
R３事務事業点検評価シート
№ 1

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R3予算額 7,560千円 ・R2予算額 9,460千円 ・R元予算額 9,460千円

・R3決算額 6,829千円 ・R2決算額 8,513千円 ・R元決算額 9,296千円

項目別点検評価

・達成度 B

・効果度 B

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

学校教育の充実 学務課管理係

公立高等学校の魅力づくり事業（交付金事業）

平成２６年度

　入学者増に有効な交付金事業を展開するにあたり、事業対象を保護者と生徒のど
ちらにするのか、またどのような学校が求められ魅力的に感じられるのかを分析しき
れていない状況。

　市が中心となり、市内小・中学校と高校、または、高校と関係者（北空知教育委員
会、市内小・中学校及びPTA、高校の同窓会、商工会議所）との連携（会議開催）の
中で、更なる魅力づくりについて、検討する。また中高生を対象としたアンケートを実
施し、データの収集及び分析を行うことでより効果的な事業の検討を進める。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移管・
縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：
本事業は一定の効果は認められるが、入学者が急増することはなく、より効果的な支
援の検討が必要。また、北海道教育委員会に市内公立高校の2校存続を求めている
状況から、事業の継続が必要である。

　 子ども達の進路選択の幅を拡げるとともに、人材の定着を図るうえで、特色ある教育を実践している深
川西高校及び深川東高校両校の存続が必要であることから、入学者確保に向けてそれぞれで実施する
学校の魅力づくりの取り組みを支援する。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

○市内公立高校に通う生徒を支援する両高校の団体（PTA）に対し、資格取得・研修等に係る費用や通
学交通費の一部を助成した。また、令和元年度から部活動に対する支援を対象に追加して事業の拡充
をしている。
●深川西高校　交付額：4,435千円
　　①将来の目標・意識付けに関する事業（カタリ場）　712千円　②模擬試験・検定等受験料 1,751千円
（延723名）　③学力向上に関する事業　563千円(179名)　④広報活動　294千円　⑤通学交通費助成事
業　1,115千円（96名）
●深川東高校　交付額：2,394千円
　　①生徒の研修等に関する事業　141千円　②研修・検定・資格取得養成講座等受講料　1,054千円
（延463名）　③学力向上に関する事業　318千円　④広報活動　207千円　⑤通学交通費助成事業　674
千円（46名）

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、Ｄ：
困難な問題点（課題）がある

理由：
深川西高校及び深川東高校の魅力づくりの取り組みに対して、おお
むね支援することが出来た。本事業を市内及び雨竜町を含む北空知
にも周知しているが、まだ認識不足の感がある。
理由：事業継続により一定の効果はあったと考える。入学者数におい
ても令和３年度と比較して令和４年度は入学者数が増え、２校とも欠員
状況が緩和し、深川西高校は３学級を維持した。
R4入学者　西高91人（29人欠員）、東高30人（50人欠員）
R3入学者　西高66人（54人欠員）、東高24人（56人欠員）
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R3事務事業点検評価シート
№ 2

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 346千円 ・R２予算額 370千円 ・R元予算額 351千円

・R３決算額 341千円 ・R２決算額 354千円 ・R元決算額 351千円

項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 Ａ

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

①

＊目標値の設定ができれば記入

学校教育の充実 学務課学校教育係

学校満足度調査（hyper-QU検査）

平成26年度

各学校３学年で実施しているが、小学２年生以上は、2回の調査を実施することで変
化も把握することがより望ましい。

対象学年の実施に向けて予算確保に努める。また、活用方法の周知、指導に努める。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業の実施による効果が認められることから、対象学年の拡大に努める。

　学級崩壊や児童生徒の不登校及びいじめの防止を図り、より良い学級集団づくりを達成するために、
客観的に児童生徒の学校生活の状況や友人関係の把握を図る。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

　H30年度まで２学年または１学年を２回実施だったが、令和元年度からは拡充し、すべての小中学校
で３学年を対象に１回を実施している。

・学校生活における児童生徒の満足感や意欲、学級集団の状態等を質問紙により測定。
・結果に基づく診断コメントなど、今後の指導指針となる情報が充実。
・個人票を活用して、児童・生徒一人一人に適切な対応を図る。

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、
Ｄ：困難な問題点（課題）がある

理由：学校生活における児童生徒の意欲や満足感及び学級の状態
を質問紙によって測定し、児童生徒一人一人の様子を把握することに
より学級崩壊の予防やより良い学級集団づくりに活用することができ
た。

理由：教員の主観的な観察だけでなく、児童生徒のアンケート結果を
客観的な視点から診断されるため、より良い学級集団に向けた対応が
可能となり、円滑な学級運営に寄与することができた。
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R3事務事業点検評価シート
№ 3

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 1,798千円 ・R２予算額 2,203千円 ・R1予算額 2,104千円

・R３決算額 1,381千円 ・R２決算額 1,790千円 ・R1決算額 2,082千円

項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 Ａ

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

学校教育の充実 学務課学校教育係

スクールカウンセラー配置事業、スクールソーシャルワーカー活用事業

平成20年度

相談件数が増加しているため対応する体制の見直しが必要。

教育委員会在籍の専門員の業務分担を見直しながら、引き続ききめ細やかな支援に
努める。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業は、相談の増加に対応しつつ、十分な活用がされており継続して実施
していく。

　児童生徒のいじめ・不登校・問題行動等の未然防止や早期発見・早期対応を図るとともに、児童を取り
巻く環境への働きかけなど、関係機関と連携しながら問題解決にあたり、小中学校における教育相談体
制を充実する。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

〇スクールソーシャルワーカー（SSW）　　対応件数 37件（前年度 27件）
　北海道委託事業「スクールソーシャルワーカー活用事業」により実施。R2年度には、拠点校配置から教
育委員会に配置に変更するとともに、学校教育指導専門員がSSW業務を兼ねることで、より柔軟で幅広
な対応ができるよう体制の強化を図った。
　※R2年度から人件費は職員給与費（会計任用職員費）からの支出のため決算額には含んでいない
〇スクールカウンセラー　対応件数 37件（前年度 23件）
　小学校には１名配置、中学校には、北海道「スクールカウンセラー活用事業」により1名配置
　R3実績　小学校　258時間（市費のみ）、中学校 181時間（道費170時間、市費11時間）

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、
Ｄ：困難な問題点（課題）がある

理由：教育相談の充実のため、SSW及び2名のカウンセラーを継続し
て配置し、毎月一回のSSW会議開催や家庭児童相談員、スクールカ
ウンセラー、適応指導教室との連携を図り、協議及びアドバイスなどの
情報交換の場を設置するなど、教育相談体制の充実を図った。SSW
を「学校常駐型」から「市教委配置型」の形態に変更したことにより、フ
レキシブルな対応が可能となったことから、対応件数も増えている。

理由：児童、保護者、教員などへの適切な支援を行うことができた。ま
た、相談体制の充実を図ったことから、相談件数も増えている。
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R３事務事業点検評価シート
№ 4

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 4,184千円 ・R２予算額 4,403千円 ・R元予算額 2,865千円

・R３決算額 2,450千円 ・R２決算額 1,682千円 ・R元決算額 2,781千円

項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 Ａ

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

学校教育の充実 学務課学校教育係

学習サポートプログラム事業

平成23年度

小学校放課後教室については、現在は講師を確保できているものの、実施回数や
参加者数が増えると、講師の確保が課題となる。また、中学校放課後教室について
は、実施回数を増やしていくなど検討が必要である。

保護者など一般市民からも広く講師を募集するため、広報等で周知を行う。
また、中学校においては、実施回数増に向けて、民間塾と講師の派遣について調整
を行う。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業の実施による効果は認められることから、継続して実施していく。

　児童生徒の確かな学力を育むため、放課後や長期休業中における学習サポートを実施。
　学力定着には家庭学習の習慣が必要であることから、保護者の理解と協力を促す取り組みとして、各
学校で家庭学習の手引きを作成し配布。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

○放課後教室　小学校（6校・全学年）6月～12月　394名（参加率55.4％、前年度51.4％）※延べ87回
　　　　　　　　　　中学校（2校・3年生）　9月～2月　  66名（参加率55.3％、前年度48.8％）※各校10回ずつ
　　　　　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、小学校のみ１・２月中止。
○チャレンジ深川（長期休業期間に実施）
　 夏・冬各4回の実施を予定としていたが、冬は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止し
た。（R2年度は夏冬ともに中止）
　　夏　　7/26～7/29（4日間）　6小学校　431名（参加率60.6％、前年度は中止）
〇家庭学習の手引きを各校で作成・配布し、家庭学習の習慣化を図った。

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、
Ｄ：困難な問題点（課題）がある

理由：放課後教室やチャレンジ深川の一部で中止となったものの、小
中学校ともにこれまでよりも高い参加率となっている。

理由：参加者及び保護者からのアンケート調査の結果から、学習意欲
の向上、家庭学習に対する保護者の理解と協力の促進に寄与してい
る。
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R３事務事業点検評価シート
№ 5

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 1,229千円 ・R２予算額 1,262千円 ・R元予算額 1,249千円

・R３決算額 1,229千円 ・R２決算額 1,207千円 ・R元決算額 1,203千円

項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 Ａ

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

学校教育の充実 学務課学校教育係

知能・標準学力検査

　検査結果を学校改善や授業・指導改善に活かすことはできているが、児童生徒一
人一人への指導に効果的に活かすことができていない。

　教育相談などでの個別指導時に活用していく。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業の実施による効果は認められることから、学校満足度調査と合わせるこ
とで、学習指導・生徒指導ともに適切に行い、学習意欲を高めることが可能なことから
継続して実施していく。

 児童生徒の一人一人の学力や学習状況などを把握し、学習指導に活用する。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

・知能検査
　　小学校２学年分（2・5年生）、中学校１学年分（1年生）
・標準学力検査
　　小学校５学年分（2～6年生）2教科（国・算）、中学校３学年分　5教科
　※小学校での英語が教科化されたことに伴い、令和3年度から中学1年生においては英語を追加し、4
教科から5教科での実施に拡充した。
・知能検査と標準学力検査（NRT）を合わせて実施することで、知能に応じた学力を発揮しているかどう
かを把握することが可能。

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、
Ｄ：困難な問題点（課題）がある

理由：検査の種類や実施時期については、これまで各校での判断とし
ていたが、令和３年度より学力向上のため全市的な取り組みとして、種
類及び時期を統一することで、深川市全体の学力や学習状況の把握
ができた。

理由：全小中学校において、同時期に実施することにより、本市の学
力を客観的に把握することができ、各学校において授業及び指導改
善に活かすことができている。
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R３事務事業点検評価シート
№ 6

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 212千円 ・R２予算額 317千円 ・R元予算額 0千円

・R３決算額 212千円 ・R２決算額 317千円 ・R元決算額 0千円

項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 Ａ

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

学校教育の充実 学務課学校教育係

学校安心メール

平成17年度 令和２年度

　新入学児童生徒保護者の学校安心メール登録に時間を要することから、4月当初
の連絡体制に課題がある。

　入学説明会を利用して登録を促すことで、運用時期を早める。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：令和２年度導入した学校安心メールにより連絡環境が整ったため、これを継続
して運用していく。

　不審者情報や臨時休校の連絡など緊急性の高い情報の発信を迅速に行い、児童生徒の安全を確保
すること及び学校・保護者間等の連絡環境の整備に努める。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

　H17年度から学校セーフティメールを活用していたが、学校セーフティメールは専用端末からしか送信
することができず、また、端末老朽化による動作遅延や不安定な状況に加え、ブラックアウト時には使用
できないなどの課題が多くあったため、令和２年度にクラウドサービス「学校安心メール」を導入。

　・R2（初年度）　初期設定費用　8校 158,400円、利用料 1校2,200円×9ヶ月分×8校＝158,400円
　・R3　　　　　　　利用料 1校2,200円×12ヶ月分×8校＝211,200円

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、
Ｄ：困難な問題点（課題）がある

理由：学校安心メールを導入し、全小中学校で運用されている。コロ
ナにより、学級閉鎖等の対応が増加する中において、保護者への連
絡に有効的に活用できた。

理由：クラウドサービスにより、場所を問わずどこからでも容易に送信
が可能となり、既読状況もわかるため、保護者への迅速で確実な連絡
に役立った。
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R３事務事業点検評価シート
№ 7

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 209千円 ・R２予算額 268千円 ・R元予算額 259千円

・R３決算額 168千円 ・R２決算額 211千円 ・R元決算額 141千円

項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 Ａ

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

社会教育の充実 生涯学習スポーツ課社会教育係

学校支援地域本部事業

平成20年度

「深川市学校支援人材バンク」登録者の高齢化及び活動できていない登録者がいる。

新たなボランティアの発掘と、登録者を活用するためのコーディネートに努める。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移管・
縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業は順調に実施しており、効果を上げていることから現事業を継続して実
施していく。

　学校と地域との連携を強化し地域全体で学校を支援する体制を構築することにより、地域の多様な体
験学習などにより総合的な教育力の向上を図る。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

　学校支援地域本部事業〔市教委主催〕
○推進会議：１回開催（書面会議）
○地域ボランティアの登録：個人　23人、団体　18団体
○学習支援活動：8校　135件（農業体験、郷土の自然・生活・文化、読書教育、人権教育など）
○環境美化・環境教育6校　19件（花育、校庭樹木の剪定など）
○学校行事：4校　6件（席書会、かぼちゃ細工など）
○職場体験：中止（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）
○登下校の見守り：6校（「すきやき隊」（地域ボランティア）における登下校の見守り、声かけ運動）
○広報紙「地域と学校」の発行：第1号～第7号（学校、公共施設、関係機関等に配布）
○成果報告会：中止（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）
○成果報告パネル展の開催：令和4年3月3日～9日　中央公民館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和４年3月23日～29日　生きがい文化センター

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、Ｄ：
困難な問題点（課題）がある

理由：学校からの求めに応じて、地域ボランティアを活用した事業を実
施したことで、児童・生徒に多様な体験活動を提供することができた。
広報紙「地域と学校」を7回発行し、各校での地域ボランティアの活動
と取り組みを周知することができた。

理由：新型コロナウイルス感染症の影響により、職場体験など中止とせ
ざるを得ない事業があったが、その状況下でも、学校の教育活動に地
域住民がボランティアとして豊かな知識と経験を生かす場となってい
る。また、地域の子どもは地域で育てるという意識づくりにつながって
いる。
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R３事務事業点検評価シート
№ 8

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 0千円 ・R２予算額 0千円 ・R元予算額 0千円

・R３決算額 0千円 ・R２決算額 0千円 ・R元決算額 0千円

項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 Ａ

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

社会教育の充実 生涯学習スポーツ課社会教育係

生涯学習出前講座

平成9年度

これまでに複数回利用している団体も多く、新メニューの構築や受講者のニーズに
沿った内容に見直す必要がある。

アンケート結果を基に、各課において内容のリニューアル等も含めて検討する。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業は順調に実施しており、効果を上げていることから現事業を継続して実
施していく。

　市民団体が主催する研修会に市職員が講師として、市政の説明をはじめ様々な専門知識を生かした
学習機会を提供することにより、市政に対する理解の促進や生涯学習に対する意識の高揚を図る。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

生涯学習出前講座〔市、市教委主催〕
○期間：年間（午前９時から午後９時までの２時間以内）
○対象：市内に在住又は在勤・在学する10人以上で構成された団体
○会場：申込み団体にて設定（市内に限る）
○講座メニュー数：63（前年61）
○実績：13件（前年3件）　延355人（前年28人）
　※講座の一層の充実を図っていくため、終了後、受講者アンケートの協力依頼

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、
Ｄ：困難な問題点（課題）がある

理由：令和2年度よりは増加したものの、新型コロナウイルス感染症の
影響は未だ大きく、利用は13件に留まったが、市職員による専門的知
識を生かした講話・実技等が気軽に受講でき、講座の内容もわかりや
すく好評であり、身近な学習機会の提供ができた。

理由：①生涯学習の取り組みに寄与している。
②市職員や市の施策等を身近に感じることのできる機会となってお
り、また、市職員にとっては、市民と接することで、施策に対するニーズ
等の把握の場にもなっている。
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R３事務事業点検評価シート
№ 9

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 111千円 ・R２予算額 114千円 ・R元予算額 113千円

・R３決算額 109千円 ・R２決算額 91千円 ・R元決算額 112千円

項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 Ａ

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

社会教育の充実 生涯学習スポーツ課社会教育係

市民公開講座

平成26年度

参加者が減少傾向にあるので、周知等工夫が必要である。
６０歳代以上の参加者が６割に達しており、若い世代の参加が少ない状況にある。

拓殖大学北海道短期大学とも連携を図り、若い世代も取り込めるような講座内容と周
知方法について検討する必要がある。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業は順調に実施しており、効果を上げていることから現事業を継続して実
施していく。

　学びのきっかけづくりとして、気軽に学習活動や仲間づくりを楽しみながら教養を高め、学びの輪が拡
大することで生涯学習に対する理解や関心を高めることをねらいをとして実施する。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

市民公開講座〔市教委主催、道民カレッジ連携講座〕　会場：拓殖大学北海道短期大学
　第1回：今年こそ美味しいサツマイモを作ってみよう　　講師：大道雅之教授
　　　　　  令和3年5月8日　参加者数：38人
　第２回：ロコモティブシンドロームとこれからの健康づくり　　講師：秋月茜助教
　　　　　　令和3年7月10日　参加者数：14人
　第３回：地方創生と地方議会の課題　　講師：小林秀高准教授
　　　　　　令和3年7月17日　参加者数：13人
　第４回：歌って健康！～息・声・歌～　　講師：永津利衣准教授
　　　　　　令和3年12月4日　参加者数：20人
　第５回：英語の語源と言語の変化　　講師：平尾政幸准教授
　　　　　　令和4年2月19日　参加者数：12人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前年5回、延べ97人参加）

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、Ｄ：
困難な問題点（課題）がある

理由：地元の教育的資源である大学の協力のもと、教授等から専門的
知識を活かした講話を聞く貴重な機会として受講者にも大変好評であ
り、学習機会を提供することができた。

理由：教授等の講話を聞く貴重な機会であり、講話の内容もわかりや
すく、市民向けの教養講座として、学びに対するきっかけづくりとなっ
た。また、道民カレッジと連携することで、カレッジ単位取得の機会を
提供した。
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R３事務事業点検評価シート
№ 10

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 38千円 ・R２予算額 38千円 ・R元予算額 38千円

・R３決算額 23千円 ・R２決算額 26千円 ・R元決算額 30千円

項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 Ａ

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

社会教育の充実 生涯学習スポーツ課社会教育係

少年相談

少年相談員は、多感な青少年の相談業務を遂行するため、教育全般にわたる豊か
な識見と高度な実践指導技術が要求される専門性の高い業務であり、人材の確保が
難しい職種である。
適切な人員確保に努める。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業は青少年の健全育成において重要な役割を担い、順調に実施している
ことから、後継者育成などに留意し現事業を継続して実施していく。

　教育全般に関し豊かな経験と、青少年の健全育成に専門的知識と技術を有する相談員を配置し、青
少年や保護者などからの電話、Ｅメールによる相談及び面談を行い、青少年期の悩み事や非行防止に
専門的助言を行う。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

少年相談
○相談室開設：火～金曜日　13：00～17：00　電話、Ｅメールによる相談及び面談
　　※開設日・時間外の相談受付：留守番電話とＥメールにて対応
○相談室に関するＰＲカードの作成・配布（市内全小・中・高校生）
○相談件数：75件（前年87件）
○相談内容：学校生活　4件、家庭生活　13件、地域　10件　その他　48件
○相談者：小学生　17人、中学生　10人、高校生　0人、保護者　25人、その他　23人

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、
Ｄ：困難な問題点（課題）がある

理由：電話・Eメールでの相談のほか、相談員が「生き生きスポット」で
日々子どもたちの様子を見守りながら相談を受けるなど、学校や家庭
以外での生活場面で相談できる機会となっている。

理由：相談者の心情に寄り添い、傾聴することで、相談者自身の自立
的な解決に寄与することができた。また、市内小・中・高校生全員に少
年相談カードを配付することで、子どもだけではなく保護者に対しても
相談できる場の周知活動につながった。
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R３事務事業点検評価シート
№ 11

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 329千円 ・R２予算額 343千円 ・R元予算額 373千円

・R３決算額 240千円 ・R２決算額 292千円 ・R元決算額 268千円

項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 Ａ

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

社会教育の充実 生涯学習スポーツ課文化・スポーツ係

子どもの読書活動推進事業

平成28年度

　ブックスタート事業の事後アンケートにより、図書館を一度も利用したことがない人が
2割程度いることも判明したことから、市立図書館の更なるPRが必要。また、単発な事
業実施だけではなく、継続的な読書活動につながる取り組みが必要である。

　指定管理者と連携し、ホームページや広報誌等を有効活用して、市立図書館の総
体的なPRに取り組むとともに、学校図書担当者等との情報交換を行い、実施可能な
読書活動の継続的推進支援策を研究する。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業は順調に実施しており、効果を上げていることから現事業を継続して実
施していく。

　第２次子どもの読書活動推進計画に基づき、家庭・学校・地域等が連携し、子どもの主体的な読書活
動の推進を図るための機会の提供や環境整備を図る。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

　市教委、小中学校、市立図書館の運営を担う指定管理者が連携し、児童生徒の読書活動推進関連事
業を実施した。
〇図書担当職員会議（学校図書担当教員、指定管理者、市教委担当者）
　　児童生徒の読書活動推進を図るための連絡会議　11月10日　参加者15人
〇読書活動推進のための講演会
　　※コロナウイルス対策により中止
〇読書活動支援事業（市立図書館事業として実施）
　　深川小学校　7月9日　参加者：26人
　　　PTA学習部会の研修会において、親子を対象に絵本の読み聞かせと「家読」について講話
　　音江小学校　2月22日　参加者：6人
　　　低学年児童を対象に本の選び方、図書館の利用の仕方について講話
〇ブックスタート事業（市教委と市立図書館共同で実施）
　　７か月児検診時に子どもの名前と誕生日入り布絵本を配布し、読み聞かせのアドバイスを実施
　　配布冊数 74冊（前年81冊）

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、Ｄ：
困難な問題点（課題）がある

理由：子どもの読書活動推進計画を推進するため、令和3年度も布絵
本配布を継続したほか、図書担当職員会議を開催し、読書活動の推
進に向け情報共有と意見交換を行った。

理由：事後アンケートにより、ほぼ全員が配布した布絵本に満足してい
ることが確認でき、読書活動の契機となっていることが伺える。また、図
書担当者会議での協議の結果、新たな取組として、冬休み前に児童
生徒に図書館だより特別版発行を発行するなど、読書活動推進に向
け小中学校との連携が図られた。
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R３事務事業点検評価シート
№ 12

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 6,250千円 ・R２予算額 5,940千円 ・R元予算額 6,050千円

・R３決算額 6,099千円 ・R２決算額 6,113千円 ・R元決算額 6,109千円

＊目標値の設定ができれば記入

社会教育の充実
文化・スポーツの振興

生涯学習スポーツ課文化・スポーツ係

図書館運営事業

平成4年度開設
平成28年度～指定管理

公設の図書館としての役割を果たす運営を図る。
図書館資料の充実と図書館利用者へのサービスの向上を図るとともに、子どもの読書活動を推進し、生
涯学習の中核施設として図書館機能の充実に努める。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

〇指定管理者による生きがい文化センター・図書館の管理・運営　5年次の1（指定管理期間：R3～R8）
①図書館の管理運営
　来館者数　29,307人　貸出人数　13,538人　貸出冊数　63,747冊
　移動図書館車（BM）運行回数　87回（ステーション12カ所）　貸出人数　551人　貸出冊数　1,778冊
　蔵書数　一般書　83,993冊　児童書　32,180冊　雑誌　3,713冊　点字書　273冊　録音図書　1,362冊
　　　　　　　合計　121,521冊　うち寄贈図書326冊　購入図書3,203冊
　利用者登録者数　16,850人　うち令和3年度新規登録者　216人・1団体
　レファレンス　5件
　ブックスタート事業　11回
　地域配置　一已公民館ほか8カ所　実利用人数178人 実利用冊数615冊
　団体貸出　利用冊数　1,631冊
　宅配貸出　回数41回、冊数382冊
　マナビィ文庫（学校等支援図書事業）　※平成23年度開始
　　貸出実績　 ・小学校 6校、中学校 2校、幼稚園・保育園等 12箇所
　　　　　　　　　 ・一般書1,197冊　児童書　19,101冊　　計　20,298冊
②各種事業
　(1)図書館利用ガイダンス　　保育園等2件　参加園児等47人
　(2)子ども読書週間事業　4月23日～5月12日
　　　展示　　　　　　　テーマ「小学校1年生の「国語」の教科書で紹介されている本」
　　　謎解きイベント　参加者15人
　(3)ぬいぐるみのお泊り会　5月8日　参加者30人
　(4)読書週間事業　10月27日～11月9日
　　　特別展示　　　　テーマ「こころあたたまるお話」
　    謎解きイベント 　参加者10人
　(5)ハロウィン企画　10月30日～10月31日　参加者40人
　(6)おはなし会　4回　参加者延17人
      おはなしころころ　7回　参加者延44人
　　　おはなしきらきら　6回　参加者延11人
　(7)ハッピーイースター　4月11日　来場者11人
　(8）青空図書館    　7月3日　来場者30人
　(9)古本リサイクル市  　11月6日　来場者130人
　(10)ちびっこクリスマス会　12月5日　来場者19人
　(11)絵本の世界で遊んじゃおう！　12月11日　参加者19人

※予算額・決算額は、指定管理料会計における図書購入費にかかる金額です。
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項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 Ａ

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

移動図書館車が老朽化しており、更新または代替措置が必要。

財源確保に努めるとともに、効果的な代替措置についても研究する。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業は順調に実施しており、効果を上げていることから現事業を継続して実
施していく。

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、
Ｄ：困難な問題点（課題）がある

理由：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時休館や一部事
業が中止となったが、全般的な事業内容については市からの指導や、
指定管理者との協働のもと、十分な感染症対策を行いながら適切な
図書館運営と事業実施に努め、市民の読書活動の推進に寄与した。

理由：市内小中学校全校の「朝読書」活動にマナビィ文庫が活用され
ているほか、地域配置図書の配本先の市内事業所や団体貸出の利
用冊数が増えており、読書に親しむ機会が拡充された。
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R３事務事業点検評価シート
№ 13

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 1,893千円 ・R２予算額 1,914千円 ・R元予算額 5,770千円

・R３決算額 1,874千円 ・R２決算額 1,841千円 ・R元決算額 5,416千円

項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 Ａ

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

社会教育の充実
文化・スポーツの振興

生涯学習スポーツ課文化・スポーツ係

文化財保護事業

　学芸員の配置が一人であることに対し、整理が必要な文化財資料が膨大な量であ
るため、進捗を上げるには一定の時間と事業スキームの見直しが必要。

　学芸員以外の職員でも対応できるよう資料整理の流れをマニュアル化するとともに、
文化財保護委員の協力も得て文化財整理を行い進捗を上げる。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移管・
縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：文化財の適切な保護・管理に向けて、必要な見直しを行いながら、現事業を継
続して実施していく。

　　祖先から伝えられてきた文化遺産を保護・管理するほか、収蔵文化財の展示などにより、文化財の保
護・継承の必要性の周知と郷土の理解を深める。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

○文化財保護委員会議　　11月18日　一已屯田記念館　8人出席
　　令和2年度文化財保護事業報告、令和3年度文化財保護事業計画、視察（一已屯田記念館、監的
壕）
○郷土資料の保護・活用
 　・旧鷲田農場事務所 郷土資料展示
　 ・有形文化財（屯田兵屋、旧鷲田農場事務所）、史跡（ストーンサークル・監的壕・音江法華駅逓所跡・
　  屯田歩兵第一大隊本部跡・先住民族の竪穴式住居跡・深川市水稲発祥の地）の維持管理
　 ・市指定史跡案内立看板（監的壕）を新設
　 ・旧市街地図受入れ
○指定文化財の保護管理、屯田会の維持保存
 　・市無形文化財指定交付金 （猩々獅子五段くずし保存会）
 　・市有形文化財指定交付金（芽生神社）
　 ・一已屯田会交付金
　 ・開拓記念式交付金（納内町開拓屯田会）
○埋蔵文化財包蔵地の保護　文化財パトロール、工事立会等により確認
○埋蔵文化財包蔵地所在調査　6月 2件　12月 1件
○出前講座対応　6月21日　一已小学校　参加者59名　7月4日　ネイパル深川　参加者15名
○観光ツアーでの文化財解説　10月2日　参加者8名　11月20日　参加者25名
○講師依頼　縄文遺跡ボランティアガイド養成講座　10月21日　参加者21名

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、Ｄ：
困難な問題点（課題）がある

理由：学芸員資格を有する正規職員が配置されたことにより、埋蔵文
化財等の整理が少しずつではあるが進んでいるほか、限られた予算を
有効活用して文化財の適正な維持管理を行った。

理由：市指定史跡のPRとして監的壕案内立看板を新設するとともに、
適切な文化財保護維持管理に努めたほか、関係団体の活動支援を
行った。
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R３事務事業点検評価シート
№ 14

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 5,805千円 ・R２予算額 3,465千円 ・R元予算額 3,509千円

・R３決算額 5,503千円 ・R２決算額 1,200千円 ・R元決算額 3,400千円

項目別点検評価

・達成度 B

・効果度 B

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

文化・スポーツの振興 生涯学習スポーツ課文化・スポーツ係

文化振興事業

　文化連盟においては従前から加盟団体の高齢化が進んでおり、そこに新型コロナ
ウイルス感染症の影響が重なって、市民の芸術・文化活動の継続が困難な状況も見
られる。
　新型コロナウイルス感染症対策の徹底とともに、安心安全な文化総合芸術祭等の
開催方法の研究を進める。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業は順調に実施しており、効果を上げていることから、現事業を継続して
実施していく。

　芸術・文化の発表・鑑賞機会を設け、文化活動に対する市民の意識啓発と創造活動の推進・拡充を図
る。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

○深川市文化総合芸術祭：市内で活動する文化・芸術団体による発表、展示を行う市民参画型事業。
　 事業の企画運営は深川市文化連盟に委託　　※コロナウイルス対策により中止
○室内楽の夕べ：札幌交響楽団のﾄｯﾌﾟﾒﾝﾊﾞｰらと、市内在住ﾋﾟｱﾆｽﾄとの共演によるｸﾗｼｯｸｺﾝｻｰﾄ。
　　※コロナウイルス対策により中止
○市民文化事業開催助成金：市内施設において市民団体・実行委員会が独自公演、招聘事業を開催
する経費の一部を助成するもの。交付団体：4団体（前年4団体）
○全道・全国各種文化大会派遣助成　　なし
　　※令和2年度から小中高生に係る助成事務は学務課に移管
○深川市文化連盟活動交付金：社会教育活動団体として、深川市の芸術文化活動を支えている市文
化連盟の活動に対する交付金　加盟団体：50団体（413人）（前年53団体、484人）

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、
Ｄ：困難な問題点（課題）がある

理由：新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、文化総合芸術
祭と室内楽の夕べは中止せざるを得ず、活動成果を発表する機会
や、質の高いクラシック音楽の鑑賞機会を提供することが叶わなかっ
た。一方で、市民団体等が主催する文化公演等を助成することによ
り、市民の芸術・文化活動の振興に繋がった。

理由：文化連盟や芸術・文化公演事業等を実施する文化団体等に助
成・支援したことで、コロナ禍において、各団体の活動活性化の契機と
なった。
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R３事務事業点検評価シート
№ 15

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 2,750千円 ・R２予算額 2,750千円 ・R元予算額 2,750千円

・R３決算額 2,750千円 ・R２決算額 2,750千円 ・R元決算額 2,750千円

項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 Ａ

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

文化・スポーツの振興 生涯学習スポーツ課文化・スポーツ係

文化交流ホール芸術鑑賞等事業

平成16年度

安全・安心な事業実施。
ワークショップ以外の鑑賞者が少ない。

周知方法の見直し、検討が必要。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業は順調に実施しており、効果を上げていることから、現事業を継続して
実施していく。

文化交流ホールみ・らいにおいて、優れた芸術鑑賞機会の提供と地域に根ざした親しみの持てる地域
文化を育てる取り組みを行うとともに、プロの演奏家による指導を行い芸術性を高める。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

○第4回和太鼓でいっ！　6月6日　※コロナウイルス対策により中止
○深川市民演劇祭　6月27日　※コロナウイルス対策により中止
○第16回子どもまつり　11月7日　来場者180人
○演劇公演「花咲く家の物語」　11月27日　来場者150人
○音楽劇「みらいSHOW学校　劇と音楽の展覧会～時をこえて深川」　12月18日　来場者380人
○北空知アンサンブル発表会　1月8日　※コロナウイルス対策により中止
○アウトリーチ講師による「ガラコンサート」　3月6日　来場者150人
○み・らいのピアノを弾いてみませんか？　3月13日　参加者23人（13組）
○み・らいダンスワークショップ公開レッスン「みんなで踊ろう」　3月20日　来場者171人　うち出演者40人
　　※ワークショップを13回開催　7月～R4年3月　参加者延べ550人
○「アウトリーチ」事業（テューバ＆ピアノ、ヴァイオリン＆ピアノ、ソプラノ＆ピアノ、演劇、落語、ダンス）
　　10月～12月　31回開催　参加者935人

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、
Ｄ：困難な問題点（課題）がある

理由：新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、一部の事業は
中止せざるを得なかったが、昨年度同様、全小中学校でアウトリーチ
を開催するなど市民に多彩な芸術鑑賞機会を提供することができた。

理由：アウトリーチにおける国内有数の芸術家による直接指導など、質
が高く、多彩な芸術鑑賞機会を提供したことで、多くの市民参加を得
られた。
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R３事務事業点検評価シート
№ 16

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 939千円 ・R２予算額 625千円 ・R元予算額 1,117千円

・R３決算額 562千円 ・R２決算額 474千円 ・R元決算額 977千円

項目別点検評価

・達成度 Ａ

・効果度 B

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

文化・スポーツの振興 生涯学習スポーツ課文化・スポーツ係

体育振興事業

コロナ禍におけるスポーツに親しむ機会の確保。

安全・安心な事業開催方法の検討。

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業は一定の効果を上げていることから、現事業を継続して実施していく。

　市民のスポーツ参加を促進し、スポーツ活動により健康増進を図ることができるよう、市民皆スポーツ事
業を実施する。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

○全道・全国各種スポーツ大会派遣助成　　なし
　　※令和2年度から小中高生に係る助成事務は学務課に移管
○全道・全国各種スポーツ大会開催助成：全道大会開催4回（前年1回）
○深川市スポーツ協会交付金：地域スポーツの普及振興と健康増進の推進組織への支援
○深川市スポーツ少年団本部交付金：地域スポーツ少年団の育成・指導と推進組織への支援

※以下事業の企画運営は、NPO法人深川市スポーツ協会に委託
○スポーツ・レクリエーションフェスタ：10月10日（総合体育館）　※コロナウイルス対策により中止
○音江連山登山コース開き：6月13日（音江連山登山コース）　※コロナウイルス対策により中止
○ふかがわカップ全道小学生バレーボール優勝大会：9月18日～19日（総合体育館）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※コロナウイルス対策により中止
○歩くスキーコース造成：12月24日～3月27日（総合運動公園）　利用者延501人
〇学校体育施設開放事業：4月～令和4年3月　利用者27団体448人

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、
Ｄ：困難な問題点（課題）がある

理由：新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、一部の事業は
中止または休止せざるを得なかったが、子どもから高齢者まで誰もが
気軽に参加できる市民参加型のスポーツイベント開催とスポーツに親
しむきっかけづくりに努めた。また、助成事業や交付金等により、コロ
ナ禍においても、市民のスポーツ活動の推進と健康増進が図られた。

理由：スポーツ団体等への助成・支援は行えたが、実施できなかった
事業も多いことから、市民のスポーツ活動促進につながらなかった。
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R３事務事業点検評価シート
№ 17

推進項目 所管課係名

事務事業名

・開始年度
・見直予定
（終了）年度

年度目標（目的）

内容（実績）

・R３予算額 6,679千円 ・R２予算額 5,236千円 ・R元予算額 8,718千円

・R３決算額 6,354千円 ・R２決算額 4,325千円 ・R元決算額 8,344千円

項目別点検評価

・達成度 A

・効果度 A

今後の取組み

・問題点（課題）

・改善策

総合評価

②

＊目標値の設定ができれば記入

文化・スポーツの振興 生涯学習スポーツ課文化・スポーツ係

スポーツ合宿招致

平成7年度

・道内外の実業団や大学チームに合宿地として定着していただけるよう、各チームの
ニーズを把握するなど、十分な新型コロナウイルス感染症拡大防止対策とともにきめ
細かな対応が必要。
・選手・チームスタッフの受入れ可能な宿泊施設の不足及び競技施設等の老朽化。
・年間を通じた合宿招致事業に取り組む必要がある。

・市ホームページを活用したスポーツ合宿地としての宣伝ほか、「ホクレン・ディスタン
スチャレンジ深川大会」の開催や、新たなチームの合宿受入れに結びつくような積極
的な合宿招致活動を実施するとともに、既に深川で合宿をしているチームには、感想
を求めるなどニーズの把握に努め、合宿チーム数の増加に努める。
・令和3年度に、教育研修用資材やスキーワックスルームを整備したエフパシオを最
大限に活用し、通年での宿泊者増につなげる。
・文化事業に関する合宿招致も進めていく

＊①：充実・拡大、②：現状維持（見直し含）、③：統合・代替、④：移
管・縮小、⑤：休止・廃止・完了を含めて記入
理由：本事業は順調に実施しており、効果を上げていることから、現事業を継続して
実施していくとともに、文化事業の合宿招致にも取り組む。

積極的な合宿招致活動を推進することにより、市民のスポーツへの興味・関心や参加意欲を高めるととも
に、スポーツ施設の有効活用とスポーツの普及振興、交流人口の増加や市の知名度アップなど多くの効
果が得られ、スポーツ合宿を通じた活力あるまちづくりと地域経済の活性化を図る。

＊主催（主体）、期日（期間）、会場（対象範囲）、参加実績等を記入
＊目標値の設定があれば、実績値及び達成率も記入

これまで来市している道外の実業団チームや大学陸上中長距離チームへの訪問や、深川市のほか道内
４会場で開催されるホクレン・ディスタンスチャレンジ大会などにおいて合宿招致活動を実施し、国の地方
創生関連交付金を活用して整備したエフパシオを拠点施設として、合宿の受け入れ対応を行った。
・合宿実績：実業団16チーム　大学等　79チーム　計95チーム　延人数1,791人　延宿泊数4,989泊
　　　（前年：実業団10チーム　大学等　55チーム　計65チーム　延人数1,394人　延宿泊数2,868泊）
・ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会　7月7日開催
   参加実績：選手243人　※コロナウイルス対策により無観客で開催

＊Ａ：順調である、Ｂ：おおむね順調である、Ｃ：一部困難な問題点（課題）がある、Ｄ：
困難な問題点（課題）がある

理由：コロナ禍前に比べ、完全な回復には至っていないが、電話や
メールほのか、可能な限り、大会等開催地に赴いての合宿招致活動を
行い、前年度から合宿数を増加させることができた。引き続き、北海道
を代表するスポーツ合宿のまちとして知名度の向上と施設充実に努め
ていく。

理由：コロナ禍において様々な制限がある中でも、ホクレンディスタンス
チャレンジ深川大会を開催し、市民のスポーツ意識の向上と、スポーツ
の普及振興、スポーツ施設の有効活用、スポーツ合宿地としての知名
度アップ、地域経済の活性化など多様な効果が得られた。
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