２. 社会教育部
（１） 自ら学び成果を活かす社会教育活動の推進
①

生涯学習機会や学習情報の提供

コロナ禍による心理的不安が広がる中、充実した人生を主
体的に切り開いていくことのできる生涯学習社会の実現が求
められています。こうしたニーズに的確に応えるため、市内
で活動する各種社会教育団体、グループ・サークル、指導者
等の生涯学習情報を一元的に集約した団体指導者ガイドを作
成しました。また、北見芸術文化ホール内に開設している生
涯学習コーナー常駐の生涯学習推進員が、市民への情報提供
や各種相談窓口として自主的な生涯学習活動の支援に努めま

【生涯学習コーナー】

した。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により社会教育活動の
自粛や中止が相次ぎ、市民の学びの場に多大な影響が出ました。
そのような状況の中、「地域おこし協力隊（生涯学習サポート隊」
(※点検・評価シート６

P41 参照)

の企画として様々な事業に取り組み、生涯学習

情報誌の「サルシカ」を四季毎に作成・発行し、市内団体への取材や
特に若年層をターゲットにした内容で構成しました。
また、ＳＮＳを活用した事業では、隊員による知識や技能を生かし
生涯学習情報サービスとして市内で活動する社会教育団体の紹介動画
や、バイオリンの弾き方、自宅での体操・筋トレの方法を教えるオン
ライン生涯学習、出前講座市民講師におけるパン作りなどの動画配信
にも取り組みました。また、ツイッター・インスタグラムの投稿やオ
【生涯学習情報誌 サルシカ】

ンライン芸術祭として「きたみ五七五フェスタ」・「きたみインスタ
フォトフェスタ」など、川柳・俳句・写真などを投稿してもらうコン

テストや、バーチャル卒業合唱などのオンライン事業を実施しました。また、本事業でつながった
市民同士が俳句サークルを立ち上げるなど、今までなかったツールにおいて、新しい形で社会教育
活動の一助になったケースも見受けられました。
今後もオンラインによる生涯学習に対するニーズはさらに高まっていくことが予想されます。
一方、市民の多様なニーズに対応した学習機会を提供するとともに、市民自らが培った知識や経
験を活かす場となっている出前講座「ミント宅配便」では、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り事業休止期間があったことから、市民編・行政編ともに、開催件数は大幅な減少となりました。
今後、コロナ禍が収束となれば、今まで停滞した生涯学習活動の正常化が必須であり、出前講座
メニューの新規登録や新規講師の発掘のほか、生きがいやまちづくり、地域活動につながる取り組
みなど、今まで以上に情報を収集しながら、より一層、市民に対する生涯学習機会の場を提供して
いく必要があります。
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②

公民館事業の充実
公民館は地域住民のために社会教育を推進する拠点施設として中心的な役割を担う施設であり、

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、４自治区それぞれで各種公民館講座を全２７講座
開設し、延べ１，４２８人の受講者が学ぶきっかけづくりとなり、教養の向上、健康の増進、生
活文化の振興が図られました。中央公民館の「小・中学生俳句コンクール」では、計２８校から
２，１０８句が集まり、俳句づくりを通して、豊かな心を育むことにつながりました。
「新春文芸大会」では、川柳４８句、短歌１６首、俳
句１３４句の作品が集まり、延べ１０７人の参加があり、
文芸愛好者の作品発表の機会を提供し、作品を通して交
流を深めることで伝承文化の承継を図ることができまし
た。

【新春文芸大会 俳句大会】

③ 高齢者教育の充実
公民館では、高齢者が生きがいのある人生やうるおいの
ある地域づくりを目指して自ら学び続け、社会の変化にも
対応できるよう、６０歳以上の方を対象とした「高齢者大
学」を開設し、学ぶ機会と交流機会を提供しています。
中央公民館の「ことぶき大学」では２００人、端野町公
民館の「しらかば大学」では９６人、常呂町公民館の「オ

【北見ことぶき大学 クラブ発表会】

ホーツク大学」では８１人、留辺蘂町公民館の「るべしべ
寿大学」では４９人の学生が、現代に生きる高齢者として、
社会の事象を正しく理解するための高齢期の生き方をはじめ、食と健康・生活文化などを学びま
した。また、例年実施している大学祭やパークゴルフ大会などの各自治区の高齢者大学間の交流
事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止しました。
④ 図書館サービスの充実
図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラ
インに基づき、感染拡大を予防するため、最大限の対策を講
じながら、社会基盤としての図書館の役割を継続的に果たす
よう努めました。中央図書館では、感染拡大状況に応じて創
意工夫を図り、予約本のドライブスルー貸出、ウェブ会議ソ
フト ZOOM を利用したオンライン講演会や講座などの自主事業
を行うとともに、ボランティア団体との共催や協力による読
【 中央図書館「古市 憲寿氏 講演会」 】

み聞かせイベント、図書館シネマなど市民が図書にふれるき
っかけとなる行事を実施しました。また、感染拡大防止のた
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めの臨時休館中は、電子書籍コンテンツの充実を図るとともに、電話による利用登録を受け付けま
した。さらに、国の交付金を財源に図書消毒機を増設し、安心安全な図書館サービスを提供しまし
た。そのほか、各自治区の地区館では移動図書館車の運行により、来館が困難な子どもたちへの貸
し出しや地域住民への資料提供を行いました。

（２）学校・家庭・地域が連携し子どもを育てる環境づくりの推進
① 家庭教育の支援
子育てに関する悩み・不安・喜びを共有するとともに、
地域・学校と連携した学習活動や、子育て支援を通して、
子どもたちの健やかな成長を見守る環境づくりを目指す
「こそだて学級」と「はぐくみ学級」の２つの学級を
開設する予定でしたが、コロナ禍の影響により、学校
保護者会などが対象の「はぐくみ学級」の開設申請団体
はありませんでした。
なお、子育て世代が対象の「こそだて学級」については、

【 「こそだて学級」事業風景 】

市内で活動する子育てサークルなど３団体の登録があり、
１５講座を開催するとともに、延べ９６人が参加しました。
講座内容として、免疫力を上げる食事といった食育を中心とした健康に関するものや、コロナ
禍においても、親子で参加するハロウィンやクリスマスといった季節行事の体験活動を行いまし
た。また、オンラインイベントに参加するなど、多岐にわたる工夫を凝らした学習会を開催し、
育児に対する不安や悩みを共有し、相談ができる場として活用されました。
なお、児童の土曜日の教育環境を充実させ、学校・家庭・地域が連携する多様な学習や体験活
動の機会を提供する「土曜学校」を例年どおり開催する予定でしたが、児童への新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため中止としました。
図書館では、第３次北見市子どもの読書活動推進計画
に基づき、北見市学校図書館協会との共催による児童・
生徒読書感想文コンクールを実施するとともに、朝の読
書や授業に活用できる学校支援セットは、コロナ禍で利
用の要望が増加していることから事業を拡充するなど、
子どもが自ら読書を楽しみ、考える力を育む環境づくり
の整備・充実に取り組みました。また、子どもの健やか
な成長を願い、赤ちゃんと保護者が絵本を介して心触れ
合うきっかけづくりとするため、乳幼児健康診査時に絵
本の読み聞かせや紹介を行うとともに、図書館カードの
登録を呼びかけ、登録した親子を図書館デビューイベン
トに招待する「乳幼児絵本スタート事業」 (※点検・評価シート
P42 参照)

7

については、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止の観点から事業規模を縮小しましたが、各自治区
の地区館でも対応するなど利便性の向上を図りました。
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【 乳幼児絵本スタート事業 】

（３） 健康づくりと競技力向上や地域に根ざしたスポーツ活動の推進
①

生涯スポーツの推進

スポーツは、日常生活を充実させるとともに、地域に活力をもたらすものであり、豊かな市民
生活実現には継続的な推進が必要です。このため、地域におけるスポーツの活性化に向け、障が
い者を含め幼少期から高齢期までのすべての人々が、それぞれのライフスタイルに合わせて、だ
れでも・いつでも・どこでも・いつまでもスポーツやレクリエーション活動に親しめるよう、
「北見市スポーツ推進計画」に基づき、１歳児からの幼児と親が参加できる「コアラくらぶ」を
はじめ、「キッズスポーツ教室」「ヘルシースポーツ教室」「水泳教室」「ペタンク教室」「ス
キー教室」や「カーリング教室」などのスポーツ教室の開催や指導者の派遣を行いました。
また、コロナ禍での新生活様式に対応するスポーツ教室として、インターネット環境を活用し
た「おうちでフィットネス」を新たに実施しました。また、３年目の継続事業として、パラアス
リートを講師に招き、パラスポーツを体験し、講師の体験談を聞く機会を提供することで、市立
学校の児童・生徒に夢や勇気を持つ力を学んでもらう「あすチャレ！スクール」を行いました。
② スポーツ合宿の推進
スポーツ合宿事業は、国内の第一線で活躍するトップアスリートのプレーを直接感じることが
できることや、少年団・中学生・高校生など選手へのクリニック、マネージャー向けの栄養セミ
ナーなどで交流を図ることにより、関係者の意識や技術レベルが向上する効果があり、地域経済
の活性化にもつながるものです。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に
より、本市での合宿はほぼ見送ら
れたものの、陸上、スキー、カーリ
ングなど、５種目・５２チームで、
７０３人・延べ４，６６０人のチーム
が訪れました。

【 スポーツ合宿 】

③

冬季スポーツの振興

「冬季スポーツの振興」(※点検・評価シート８

として本市の地域資源であるカーリングを活用し

P43 参照)

た地方創生を推進するとともに、老朽化の進む民営カーリングホールの代替施設として、また、
長年、冬季スポーツ科学研究を行っている北見工業大学と連携し、最先端の冬季スポーツ科学研
究の成果を用いた競技力向上支援システムを備える今までにない先導的な施設として、市内に２
つ目となる通年型ホール「アルゴグラフィックス北見カーリングホール」が完成し、令和２年１
０月３１日から供用を開始しました。
従前からのカーリング愛好家、競技者の利用に加え、小・中学校の授業や高校の部活動による
利用が拡大しており、令和３年３月３１日までの利用者数は、延べ１０，４５０人、１日当たり
８３人となりました。
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【 アルゴグラフィックス北見カーリングホール 】

（４）歴史と風土に根ざし次世代につなげる地域文化活動の推進
① 芸術・文化の振興
北見市における伝統文化の継承、奨励を目的に、次世代を担う子どもたちに芸能や生活文化に
関する活動に参加する機会として「伝統文化子ども教室」を実施しました。しかし、令和２年度
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、児童・生徒を対象としている本事業は、前年度
より開催希望団体が減少し、和太鼓２団体のみの開催となりました。なお、教室は合計７２回開
催し、伝統文化に対する理解や関心を深めました。
また、市民が気軽に参加するとともに、文化活動への興味関心や理解を深めることを目的に「きたみ市
民芸術祭」を実施しましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、当初予定していた舞
台発表を行う事業は中止しました。川柳、短歌、俳句といった文芸事業では郵送投句や審査での
非対面型大会とする一方、美術展、書道展、写真展等といった展示事業については、当初の予定
を変更しオンライン上で開催することで、日本国内にとどまらず、海外からのアクセスもあり、
合計で１６，７６５回の閲覧をいただきました。
また、舞台発表を行う事業の中止に伴い、代替事業として、
音楽への興味関心を高めてもらうことを目的に、北見芸術
文化ホール音楽ホールにて、「音楽ホールのピアノ・・・
弾いちゃお！」を開催しました。当初の想定を超えた希望者
があり、合計で２３人が参加するとともに、コンサートや
発表会に参加できない状況のなか、無観客ではありましたが
ステージ上でピアノに触れる貴重な体験をしていただきま
した。
また、端野・常呂・留辺蘂の各自治区においても例年、秋

【音楽ホールのピアノ・・・弾いちゃお！
事業風景】

に文化祭を開催していますが、舞台発表や４自治区交流事業
（絵画・水墨画・工芸部門）による地域間文化作品交流については中止となりました。
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さらに、市民に優れた音楽や演劇、落語など、舞台芸術の
鑑賞機会を提供する「北見市民ホール自主文化事業」として、
新型コロナウイルス感染防止策を講じながら、音楽では「秋
川雅史コンサート～聴いてよく分かるクラシック～」、「オ
ホ ーツ クの風 土が生 んだ アーテ ィスト シリ ーズ山 瀬哲 郎
Percussion Concert」、「小林香織 SPRING LIVE 2021」、演
劇では「ONEOR8「グレーのこと」」、演芸では「山崎バニラ
【 北見市民ホール自主文化事業
山瀬哲郎 Percussion Concert 】

の活弁大絵巻 in きたみ」また、他機関との共催事業として
「「HAF アンサンブル」クラシック・コンサート in 北見」、

の全６事業を実施しました。留辺蘂自治区においても、少年少女演劇鑑賞事業「かぜのしっぽ」、
移動公民館芸術鑑賞事業

「入船亭扇治独演会」、演芸として「Ｍｒ．シャチホコが留辺蘂にや

ってくる超豪華バラエティーショー」を実施しました。しかし、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止の観点から「北見寄席 23 らくご DE 全国ツアーvol.8「春風亭一之輔のドッサりまわ
るぜ 2020」」、「見て・触れて・学べる

体験型ショー 恐竜どうぶつ園」、「この子たちの夏

1945・ヒロシマ ナガサキ」、「ベンチャーズ ジャパン・ツアー 2020」、「キエフ・クラシッ
ク・バレエ

白鳥の湖 ～全 2 幕～」及び端野町公民館文化鑑賞推進事業「白石加代子『百物

語』」、「『スギテツ』～クラシックを遊ぶ音楽教室～」の７公演及び常呂町公民館芸術文化鑑
賞事業を中止としました。
② 美術鑑賞事業・博物館活動の充実
美術鑑賞事業では「美術企画展」として、自然を切り口として様々な写真作品を紹介する『自
然をみつめる－79 枚の写真から－』（入場者数８３４人）と、明治から昭和にかけての近代洋画
の名品を展示する『近代洋画の挑戦－新しい表現を求めて－』（入場者数１，１６０人）を開催
しました。また、北見市高校生美術展（入場者数３３０人）や美術館講座合同作品展（入場者数
２５６人）なども実施し、さまざまな分野・切り口から市民へ美術鑑賞機会の提供に努めました。
博物館活動では、ミニロビー展で『砂茶碗』、『緋牛内 20 遺跡～新発見の遺跡紹介～』、企画
展示では『ツベツスミゾメソデガイ～津別町で発見された新種の化石二枚貝～』、『馬の蹄鉄と
厄除け』、『北見市内の縄文中期』、『容器～懐かしのガラス瓶たち～』を実施しました。
さらに、収蔵資料の蓄音機を用いて昔の道具について触れてもらう「蓄音機体験会」などを実
施し、これら各種展示や事業を通じ、地域の歴史・自然・風土への市民理解を深め、未来への継
承に努めました。
科学館活動では、モノ作りや共同作業を通し創造する
心を育成する「少年少女発明クラブ」や天文宇宙への興
味関心を普及する「天体観望会」やプラネタリウム特別
投影「クリスマスファンタジー」などを開催したほか、
室内が明るめの「きらきらプラネタリウム」を日程ごと
に内容を変え、多様なニーズに応え、何度も足を運んで
いただけるよう改善しました。
【 少年少女発明クラブ 】
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③ 文化財の保護と活用
文化財は郷土の歴史や文化を理解するために欠かせないものです。人類の長い歴史の中で生ま
れ、文化発展の基礎となるもので、歴史・文化や風土・自然を後世に伝え豊かなまちづくりを行
うため、各種文化財の保護と活用に取り組んでいます。中でも先史時代から開拓期・近代にわた
る歴史的な資料や建造物、地域の特色を示す植物など計１３件を市指定文化財とし、保全を図っ
ています。ハッカ記念館、ピアソン記念館は展示活動や事業を通じて普及啓発を行い、ハッカの
蒸溜実演などを実施しました。また、文化財保護法に基づく埋蔵文化財保護調査を実施し、開発
事業者からの照会に随時対応しています。
なお、留辺蘂自治区の温根湯エゾムラサキツツジ群落つつじ祭りや端野自治区の NPO カタクリ
と森の会によるカタクリ観察会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止しま
した。
「史跡常呂遺跡」(※点検・評価シート９

は、縄文時代からアイヌ文化期まで８，０００年にわた

P44 参照)

る人々の営みが刻まれ、竪穴住居跡約３，０００軒にも及ぶ我が国最大級の遺跡です。
周辺の豊かな自然環境と一体となって残されていることも
魅力で、学校教育や生涯学習、観光などに資する貴重な地域
資源となっています。
この遺跡を後世へ適切に継承するための事業として、とこ
さつ もん

ろ遺跡の森２号復元竪穴住居(擦文時代)の再建工事(令和 3 年
度完成予定)を開始したほか、講演会やガイドツアーなどを通
じて地域の歴史の普及啓発に努めるとともに、史跡常呂遺跡
【再建中の 2 号復元竪穴住居】

の東部地区(トコロチャシ跡遺跡群)を保存･活用するための新
たな整備の実施設計を行いました。

また、常呂遺跡の世界遺産登録も視野に入れ、遺跡の特徴と価値を広く知ってもらうための
出土品広報用写真撮影や文化遺産探訪スタンプラリー用品の作成、発掘調査出土品展を実施した
ほか、東京大学と連携した遺跡調査にも取り組んでいます。

（５）社会教育を充実させる学習環境づくりの推進
①

専門職員の育成、資質の向上
市民の学習活動に対するニーズが高度化・多様化していることから、より広範な市民の学習活

動を視野に入れた学習機会の提供やコーディネートが重要となります。
このため、学習者に寄り添う役割の社会教育主事、図書館司書、学芸員などの専門職員を全道
地域生涯学習活動実践交流セミナー、社会教育推進研修講座、全道図書館専門研修、公共図書館
研修会、北海道美術館学芸員研究協議会、文化庁博物館研修会、JPA 北海道プラネタリウム研修
会などの各種研修へオンラインなどで参加し、専門性と資質の向上に努めました。
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②

社会教育施設の整備促進
体育施設では、端野町農業者トレーニングセンターのアリーナウレタン塗布と排煙設備等改修、

常呂町健康温水プールや各地区トレーニングセンター等の長寿命化に係る改修、また、スポーツ
科学に基づく高度な競技力向上への支援機能を有するホールとして通年型カーリングホール「ア
ルゴグラフィックス北見カーリングホール」が令和２年１０月３１日にオープンしたところです。
文化施設では、図書館システムや端野町公民館の無線通信機器（ワイヤレスマイクと受信機）
を更新したほか、北見市公共施設マネジメント基本計画に基づき、共に老朽化が著しい西地区公
民館と働く婦人の家の２施設を機能集約し令和４年度からの供用開始に向けた改築工事を進めて
います。
「北網圏北見文化センターの整備」(※点検・評価シート１０

では、常設美術展示室新設、それに

P45 参照)

伴い館内の展示物等を何度も観覧いただける年間パスポートの導入、トリックアートなどの新た
な科学展示物の設置を行いました。また、ハッカ記念館の映像機器更新と解説を多言語化し、イ
ンバウンドの拡充を図りました。そのほか、留辺蘂町開拓資料館を当時の建築様式や生活の様子
を伝える文化財として、令和２年１２月に「武華駅逓」に改修・改称し来館者の利用促進を向け
た取り組みを進めました。
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点検・評価シート ６
令和２年度 教育行政方針
基本方針

担当課

３．社会教育の充実
（１）自ら学び成果を活かす社会教育活動の推進

重点施策

生涯学習課

① 生涯学習機会や学習情報の提供（管理及び執行状況の評価 33 ページ）
「地域おこし協力隊（生涯学習サポート隊）」
国の地域おこし協力隊制度により、生涯学習サポート隊を配置し、高齢化や担い手不

具体施策

足が進む社会教育関係団体の活動維持や新たな人材の発掘、リーダーの育成など、各

（Ｐｌａｎ）

団体や事業と直接関わりながら市民の学習をサポートすることで、生涯学習活動を推進し
ます。
社会教育関係団体などの市民団体と直接関わりながら、ＳＮＳを活用した情報提供とし
て動画配信を行うことで、市民の学習活動をサポートするとともに、フリーペーパーの生涯
学習情報誌「サルシカ」を定期的に発行することにより、文化団体の活動紹介や社会教育
施設等の紹介、生涯学習の取り組みなどを広く市民に発信しました。
また、隊員自身のスキルを活かした「バイオリン体験会」には多くの参加申し込みがあ

実施状況

り、「北見ジュニアオーケストラ」の結成に向けた取り組みとなりました。

（Ｄｏ）
【生涯学習サポート隊 活動実績】
・生涯学習情報誌「サルシカ」：５号発行
・動画配信：「親子でパン作り」、「バイオリンを知ろう」他全４回
・バイオリン体験会：全１１回、１４９人参加

人口減少が深刻な状況にある中、地域おこし協力隊の活動は、地域振興や活性

成

評価検証

果

化につながるとともに、これまでにない新しい取り組みによって、北見市のＰＲにも大
きな役割を果たし、コロナ禍においても市民の生涯学習活動を推進することができま
した。

（Ｃｈｅｃｋ）

課
題

新型コロナウイルス感染症の影響により、活動が制限される事業もありま
すが、感染拡大防止に努めながら、状況に応じた事業の実施に取り組み、今
後更に隊員の活動と生涯学習への取り組みを広く市内・外へ周知することが
求められます。
社会環境が大きく変化する中で、市民の学びに対するニーズや学習方法も変わ

今後の
方

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

りつつあります。地域おこし協力隊の知識や技能を活かし、関係団体等の支援や
市民の学習活動をサポートするとともに、隊員自身が生涯学習活動を通じて北見
市に定住できるよう努めます。
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点検・評価シート ７
令和２年度 教育行政方針
基本方針

担当課

３．社会教育の充実
（２）学校･家庭･地域が連携し子どもを育てる環境づくりの推進

重点施策

具体施策
（Ｐｌａｎ）

中央図書館

① 家庭教育の支援（管理及び執行状況の評価 35 ページ）
「乳幼児絵本スタート事業」
子育て支援と読書習慣の早期形成を図るとともに、親子で気軽に図書館を利用で
きる環境を提供します。

市の９～１０か月児健康診査会場で図書館司書が絵本の読み聞かせや紹介を行うとと
もに、図書館カードの登録を呼びかけ、登録した親子を「親子で図書館デビューイベント」
に招待するところ、新型コロナウイルス感染防止の観点から、健診案内にチラシを同封し
ました。
イベントでは、図書館デビュー認定証、トートバッグ、読書ノート及びおやこ絵本案内を
実施状況
（Ｄｏ）

贈呈するとともに、親子の記念撮影、認定証への手形スタンプ、絵本の読み聞かせや貸
出などを実施しました。また、実施期間を設定し都合の良い日時に来館できるようにする
とともに、地区館でも実施することにより、利用者の利便性の向上を図りました。
【事業実績】 登録者 164 人
実施期間 １１月４日（水）～１４日（土）
参加者

成

評価検証

１９組

絵本を通じて子どもの心や知性を育み、乳幼児からの読書習慣を醸成するととも
に、図書館を利用するきっかけづくりとなりました。

果

（Ｃｈｅｃｋ）

課
題

新型コロナウイルス感染防止の観点から、具体的な実施方法について改善
を進め試行しました。今後は、参加者からの意見も参考としながら、アフタ
ーコロナも見据えた事業内容の検討を進める必要があります。

「北見市立図書館振興計画」、「第３次北見市子どもの読書活動推進計画」に基づき、
今後の

読書活動の普及や支援に係る関係機関との連携を含め、市民の多様なニーズに応えら

方

れるよう事業内容の充実を図ります。

針

（Ａｃｔｉｏｎ）
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点検・評価シート ８
令和２年度 教育行政方針
基本方針

担当課

３．社会教育の充実
（３）健康づくりと競技力向上や地域に根ざしたスポーツ活動の推進

重点施策

スポーツ課

③冬季スポーツの振興（管理及び執行状況の評価 36 ページ）
市内に２つ目となる通年型ホールとして整備されたアルゴグラフィックス北見
カーリングホールとアドヴィックス常呂カーリングホールを最大限に活用しなが

具体施策

ら、カーリングの普及と競技人口の拡大を目指し、市内小・中学校へのカーリン

（Ｐｌａｎ）

グ授業の導入支援と市民利用の促進を継続します。また、地域資源であるカーリ
ングを活用した地方創生と本市の知名度アップや交流人口の拡大のため、カーリ
ングのまち北見市のプロモーション等に取り組みます。
アルゴグラフィックス北見カーリングホールの供用開始
・市内小・中学校へのカーリング授業の導入支援や高校の部活動の推進、地元の
競技団体が主催するリーグ戦や大会・イベント等の充実、施設の指定管理者に
よる初心者体験教室の開催により利用者が拡大しました。
【令和２年度実績】利用者数 延べ１０，４５０人
（うち学校授業の利用者数 延べ１，２７６人）

実施状況

（うち小学校５４１人

（Ｄｏ）

中学校６１７人

高校１１８人）

北見カーリングホール効果促進事業の実施
・令和２年１０月２４日にオープン記念フォーラム、同３１日にはオープニング
イベントを開催したほか、カーリングをモチーフとしたデザインのラッピング
バス運行、カーリングホールＰＲポスターの掲示などカーリングシティ北見の
周知に努めました。

成

北見自治区を中心に、小・中学校においてカーリング授業の選択肢が生ま
れたことで、競技の普及や強化が期待されます。

評価検証

果

（Ｃｈｅｃｋ）

また、各種プロモーションにより地域ブランド力の向上につながり、行っ
てみたくなる「カーリングのまち」のイメージ定着につながりました。

課

国内外の観光客を本市に呼び込むことで交流人口を拡大する取り組みが、コロナ
禍において鈍化しており、地元の競技団体や観光業界などとのさらなる連携が

題
今後の
方

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

必要です。
アドヴィックス常呂カーリングホールとアルゴグラフィックス北見カーリング

ホールを最大限に活用しながら、競技人口の拡大を目指すほか、交流人口拡大に
向け、首都圏でのプロモーションや体験ツアー等に取り組みます。
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点検・評価シート ９
令和２年度 教育行政方針
基本方針

担当課

３．社会教育の充実
（４）歴史と風土に根ざし次世代につなげる地域文化活動の推進

重点施策

ところ遺跡の森

③文化財の保護と活用（管理及び執行状況の評価 39 ページ）
「史跡常呂遺跡」
○国指定史跡常呂遺跡の西部に位置する「ところ遺跡の森」において、復元竪穴

具体施策
（Ｐｌａｎ）

住居などの老朽化した施設の再整備を進めます。
○史跡常呂遺跡の東部に位置する「トコロチャシ跡遺跡群」を中核として遺跡の
保存と活用を推進するための新たな整備を進めます。
○史跡常呂遺跡に関する調査研究及び整備の成果や価値の情報発信に努めます。
〇老朽化した施設の再整備：「ところ遺跡の森」において、２号復元竪穴住居(擦
文時代：約９００年前)の再建工事を開始(令和３年度完成予定)したほか、遺跡の
館暖房設備改修など施設の再整備を順次進めました。
〇トコロチャシ跡遺跡群整備の実施設計：史跡常呂遺跡整備専門委員会議での検

実施状況
（Ｄｏ）

討や文化庁･道教育庁の指導･助言をいただきながら、「トコロチャシ跡遺跡群」
整備(遺構盛土保存、園路設置等)の実施設計を行いました。
〇情報発信：ホームページやリーフレットなどによる継続的な発信のほか、講演
会(１回)やガイドツアーを開催するとともに、学校などの各種団体の見学(３４
回)及び体験学習(8 回)に随時対応し、遺跡や地域の歴史を身近に感じていただく
ための機会の提供に努めました。
復元竪穴住居再建などの施設再整備により、「ところ遺跡の森」来訪者の

成

遺跡の理解を促すとともに、様々な団体の見学や体験学習などに供用するこ
とが可能となります。また、「トコロチャシ跡遺跡群」を中核とした史跡整

果
評価検証

備を進めるための実施設計を行うことができました。情報発信は、生涯学
習・学校教育や観光の資源としての遺跡の活用にもつながっています。

（Ｃｈｅｃｋ）

「ところ遺跡の森」の開設から２８年が経過し、施設の再整備･改修が今後

課

順次必要となります。史跡常呂遺跡の整備については、厳しい財政状況の中
で、貴重な遺跡をどのように保存･活用し地域の財産として継承していくの

題

か、地域の歴史や文化の調査研究の成果をどのように社会に還元するのか検
討していく必要があります。
史跡常呂遺跡の再整備(ところ遺跡の森)と新たな整備(トコロチャシ跡遺跡群な

今後の

ど)を一体のものとして、遺跡の保存と活用を効果的・持続的に推進することを目

方

指します。また、常呂に教育研究拠点を持つ東京大学とも連携しながら、長期的

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

な展望に立って、遺跡及び文化財を地域の宝として磨き上げていきます。
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点検・評価シート １０
令和２年度 教育行政方針
基本方針

担当課

３．社会教育の充実
（５）社会教育を充実させる学習環境づくりの推進

重点施策

文化財課

②社会教育施設の整備促進（管理及び執行状況の評価 40 ページ）
「北網圏北見文化センターの整備」
○北網圏北見文化センターが所有する北網圏にゆかりのある作家の作品をお見せする

具体施策
（Ｐｌａｎ）

場所と機会を創出します。
○北網圏北見文化センター利用者の利便性を高めます。
○科学に興味・関心を持つきっかけを提供します。
○常設美術展示室の新設
館内に常設美術展示室を新設し、当館で収蔵・所蔵している地元にゆかりの
ある作家などの作品や資料約７００点を順次、テーマを決めて令和２年４月１
日から展示しています。
○年間パスポートの導入

実施状況

常設美術展示室のオープンにあわせ、美術作品のほか博物や科学及びプラネ

（Ｄｏ）

タリウムなど館内の常設展示物等を何度も観覧いただける年間パスポートを新
たに導入し利用者の利便性を高めました。
○新たな科学展示物の設置
遠近法効果など目の錯覚を利用し不思議な感覚を与えるトリックアート「エ
イムズの部屋」を新たに設置し科学への興味を湧き起こさせます。

市内に美術館がなかったことから常設の美術展示室は待ちに待ったという
状況であり、これまでに収集した貴重な作品を多くの人に見てもらえる場所

成
評価検証

果

（Ｃｈｅｃｋ）

と時間を提供することができました。
また、コロナ禍ではありましたが、年間パスポートは令和２年度６０人の
方に購入いただき、美術のほか博物、科学、プラネタリウムなど総合博物館
としてより充実したサービスを提供することができました。

課

当館は昭和５９年の開館以来３７年が経過し、雨漏りのほか設備全体が老
朽化しており、早急な対策が必要となっています。

題
今後の
方

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

雨漏りの対応が喫緊の課題となっておりますが、そのほかにも電気、衛生、防
災などの設備をはじめプラネタリウム機器が著しく劣化が進んでいることから、
計画的に再整備を進めます。
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