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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者

平成２９年 4月 3日 教育委員会嘱託職員辞令交付式 教育長

教職員辞令交付式 教育委員長・教育委員・教育長

6日 月形小学校入学式 教育委員長・教育長

月形中学校入学式 教育委員長・教育長

10日 月形高等学校入学式 教育委員長・教育長

11日 第１回定例校長・教頭合同会議 教育長

13日 空知管内市町教育委員会連絡協議会役員会・総会 教育委員長・教育長

空知管内市町教育委員会教育委員会議 教育委員長・教育長

空知管内市町教育委員会教育長会議 教育長

空知管内市町教育委員会連絡協議会教育長会議 教育長

14日 空知校長会総会・研修会 教育長

月形町主要事業の説明及び意見交換会 教育長

17日 さけ稚魚放流会 教育長

19日 第1回行政区代表者会議 教育長

21日 空知教頭会総会・研修会 教育長

25日
公立高等学校配置計画地域別検討協議会（第
1回）

教育長

28日 月形町人権擁護委員来庁 教育長

月形町ＰＴＡ連合会総会 教育委員長・教育長

5月 9日 月形町ふれあい大学入学式・始業式 教育長

11日
第５９回全国町村教育長会定期総会並びに研
究大会　～１２日

教育長

第６５回北海道公立文教施設整備期成会定期
総会

教育長

19日 月形小学校田植え体験学習 教育長

23日 南空知市町教育長会定例会議 教育長

教　育　行　政　報　告

（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）

年　　月　　日
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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者年　　月　　日

平成２９年 5月 24日 北海道教育庁新しい高校づくり推進室訪問 教育長

30日 月形中学校体育大会 教育委員長・教育長

6月 3日 月形小学校大運動会 教育委員長・教育長

6日 第２回月形町議会定例会（本会議） 教育委員長・教育長

8日 第２回月形町議会定例会（本会議） 教育委員長・教育長

10日 町民体力測定 教育長

12日 月形高等学校生徒募集活動 教育長

13日 空知教育局教育支援課長来庁 教育長

14日 月形高等学校生徒募集活動 教育長

15日 月形高等学校生徒募集活動 教育長

第１回月形町スポーツ推進委員会 教育長

16日 温水プール安全祈願祭 教育長

月形町人づくり振興協議会全体会議 教育長

21日 月形高等学校生徒募集活動 教育長

第1回いじめ問題対策連絡協議会 教育長

22日 月形高等学校生徒募集活動 教育長

23日 月形高等学校生徒募集活動 教育長

25日 雪の聖母園レクリエーション交流会 教育長

26日 月形高等学校生徒募集活動 教育長

27日 月形高等学校生徒募集活動 教育長

28日 月形高等学校生徒募集活動 教育長

30日 第３３回月形町交通安全１，０００人パレード 教育長

第２回行政区代表者会議 教育長

7月 3日 月形高等学校生徒募集活動 教育長

第１回月形町社会教育委員会 教育長

5日 月形町戦没者追悼式 教育委員長・教育長
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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者年　　月　　日

平成２９年 7月 5日 空知教育局教育委員会訪問 教育長

6日 月形高等学校生徒募集活動 教育長

8日 月形高等学校学校祭 教育委員長・教育長

9日 第３７回行政区対抗ソフトボール大会 教育長

10日 月形高等学校生徒募集活動 教育長

11日 北海道町村教育委員研修会 教育委員長・教育委員・教育長

12日
公立高等学校配置計画地域別検討協議会（第
2回）

教育長

13日 第２回定例校長・教頭合同会議 教育長

月形高等学校生徒募集活動 教育長

新潟市月潟地区児童交流保護者説明会 教育長

14日
空知管内公立小中学校教職員人事推進会議
並びに市町教育委員会教育長会議

教育長

19日 「少年の主張」空知地区大会 教育長

24日 第１回月形町議会臨時会 教育委員長・教育長

25日 月形町教育振興会教育講演会 教育委員・教育長

29日 第３４回つきがた夏まつり（～３０日） 教育長

8月 8日 新潟市月潟地区児童交流会（～９日） 教育長

9日 空知教育局長・次長教育行政懇談 教育長

22日 学童野球全国大会出場報告 教育長

空知教育局義務教育指導監学校経営訪問 教育長

23日 第３回月形町教育委員会 教育委員長・教育委員・教育長

25日 幼年消防クラブ防火パレード 教育長

29日 ふれあい大学体育大会 教育長

9月 1日 樺戸監獄物故者追悼式 教育委員長・教育長

2日 開校７０周年記念第５７回月形中学校学校祭 教育長

3日 月形消防演習 教育長

5日 第３回月形町議会定例会（本会議） 教育委員長・教育長
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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者年　　月　　日

平成２９年 9月 6日 第３回月形町議会定例会（本会議） 教育委員長・教育長

7日 第３回月形町議会定例会（決算特別委員会） 教育長

8日 第３回月形町議会定例会（決算特別委員会） 教育長

11日
第３回月形町議会定例会（決算特別委員会・本
会議）

教育委員長・教育長

13日 行政改革推進本部会議 教育長

16日 第２回花の里こども園運動会 教育委員長・教育長

22日 月形小学校稲刈り体験学習 教育長

23日 第２５回雪の聖母園祭 教育長

10月 3日 第２回月形町議会臨時会 教育長

第３５回空知校長会学校経営研究会 教育長

5日 空知管内公立小中学校教職員人事推進会議 教育長

9日 町民歩け歩け大会（ヘルシー・アカデミー） 教育長

10日 月形中学校読書感想文コンクール表彰 教育長

11日 第３回行政区代表者会議 教育長

17日 第３回定例校長・教頭合同会議 教育長

19日 空知管内市町教育委員会教育長会議 教育長

19日
「これからの高校づくりに関する指針」に係る意
見を聞く会

教育長

21日 月形小学校学芸会 教育委員長・教育長

26日
北海道町村教育委員会連合会教育長部会研
修会

教育長

27日 ふれあい大学学園祭 教育長

町民文化祭（～２９日） 教育長

11月 1日 月形町表彰式 教育長

6日 月形小学校読書感想文コンクール表彰 教育長

9日 まちづくり懇談会 教育長

10日 ふれあい大学卒業証書並びに修了証書授与式 教育長

10日 南空知市町教育長会定例会議 教育長
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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者年　　月　　日

平成２９年 11月 11日 月形町PTA連合会研究大会 教育委員長・教育委員・教育長

12日 第３７回子ども会親睦ミニバレーボール大会 教育長

14日 月形中学校公開研究会 教育委員長・教育長

14日 第４回月形町教育委員会 教育委員長・教育委員・教育長

14日 まちづくり懇談会 教育長

15日 月形小学校公開研究会 教育委員長・教育長

16日 仲間づくり子ども会議 教育長

16日 芸術鑑賞会「一般」 教育長

17日 空知管内町教育委員会連絡協議会研修会 教育委員長・教育委員・教育長

19日 花の里こども園保育発表会 教育委員長・教育長

22日 ２０１７応援大使月形町訪問事業 教育委員長・教育委員・教育長

12月 1日 平成３０年度当初教職員人事１次協議 教育長

1日 月形小学校感謝の集い 教育委員長・教育長

3日 第３８回町民バレーボール大会 教育長

5日 第４回月形町議会定例会 教育委員長・教育長

6日 第４回月形町議会定例会 教育委員長・教育長

13日 月形町教育委員会表彰式 教育委員長・教育委員・教育長

14日 第２回社会教育委員会議 教育長

14日 第４回定例校長・教頭合同会議 教育長

16日
月形小学校ブラスアンサンブル第３０回定期演奏
会

教育長

20日 第３回空知管内市町教育委員会教育長会議 教育長

22日 第４回行政区代表者会議 教育長

25日 行政改革推進本部会議 教育長

平成３０年 1月 5日 月形消防出初式 教育長

6日 月形町成人式 教育委員長・教育委員・教育長

11日 月形学園成人式 教育長
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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者年　　月　　日

平成３０年 1月 12日 月形町新年交礼会 教育長

20日 ヘルシー・アカデミー「ゴルポッカ」 教育長

22日 花の里こども園園児教育長訪問 教育長

27日 月形町福祉でまちづくり推進フォーラム 教育長

2月 3日 月形皆楽公園まつり 教育長

4日 第３８回行政区対抗ミニバレーボール大会 教育長

8日 平成３０年度当初教職員人事２次協議 教育長

13日 第１回月形町総合教育会議 教育委員長・教育委員・教育長

14日 空知教育局教育委員会訪問 教育長

21日 第１回月形町教育委員会 教育委員長・教育委員・教育長

22日
キャリア教育・職業教育推進事業運営指導委員
会

教育長

26日 人権擁護委員教育委員会訪問 教育長

3月 1日 第６６回月形高等学校卒業証書授与式 教育委員長・教育長

6日 第１回月形町議会定例会（本会議） 教育委員長・教育長

12日 第７１回月形中学校卒業証書授与式 教育委員長・教育長

13日 第１回月形町議会定例会（本会議） 教育委員長・教育長

14日 第１回月形町議会定例会（予算特別委員会） 教育長

15日 第１回月形町議会定例会（予算特別委員会） 教育長

16日
第１回月形町議会定例会（予算特別委員会・本
会議）

教育委員長・教育長

18日 第２回花の里こども園卒園式 教育委員長・教育長

19日 第１２３回月形小学校卒業証書授与式 教育委員長・教育長

22日 第３回月形町社会教育委員会 教育長

23日 第２回月形町教育委員会 教育委員長・教育委員・教育長

23日
空知管内町教育委員会連絡協議会教育長会
議

教育長
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Ⅰ はじめに

趣旨

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定により、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こととされている。

この報告書は、同法の規定に基づき、月形町教育委員会が行った点検及び評 

価をまとめたものである。

Ⅱ 平成２９年度主な取組、点検及び評価

 １ 学校教育の推進

(1) 学習指導要領に基づく教育課程の編成・実施について

小学校では平成３２年度、中学校では平成３３年度からのそれぞれの学  

習指導要領の全面実施を見据え、子どもたちの学力向上を目指し、指導方  

法・指導体制についての研究やマネジメントの機能を生かした教育活動を  

工夫するなど、小学校、中学校ともに教育課程は適切に編成・実施されて  

いる。

特に、補充的な学習やティーム・ティーチング等による指導の充実に努  

め、子ども一人一人の学習意欲を高めたり、思考活動を深めたり、より一  

層学習への理解を促すなど、基礎・基本の定着を図るよう、工夫している。

(2) 学力の向上について

例年４月第３週に実施している全国学力・学習状況調査おける平成２９  

年度の結果では、小学校、国語の基礎・基本については、平均正答率が全  

道平均７４．０％、全国平均７４．８％、月形町は７５％から８０％未満  

に該当し、全道・全国平均を上回っている。応用については、全道平均５  

６．０％、全国平均５７．５％、月形町は７０％から７５％未満に該当し、  

全道・全国平均を大きく上回っている。

小学校、算数の基礎・基本については、全道平均７７．０％、全国平均  

７８．６％、月形町は８０％から８５％未満に該当し、全道・全国平均を  

上回っている。応用については、全道平均４４．０％、全国平均４５．９％、

月形町は３５％から４０％未満に該当し、全道・全国平均を下回っている。

中学校、国語の基礎・基本については、全道平均７７．０％、全国平均  

７７．４％、月形町は６５％から７０％未満に該当し、全道・全国平均を  

下回っている。応用については、全道平均７２．０％、全国平均７２．２％、

月形町は７５％から８０％未満に該当し、全道・全国平均を上回っている。

中学校、数学の基礎・基本については、全道平均６４．０％、全国平均  

６４．６％、月形町は６５％から７０％未満に該当し、全道・全国平均を  

上回っている。応用については、全道平均４７．０％、全国平均４８．１％、

月形町は４５％から５０％未満に該当し、全道・全国平均とほぼ同等  
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である。

また、学習状況調査では、今住んでいる地域の行事に参加している児童  

の割合や地域社会等でボランティア活動に参加している生徒の割合は昨年

度同様全道・全国の割合と比べかなり高いが、自分には良いところがある

と思っている児童・生徒の割合は全道・全国の割合を下回っている。

さらに小学校では人が困っている時に進んで助ける児童の割合は全道・  

全国の割合を大きく上回っているが、将来の夢や目標を持っている児童の  

割合は全道・全国の割合をわずかに下回っている。  

中学校では家の人と学校での出来事について話をする生徒の割合は全

道・全国の割合より高いが、物事を最後までやり遂げてうれしかったこと

がある生徒の割合は全道・全国の割合より少し低い結果が出ている。

町教育員会として独自の「学力向上対策」に基づき、学校への指導・助  

言、家庭への支援など計画的な取組を通して子ども一人一人の学力向上を  

目指すとともに、月形町教育振興会を中核に据えた研修活動の促進を図

り、指導方法・体制を改善し、子どもたちの学力向上に努めている。

(3) 心の教育について

心の教育については、共生のまちづくりを掲げる月形町のもと、全教育 

活動を通して進める道徳教育とそれらを補充・深化・統合する「道徳の

時間」、社会福祉協議会との連携や地域にある福祉施設と協力した教育

活動等を充実させ、子どもたちは思いやりの心や協力する姿勢、他を尊

重する態度などの豊かな心が身に付いており、落ち着いて生活している。

また、いじめの未然防止や早期発見・早期解決に向け、各学校ではいじ 

めゼロ宣言や生徒会による独自アンケート、異年齢による交流集会、仲

間づくり子ども会議をもとにした集会活動などを実施している。

さらに、法務省の人権擁護機関や岩見沢警察署等との連携による各般の 

取組を推進するなど、命を大切にする指導を実践し積極的な生徒指導が

機能するよう、工夫している。

(4) 特別支援教育について

特別な支援を必要とする子どもの自立や社会参加に向け、各学校では障 

がいの種別等に応じた児童生徒理解を深め、校内研修を充実させるなど、 

障がいのある子どもに対応する指導方法・体制を工夫している。 

また、小学校、中学校共に学校経営の重点として特別支援教育を位置

付け、コーディネーターを中心に全校での支援や協力体制を構築している。 

さらに、町教育委員会、保健福祉課、こども園、学校等で構成する特別  

支援チーム会議を機能させ、就学指導を要する子どもについて共通理解

し、協議を進めている。 
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(5) 信頼される学校づくりについて

学校評価にかかわり、教職員による自己評価、保護者や学校評議員によ  

る学校関係者評価を実施しその結果を学校だよりで公表するとともに、保  

護者懇談会や学校評議員会等で協議している。特に、保護者アンケートに  

よる「学校の様子が十分に公開されているか」「学校は気軽に相談しやす

いか」などの設問・回答を重視し、地域に開かれた学校づくりに努めてい

る。

また、月形町交通安全推進協会や岩見沢警察署、月形ライオンズクラブ

との連携、北海道国民健康保険団体連合会の標語、月形町読書感想文コン

クールへの応募等を通して社会や地域とのつながりを広めている。

月形町教育振興会における全体研修はもとより、空知教育局と連携した  

小・中学校での研修活動を促進したり、講演会や研究授業にこども園や高  

校の先生方の参加を働きかけるなど、町ぐるみでの研修の機会を工夫して  

いる。さらに、管内各学校の公開研修会や道立教育研究所等の講座、町教  

育委員会主催の救命救急講習会への参加を促すなど、教職員の専門性や危  

機管理意識の向上を図っている。

(6) 学校教育環境の整備について

子どもたちの安全、安心に配慮した環境づくりに向け、月形小学校・中  

学校共に非常放送設備改修を実施するとともに、月形小学校のグラウンド  

整備、月形中学校の自転車小屋屋根塗装等の改修工事を行うなど、豊かな  

施設環境を構築している。

(7) 認定こども園とのかかわりついて

認定こども園については、子どもたちの心身の成長に向け、運動教室や  

英語教室等のリクエストに応じるとともに、ふれあい大学・体育大会への  

参加などを通してかかわりを強めており、これからも園児が望ましい方向  

に向かいふさわしい生活が展開できるよう、連携を図っている。

また、協力体制に基づく就学に関する教育相談を進め、保護者への十分  

な情報提供を行い、小学校での円滑な支援につながるよう、努めている。

(8) 月形高校の存続について

少子化が進行し、道内の高校においては間口減等が進む中、月形高校

は３３名の生徒が入学した。空知南学区や札幌市を中心とする石狩学区な

ど全体の中学校卒業者数の減少と共に、公立の各高校においても定員が満

たない状況が発生しており、ますます厳しい情勢である。

しかしながら、地域の子どもたちのために中等教育の場として月形高校  

を存続させることが大切であり、地元だけでなく、通学生徒を広範囲に集  

めることが必要である。
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今後とも、町理事者、町議会、町教育委員会及び月形高校が連携を深め  

ることが重要である。

 ２ 社会教育の推進

 (1) 青少年教育について

「子どもチャレンジ教室（スポーツ体験、創作活動、伝統文化体験等）」  

では、特に子どもたちの長期休業期間中の望ましい生活習慣を目指し「道  

民の森」を活用した体験活動をはじめとするアウトドア体験や水泳、学習

活動に取り組むなど、多様な体験活動を通して社会性や創造性をはぐくん

でいる。また、スポーツ推進委員等の町内人材を活用していることにより、  

チャレンジ教室の開催時期や内容について柔軟に対応することができた。

「子ども会初級リーダー研修会」は、小学校４年生１５名が参加した。  

はじめて集団による宿泊生活を体験し、共同での作業や活動場面を通して  

子どもたちの協調性や思いやりがはぐくまれた。また、子どもたちをサポ  

ートするボランティア活動として参加した月形高校の生徒にとっても有

意義な経験であった。

月形町地域福祉ネットワーク推進協議会主催の世代間交流会で実施し

ている「餅つき体験」は、子どもたちが日本文化の伝承と貴重な体験をす

る機会として位置付いている。

子どもの体力づくりをねらいとして４歳から小学校２年生を対象に「子  

ども運動教室」に取り組んでいる。幼児クラスは１９名、小学校１・２年  

生クラスは３３名、３・４年生クラスは１４名が参加し、基礎体力や運動  

能力の向上に努めた。こども園や小学校の行事でも成果がみられるなど、  

今後とも幼少期から運動を楽しみ、身体を動かす習慣を身に付けることが  

大切である。

(2) 成人教育について

「生涯学習講座」は、町民のニーズに応えつつこれまでの成果を基に合  

計４講座を企画・実施し、４７名の参加実績である。その内、料理教室と  

クリスマスリースづくりは好評で女性の参加が多く見られた。

    高齢者教育「ふれあい大学」は５１名の学生で活動しており、例年通り  

グランドゴルフとその後の昼食交流会は人気である。学生自ら見学先を選  

定し企画する町外研修は、学生の積極性を養うとともに、参加への意欲が  

高まるものである。講座終了後の自主的な活動としてのクラブ活動ではス  

ポーツと文化活動を分けて実施していることが特色となっている。

平成３０年月形町成人式は、例年通り月形町交流センター「つき・あえ  

ーる」で行った。出席した１９名の新成人の多くは町外に在住しているが、  

故郷での開催を希望していることから、儀式そのものを尊重しつつ地元を  

なつかしむ同窓会のような雰囲気で実施している。年々地元の新成人が少  

なくなることから、実行委員会の組織運営が課題である。
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(3) 体育活動について

「月形健康づくり・体力づくり推進事業」は、北翔大学の協力を得て、  

町民の健康増進や運動機会の動機づけなどを目的として体力測定や健康

づくり講話、健康教室等を行い、定着している。全体の参加者数は確実に

増加しており、この事業をきっかけにウォーキングや総合体育館のトレー

ニング室の利用など、運動による健康づくりを意識している町民が多くな

っている。

また、保健福祉課や社会福祉協議会が実施する事業へ協力しており、  

高齢者や障がいのある方々への運動機会の充実や専門指導に対するニー

ズは高いものがある。

行政区対抗「ソフトボール大会」や「ミニバレーボール大会」は、参加  

する行政区が固定される傾向にあるが、地域に根付き多くの町民が楽しみ   

にしており、さらに地域の人々のつながりを深める役目を果たしている。

「町民歩け歩け大会」は、１５９名の参加者があった。例年通り健康・   

体力づくり推進事業との連携による「ウォーキング教室」を実施し、北翔   

大学の先生や学生のアドバイスを受けながら歩き方を学ぶなど、好評であ   

った。

「子ども会親睦ミニバレーボール大会」では、チーム編成が困難な単位

子ども会は合同チームで参加している。子ども会員の減少は避けられない

ことから、今後とも単位子ども会の枠を超えて参加できるようなスポーツ

大会や子ども会活動を検討することが必要である。

幅広い年代が楽しめるニュースポーツ体験を主とした「つきがたニュー  

スポーツフェスティバル」を実施しており、近年小学生や高齢者を中心と  

する参加傾向である。また、障がいのある方々の参加が増えていることか  

ら、町全体でスポーツを楽しみ交流する場として大事である。

(4) 文化・図書活動について

「芸術鑑賞会」は、例年幼児、小学生、中・高校生を分け、演劇や音楽、  

古典芸能等の演目で実施している。子どもたちの豊かな思考力や感性など  

を培うために継続することが必要である。

多くの町民に芸術鑑賞の機会を設けるため、奈井江町の「クリスマスコ  

ンサート」や札幌市でのミュージカル「ライオンキング」、さらに栗山町  

の「札幌交響楽団ひな祭りコンサート」などのバスツアーを行っている。  

芸術鑑賞機会の確保は町単独では難しいため、近隣自治体と連携を図るこ  

とが大切である。

町の芸術鑑賞事業としてメランコリックジャムと称する女性ジャズバ

ンドによるコンサートを開催し、来場者は１０４名を数えた。町民に普段

味わえないジャンルの音楽を提供した。  

「町民文化祭」は、実行委員会主催により１０月２７日から２９日まで  

３日間開催した。小・中学生等の作品展示や芸能サークルの芸能発表会を  
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実施し、延べ５００名が来場した。文化連盟を中心に各学校や福祉団体な  

どの協力により運営している。作品展示については、引き続き町民への周  

知を通して展示希望者を募るとともに、関係団体の協力を得ながら行うこ  

とが必要である。

読書啓発活動の一環として取り組んでいる「古本市」は、持ち帰りの冊  

数を制限しなかったことから、前年度同様およそ５００冊の本が町民に還  

元された。また、例年「おはなしじゃんけんぽん」による読み聞かせ会を  

同日に実施しており、来館した子どもたちは熱心に聞き入っていた。

月形町独自の取組である「読書感想文コンクール」は、子どもたちの表   

現力や想像力を身に付け読書を普及・啓発するために行っており、継続す   

ることが大切である。

移動図書は、図書館の蔵書を小・中学校で貸出・返却できるよう工夫す   

るとともに、乳幼児健診や健康講座において複数回の貸し出しを行ってい   

る。小・中学校では定着しているが、町内行事では利用者数に差がみられ   

る。北海道立図書館から本を借り、きららクラブや学校に配置し有効活用   

されている。これからも読書機会の拡充に取り組んでいく。

(5) 地域の教育活動支援について

地域の方々との連携による部活動の指導や小学校への読み聞かせなど、  

学校を支援する地域の力が生かされており、今後とも協力を呼びかけるこ  

とが大切である。

子ども会活動では、子ども会員と保護者、地域住民がかかわりを持ち、  

世代間交流の場となるよう、積極的な働きかけが必要である。

(6) 施設の活用について

町立図書館として新着図書コーナーの変更や絵本専用コーナーの設置

など図書の配列の工夫、リクエストしやすい申込用紙への変更等により、

利用者数は前年度に比べ９６８人増えている。

また、日曜開館は徐々に町民に浸透してきており、利用者数は多くない  

が一定の効果が見られ、誰もが利用しやすい図書館づくりに努めている。

読書環境の充実のみならず、子どもたちの放課後や休日の学びの場、地   

域コミュニティの場としての役割を果たすことが大切である。

 総合体育館の利用では、各種スポーツ団体や学校の部活動が大部分を占  

め、近年は町外からバレーボールや剣道、サッカー等の団体利用が増えて  

いる。さらに、子どもたちの長期休業期間中の利用も多いことから、安全  

及びマナーに関する注意喚起をはじめ、非行防止や不審者対策等、施設管  

理の受託業者との協力を得ながら教育委員会の巡回も含め、管理・運営を  

進めることが大切である。

また、平成２９年度トレーニング室の利用者数は前年度に比べ若干名減   

少しているが、多くの町民に利用されるよう、適正な維持管理と事業の充   
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実に努める。

温水プールは、一般利用者を増やすために無料開放日を設けたり、利用   

時間を延長し夜間の開放に取り組んで３年目を迎えている。夜間の利用者   

も大切にしながら開館する期間や時間等を工夫していく。
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