけ 

    大空町教育推進計画に基づく、平成２６年度に実施する各事業をＡ（目的やねらい）・Ｐ（計

画）・Ｄ（実施）・Ｓ（評価）・Ｉ（改善）のマネジメントサイクルの段階ごとに体系的に区分

し、事業推進の指標として位置づけている。 

◇評価の活用 

     平成２６年度の反省・評価の結果明らかにされた改善点等を次年度の推進計画の策定に反映さ

せる。 

 

平成２６年度社会教育事業の反省・評価結果の概要 

 

１ 生涯学習推進事業  総合判定 《３．４６》 

  〔基本方向９ 豊かな学びをつくる生涯学習の推進〕 

  〔基本方向１０ 学校・地域社会と連携した社会教育活動の推進〕 

 

１ 成人教育(講座) 〔町民の自主的な学習活動を支援する〕            〔3.75〕 

（１）生涯学習奨励員協議会事業〈4.00〉 

①大空町ふるさと検定〈4.00〉 

（２）生涯学習講座〈3.50〉 

①生涯学習講演会（4.00）②生涯学習講座（3.00） 

《総括的な反省・評価》 

①生涯学習奨励員が主体となり、「大空町検定」の作成に取り組んだ。町民の文化の継承、町民交 

流となるように継続して実施する。参加者をもっと集める工夫が必要である。 

 ②生涯学習奨励員と教育委員会の連携により、誰でもが参加できる講演会を開催した。参加者の反

応もよく、よい企画で開催することができた。 

 ③各種関係機関との連携により、町民に学習機会(教養講座)を数多く提供することができた。  

２ 高齢者教育 〔高齢者が自ら学び、心豊かで健康に過ごし、社会参加できる活動を支援する〕 

〔3.50〕 

（１）大空町ことぶき大学〈3.00〉 

（２）高齢者リーダー養成事業〈4.00〉 
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《総括的な反省・評価》 

①高齢者を取り巻く社会環境や高齢者福祉施策の在り方が大きく変化しているため、知識や技能の

習得だけではなく、自らが選択し目標を持たせるとともに運営に参画できるような企画内容に展

開していく必要がある。 

②網走ブロック持ち回りで行っているリーダー養成事業の他、ことぶき大学自治会活動を通してリ

ーダー養成を行っている。 

３ 各種団体育成(事業) 〔各種団体の主体的な学習や積極的な地域活動を支援し育成する〕 

〔3.33〕 

（１）女性団体育成事業〈4.00〉 

①女性団体の支援（4.00） ②大空町女性のつどい(4.00) ③友愛セール＆フリーマーケッ 

ト(4.00) ④大空町女性研修(4.00)  

（２）ＰＴＡ育成事業〈3.00〉 

（３）教育文化合宿誘致事業〈3.00〉 

《総括的な反省・評価》 

①自治会女性部の活動を住民に意識付けするため、各種研修事業を行っているが、新しい事業に取

り組むなど、活発な活動を行っている。今後も関係各課と連携を図りながら各種活動を支援して

いく必要がある。 

②ＰＴＡ育成事業については、大空町ＰＴＡ連合会と連携しながら各学校ＰＴＡの活動を支援して 

いる。家庭教育の重要性が高まっていることから、改めてＰＴＡの活動を見直す必要がある。 

③教育文化合宿誘致事業については、バスケットボール・玉川大学梅沢ゼミ・北海学園札幌高等学 

校相撲部の合宿受け入れを行い、効果的な合宿成果が上がっているが、さらに合宿誘致事業を活

性化するために新たな団体の誘致活動を展開する必要がある。 

４ 学社連携（融合）・人材育成(事業) 〔各種講座の開設を通して、町民の学習活動を充実する〕 

〔3.50〕 

（１）姉妹都市・友好町交流事業〈3.50〉 

①稲城市児童交流(3.00)    ②氷川町生徒交流(4.00) 

《総括的な反省・評価》 

①稲城市児童交流では、実行委員会が主体となって交流事業を展開しているが、訪問事業に関して

は、吹雪のため中止となってしまった。当該事業の中止は初めてのことであったが、平成２７年

度に５年生とともに稲城市を訪問することとなり、その助成を行うこととした。 

②稲城市児童交流は減少傾向にあるため、東藻琴小学校にも参加していただき全町的な取り組みと

したい。 

③氷川町生徒交流は､教育委員会と参加する保護者で構成する保護者会との連携により中学２年生 

同士の相互交流事業として定着しているが、定員に満たない年が続いていることから、事業の内

容や募集要項等を検討する必要がある。 

５ 図書館活動・・・ 指定管理者への委託事業 〔町民の読書活動や学習活動の促進に努める〕  

〔3.67〕 

（１）図書館活動への支援〈4.00〉 

（２）ボランティア活動への支援〈3.00〉  

（３）読書普及及び利用促進活動〈4.00〉 

《総括的な反省・評価》 

①図書館システムの更新により、貸出し・返却業務やインターネットによる予約など、図書館の業

務が効率的に行えるような整備を行った。 



 

- 29 - 

②学校連携システムを導入したことにより、学校と図書館の連携が深まるとともに児童・生徒の読

書への興味を促すことが期待できる。平成２７年度より本格稼動する。 

③図書館ボランティアは、図書館にとって重要な役割を担っているが、女満別図書館友の会が解散

となってしまっている状況にあり、平成２７年度に再結成を検討している。 

④指定管理者により、図書館の利用促進に繋がる自主事業を多数実施している。今後も読書推進に 

 繋がる事業を継続していけるよう支援する。また、学校図書館の充実のために司書を巡回させて 

 いるが、連携した事業展開を行う必要がある。 

６ 生涯学習啓発(事業) 〔町民の学習意欲を喚起するため、情報発信と相談活動を充実する〕 

〔3.00〕 

（１）生涯学習広報誌の発行〈3.00〉 

（２）生涯学習相談〈3.00〉 

《総括的な反省・評価》 

①生涯学習の広報については、広報紙に掲載しているが、紙面の都合上、生涯学習に関する情報が 

まとまっていないため、生涯学習への意識啓発及びＰＲが弱い状況である。今後も事業周知など

ＰＲ方法を検討する必要がある。 

②生涯学習の相談体制は整っているものの、相談者が少ないため周知等を工夫する必要がある。 

 

２ 家庭教育・子育て支援事業  総合判定《３．２９》 

  〔基本方向７ 家庭の教育力の向上や幼児教育の充実〕    

 

１ 家庭教育・子育て支援(事業) 〔行政、関係機関等が連携して、学習資源や情報のネットワーク 

化に努める〕                                〔3.58〕 

（１）家庭教育支援基盤形成事業〈3.33〉 

①家庭教育支援チームの設置(3.00)  ②子育てサポーターのリーダーの養成(3.00)  

③子育て・親育ち講座の実施(4.00) 

（２）子育て機能強化推進事業〈3.00〉 

（３）家庭教育相談事業（家庭教育相談員の配置）〈4.00〉 

（４）子育て支援ネットワーク充実事業〈4.00〉 

《総括的な反省・評価》 

①子育て支援基盤の形成には､福祉部局の子育て支援センターや児童センター事業と連携し、町全 

体での取り組みを考えていくことが必要であるとともに、両地区のスタッフや他部局スタッフ、 

事業協力団体との協議の場を設け、現場の意見を事業に反映させていく必要がある。 

②子育て親育ち講座を実施したが、親たちの仲間づくりの場から、自主的な学習活動へ転換させて 

 いく取り組みも必要である。 

③幼稚園教諭、児童クラブ指導員との子育てに関する更なる情報共有を図る必要がある。 

④人間関係の希薄化や核家族化等により、家庭の教育力が低下しているため、子育てに関する相談 

業務や子育て支援講座を通し、子育てに関する細やかなアドバイスが必要となっている。 

 ⑤家庭の教育力の向上の見地から、子育てを支援する関係各課との連携強化を図る必要がある。 

２ 家庭教育・子育て支援情報の発信 〔町民の読書活動や学習活動の促進に努める〕 〔3.00〕 

（１）各種支援情報の発信〈3.00〉 

《総括的な反省・評価》 

①講座等において、家庭教育・子育て支援に係る情報提供を行っているが、各種広報媒体等を活用

して、より一層の情報提供を行う必要がある。 
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３ 青少年健全育成事業   総合判定《３．４４》 

  〔基本方向８ 地域で子どもを守り育てる環境づくりの推進〕 

 

１ 少年社会体験活動 〔少年少女の健全育成を願い、各種の社会体験活動やリーダー育成に努め

る〕                                   〔3.33〕 

（１）放課後子どもプラン推進事業（放課後子ども教室）〈4.00〉 

（２）少年ボランティアリーダー研修会〈3.00〉 

（３）子ども会活動支援〈3.00〉 

①子ども会への支援(3.00)  ②子ども七夕まつり(3.00)  ③子ども会ミニ運動会(3.00) 

④ジュニアリーダー研修会(3.00) 

《総括的な反省・評価》 

①放課後子どもプラン推進事業「子どもワールド２１」については、一定の成果を上げているが、

今後も、福祉部局の子育て支援センターや児童センター事業と連携するとともにスタッフや他

部局のスタッフ、事業協力団体との協議の場を設け、様々な現場の意見を事業に反映させてい

く必要がある。 

②ボランティアリーダー研修会については、子ども会育成連絡協議会と連携して実施したが、宿 

泊での研修に参加する児童・生徒が減っている状況にある。魅力ある内容と参加しやすい日程 

を検討し、参加者の増加に努める必要がある。 

③子ども会育成連絡協議会では、子ども達の健全育成を目的とし、自主運営により両地区での子

ども会事業を開催し、異年齢、地域住民との交流を深めることに努めている。しかし、子ども

数の減少により単位会として活動できる子ども会が少なくなってきていることから実態を把

握しながら活動への支援を行う必要がある。 

２ 青年社会体験活動 〔青年の健全育成を願い、各種の社会体験活動やリーダー育成に努める〕 

〔3.67〕 

（１）成人式〈4.00〉 

（２）青年団体への支援〈3.00〉 

（３）青年連携組織への支援〈4.00〉 

《総括的な反省・評価》 

①成人式では、対象者の出席率が６６％と低かったが、式典は厳粛の中行われ、アトラクショ 

ンとして自己紹介やアーティストの向井成一郎氏のトークライブを実施した。 

②青年団体への支援としては、大空町青年団体協議会の会員を対象に青年リーダー養成のための 

研修機会を作ることができた。また、成人式への協力など、まちづくり意識が高揚している。 

③女満別地区青年５団体の連携組織として大空町青年団体連携会議の活動を支援した。今後は東

藻琴地区の青年層も巻き込み、全町・異業種の青年組織によるまちづくりや交流を支援する。 

３  青少年健全育成活動〔青年の健全育成を願い、補導・指導活動や団体との連携活動及び相談事 

業を行う〕                                                                  〔3.33〕 

（１）補導・指導活動〈3.00〉 

（２）各種団体活動への支援・指導〈3.00〉 

（３）各種育成団体との連携〈4.00〉 

《総括的な反省・評価》 

①地域安全マップの作成が急務である。また、町民が地域の子どもたちを守る体制づくりを検討

する必要がある。 

②青少年を取巻く環境は変化しており、インターネット環境について協議を行っているが、引き
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続き課題等について協議する必要がある。 

③青少年顕彰式を開催し、青少年の善行に対しての表彰を行っているが、該当者の漏れが無いよ 

う周知、情報共有が重要である。また、青少年を取り巻く団体の更なる連携の仕組みを検討し 

ていく必要がある。 

 

 

４ 芸術・文化振興事業  総合判定 《３．３８》 

  〔基本方向１１ 芸術・文化活動の推進・充実〕 

 

１ 芸術・文化振興(事業) 〔町民の文化活動への参加及び芸術文化鑑賞の拡大を図る〕 

〔３．５０〕 

（１）町民文化祭〈3.00〉 

（２）カルチャーセミナー〈4.00〉 

（３）演劇によるまちづくりの推進事業〈3.00〉 

（４）文化団体への支援活動〈4.00〉 

《総括的な反省・評価》 

①町民文化展は、女満別地区で来場者の増加を目的としてバザーを行い、入場者が前年を上回っ

た。しかし、町民文化祭全体の参加者が減っている状況にあり、参加者の発掘及びＰＲを強化

する必要がある。 

②町民芸能祭は、教育文化会館の改修に伴い、東藻琴農村環境改善センターで東藻琴地区と女満

別地区合同で行ったが、特に混乱はなかった。 

③カルチャーセミナーについては、文化団体協議会・自治会女性部連絡協議会と連携して４講座 

開催することができた。文化の普及のため、今後も継続して実施する。 

④演劇による町づくりについては、様々な分野の演劇に関する事業をプログラムしてプレ開催と

なった事業であったが、概ね一定の成果を挙げることができた。今後もこの事業と連携して町

民に演劇に興味・関心をもってもらえるような取り組みに発展させていくことで文化の振興を

図りたい。 

⑤文化団体協議会の事業を支援するとともに町民文化祭を共催して実施した。また、大空町１０

年を記念した町民舞台の実施に向けた組織づくりの取り組みを行った。 

２ 文化財等保護・管理活動 〔文化財保護・管理のため調査及び普及活動に努める〕 

〔３．２５〕 

（１）文化財保護管理事業〈3.00〉 

（２）文化財研究審議事業〈3.00〉 

（３）湿生植物群落保全事業〈4.00〉 

（４）団体活動への支援・指導〈3.00〉 

《総括的な反省・評価》 

①郷土資料の保存施設等が老朽化しており、保存方法について検討する必要がある。 

②湿生植物群落については、関係機関で情報共有を行い、今後の保護・保全対策に役立てようと

女満別湿生植物群落保全対策連絡会議を発足した。今後は調査を行っている北海道大学や連絡

会議と連携を密にしながら、保護・保全対策をさらに進めていく必要がある。 

③歴史・文化の継承のため、郷土・歴史文化保勝会の活動などを引き続き支援する必要がある。 
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５ 保健体育振興事業  総合判定 《３．３３》 

    〔基本方向１２ 健康づくりやスポーツ活動の推進〕 

 

１ 社会体育振興(事業) 〔各種大会や教室、講座等の開催を通じて町民の健康増進とスポーツに対 

する関心・意欲を喚起する〕                        〔３．１５〕 

（１）町民スポーツ大会〈3.00〉 

①第９回町民ミニバレーボール大会(3.00) 

②第９回３００歳交歓バレーボール大会(3.00) ③スポーツ縁日(3.00)  

（２）その他スポーツ大会〈3.50〉 

①ジェットラインさわやかマラソン大会(4.00) 

②もとこ山ふきおろしマラソン大会(4.00) 

③東北海道６人制バレーボール選手権大会(3.00)  ④女子バレーボール大会(3.00) 

（３）スポーツ教室開設事業〈3.00〉 

   《少年少女スポーツ教室》〈3.00〉 

①スキー教室(3.00)  ②もこと山カンジキ登山教室(3.00)  

   《全町民対象スポーツ教室》〈3.00〉 

     ①スポーツ体験教室（ゴルフ教室・タグラグビー教室）(3.00) 

（４）総合型地域スポーツクラブ支援事業〈3.00〉 

（５）スポーツ振興団体の育成〈3.25〉 

    ①体育協会育成(3.00) ②スポーツ少年団育成(3.00) ③指定管理施設との連携(3.00) 

 ④その他団体育成(4.00) 

《総括的な反省・評価》 

①町民ミニバレーボール大会については、参加チーム（自治会）が変動しない状況が続いている。

今後も事業所単位の募集も含めた募集の改善と東藻琴地区への参加呼びかけに努める必要が

ある。 

②３００歳交歓バレーボール大会については、高齢化などで参加されない自治会もあるが、町技  

であるバレーボールの普及・振興のため、参加枠組みの緩和など、参加しやすい条件を検討す

る必要がある。 

③スポーツ縁日については、６年ぶりの女満別開催であったが、観光客や他イベントの参加者も

多く集まり、前年を大きく上回る参加があった。屋外種目の参加が比較的少なかったことから

種目内容を検討したい。 

④ジェットラインさわやかマラソン大会については、特に課題となる問題もなく、スムーズな運 

営ができた。しかし、少年団の大会などが重複し参加者が減少したことから、今後はふきおろ 

しマラソン大会との関連を含めて検討する必要がある。 

⑤３１回目を迎えたもこと山ふきおろしマラソン大会については、ゲストランナーを迎えるとと

もに抽選会などを実施するなど参加者の増加に努めた。また、ゴールを東藻琴 B&G海洋センタ

ーにするなど、コースを大幅に変更したことにより、ゴール地点の盛り上がりを演出すること

ができた。運営者が多く必要な事業であり、今後はボランティアスタッフなどを取り入れる工

夫が必要である。 

⑥東北海道６人制バレーボール大会については、地元バレーボール協会が率先して開催している 

状況であり、官民の連携が図られている。町技がバレーボールの町として位置付ける貴重な大 

会であり、今後継続のため、協会の若手指導者の育成が重要となると思われる。また、年々参 

加チームが減少してきていることから、参加チームの募集についても検討する必要がある。 
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⑦女子バレーボール大会については、参加チームの増加を目指し、町技であるバレーボールの普 

及・啓発ができるよう取り組む必要がある。 

⑧少年少女スポーツ教室については、スキー協会や東藻琴山岳会の協力で青少年のスポーツ振興 

が図られている。今後も各種スポーツ団体の協力を得ながら、青少年にスポーツの場を数多く 

提供したい。 

⑨スポーツ体験教室については、女満別ゴルフコースと連携して、青壮年層を中心に運動の機会 

とゴルフを始めるきっかけの場を提供した。また、小学生と保護者を対象としたタグラグビー 

教室を実施した。今後も町内の各種団体等と連携し様々なスポーツ教室を検討する。 

⑩豊住スポーツクラブについては、町の補助金のみで実施している状況であるが、活動が衰退し 

ないよう、助言や支援を行っている。今後は、全町的な取り組みも視野に入れた新たなスポー

ツクラブの設立を検討する必要がある。 

⑪スポーツ団体等への支援としては、各種体育団体と連携を密にしながらスポーツの振興を図っ 

ていきたい。また、新たなスポーツ団体等の育成も必要に応じ実施することが必要である。さ

らに、子ども達がスポーツに親しむ環境をつくるために、今後も少年団への支援を継続して行

い、新しいスポーツ活動の希望がある場合は、体制づくりなど必要に応じた指導、助言に努め

る必要がある。 

⑫ウインタースポーツ実行委員会は、「町内の子ども達にスケートを体験してもらいたい」とい

う想いで町内有志がスケートリンクを造成し、スケート教室を実施するなど、ボランティアの

要素が強いため、今後も実行委員会の活動を支援していく必要がある。 

 

２ スポーツ合宿誘致事業［合宿を誘致しスポーツ団体支援や指導者養成を図る］  〔3.50〕 

（１）バスケットボール合宿〈3.00〉 

（２）相撲合宿〈4.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

①例年合宿している日本体育大学が台湾合宿のため不参加となった。今後も参加してもらえるよ

う PRを行うとともに、新たな大学が合宿してもらえるよう PRする必要がある。 

②東藻琴相撲場の開設にあわせて大会を開催したほか、高校生相撲部の合宿を受け入れた。 

 今後とも日本の伝統的な相撲の普及に努める。 

 


