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平成２０年度第１回室蘭市社会教育委員の会定例会会議録（要旨）

日 時 平成２０年４月１１日（金） １４時～１５時４５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、太田委員、大脇委員、亀田委員、前田委員、森委

員、吉田委員

欠席委員 橋本委員、中村委員

事 務 局

盛田教育長、佐藤部長、森生涯学習課長、萩原主幹、松原主幹、山下主幹、佐

藤主幹、下出青少年課長、田中主幹、佐々木生涯学習推進アドバイザー、矢元

主査

【議事報告】

（荒川委員長）

・ 議案に入ります前に人事異動の報告がありましたので、事務局から報告願います。

（森課長）

・ ３月３１日付けで、教育部長菅原、生涯学習読書活動推進主幹遠田が定年退職いたし

ました。また生涯学習推進アドバイザー中山が任期満了で退職しております。

（４月１日付け人事異動で配属された理事者の自己紹介、佐藤教育部長、松原読書推進

主幹、佐藤スポーツ主幹、田中青少年課主幹、佐々木生涯学習推進アドバイザー）

【日程１】

報告第 1号 平成２０年度教育行政方針について

（佐藤部長）

・ 本年度は３つの柱を立ててございまして、１つ目が「学校・家庭・地域が一体となっ

て進める学力の向上と豊かな心の育成」でございます。２つ目が「安心・安全に学べる

教育環境の整備」でございます。最後の３つ目が「人生をより良く健康で充実した生活

を過ごすための生涯学習の推進」、このような大きな３つの柱を立てさせていただいて

ございます。

順を追いまして、社会教育関連分野を中心に主な取組について、お話させていただき

ます。

・ 最初の「学校・家庭・地域が一体となって進める学力の向上と豊かな心の育成」でご

ざいます。

昨年の全国学力・学習状況調査によりますと、相関関係といたしまして、基本的な生

活習慣の定着や読書を好む事などが、学力に良い影響を与えていることから、「早ね 早

おき 朝ごはん」など、子どもたちが、望ましい生活習慣を身に付けるよう、親として

の資質を高める学習機会を提供してございます「家庭教育セミナー」の拡充や、学校を

地域が支える体制づくりについても検討してまいりたいと思います。

・ 特別支援教育については、個別の指導を行う支援員も拡充いたしまして、よりきめ細

細やかな学習支援に取り組んで参りたいと思っているところでございます。

・ 北海道洞爺湖サミットが開催されますことから、子どもたちに環境問題を考える学習

の場を、総合的な学習の時間の中で取り組んでまいります。

・ 日照市の中学生との交流などを進めて、国際的な視野を育てる機会と考えてございま
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す。

・ 幼稚園やスポーツ活動、英語教育を始め特色のある活動を進める高等学校、あるいは、

保育士・幼稚園教諭養成のために、学科設置を検討する専修学校に対しましては、新た

な助成を行うなど、私学の多様な教育活動を支援してまいりたいと考えてございます。

・ 「安心・安全に学べる教育環境の整備」でございます。市内全域にスクール児童館の

整備を進めてございまして、新たに常盤小・武揚小・高砂小の３校で開設をいたします。

また指導員の配置も拡充をしてまいります。さらに、港南・蘭中・港北の３児童セン

ターで新たに放課後児童の預かり機能を付加いたしまして、喜門岱、陣屋を除く１８小

学校区で子どもの居場所が確保される、放課後児童対策をやってまいりたいと思います。

今後は、学習や体験・交流の機能についても検討してまいりたいと考えてございます。

・ 子どもを取り巻く環境でございますけれど、不審者被害件数は、ピーク時の３分の１

に減少して、また、不登校児童生徒も着実に減少傾向を示しており、地域パトロール組

織の拡大、適応指導教室の整備や学校と訪問アドバイザーの連携促進などが功を奏して

ございますが、虐待やいじめ問題は、増加傾向にございまして、インターネット上での

いじめや薬物乱用など、新しい形の問題行動が懸念されてございます。

関係機関、団体との連携を一層進めまして、その防止と解決に向けました取り組みを、

継続してまいりたいとこのように考えてございます。

・ 第３の柱でございます「人生をよりよく健康で充実した生活を過ごすための生涯学習

の推進」でございます。本、室蘭市社会教育委員の会の皆様から、貴重なご提言を受け

まして、新たに平成２９年度までの「室蘭市社会教育振興計画」を、策定させていただ

いたところでございます。また、事務局から説明させていただきますけれど、この振興

計画の実施計画ともいうべき推進計画も、策定をさせていただいたところでございます。

今後は、振興計画の目指すところの「自立・協働・創造する人づくりのまちとしての

社会教育の振興」に向けまして、本市の持つ地域特性を活かしながら、総合的な社会教

育施策を展開してまいる所存でございます。

・ 文化センター地下１階のスペースを活用し、市民美術館を整備しまして、１０月１日

開館を予定してございます。郷土の文化・芸術の再発見と普及に努めまして、市民交流、

子どもたちの情操教育、美術教育の場としても活用し、美術に対する理解と親しみを深

め、心豊かで活力のある社会づくりに努めてまいりたいと考えてございます。

・ 図書館につきましては、継続して子どもの読書習慣の形成に努め、読み聞かせなどの

ボランティア活動等も拡充してまいりたいと考えてございます。

・ 民俗資料館等の施設利用の促進につきましては、支援団体の協力などもいただきなが

ら、指定管理者と協議・連携して、魅力ある講座の充実などを進めてまいりたいと考え

てございます。

・ 男女平等参画社会の形成につきましては、推進団体と協働・連携しまして啓発活動を

継続するとともに、「男女共生セミナー」など市民参加型フォーラムの充実を図りまし

て、一層の意識づくりに努めてまいりたいと考えてございます。

・ スポーツ振興につきましては、市体育館の床の張替えなどの改修が終了いたしました

けれども、今後は、入江陸上競技場の第２種公認の継続に向けました整備計画をまとめ

まして、今後も市民スポーツの場の整備拡充を図るとともに、市民がスポーツに親しむ

機会の拡大や全国・全道規模の大会の誘致を進めてまいりたいと考えてございます。

・ 本年は、白鳥大橋開通１０周年を記念いたしまして、３市合同文化事業としまして、

６月４日に演劇公演を文化センターで開催いたすものでございまして、市民が本物の芸

術に触れる機会を提供いたしますとともに、全国から参加者を募りまして、白鳥大橋を

活用いたしましたトライアスロン大会とか、白鳥大橋ウォークを８月３日に開催する予
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定となってございます。

・ 以上概略で申し上げましたけれども、平成２０年度の教育行政推進につきましての、

基本的な方針と重点施策につきまして、簡単に話させていただきました。皆様方のご理

解とご協力を心からお願い申し上げます。

【日程２】

報告第２号 室蘭市社会教育推進計画の策定について

（森課長）

・ まず、策定にあたっての考え方についてですが、この計画は、皆様からのご答申をい

ただいて先に策定した「社会教育振興計画」の実施計画に相当するもので、振興計画に

示した「推進方向」に、具体的な事業を配置したものとなっております。

また、振興計画の計画期間である２０年度から２９年度の１０年間を、２０年度から

２２年度まで、２３年度から２５年度まで、２６年度から２９年度までごとに策定する

こととしており、したがって、お手元の計画は２０年度から２２年度までとなっていま

す。

・ 従前の推進計画では、振興計画の「推進項目・具体的推進事項」、「事業等名称」、

「担当課」、「推進状況」を示していましたが、新計画では「事業名」のほかに「事業

内容」を設け、事業ごとのレベルを合わせたり、事業の実施目的にそった一体的な管理

を図ったりすることを可能にしています。

また、振興計画の推進方向に沿って、事業の評価ができますように、「チェック項目」

と「評価」を設け毎年度評価を行います。

・ 評価については、「十分」「普通」「不十分」の３段階でわかりやすく行い、「十分」

とは、当該事業に取組み、目的が達成された場合、「普通」とは、当該事業に取組んで

おり、実績が上がっているが課題等があり努力の余地がある場合。「不十分」とは、当

該事業に取組んだが、課題・問題点があり進んでいない。あるいは、所期の目的を達成

していない場合を想定しています。

また、評価基準を別に示さなくても、達成度等が推測できるよう、「チェック項目」

を工夫して設定しており、数値など他に指標を求めないと評価がむずかしいようなチェ

ック項目の設定はしていません。

・ 新規、終了、修正事業等が発生した場合は、現計画を「見え消し」の状態にしておき、

次期策定時に改定することにします。

また、評価の客観性を保持するため、評価は担当部署で行うが、事業実施にあたり、

参加者・利用者を対象にアンケート調査を実施する等、常に参加者・利用者の意向を把

握して評価を行うこと。評価にあたっては、市民の代表として「社会教育委員の会」の

皆様からの意見をいただくことを考えておりますのでよろしくお願いします。

・ 次に、主要事業として、事業を記述しておりますが、生涯各期の学習活動推進では、

「家庭教育セミナー」、「小学生・フェリーでむすばれるまちとの交流」、「社会教育

関係団体支援」など３１事業。

文化芸術・スポーツ活動の推進では、「市民の発表活動の促進」、「女性スポーツサ

ークル」など２９事業。

社会教育施設の条件整備では、「歴史、科学、文学めぐり」、「児童クラブ運営・ス

クール児童館運営管理・児童センターの運営管理」、「施設紹介事業の実施」、「スポ

ーツ施設整備事業」など３７事業で重複もございますが、延べ９７事業を取り上げてお

ります。

（前田委員）
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・ ９７事業あるというご説明でございました。私達が２月に振興計画の計画を出してか

ら２ヶ月の間に、これだけの計画を作成するのは大変だったのでないかと思い、全部読

ませていただきました。ありがとうございます。

・ 私が関心をもちましたのは、生涯学習課の事業で男女平等参画の推進にあります「出

前講座」でございます。

現在、男女平等参画に関しまして、まだこれから積極的に取り組まなければいけない

課題に関しまして「出前講座」は、事業内容に「市民、団体、企業等への啓発活動を行

う。」ということが具体的に書かれております。

今まで関わってきたなかで、市民と団体とのネットワークは徐々に出来つつ有り、も

うすでに出来ている部分もあります。これから少なくとも３年の課題は、「企業」あた

りで、今までの中では、取り組むのが難しかったのが「企業」への取組だったと思いま

す。どの企業ということは具体的に出ないのですが。そうなると、生涯学習の担当課な

どは、今まで、過去具体的に市民と協働とかで取り組んでいただいたと思います。これ

から取組にあたりましては、是非担当課だけでなく部長クラスが積極的に、「企業とど

ういう風に行ったらよいのか。」と取り組んでいかないと、なかなか市民と団体だけで

は進んでいかないと思います。

是非、部長クラスが、積極的に取り組んで推進していただければと思います。

（荒川委員長）

・ ただ今いただいたご意見ありがとうございます。これからの事業の推進に生かしても

らいたいと思います。よろしくお願いします。

（三村副委員長）

・ 「胆振管内の文化団体との連携活動の継続」に関係あるんですけれど、２０年２１年

度は「胆振文化団体協議会事務局」が室蘭文化連盟ということで、すでに書類がきてお

り引き受けざるを得ない状態なのです。それで、現文化連盟の体制では、ちょっと仕事

がはばけてしまいますので１人雇ったんです。その人は、常勤していただける人で無い

ので、必要な時に文化連盟の事務所に来ていただいて、自宅でやっていただく事になっ

ております。市教委の方々に、おそらくご迷惑、ご指導をいただかなければいけない部

分があると思います。よろしくご支援いただきたいと思います。

（亀田委員）

・ 児童子育てサロンが実施されていて、チェック項目のなかに「参加しやすいように夜

間、休日に開催する等の配慮を行っているか。」とございますけれど、やはり開催に当

たっては、夜間、休日だけでは不足しているのではないかと感じます。やはり参加者を

増やすためには、もっと工夫することがあるのではないか。例えば事業のＰＲの仕方と

か、他の組織と連携するとかの方法で、より参加者を増やす工夫が必要と感じました。

・ 「子どもの読書活動推進」では、事業内容が「３歳まで乳幼児親子が絵本に親しむ環

境づくりのお手伝いを行う赤ちゃんライブラリー」とあげられておりますけれども、子

どもの読書活動推進とは、あくまでも幼児だけでなく小中高生も含むと思います。

昨年のフォーラムに参加させていただきましたけれども、その場で講演された講師が、

「読書がどうして必要なのか。と疑問を持つ親が非常に多い。」と話され、まだそうい

う段階です。ですから親に対しての啓蒙というか、そういった活動も考えていく必要が

あるのではないかと思います。

・ 「家庭教育セミナー」の部分で、チェック項目に「自閉症、学習障害等についての学

習機会を実施しているか。」とあります。

昨年、内の学校の方で特別支援教育の研修会があった時に、文章案内を出したんです

けど、「特別支援教育」と書いて出したところ、ほとんどの親が肢体不自由児、情緒障
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がい、知的障がいとかそういった対象と思い込まれていて、「そういった研修会は自分

には関係ない。」といった受け止め方をしてしまったのです。そうではなくて、特別支

援教育なかには、こういった自閉症とか学習障害とかの障がいも含まれているのだと、

補足説明をした文章を出しましたら、結構参加者がありました。「自分の子どもについ

ても気になる点が有る。」とか。

学習障害や自閉症というのは、まだまだ表面に出ずらいというか、まだまだ親が知ら

ない部分があるので、親へは特別支援教育の内容とか意義、ねらいというものをもっと、

周知させる必要があるかなと思います。

・ 「子どもの視点にたった専門的対応」では、先ほどお話に出ておりました携帯電話の

問題があります。携帯電話はかなり普及されて、中学生でもほとんど持っていて話をし

ていると耳にしています。やはり携帯電話を使用していく上でも、携帯電話の危険性に

ついて、親の方に周知徹底していくことが必要だと思います。

また「学校裏サイト」というようなサイトがでてきていて、その「実態調査」なども

行ない「室蘭ではどうなのか。」「それによってのいじめ等が行われているのか。」等

把握していただいて、専門家の方々から専門的な内容を、親に対して詳しく知らせてい

く必要があるのではと思います。

・ 食育についても専門的なことを、子どもだけではなく親と子どもに対して、これも専

門家から指導する機会を創っていただきたいと思います。

・ 昨年度末に文科省から「地域住民による学校支援ボランティアを実施する。」という

ことがありました。子育て支援ネットワーク活動といたしまして、室蘭ではこういった

地域の力を借りて学校を支えていこうという「学校支援ボランテェア」に対して、今後

どういう風な対応になれるのか。その辺をお聞きしたいと思います。

（森課長）

・ 「学校支援ボランティア」については、今年度から文科省事業ということですが、私

どもはまだ手を上げていません。現実的には学校の関係では先進地事例の形のように、

個々の学校では、取り組んでいるところも有り、その辺を参考にしながら今年度どうい

うふうにしてゆくのか。指導班、学校教育と合わせて考えて行こうということで、教育

行政方針にも動いていこうということで載せております。

（吉田委員）

・ 「３、４歳児と親のセミナー」の言葉なのですが、この年齢はほとんど、幼稚園に行

っていますので、（ ）書きで、未就園児と付けていただければ、問題ないと思います。

私達のところへ来ているワニワニクラブのお母さんたちは、私には関係ないまだまだ

と思っている間に、幼稚園に行っています。その点、未就園児と書いてもらうとありが

たいです。

・ 「読書活動推進」の所では、「３歳児までの乳幼児親子」となっています。図書館の

行事報告を見ていただければ分ると思いますが、輪西分室で 1 週間私たちが読み聞かせ

をやっているんですが、一週間で親子が２００人ぐらい関わってきて、一年間やるとも

のすごい結果です。3 月の止めてゆく頃には、幼稚園並みの絵本に集中できるんです。

本館でやっているのは、1 対 1 の「赤ちゃんライブラリー」だと思うんです。あれも悪

い事ではないと思うんですけど、私は、赤ちゃんも大きな子がどんな顔をしてそれをや

っているのか。という学習の場にしていって欲しいと思うんです。どんどんお互いに伸

びるんです。赤ちゃんが最初５分しか持たなかったのが、その次が１０分になったり、

だんだん育つのは、周りの人と年齢の高い子に学習している部分が多いです。必ずしも

１対１でなくて、赤ちゃんでなくても入れてあげて欲しいです。
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（荒川委員長）

・ 色々とご意見を頂戴いたしました。今後の事業の推進に生かさせていただきたいと思

います。

報告第３号 ２月・３月行事報告及び４月・５月行事予定について

（質疑応答なし）

報告第４号 平成２０年度社会教育関係各課・館の主要事業及び予算について

（森課長）

・ 生涯学習課社会教育担当の主要事業につきまして、「家庭教育セミナー」として家庭

教育の充実を図り、親と子どもが成長しあって豊かな家庭や地域づくりに資する。とい

うことで、「３、４歳児と親のセミナー」を２会場で各６回、「子育て出前セミナー」

を３会場、小学校は２会場程度、「地域セミナー」２会場で各５回、「児童子育てサロ

ン」４回、「幼稚園･保育所、小学校父母と教育･保育職員の集い」３会場で各１回を開

催いたします。予算額は１７５千円でございます。

・ 「社会教育関係団体支援」、「学習に役立つ情報提供」、「パートナー事業」、「悠

悠ライフ運営委員交流会」、「高齢者と子どものふれあい交流事業」など行ってまいり

ますけど、これらにつきましては、管理業務の中で負担してゆくという事で、予算とし

て出ておりません。

・ 「施設の管理運営」につきましては、指定管理者制度や行政パートナー制度を活用い

たしますので、ミンクールでは、９，７８４千円、科学館では、５６，３９６千円、女

性センターでは、１，５３８千円、全部で６７，７１８千円でございます。

・ 「学習活動推進のための施設整備」につきましては、それぞれミンクール、女性セン

ター、民俗資料館、科学館で合わせて、１，８１５千円程度の修繕費の経費を盛ってお

ります。

・ 「社会教育委員の全道と胆振の協議会の負担金」が合わせて５０千円、予算をしてお

ります。

・ 男女平等参画推進関係につきましては、「男女共生セミナー」は、前後期各３回ずつ

の６回予定しておりまして予算額３５０千円を計上しております。

・ 「三市合同女性国内派遣事業」につきましては、今年は職員の随行が室蘭市ではない

ので、参加者１人６０千円の３人分を計上して１８０千円となります。

・ 「男女平等参画情報誌」、「出前講座」、「男女平等参画推進プラザ利用団体支援」

これらにつきましては、男女平等参画経費の中でまかなうこととしたため、予算は計上

しておりません。

・ 民俗資料館でございますが、「戦跡めぐり」、「科学・歴史・文学めぐり」、「民俗

資料館フェステェバル」等全部で７つの事業を行っておりますけど、これらについても

資料館に一括して付いております経費で賄います。

・ 女性センターにおきましても、「仕事と家庭の両立支援講座」等開催してまいります

けれど、女性センターに一括して付いております予算で対処してまいります。

（萩原主幹）

・ 「市民の発表活動の促進」は、市民文化祭等の開催に際し、経費の一部を補助する補

助金として８２１千円、共催事業の経費を一部負担ということで８００千円。

・ 「市民参加及び発表機会の拡充」ということで、市民から作品を公募し展示、表彰を

行ない市民ギャラリーを開始し、発表するということですが、地階の市民美術館が出来

ますので、今回につきましてはその中に含まれております。
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・ 「広域連携による文化事業」につきましては、優れた文化芸術にふれる機会というこ

とで、三市の関係事業になりますが、今年は室蘭市が当番ということで実行委員会を開

き６月４日演劇ということで、富良野グループで倉本聰さんの「ニングル」をいたしま

す。入場料は、指定席３千円、一般席２千円となっておりますので、是非機会があれば、

普段見られない演劇を見ていただきたいと思っております。

・ 「文化活動団体への支援」として、アイヌ民俗文化祭開催支援として、３０千円。「表

彰事業」として、毎年、室蘭市芸術文化表彰と室蘭市生活文化伝承者への表彰を行って

います。また、委員の皆さんには出ていただいておりますが、予算として３２千円とな

っております。

・ 「胆振管内の文化団体との連携活動の継続」につきましては、胆振文化団体協議会に

参画し事業開催に協力ということで、予算が付いておりませんけれど、先ほど三村副委

員長からのお話もありましたが、そういった関係では、協力していけると思っています。

・ 「文化財の保護・保存」では文化財審議会委員への報酬９０千円、南部陣屋史跡の維

持管理として、草刈と公衆トイレの清掃の委託料１，１９９千円でございます。

・ 「市民美術館開設事業」といたしましては、施設整備し、１７，２８９千円、施設運

営費として２，１４６千円ですが、１０月１日以降に開設いたしますので運営費がその

分少なくなっています。

・ 「文化振興・泉波芸術文化基金」につきましては、室蘭市文化振興基金運用収入６３

千円、泉波芸術文化振興基金運用収入５１４千円となっております。

・ 青少年科学館の関係でございます。「多様な科学の地域の学習機会」、「青少年の科

学する心の育成」、「地域ニーズに密着した植物育成事業」等は、指定管理者管理費用

５６，３９６千円のなかで展開することとしております。

（松原主幹）

・ 図書館につきましては、まず「図書・資料の購入」ですが、１４，６３５千円の予算

でございます。内訳としては、一般・児童図書は１３，５００千円、雑誌・新聞に１，

０００千円、視聴覚ビデオに１３５千円の購入費となっております。

・ 「子どもの読書普及活動」といたしまして、４月２３日から５月１２日までの「子ど

もの読書週間」に合せて、いろいろな行事を予定しております。また、「秋の全国読書週

間」の行事や、子どものちぎり絵行事など合計３０３千円を計上しております。

・ 港の文学館につきましては、「特別企画展」として４月２日～９月１１日まで予定して

おります「ぬはり社短歌会室蘭支社（燈短歌会）発足１０周年小品展」の予算といたし

まして、３２千円を計上いたしております。

・ また、３年目になります「朗読会」を開催します。さらに９月から３月までは「港の

文学館開設２０周年記念展『文学と写真のコラボレーション』」を開催する予定でござい

ます。

（佐藤主幹）

・ 「スポーツの振興を目的とした審議会委員報酬」として８４千円､「体育指導委員」へ

の委員報酬として３，８４６千円計上しております。

・ 「（財）室蘭市体育協会補助金」として運営費補助金を１９，６７８千円、スポーツ

振興事業補助金を１２，０８５千円、合わせて３１，７６３千円を計上しております。

・ また、「指定管理者制度による体育関連施設（13 施設）、Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理

委託料」として（財）室蘭市体育協会に１４８，１６９千円、「白鳥大橋パークゴルフ

場の管理「室蘭市中島スポーツセンターの管理委託料」として（株）同潤社に４０，４

６３千円、合わせて１９０，３４６千円。

・ 「施設整備費」として、体育館自家発電設備設置、入江温水プール非常灯用蓄電更新、
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同じくプール排煙設備改修などに２２，６８０千円を計上してございます。

・ ６月に予定している「入江陸上競技場公認検定経費」として、３２５千円計上してい

ます。

・ なお、社会教育推進計画の「スポーツ活動推進のための施設」に関連する予算につき

ましては、ただ今説明いたしましたそれぞれの予算でございます。

（下出課長）

・ 最初に、「小学生・フェリーで結ばれるまちとの交流事業で」ございます。昨年は、

青森市の中央市場や、三内丸山遺跡を見学いたしました。また児童館を訪問して、青森

市地元の小学生と交流するなど、他都市の文化や産業の見聞をし、また、交流・ふれあ

い等を通じて社会性を培い個性豊かな自己形成を図る体験学習を行ってまいりました。

今年も、９回目となりますが、小学 6年生 50 人を対象に、７月２９日から７月３１日の

２泊３日で青森市を中心とした日程で予定しております。予算といたしまして１，１８

３千円を計上しております。

・ 次に、「成人祭」の予算といたしまして、７６５千円を計上しております。今年の成

人祭につきましても、新成人を主体とした実行委員会方式で実施いたしまして、初めて、

成人自ら出演いたします「ファッションショー」を実施いたしまして、大変好評でござ

いました。

成人者手作りによる参画型成人祭として定着してございますので、来年１月の６回目

の成人際も実行委員会方式で実施してまいりたいと考えております。

・ 「放課後の居場所と地域ぐるみによる安全の確保」でございますが、３事業を上げて

おります。最初に、「児童クラブ」でございます。今年高砂小学校のスクール児童館へ

の移行に伴い、昨年より１か所減りまして４か所に開設しており、受入時間は、平日が

下校時から午後６時まで、土曜日と長期休業期間が午前 8時 30 分から午後６時までと

なっております。予算は人件費を除いた物件費として１,４４２千円を計上しておりま

す。

・ １６年度から実施した「スクール児童館」でございます。学校の余裕教室を整備して、

子どもが放課後、直接来館でき安全に過ごせる場として開設しております。今年度は常

盤小学校、武揚小学校と高砂小学校の３か所に新規開設し、合わせて１１か所となりま

す。また、今年度からは、外遊びや学習時間の徹底など業務内容を充実ということで見

直しをしており、登録児童２０名に１人の指導員の配置となっております。予算は運営

管理にかかる経費として８１,８６１千円を計上しております。

・ 「児童館・児童センター」でございます。児童センター４か所につきましては、18 年

度から指定管理者制度に移行いたしまして管理運営がなされております。４センターの

うち、同じ区域内の小学校に放課後児童クラブが開設してございます蘭北児童センター

を除きます、港南・蘭中・港北児童センターに新たに１８時までの預かり機能を付加し

たものでございます。４つのセンターの委託料といたしまして、３１，５６４千円を計

上いたしております。

報告第５号 平成２０年度社会教育関係団体補助金について

（森課長）

・ 室蘭市女性団体連絡協議会に「事業費補助金」といたしまして、４０５千円を計上し

ております。

（萩原主幹）

・ 文化振興の補助団体につきましては、室蘭文化連盟の「市民文化祭開催事業」として、

市民文化祭事業２１事業に事業費補助金として８２１千円計上しております
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（佐藤主幹）

・ （財）室蘭市体育協会に対します「スポーツ振興事業の補助金額」は１２，０８５千

円で、主な内訳としては、目的別に分けますと、一つ目は市民及びスポーツ団体等に係

わるものとして、スポーツフェスティバル通称むろらんピックに１,６００千円、スポー

ツ大会開催これは市民レベルの各種体育大会で９６４千円、電信浜児童遊泳場の管理に

対しまして６４９千円、地区スポーツ振興といたしまして２､７０９千円で、合計５，９

２２千円でございます。

・ ２つ目は「全道・全国大会の開催、参加等に係わるもの」として、スポーツ大会協力

に１,３５９千円、中体連大会に３，４４０千円、スポーツ大会参加奨励に１，３６４千

円で合計６，１６３千円でございます。

（下出課長）

・ 青少年育成関係団体への補助金につきましては、最初に、「青少年健全育成推進協議

会（略称：青健協）」でございます。子ども会育成連絡協議会、地区青少年対策推進協

議会連 合会、母親クラブ連合会の青少年育成３団体が統合して４年目を迎え、活動内

容も定着したところであり昨年と同額の３，９９９千円を計上してございます。

・ 「室蘭地区保護司会」には、「社会を明るくする運動」の事業費補助としまして、３

２９千円、「小・中学校教護会」は８０千円、「高等学校生徒指導連絡協議会」には２

６千円を計上してございます。

・ 「小学生・フェリーで結ばれるまちとの交流事業」でございますが、昨年と同様に青

少年健全育成推進協議会を中心に構成されます実行委員会への補助といたしまして、１，

１８３千円を計上しているところであり、補助金の総額は５，６１７千円となっている

ところでございます。

（吉田委員）

・ 市の予算が無いということは良く分るんですけど、この役を引き受けてから表彰式と

か出ていて感じるんですが、お子さんを表彰しているとかすごくいいことをしているん

ですけど、「頑張った証」に大人だったら嬉しいでしょうけど、お子さんにはせめて図

書券とか形にしてあげられないでしょうか。といつも思います。

出来るだけ市の主催事業やお願いしている部分のものは、交通費ぐらいの予算は付い

ても良いとずーと思っています。

今回民謡の小さいお子さんが表彰されて、「嬉しかった」というのです。賞状をもら

って新聞にも出るということです。それでもいいんだと思うんですけど、でも何かそれ

で本当にいいんだろうか。例えば「図書券」で本の 1冊も買って、「これがあの時のだ

よ。」というような、何かに繋がっていったらもっと育っていくんじゃないかなと思い

ます。金額の問題ではないんですけど、なにか「賞状をもらってそれで終わり。」では、

ちょっと淋しい気がします。

（森課長）

・ 私どももお手伝いをしてくれる方には、大変感謝をいたしております。私どもの施設

の文化事業とかスポーツ事業を引っ張ってくれる指導者の対象になられる方には、大変

敬意を表しておりますが、如何せんそういった形では、予算化が市としてはむずかしい

状態になっています。どうにか私どもの感謝の気持ちを伝える方策を、色々と考えて行

きたいと思いますが、なかなかお金という形で解決するには、今の状況ではむずかしい

と思っています。努力は続けて行きたいと思います。

（亀田委員）

・ 青少年健全育成推進協議会についてですが、社会教育推進計画の中で、「青少年健全

育成推進協議会補助」の事業内容が「子ども初級・中級リーダー講習会を行う。」とな
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っていますが、こういった事業に対する補助金額でしょうか。

（下出課長）

・ 青少年健全育成推進協議会とは、平成 17 年度から青少年３団体の子ども会とか母親ク

ラブとか青少協とかそういった団体が、統合して出来ている団体です。事業の中身は、

たしかにこのようなこともありますが、もっと大きなものとしての地域活動は、子ども

たちを集めた行事ですとか、例えば、児童館ですとかスクール児童館ですとか、私ども

がやっている放課後児童対策での箇所だとか沢山ございます。そういった所で、子ども

たちに対して色々な健全育成の行事をしております。それらをバックアップした支援を

していただいています。それらの総括した中の活動費としての補助でございます。

「子ども初級・中級リーダー講習会を行う。」という内容は、その補助の一部の事業

でございます。

報告第６号 室蘭市民美術館条例の制定について

（萩原主幹）

・ 本件については、美術作品等の収集、展示等を通じて、本市における文化芸術の振興

を図るため、文化センター管理棟地下にある既存のギャラリー、収蔵庫等と併せ、平成

１８年度に購入した、旧写真館、旧美容室とを一体とした美術館として、公の施設とし

て条例において設置し、管理に関する事項を定めるものでございます。

・ 「１．制定理由」でございますが、本市における文化芸術の振興に資するため、室蘭

市民美術館を設置するものでございます。

・ 「２．条例制定の概要」でございますが、（１）名称、位置、実施する事業、開館時

間及び休館日については、施設の名称を「室蘭市民美術館」、位置を「室蘭市幸町６番

２３号」とし、「美術作品等の収集、保管及び展示に関すること。」などの事業を行い、

開館時間及び休館日については、教育委員会規則で定めることとしております。現在、

開館時間は１０時から１７時まで。休館日は、月曜日、祝祭日の翌日、年末年始を考え

ております。

・ （２）美術館の利用を制限することができる場合については、「公の秩序を乱し、又

は善良の風俗を害するおそれがあるとき。」などとしております。

・ （３）入館料については、市民の善意により寄贈を受けた美術作品等を市民に見てい

ただくための施設であり、市民団体のボランティアによる協力を得られますことから、

原則無料としたいと考えておりますが、１千円を限度に、有料の特別展示会も開催でき

ることとしております。

・ （４）の関係ですが、美術館の管理運営上支障がない場合に、展示会、体験学習など

で市民に使っていただくことにしておりますが、使用の目的が美術館にそぐわないとき

や営利を目的とするときなどには使用を許可しないこととしております。

また、オープンギャラリーを利用する際の使用料ですが、Ｌ字型の広いスペースにな

ることもあり、利用しやすいよう、使用料を１平方メートルにつき、１日あたりの１３

円、冬季間は２６円としておりますが、観覧料、使用料の減免、還付など、利用に関す

る事項を規定しています。特別な設備をする場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受

けることとしております。

・ （５）の関係ですが、入館者、使用者が建物等を損傷させた場合等における損害賠償

及び当該賠償額の減免について定めております。

・ （６）の関係ですが、市民美術館の運営は、直営で行いますので、適用はありません

が、利用料金制を採用して指定管理者に管理を行わせることができること、その際の指
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定管理者が行う業務の範囲などを定めております。

・ なお書きになりますが、市民美術館として使用する施設の一部は、現在文化センター

のギャラリーとして使用されており、室蘭市文化センター条例において使用料を定めて

おりますことから、附則において「室蘭市文化センター条例」の一部を改正し、別表か

らギャラリーの項を削って整理をしております。

・ 最後に「３．施行期日」ですが、市民美術館の開館は、現施設の改修工事が必要なこ

となどから、平成２０年１０月１日を予定しておりますので、本条例の施行日も、同日

としております。

ただし、文化センター条例の改正に係る部分については、改修工事等のため４月から

の閉鎖が必要なことから、平成２０年４月１日としております。

（質疑応答なし）

報告第７号 社会教育施設の現状と課題について

（山下主幹）

・ それでは、図書館本館の開館日時（祝日開館、夜間延長開館）の拡充につきましてご

説明いたします。

祝日開館ですが、平成 14 年度から実施しておりますが、５月５日、１１月３日を祝日

開館していますが、それに加えて平成２０年度は、１年間の試行として土曜日と日曜日

に重なる祝日を開館します。平成２０年度につきましては、５月３日土曜日の憲法記念

日、５月４日日曜日のみどりの日、１１月２３日日曜日の勤労感謝の日の計５日間を祝

日開館いたします。

・ 夜間延長開館の実施につきましては、５月１６日から１０月１０日までの開館日の毎

週金曜日の１９日間を、１８時までだった開館時間を２０時まで延長いたします。こち

らも１年間の試行として実施します。

・ 今後につきましては、一年間の試行期間の利用状況を勘案しながら、来年度以降どの

ような形で、開館について拡充ができるのかということを、検討いたしたいと思います。

（質疑応答なし）

【日程４】

その他 平成２０年度北海道社会教育委員連絡協議会定期総会について

（森課長）

・ 平成２０年度北海道社会教育委員連絡協議会定期総会については、４月３０日水曜日

に１時３０分から札幌市で行われる予定です。荒川委員長に評議員として出席していた

だくようにお願いしております。

【日程５】

研究協議 室蘭市の社会教育について

（荒川委員長）

・ 前回までは、「室蘭市社会教育振興計画の策定について」協議、検討を重ねていただ

きまして、教育委員会への答申を行ないました。私どもの意向を尊重していただいた、

「室蘭市社会教育振興計画」が策定されて、先ほどご報告いただいたように、「室蘭市

社会教育推進計画」も策定されたところでございます。委員の皆さんには心から感謝い

たします。

この後の、進め方につきまして事務局から説明願います。
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（森課長）

・ 「研究協議」といたしまして、この任期に入りましてから「社会教育の計画のあり方」

ということから始まりまして、この１年くらいは「研究協議」を「策定会議」に変えま

して答申を策定していただいて、見事、立派な「社会教育振興計画」が出来上がりまし

た。ありがとうございます。

また、皆さんの任期が今回で満了し、来月から新たな任期が始まります。私どもも、

新たな委員さんをお願いをしていこうというそういう時期でございますので、今回につ

きましては、任期終わりにあたり、ご意見、ご感想等を一言ずついただいて終わりにし

たいと思いますがいかがでしょうか。

（荒川委員長）

・ この際でございますので、お１人お１人からご発言をいただきます。

（吉田委員）

・ この社会教育委員の会でとても勉強させていただきました。人脈もできましたし、そ

れなりに自分の為にもなりました。ワニワニクラブも全国１位に表彰されたり、テレビ

に出れたのも、皆さんの応援があってだと思います。

（森委員）

・ 私も、この会に出席できてありがたかったと思っております。資料をもっと勉強して

くれば良かったと反省が一杯です。ありがとうございました。

（前田委員）

・ 今思えば、吉田さんと一緒に始まり２期４年を終えます。社会教育が何なのかも知ら

ないで、飛び込んできたのが正直なところです。一期目で、皆さんに教えていただいて

答申をしまして、二期目でやっと社会教育とはこういうものだと見えてきました。それ

では市民として出て行くには、何が必要なのかとつかむのがやっとでした。教育委員会

の範囲は子どもから、高齢者まで、文化からスポーツ、図書館とあらゆる事が社会教育

ということが分り、１人ひとりが、行政だけでなくここにいる人の発言が大事なんだと

思いましたので、私は、毎回発言するつもりで出席してきました。

（亀田委員）

・ 私は去年、途中から参加させていただきました。社会教育が分らずに手探り状態であ

りました。また、市ＰＴＡ連合もそうですが、教育委員会の組織もよく分らずにいまし

たが、今回このような会議に参加することによって、おぼろげながら見えてきて大変勉

強になったと思っております。言いたい事を言わせていただきましたが、それだけに現

場では問題を感じる点が多々ございまして、そういうことを何処かに伝えたい、訴えた

いという気持ちが元々ございまして、そういう点で非常にこの場というのは、私にとっ

ていい機会であったと感謝いたしております。ありがとうございました。

（大脇委員）

・ 私は、定例会の場でなかなか質問とか、お話する機会がありませんでした。私も「社

会教育委員とは何んだろう？」から始まりました。職場も教育委員会関係は「大人にな

ったら関係ないだろう。」というような感覚を持っている人が多く、そういった意味で

は、職場の方々には社会教育について広めることが出来て、少しは関心を持っていただ

けたと思います。

社会教育委員としては、２､３の研修会報告をした記憶しかなく、教育委員会へ意見を

言わせていただく事が少なかったと反省しています。今回の任期、ご迷惑をお掛けしま

したが、大変貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

（太田委員）

・ 私は昨年の６月の室蘭に来まして、ＮＨＫとは全国を２、３年で変わっていくという
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異動スパーンがありまして、そういう意味ではもう１期出来るかどうか分りません。

この会に入れていただきまして、室蘭市の社会教育計画１０年の検討の中に入れてい

ただいて、実際は色々なスケジュールで十分に参加できなかったのですが、私自身もＮ

ＨＫの人間として、自治体の中の教育委員会と同じような立場にいるんだなあと感じま

した。ＮＨＫも教育番組等を創っていますので、社会にいかにＮＨＫの放送という立場

で貢献していくのかということがありまして、まさにこういう基本計画の中身に沿った

ような仕事を、しているんだなあと改めて認識させていただきました。

教育委員会の方とは、色々なところでお付き合いをさせていただきまして、昨日も「日

本の歌」でお世話になりました。「市民にいかにサービスをしていくのか」。という事

が基本だということをこの一年間認識しまして、是非とも室蘭に公開番組をもってきた

いということで、新宮市長とも話をしまして今回持ってきた訳でありますが、実に８年

ぶりの番組を持ってきたということで、室蘭市は３市連合といいますか、登別があって、

伊達があって、室蘭市があって、昨日もその周辺の方が１、０００人以上きていただい

て、室蘭市は３市の中心であると私は思っております。ですから、８年ぶりとではなく

て毎年大変でございましょうけど、そのぐらいのお客様に喜んでいただくような、元気

になっていただくような、そういう仕組みを室蘭市教育委員会の方とＮＨＫは創ってい

きたい事を再認識いたしました。

１年ちょっとになりますけれど、色々と勉強させていただきまして、私もどういう立

場にいようが、やはり市民の方、お客様にサービスをしていくことを一生懸命考えて仕

事をしていきたいと思いますので、これからも色々と教えていただきますので、よろし

くお願いします。どうもありがとうございました。

（三村副委員長）

・ 年数だけは人一倍長く勤めさせていただいと思います。苦労もありました。でも市の

方は、その３倍も４倍もご苦労なさったということに先ずは感謝いたします。ありがと

うございます。それと荒川委員長さんに代わって、全道大会へ何回か出席させていただ

いて本当に勉強になりました。そして楽しかったです。「世の中を変えるのは、社会教

育からだ。」なんて言葉もしかと受け止めてまいりました。

学校教育も社会教育も根は１つだなあということを感じます。人間教育ということで

根は１つではないかなと思いました。子どもを良くするのも、老人を良くするのも社会

の教育力、地域の教育力、地域が高まれば人間そのものも高まるんだなあという事を感

じております。ありがとうございました。

（荒川委員長）

・ 委員の皆さんの大変熱心な、非常に魅力的なご発言ご協力をいただきまして、なんと

かこれまで、いくつかの具申をまとめ上げる事が出来まして、ほんとうに感謝申しあげ

ます。その点、私は、誠に微力でそろそろという年齢でもございまして、誠に汗顔の至

りでございますけれども、本当にご協力いただきましたことに、心から感謝申し上げま

す。ありがとうございます。

（前田委員）

・ 今年度の予算を見て吉田さんも話されていたのですが、「０、０、０」というのは、

私は「痛いわ」と見ておりました。森課長の方から、一括して事業予算に入っていると

いう説明がありまして、ちょっと納得できました。

・ 昨年の事業の中に女性センターで「センスアップセミナー」があるということで、そ

れも予算「０」でしたが、そこへ私は参加しました。それは三村副委員長が本当に０円

で、講師料も、交通費も無くやっていただいて、私は無料で参加できました。実はその

時にお話を伺ったのが、すごくいい内容だったものですから、三村先生に是非このお話
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を、その時にはわずか２０数名しかいなかったものですから、もっと沢山の人に聞いて

もらいたいということで、教育委員会に後援をいただきまして、「国際女性デー１０周

年記念講演会」ということで、三村先生に９０分お話をしていただきました。１３０名

ぐらいの方の参加者があり、教育委員会の方も参加していただきました。

内容的に満足度の高い講演でした。私が経験したなかでも、素晴らしい内容だったこ

とを皆さんに先ずはお伝えしたいと思います。

今までの講演会等では、年代が５０代､６０代、７０代ですが、今回は２０代の方も参

加いただいて、そのアンケートを読ませていただきます。若い方から「自分とは何か､

自分らしく生きるとはどういうことか。改めて考えさせられました。ありがとうござい

ました。」４０代の方は「男女平等参画の重要性を感じることができました。」「自分

らしく生きること」に視点を置いて話されていて、その内容はきちんと参加者に伝わっ

ていたと思います。「（自分の描いたイメージは）表面的な女性像しかなかった。」そ

れはテーマの３人の女性（荻野吟子、金子みすず、新川和江）のことですが、「その奥

義を知り涙をすることもありました。」先生の話を聞いて、参加者は涙ながらに話を聞

いたという事です。「先生と一緒に涙がながれてしまいました。今日は参加して良かっ

たです。」

本当に今回のテーマに関しては、不満の声が１つもなくて、是非、もう１回色々な話

を聞きたいということで、三村先生の方には報告をさせていただきました。

（吉田委員）

・ 私はお金を払って、三村先生のお元気な内にお願いしたいと思いました。全く別な頭

というか、自分がやっている事ではなくて、なかなか勉強することってないんですが、

出てのめりこんでしまって、ワニワニの仲間の人と行ったんですが、「良かったね。」

と言っていました。これからは参加費を払ってもいいから、先生に勉強を教えていただ

きたいぐらい感動いたしました。嬉しい研修でした。自分の世界だけで生きているので、

そういう研修会があれば室蘭も変わっていくのかなと思いました。前田さんにも感謝し

ますし、こういう繋がりで行けたということもあったので、三村先生にはこれからも年

間に何回かお願いします。是非要望です。

（三村副委員長）

・ 準備された方が、一番大変だったと思います。ありがとうございました。

（荒川委員長）

・ 予算については、神様にも「祝詞」ということがありまして、神様にも「祝詞」をあ

げないとご利益がないと思いますので、ただ今のご発言は有効かなと思います。

今度、三村先生には有料でお願いするという事にしましょう。どうぞよろしくお願い

申し上げたいと思います。

・ 大変お忙しい中、長時間に渡りご協力をいただきまして、誠にありがとうございまし

た。またのお会いの時には、どうぞよろしくお願いいたします。ご苦労様でした。


