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平成１９年度第５回室蘭市社会教育委員の会定例会会議録（要旨）

日 時 平成１９年１２月１７日（月） １４時～１５時００分

場 所 教育委員会会議室

出席委員
荒川委員長、三村副委員長、大脇委員、亀田委員、橋本委員、前田委員、吉田

委員

欠席委員 太田委員、中村委員、森委員、

事 務 局
菅原部長、森生涯学習課長、萩原主幹、遠田主幹、山下主幹、高屋主幹、下出

青少年課長、松原主幹、中山生涯学習推進アドバイザー、矢元主査

【議事内容】

【日程１】

議案第１号 室蘭市緑化審議会委員の推薦について

（森課長）

・ 室蘭市緑化審議会委員の任期満了に伴い、新たな委員を推薦いたすものです。任期は

平成 20 年 2 月 1 日から 2年間となっております。

（荒川委員長）

・ 亀田委員に引き続きお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。

（亀田委員）

・ 今年度をもちまして市 P連を退会いたしますので､後任の方に任期途中で引き継ぐ事に

なると思いますけれども、短い期間ではありますが一生懸命努めますのでよろしくお願

いいたします。

（荒川委員長）

・ 引き続き亀田委員ということでよろしいでしょうか。

（異議なしにより推薦決定）

【日程２】

報告第１号 １０月・１１月行事報告及び１２月・１月行事予定について

（荒川委員長）

・ 事前に前田委員から質問がでております。前田委員お願いいたします。

（前田委員）

・ 教育委員会主催の「室蘭市男女共生セミナー」前期３回、後期３回が終了しました。

１２月１日（土）に本年度の閉講講座が行われました。この度の閉講講座には主催者と

して菅原教育部長が講演を最後まで聞いて、講演終了後も講師の先生ばかりでなく受講

者やセミナーボランティアの方々にも対応されていました。私はこのことは非常に良か

ったと感じています。

どうしてかと言いますと、行政の方はいつも挨拶をして、「所用があり」ということ

で、講師の話を聞かずに退席することが多々有りました。今回、菅原部長が 2 時間以上

の時間の間、話を聞いておりまして、最後には市民の要望をきちんと聞いていたという

事がありまして、市民感情としては非常に評価されるものではないかと思います。

この共生セミナーは平成１６年３月に策定された室蘭市男女平等参画基本計画の重要

な施策の一つとして、生涯学習課が取り組むことになっています。実施して３年が経過
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し、予算と参加者数が第 1点、第 2点目は成果と今後の課題について質問いたします。

その理由として、１１月の胆振管内社会教育委員等研修会では他市町村（伊達市）で

は、講演会があったが年間予算 60 万円に対して参加者が 30 人から 70 人と､費用が 1 人

あたり 1 万から 2 万という講演会になっているということを聞きました。私の個人的な

印象では、かなり割り高な講演会ではないか思いました。それに比べまして、室蘭市の

共生セミナーでは 6 回の開催で費用対効果はどのようになっていますか。これからの施

索の方向に示していかなければいけないのでお伺いしたいと思います。

（森課長）

・ 本年度の男女共生セミナーに係った経費は、講師への謝礼、会場借上げ料、用紙類等

の消耗品類などで、約３３９千円でございます。

参加者が６回で２７３人、単純に割り返しますと 1,２４０円。実は皆さんから参加費

を徴収しており、それが７４千円ありましたので、1 回当り一人当りにしますと約２７

０円となりますので、経費は９７０円になるのかと思います。

この事業は、（財）北海道市町村振興協会の助成を受けています。この団体は宝くじ

の益金をまちづくりに活用するために補助金を出している団体です。現実的には私ども

の一般財源の持ち出しは千円以下となっています。

成果については、市民にいろいろな角度から、男女平等参画について意識啓発が行な

えたこと。また、後期３講座については、男女共生セミナー開催ボランティアで、公募

に応募してきていただいた皆さんに支えていただいて、企画・運営を担ってもらうこと

でボランティア活動の促進に繋がったこと。開催にあたって、男女平等参画関係団体と

の協力関係づくりにも寄与できていることなどがあげられます。

今後の課題としては、参加者の固定化、高齢化が進んでいること、男性の参加者が少

ないことが挙げられ、男性や若年層などを対象にした企画の導入が必要と考えていると

ころです。いまだこれといった妙案がないということも現実でございます。

（前田委員）

･ 最後の方で出ておりました参加者の固定化、高齢化、若い人が少ないということ、や

はりここがネックになっていると思います。次年度以降は企画の段階から若い人をいかに

取り組んでいくか､プラザの団体との協働も大切ですが、新しい人を取り組んでいく事も、

私達も考えていかなければならないと思います。新しい多様な人材を確保することを考え

て行く必要があるかと思っております。

最後になりましたが、このような市民参加型の事例は今後も継続してやっていただけれ

ばと思います。費用につきましては、市の財政負担が千円以下じゃないかという話とか、

実際には市町村振興協会の負担で９７０円ぐらいとか、個人負担でなされているというこ

とからしますと、私は個人負担があってもこれからは構わないと思います。

報告第２号 室蘭市芸術文化表彰について、報告第３号 室蘭市生活文化伝承者表彰につ

いて、報告第４号 室蘭市スポーツ表彰について

（荒川委員長）

・ 報告第２号「室蘭市芸術文化表彰について」、第３号「室蘭市生活文化伝承者表彰に

ついて」、第４号「室蘭市スポーツ表彰について」でございます。関連しておりますの

で、一括して事務局からご説明をお願いしたいと存じます。

（萩原主幹）

・ 室蘭市芸術文化表彰についてご報告いたします。

室蘭市芸術文化表彰規則に基づきまして、芸術・文化の振興発展に顕著な功績のあっ

た方を表彰いたしているものでございます。平成１９年度は大築笙子さん「美術」、作

田真由美さん「民謡」、竹野留理さん「民謡」でございます。また、参考として室蘭市



平成１９年度第５回室蘭市社会教育委員の会会議録（要旨）

－ 3 －

芸術文化表彰規則を掲載しておりますのでご参照していただきたいと存じます。

・ 室蘭市生活文化伝承者表彰についてご報告いたします。

室蘭市生活文化伝承者表彰規則に基づきまして、生活文化の伝承普及に功績があった

方を表彰するものでございます。平成１９年度は金子芳昭さん「盆栽」、宮崎勝さん「鋳

物」でございます。また、参考として室蘭市生活文化伝承者表彰規則を掲載しておりま

すのでご参照していただきたいと存じます。

・ 室蘭市スポーツ表彰についてご報告いたします。

室蘭市スポーツ表彰規則に基づきまして、スポーツの振興発展に顕著な功績のあった

方を表彰するものでございます。｢スポーツ功労賞｣は「アーチュリー」競技の普及・発

展に貢献された間瀬年一さん、「バスケットボール」の指導・普及に貢献された小林愼彌

さんでございます。

続いて「スポーツ賞」は、「陸上 男子走り高跳び」で全国高等学校総合体育大会で全

国２位になった室蘭大谷高等学校３年生の熊木隆規さん、「バドミントン」で全国小学生

ABC バドミントン大会に全国準優勝した、水元小学校２年生の渡邊きらりさんです。

「スポーツ奨励賞」は、少年軟式野球世界大会で第３位の成績をあげた、少年野球チ

ームの港北クラウンでございます。また、参考に室蘭市スポーツ表彰規則をご参照して

いただきたいと思います。

報告第５号 室蘭市文化財審議会委員の委嘱について

（萩原主幹）

・ 室蘭市文化財保護条例第２０条の規定に基づき設置しております「室蘭市文化財審議

会」の委員につきまして、去る１１月３日をもって任期満了になりましたことから、４

日付で新委員の委嘱を行ったものでございます。

また、委嘱委員の内訳でございますが、新任１名を除きすべて再任でございまして、

室蘭地方史研究会からお２人、室蘭美術協会からお１人、神道宗教学会からお１人、全

日本刀匠会からお１人の選出で、合わせて５人で任期は２年となっております。

報告第６号 社会教育施設の現状と課題について

（萩原主幹）

・ 文化センター地階につきましては、これまでも恒常的に芸術性の高い作品に触れる機

会の提供やそのための施設の整備、さらに、市民の創作活動が広がり、作品発表、展示

場所の整備充実を図ることは、芸術文化の振興のために必要な施策と考え、平成５年に

文化センター地階のグリルを取得。平成６年に収蔵庫を整備。平成７年にギャラリーの

整備。平成 14 年に１階展示室の整備などを進めながら、美術活動に係わる施設整備の充

実を進めてきたところであります。

・ 一方で市民による芸術創作活動と、その鑑賞・発表の場としての美術館建設を求める

活動においても、昭和５５年の道立美術館の誘致を端緒とする長い活動と実績があり、

現在まで市民に美術館施設を待望する声は強くあったところであります。

平成１２年９月３日新たに「室蘭市に美術館を作る市民の会」が立ち上がり、これま

での、主に美術協会会員中心の活動から、一般市民を対象として、美術のみならず書・

写真・工芸・陶芸等を中心にギャラリー部門の作品を展示できる施設の建設を目指して、

新たな市民運動が展開されてきたところであります。

・ これまでの、市教委と市民の会との話し合いの中で、公立の独立した美術館の建設に

は多額の費用がかかり難しいこと。また、民間の既存施設の利用についても、改修等の

難しさがあることなどから、現在まで、文化センター地階全体の一体利用による美術館

活動を基本として、どのような方法で、どのような活動ができるのか、市民の会と何度

も協議を重ねてきたところであります。
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・ これらの検討協議を踏まえ、一つには、道立美術館誘致活動に始まりました本市の美

術館建設に向けた市民の活動が、ここにきて、「市民の会」の地道な活動もあり、浸透、

高揚がみられること。

また、旧着付美容室、旧写真館を購入したことにより、既存のギャラリー、収蔵庫等

と併せ、地階全体を一体利用しての美術館活動を展開できるスペースが確保できたこと。

さらに、運営等に関しては、市民の会の積極的な支援が得られることと、市民の会の

体制づくりも図られていること。以上の条件が整ったことで、このたび、美術館設置に

向けた方向性をまとめましたので、ここに報告するものであります。

・ 基本的考え方としては、室蘭の今後の、幅広い文化振興の推進と、より魅力あるまち

づくりを考える上でも、絵画、彫刻、書、写真、工芸、陶芸など、造形美術分野を一堂

に集約した文化芸術の活動の場を整えることは、大事であるとの認識に立ち、具体的に

は、本市の文化振興の為、文化センター地階全体を美術館として活用すること。

地階全体を一体として利用する為、昨年末に取得した、「旧着付美容室」と「旧写真

館」について、ギャラリーや市民体験学習の場として使えるよう、必要な施設整備を図

ること。その際、長年の市民要望にも応えた施設整備を考えておりますが、財政状況の

厳しい中ではあり、既に整備が成されている既存のギャラリー、収蔵庫、事務室、駐車

場については、現状の中で工夫して使用して参りたいと考えており、購入した２つのテ

ナントの整備についても、内装のリニューアルを中心に整備し、先ずは、平成２０年度

の開設を目指して、今後、準備を進めていきたいと考えております。

・ また、美術館の運営方法としては、独立した公の施設として、条例設置を考え、例え

ば、港の文学館のように、市民の会と市が協働しての館運営とし、嘱託館長と受付職員

の配置を公の負担とし、日常の資料整理や展示管理、作品の入れ替え、展示作品の選定、

展示解説、学習指導スタッフなどについては、市民の会に行政パートナーとしてお願い

していきたいと考えているところであります。

【日程３】

その他 （１）第 47 回北海道社会教育研究大会〔芦別大会〕報告について

（２）平成 19 年度胆振管内社会教育委員等研修会報告について

（荒川委員長）

・ その他「（１）第 47 回北海道社会教育研究大会〔芦別大会〕報告について」並びに「（２）

平成 19 年度胆振管内社会教育委員等研修会報告について」でございますが、芦別での研

究大会は、三村副委員長からご報告いただきます。胆振管内社会教育委員等研修会報告

については、参加者を代表して大脇委員と前田委員から順次報告願います。

（三村副委員長）

・ １０月１１日､１２日の２日間、第４７回北海道社会教育研究大会が芦別市で行われま

した。研究テーマが「主体的に地域
ま ち

づくりに参画する社会の創造」､サブタイトルとして

「心豊かに人づくりとコミュニティの再生」というものでした。

１日目は、シンポジウムがあって「参画と協働による地域
ま ち

づくりの実践から学ぶ」と

いうテーマで､３人のシンポジストから発表がありました。１人目は三笠市の建設会社の

社長さんで、古い民家の材料を再利用して環境に配慮した家づくりを進めるという立場

から、古い木造の駅舎を残して活用したお話でした。古い建物というのは、建て方とか

木材とか、山の植樹の事までいろいろと学んでいけるものだというお話をされておりま

した。試行錯誤の実践ながら会社のイメージアップに繋がっていったり、市からは地域

づくりの補助金を出してもらったり、また､見学者が多くなると市が水洗トイレを造って

くれたりと、行政と民間の協働による地域づくりを行っているという発表でした。ただ、
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自分の子どもが３人いるんだけれども、ふるさとに帰ってきて自分の仕事を継いでくれ

るかどうかはわからないというお話でした。

２人目は、岩見沢市の小学校 PTA 会長さんのお話です。子どもの安心､安全を守る「朝

の声かけ運動」という実践で、活動をとおして地域と学校が密接に繋がっていったとい

うお話でした。活動は継続する事が大切であるということをお話されていました。

３人目は、芦別の生活学校連絡協議会会長さんのお話です。ここでいう生活学校とは

他のまちで活動している消費者協会と似たような性格を持っているものです。生活上の

悩みとか問題点を、気長に解決していったという実践でした。例えば、横断歩道の所に

電柱があるので、子どもの登下校の時に非常に危険なので、それを移動してもらったり

とか、高齢者のためにバスの昇降台を低くしてもらったりとかそういうお話です。

３人とも貴重な体験でしたけど、私が感動したのはコーディネーターの先生が実に見

事にコーディネートされたことです。その先生はこの間苫小牧市の研修会でお話された

先生で、室蘭市に 11 月にいらした北翔大学の谷川松芳先生です。谷川先生は、長沼町と

か網走管内で社会教育主事をされていたこともあると伺っています。「悩んだ時、困った

時出て行くのが社会教育主事であり、社会教育主事に情報を提供するのが社会教育委員

の仕事である。」といっておりました。従って言葉はちょっと悪いんですけど「行政を上

手く使うことが大切です。」といわれておりました。私が共感したのは、谷川先生の「今

だから出来る。」という一言でした。物事を解決する時に適した時期があるとう意味が含

まれると思いますが、この言葉は実に色々な場面に当てはまるんじゃないかと思いまし

た。世の中いたるところで、高齢化を嘆く風潮があります。でも逆に考えると高齢者に

なった今だから出来ることって沢山有ると思うんです。高齢化を嘆く前に、「高齢になっ

たからこそ出来るんだ。」という発想の転換をさせて、前向きに対処していくことが得策

ではないかと思いました。

次に 2 日目なのですが、分科会と記念講演会がありました。分科会は北斗市の発表が

ありました。「住民の協働による文化・スポーツと地域づくり」というものです。北斗市

というのは、上磯町と大野町が合併して昨年の 2 月に誕生した市ですので、両方の町の

文化団体が取り組んできた活動内容や方法について、色々違いがあって一挙に統合して

運営していく難しさを感じているというお話です。でも新しいまちづくりは社会教育か

らということをモットーに取り組んでいるというお話でした。

記念講演をされたのが、赤平在住の非常にユニークな方で、父親の後を継いで電気機

械の会社を経営している植松努さんのお話でした。北見工大を卒業されて５年間三菱重

工の名古屋航空宇宙システム製作所に勤務していた経歴の持ち主です。国や県の補助金

は一切なしで、３年前から北大と共同でハイブリットロケットの開発を始めて、昨年は

微小重力実験で、アメリカの民間宇宙開発メーカーと業務提携の契約をしたというお話

をされておりました。

植松さんを育てた家族というのが、非常にユニークだと思われました。幼少の時から

おばあさんには、「お金があったら本を買いなさい。得た知識は誰にも取られない。」と

いう教育をされたんだそうです。お父さんからは「物を作りなさい。」お母さんからは「思

うは招く。」と教えられて育ってきたんだそうです。ところが学校の先生からは、「どう

せむり。」と言われ教育され続けてきたんだそうです。家族の考え方が、こういうユニー

クな植松さんを育てたんだろうなと思いました。「どうせ無理とは思うな。人間の可能性

こそが最高の価値である。」「そこで物事を成功させるにはたった１つだけ秘訣があるん

だ。」と皆身をのり出して聞いたんです。それは何かと言うと「失敗にへこたれずに、成

功するまでやりとおすことだ。」とそのような事を言って笑わせておりました。ちょっと

横道にそれますが、キノコというのは、どんな毒キノコでも人間１度は食べられるんだ
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そうです。後は死ぬだけです。そのようなことを話して笑わせておりました。植松さん

のお話は、子どもが聞いても良し、PTA が聞いても良し、社会教育委員が聞いても良し。

本当にいいお話を聞かせてもらいました。室蘭でも機会がありましたら植松さんを呼ん

で、お話が聞かれればいいなあと思って帰ってまいりました。

（大脇委員）

・ 胆振管内社会教育委員等研修会が 11 月 15 日苫小牧市民会館にて開催されました。

開会式は苫小牧市スポーツ生涯学習部次長の小野寺氏の司会で進められ、初めに主催者

挨拶として胆振管内社会教育委員連絡協議会会長の関寺氏が最近は科学技術の進歩、国

際化、少子高齢化に伴う家庭のあり方の変化に伴う問題、青少年を取り巻く問題、いじ

めの問題、社会の安心、安全について多くの問題があり、ますます社会教育委員という

ものが大切であることを再認識していただければとの挨拶がありました。その後、苫小

牧市のスポーツ生涯学習部長今田氏の歓迎挨拶がありました。また、この後永年勤続表

彰式があり、15 名の皆様には長い期間社会教育委員として活動されお礼申し上げますと

ともにお祝いを申し上げます。との挨拶を受け永年勤続表彰式へと移りました。

永年勤続表彰には室蘭市より荒川委員長、三村副委員長の 2 名が表彰され、受賞者を

代表し荒川委員長より謝辞が述べられました。

・ この後市町村合併に伴う社会教育委員会議の変化についてと題し、伊達市、むかわ町、

安平町、洞爺湖町から現状について市町職員の方より報告がありました。

今回の 4 つの市町で共通して言われていた点は、合併して地域が広くなり、社会教育

委員の会議の場所の設定に苦労されておりました。会議回数については年間に 2 回から

4回程度とのことでした。

また各市町の生涯学習課が行う行事や管轄する公民館等の公共施設の使用料といった

ことも含め、時間を掛け進めているとの事でした。

会議開催について伊達市に関しては、どちらで開催するにしても車で片道 40 分は掛かっ

てしまうため、なかなか委員の方々が全員出席する事が難しいのが現状です。との問題

点を上げられていました。

安平町では選出方法、基準について触れられ、旧早来町が広く 3つの地区に分けられ、

旧早来町の選出方法について配慮しつつ新町での選出をしました。そこから 5 名ずつの

選出を行っていた経緯があり、新町となってもこれに配慮し選出を行い、さらに公職者

の男女割合についても配慮し、半々が望ましいのではという事で選出をしました。との

お話でした。この件について苫小牧の方より「苫小牧市では男女平等参画条例では 40%

程度となっており、50%というのは何か基準のようなものがあるのでしょうか。」と質問

され、安平町の方は「女性の方でなければ気づかない部分が多いとの考えから、公職者

の中の割合は 50%程度が望ましいという考えです。」と答えられていました。

この後、10 月に開催された全道社会教育委員研究大会の報告と、全道社会教育委員会

議の現状報告を、苫小牧の方から受け午前中の予定を終了しました。

（前田委員）

・ 私の方は午後からの部を報告します。

「社会教育と生涯学習のかかわりを考える」というテーマで 80 分程度の講演をしてい

ただきました。内容は大きな柱として１．社会教育とは２．社会教育行政とは３．生涯

学習とは４．生涯学習社会とは５．社会教育委員の役割とはについて話されました。時

間がちょっと足りない感じがしました。

今日の報告で皆さんにぜひ聞いていただきたいのは、最後の「社会教育委員の役割」

というところです。社会教育委員の職務といたしまして、１番目は社会教育に関する諸

計画を立案すること。あくまでも社会教育委員は住民の代弁者として、社会教育行政を
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促すこと。そのために２番目として、定時、臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応

じて、これに対して意見を述べること。そのことは教育長を経て、教育委員会に助言す

るための間接的な提言手法であるということです。この会議がそうであり、意見をいっ

てください。ということになります。もう一つは地域の実情に応じた歴史や産業など地

域特性を生かした意見が求められる。地域に目を向けて意見を言ってください。３点目

に、そのためには研究調査を行ってください。その方法は､私は全くそのとおりだと思い

ますが、事務局の原案審議方式から自主調査活動への移行です。出されたものをハイと

頷くだけでは無くて、自らが市民ニーズは何かということを捉えて行ってください。こ

れが社会教育委員の責務です。と言われた事は、非常に私も足りない所を反省しながら

聞きました。

まとめといたしまして、「社会教育委員に期待すること」からは、１番目は、住民の

いのちと暮らしに関わる学習活動を保障するために行政に積極的に提言すること。２番

目は、住民の日常生活や職業生活を高めるための学習活動を生涯学習と位置づけて、行

政としての支援方策を住民の発想で提言すること。３番目は、住民１人ひとりが心身共

に健康的で地域のコミュニティが豊かであり、住み続けたくなるようなまちづくりを推

進するような、行政計画を策定するように提言すること。最後に生涯学習社会の実現を

はかるための提言を実践するためには、社会教育行政、教育行政システムの改革をして

ください。とそこまで言われました。私たちはそこまで提言しているかどうかとちょっ

と反省しまして痛いところです。改革が出来るのは､社会教育委員の提言です。という事

です。住民によるまちづくりの推進。行政に頼るのではなく社会教育委員自らが行動し

て、住民の要望や願い、生活実態を把握して、教育委員会を通して提言して、その街に

即したそのまちにふさわしいまちづくりを行ってください。

最後に社会教育委員は、その豊かな人生経験を地域社会に還元していただきたい。と

言われまして私は未熟だなと反省して帰ってきました。

（荒川委員長）

・ ご質問や追加してのご発言がございましたらお願いいたします。

（橋本委員）

・ 前田委員からの報告がとても面白かったです。自主的な研究調査報告を社会教育委員

がすることとなっていることはとても大切だと思います。どこか地域でそのような実施

調査をして、行政側に働きかけて提言している事例等が報告されているんでしょうか。

（前田委員）

・ 私は､今までに具体的な事例はあるんではないかと思います。多分事務局サイドで把握

していると思います。

（橋本委員）

・ 思うんですけど、前田さんもそうですけど、いろいろなところで、生涯学習にリンク

した部分の活動をされていますでしょう。そこで多分、アンケートとか様々な相互のや

り取りの中である資料とか、ニーズは、あるんだけれどもそれをお互いに共有しあうシ

ステムが無いような気がします。それを確立できたら、市のほうにも有意義な提言がで

きるんじゃないでしょうか。

（前田委員）

・ そのことに関して私の経験からしますと、「室蘭市男女平等参画基本計画」が出来まし

たのは、社会教育委員じゃなかったのですが、これを作成するに当たり「懇話会」とい

う全く別の独立した組織で､その時の会長は荒川委員長でした。私はその同じところで副

会長という形で、教育委員会に直接ではないですが、提言をして１年かけてこの計画を

作ったという経緯は室蘭市の事例であります。ただ、社会教育委員としてかというとそ
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ういうことではありません。

私達が色々な分野で活動しているものを、共有することは必要だと思います。

（荒川委員長）

・ 過去の例では、それぞれの委員が専門的な活動をなさっている体験を、発表するよう

な機会が何回か作られているようなんです。その時にはその方のそれぞれの得意分野の

ご発言がございまして、情報を共有するような形を何回か取られております。今回はそ

ういう研修方法ではなかったかもしれません。過去は何回か経験をしております。です

から、また、そういう機会があるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（前田委員）

・ 先ほど大脇委員から報告がありました。市町村合併に伴う教育委員会の変化について

のところで、安平町と苫小牧市の職員から、男女平等参画の視点について、私も同じこ

とを思いながら聞いておりましたことで、１点だけ付け加えさせていただきたいのと、

もう１つは事例報告なのですが、谷川先生もちょっと言った気がしますが、４市町とも

全部行政の人が報告していたんです。社会教育委員等の研修だったんですけれど、社会

教育委員の報告が１事例も無かった事が、谷川先生が言っていた「これから提言してい

くんだよ。」「まちづくりとして」ということは､その辺をかなり意識して言っていたん

ではないかと思います。事務局としての行政の役割は当然あると思うんですけれど、ま

ちづくりにどのように参画していくかということを、私達自身もこれからはそういうこ

とをきちんと自分のこととして、報告できるようにならなければいけないと思いました。

（三村副委員長）

・ 社会教育委員の会は他の市町村に聞きますと、年間２回だとか３回しか開かれていま

せん。室蘭市の実態として６回開いているといいましたら皆さん驚いています。２回や

３回だったら相談というもんじゃないですものね。

（前田委員）

・ それと４時間以上の会合には、日当６，０００円ぐらい払うそうです。午後４時から

会議を開催するということは、どうみても６時に終了して２時間なのです。それで日当

を半額に済ますという自治体がありました。そういう会議の持ち方も人件費の削減にな

るんだわと思って聞きました。非常に勉強になりました。

（荒川委員長）

・ 関寺会長さんのお話を聞きますと、今の最終的な目標は「まちづくりにいかに貢献す

るか。」とよくご挨拶の中で聞かされております。そういう意味では私どもの責任も本当

に大きいなと思います。

・ 他にご意見等がないようでございますので、これをもちまして定例会を終了いたしま

す。次回の予定は２月８日（金）を予定しております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。


