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平成２０年度第３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８月８日（金） １４時～１５時１５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、田村委員、長尾委員、橋本委員、前田

委員、森委員、吉田委員

欠席委員 齋藤委員

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

[田村委員委嘱状交付]

１）教育長より交付

２）社会教育委員自己紹介

３）事務局紹介

＜議事報告＞

【日程１】

報告第 1号 ６月・７月行事報告及び８月・９月行事予定について

（事務局）

・ 生涯学習課（男女平等参画推進）の行事内容について、２点の追加をお願いします。

まず、８月行事予定ですが、「８月 28 日～31 日まで、平成 20 年度室蘭・登別・伊達

三市合同女性国内派遣研修」を行います。「国立女性教育会館」での「男女共同参画の

ための研究と実践と交流推進フォーラムに参加します。

次に９月行事予定では９月１日付けで、男女平等参画情報誌『アバンセ』の第３号を

発行します。

・ 生涯学習課（スポーツ）の８月の行事報告で「白鳥大橋開通 10 周年記念イベントとし

て室蘭トライアスロン大会」について報告します。

この大会は８月２日に開会式と説明会。３日に大会を開催しました。参加者は、一般

が 90 人、大人のリレーが 34 チーム 102 人、ジュニアは小学校 3年から中学生まで 37 人

合計 229 人でした。

この大会の運営には、体協が 130 人、体育指導員 20 人、教育委員会 50 人のボランテ

ィアの皆さんのご協力があり無事終了いたしました。

（Ａ委員）

・ 生涯学習課（男女平等参画推進）の行事報告で、6 月 23 日から 29 日まで「男女平等

参画“プラザ祭”」ということで、今年初めてプラザ運営会議が取り組み、教育委員会

も市民と行政の協働という形で共催しております。私どもも実行委員会の１団体として

取り組みましたが、教育委員会としてどのように評価をしておりますか。

（事務局）

・ 男女平等参画プラザを利用している団体が連携して、男女共同参画週間にちなみ、団

体紹介パネル展や「ダブルシフト」映画会の「プラザ祭」を開催できたことに、行政サ

イドからお手伝いをさせていただけたことも含め、喜んでおります。

ご存知のとおり、平成１８年４月、胆振地方婦人会館が胆振地方男女平等参画センタ
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ー（ミンクール）と改称したときに、市内の男女平等参画社会の実現を目指す団体、グ

ループの活動拠点として開設したのが「男女平等参画プラザ」です。

以来、月１度の会員間の意見交換会の継続実施など、地道な活動、ご努力で、連携を

深められたことが、このたびのプラザ祭に実を結んだ大きな要因になっているものと思

います。

プラザ利用団体が個々の能力を磨かれ、発揮されることが前提になるものでしょうが、

団体が相互に力をあわされたとき、すばらしい結果が待っているという「お手本」みた

いな取組だったのかとも考えております。

これからも、プラザが本市の男女平等参画を進めるパワーを生み出しつづけられるよ

う、連携を深めていっていただきたいと存じます。

（Ａ委員）

・ 今日も午前中、男女共生セミナーがあり「ＤＶについて」の講座でした。行政側が主

体で行っているセミナーですが、今までと違うのは、男性の参加者が５、６名いて多か

ったです。また、行政の職員も研修で出ていたということですので、このような機会を

使って、なるべく研修していただくよう取り組んでいただきたいと思います。

・ 三市合同女性国内派遣研修については、男女平等参画を進めていくうえで、このよう

な研修機会があるということは、室蘭に戻りましてから、推進していく力になると思い

ますので、是非研修を続けていただきたいと思います。

・ 社会教育推進計画では、事業内容に「三市合同女性国内派遣研修」、「男女平等参画

情報誌の発行」、「男女共生セミナー」などの項目があり、それに基づいて事業着手し

ておりますので、正当に評価してよいと思います。さらに取り組んでいない部分につい

ても、取り組んでください。

【日程２】

報告第２号 室蘭市スポーツ振興審議会委員の委嘱について

（事務局）

・ スポーツ振興法に基づき、本市条例で規定がなされております。また、委員のうち８

人が再任されて、２人が新任されています。任期は平成 20 年７月４日から平成 22 年７

月３日までの２年間となっております。なお、８月中に第１回審議会を開催し、会長及

び副会長を選任などをする予定となっております。

（質疑応答なし）

【日程３】

その他 （１）第 28 回北海道市町村社会教育委員長等研修会報告について

（委員長）

・ 先ず、趣旨ですが、「私達の役割と責任を自覚して、相互の連携を深めながら、家庭

教育の充実に向けた住民意識の啓発及びふるさとづくりに取り組む」ということでござ

います。研修は、基調講演が「原点に返って社会教育員の役割を考える」ということで、

ふるさと再生塾の塾長小山忠弘氏が講師でした。（２）は、事例発表で「地域性を活か

した特色ある社会教育委員の活動」ということで、乙部町の社会教育委員中村彰氏が説

明をしていただきました。（３）は、北海道教育庁生涯学習推進局生涯学習課社会教育

グループ主査小堀雄二氏が「北海道における社会教育の重点施策」ということで、お話

がありました。（４）は、札幌家庭裁判所主任家庭裁判所調査官佐藤勇一氏が「家庭裁

判所における少年事件の調査及び処遇選択等」についてを、プロジェクターを使ってお

話していただきました。

・ 小山氏は島牧村の生まれで、札幌国際大学の前学長を務めた方でかなりユニークなお
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話をされておりました。塾長ということですが、塾生は自分１人で、塾歌は童謡の「ふ

るさと」だということで、「地方の崩壊と７つの罪」として、「日本は確実に崩壊が進

んでいる。」マハトマ・ガンジーの箴言が７つあり、①理念無き政治、②労働無き富、

③良心無き快楽、④人格無き学識、⑤道徳無き商業、⑥人間性無き科学、⑦献身無き宗

教の７つを披露されておりました。

「あなたは限界集落を蘇生するために、何ができるか」ということで、限界集落とは、

６５歳以上の高齢者が半数を超え、共同体の機能維持が困難な集落のことで、具体的な

例をあげてお話をされておりました。

社会教育・社会教育委員の原点とは何かということで、「協働の理念に基づいて住民

の意思を社会教育行政に反映することだ。」と申されております。

「社会教育衰退の原因」は、生涯学習振興行政と社会教育行政の混同が１つ目にあげら

れる。２つ目は、市町村合併だ。３つ目は、管理委託制度として特に指定管理者制度、

これも衰退の原因に挙げられ、なお且つ、国が行っております三位一体改革の地方交付

税の２兆９０００億円の削減が原因とおっしゃっていました。

むら、まちづくりの焦点に大胆な改革として、研修のありかたを抜本的に見直す必要

があるということでした。また、シンプルライフ運動を推進すること。豊かさの価値観

の転換、地産地消、脱ブランド、脱便利さ、脱スピードなどあげて、かなり熱のこもっ

たお話を聞かせていただきました。

・ 次は、乙部町です。ここは渡島半島の西部に位置し、積雪は少ない。江戸時代はニシ

ンの“千石場所”でありましたけれども、現在は「農業再生プラン」を策定し、農業経

営の安定化を模索しているということです。観光面では「縁桂」というかなり樹齢のあ

る桂の木のお話がありまして、連理の枝という言葉がありますが、枝と枝とが結合して

１つの木になっているということで、「森の巨人たち百選」にも指定されている。

特に特徴があるのは、「海のプール」も全天候型ということで、これも「海水浴百選」

に選ばれているようです。

まとめてみますと、地域ぐるみの教育の推進ということで、「つくし保育園児との交

流」とか、「百人一首かるた大会、体験事業としての田植え、船乗り、餅つき大会」を

一緒にやっているということで、キーワードは①大人一人ひとりの意識改革をしよう。

②地域社会の人間化を深めていこう。③ふるさとのよさを子供達に伝えていきましょう。

ということでした。

・ 次に、生涯学習課の説明では、「すべては子どもたちのために」１０の事業を紹介し

し、子どもたちの一人一人が持つ力に光をあてて、その力を最大限に引き出す教育の推

進だというように結論付けておりました。

・ 裁判所の主任家庭裁判所調査官は、色々と説明をしていただきました。結びとして言

われたことは、「家庭に笑顔を、少年に未来を、そして安心・安全な社会を。」という

ことでした。

（質疑応答なし）

【日程４】

研究協議 社会教育推進について

（委員長）

・ 研究協議についてでございます。

前回、今年度の研究協議審議日程を決定して、一つは胆振管内社会教育委員連絡協議

会（胆社連）の事務局を室蘭市が担う事から、「胆振管内社会教育委員等研修会」の企

画立案、実行、事業評価ということで進めていきます。また、もう一つは、室蘭市社会

教育推進計画の評価を協議することになっております。
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本日は、「胆振管内社会教育委員等研修会」の内容を検討し、開催要項を決定したい

と思います。

まずは、開催要項案について事務局から説明を受け、その後協議を進めたいと思いま

す。

（事務局）

・ 前回お示しした案との比較から、変更した部分について説明いたします。

まず、期日は 11 月 14 日から諸般事情により 11 月５日に変更しております。施設見学

では、ワニワニクラブさんだけでしたが、輪西には「鉄のまちプロジェクト」というま

ちおこしのグループがやっている「ボルタ工房」がございまして、室蘭のものづくりの

教育とも連携して、有名になりつつあります。この辺も徒歩圏ですので、見ていただけ

ればと思い増やしています。その関係から施設見学が延びておりまして、終わりの時間

が３０分遅くなっております。また、グループ学習では、サブテーマを設けず、「各市

町村における地域課題を探る」ということにしています。

全体的に決定しているものは、植松先生が１１月５日に来ることと、この講演会を地

域開放型にするということで、室蘭市教育委員会が主催団体に名を連ねて機能させたい

ということです。持ち方について、皆さんからのご意見をいただきたいと思います。

（委員長）

・ これまで苫小牧市で何回か開催しており、私どもも参加をさせていただきました。今

度は、私どもが地元で開催する、しかも地域に開放したなかでこのような植松さんのお

話が聞けるということは、大変素晴らしいことではないかと思います。この際質問等ご

発言ございませんか。

（Ｂ委員）

・ １１月に千歳市から見学の予定が有り、「ボルタ工房」もコースにいれて、２班に分

かれて「ワニワニクラブ」を見学する予定です。このたび「ＦＭびゅー」が開局します

のでコースに入れて、グループに分けて見学したらどうでしょうか。

(Ｃ委員)

・ 市民の力で出来上がった「ＦＭびゅー」です。さらには、高齢化だなんだといわれて

いる室蘭にも、こういう底力が若者にあるんだということを是非示したいんです。場所

も近いんです。時間的に無理でなければ是非と思います。

・ 植松さんのお話ですが、市民に聞いていただく事は大変良いと思います。学校現場の

先生方にもなんとか聞いていただければ思います。校長会とかＰＴＡとかに大いに働き

かけたい。

（教育長）

・ 校長先生か、教頭先生のどちらか来ていただくのは可能だと思います。

（Ｄ委員）

・ グループ討議の従来の持ち方はどのような感じでしたか。

（委員長）

・ 何回か出させていただいたが、それぞれテーマが違っていたようです。同じテーマで

のグループ別協議でなかったようです。記憶が曖昧です。

（Ｃ委員）

・ このような同じテーマでのグループ別討議もあったと思います。それぞれの地域の発

表もありました。

（Ｄ委員）

・ 「活力あるテーマ」で植松さんが前向きな講演をされるのに、グループ討議では「地

域課題」となると、様々な問題を抱えていますので少し違ってくるのかなと思います。

一貫して前向きなモチベーションでのテーマが良いと思います。
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（委員長）

・ いいお話と思います。今まで、基調講演とグループ別協議内容の関わりが無かったよ

うに思います。基調講演はかなり程度が高く専門的でした。

・ グループでは共通な地域課題をさぐるというよりも、日常、委員の個人的な活動を話

す場面が非常に多かったです。

・ 基調講演でモチベーションを高めて、グループで共通の抱えるテーマでいいんではな

いでしょうか。

（Ｅ委員）

・ 「地域課題をさぐる」となっていますが、その中で出てくる問題については、植松さ

んの前向きな講演を通して、「どのようにしていきましょうか？」と各グループのリー

ダーさんが、問い掛けて進めていっていだだければ良いではないでしょうか。私は、こ

のテーマで良いと感じています。

（Ｂ委員）

・ 植松さんは、北大の学生と一緒にロケットを飛ばしています。こういう機会に工大生

や、工業高校生とか、若い人たちに聞かせる機会が少ないので、平日なのですが聞かせ

る方法はないでしょうか。

（Ｄ委員）

・ ポスターなどの宣伝をすれば、比較的自由な時間が取れる学生は聞けると思います。

宣伝の方法は、できると思います。

（Ｆ委員）

・ 子どもの未来に関わる良い機会ですので、父母への働き掛けをして行きたい。

（Ｇ委員）

・ 各小中学校ではこのような時、割り当てとかあります。プリントだけだと流してしま

う父母が多いです。テーマは分り易いほうがいいと思います。子育て中の親には「子ど

もたちのため」ということがいいと思います。「何人」と言わないとお母さん方はのっ

てこないと思います。声を掛けていきたいと思います。

（委員長）

・ グループ分けとかについては、事務局に任せて進めていただくことでよろしいでしょ

うか。

（異議なし）

（Ｂ委員）

・ グループ別テーマは決定したほうがよいのではないでしょうか。

（Ｃ委員）

・ 共通テーマでの内容は「自分の活動の話」、「課題は、若者がいない」「後継者いな

い」で終わる気がする。植松さんのお話に足がついたテーマが１つあっても、面白いの

ではないでしょうか。

（Ｂ委員）

・ 原点に戻って、「社会教育委員とは何ぞや」というテーマもあっていいと思います。

ただ、１０年２０年もやっているという事は良いことではないと思います。新しく委員

になった方は、分らない事だらけです。私は社会教育委員になって、市の行事なども新

たな面がわかり自分に帰ってきますので、勉強になることが多くありましたが、社会教

育委員を受けてから何をすれば良いのかと思いましたので、テーマに有って良いと思い

ます。「私は社会教育委員になってこういうことをやっています。」というような、｢し

ゃべり場｣はどうでしょうか。

「植松さんの話のテーマのところ」とか、「社会教育委員のテーマのところ」とか、
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色々あって、お互いの勉強になるようなものを入れて欲しいと思います。

（委員長）

・ 社会教育委員の役割と責任は、企画・立案とか、調査･研究とか教育委員会へ具申とい

うようなことが一般的ですが、実際に北海道社会教育委員連絡協議会の研修では、「ま

ちづくりにいかに貢献するか。」ということをテーマにしています。

・ 今回来賓で北海道教育委員会吉田教育長がいらして、「社会教育委員は、学校教育の

応援者にならなければいけない。」とおっしゃっておりました。その辺はどの辺からく

るのかと思います。

（教育長）

・ 文部科学省からの方針です。教育基本法の中に「学校、家庭及び地域住民の連携協力」

が謳われていまして、地域が学校を支援していくような「学校支援地域本部事業」の委

託事業を展開するよう促しています。胆振教育局でも、全ての市町村に取り組むよう、

何次かに分けて申請を求めています。地域が学校を支援するために社会教育委員が役割

をはたして欲しい、ということを多分おっしゃったと思います。

実際には学校も地域に投げかける働きかけをしないと、地域が付いてこれないと思い

ます。そのような仕組みを市町村で考えていかないと、地域だけに「学校を支援してく

ださい。」とお願いしていくのは、とても不利益だと思います。国の補助金の考え方も、

コーディネーターは謝礼がでるが、支える方は皆ボランティアという考え方ですから、

なかなか組織だってやることは、今ちょっと難しいということです。室蘭市教育委員会

でも検討している段階です。社会教育委員さんにお願いをするということではなくて、

地域と学校をどういう風に繋げていくかということを、学校が地域に出来る事も含めて、

考え方を検討している最中でございます。

（委員長）

・ グループ別討議は時間的に制約もございますことから、事務局にはこれらの意見をま

とめて頂いて、再度何人かの委員とともに確認していただいて、要項を決定したいと思

います。

（Ｂ委員）

・ 植松さんの紹介はもう少し砕けた紹介で、お話を聞いた委員の感動した言葉を載せた

らいいと思います。

（Ａ委員）

・ ちらしを見てのことだと思いますが、このちらしの作り方は非常に役所的です。この

場合は、～人間こそが本当の資産です～を頭に大きくして「信じるに値する未来を創り

だそう」とし、「市民講演会」は後のほうでいいのかしらと思います。そうする事によ

って、小学生をもつお母さんも「あっ、こようかしら？」と思うと思います。順番だけ

でも変えると、訴えられると思います。

（Ｃ委員）

・ 私が感動したのは、この植松さんが育った家庭環境で、おばあさんからは｢本を読め、

本を買って読んだらその知識は誰にも奪われない。｣と教育を受けたとか、中学校の先生

は「僕は、こういう者になりたい。」と言ったら、「ばか言いなさい。」と教育を受け

たけれど、実際は素晴らしい人間が育っている。そして、周りの人間は、すごく植松さ

んをうまく育てた。そこを私は感動したんです。おばあさんも、お母さんも、お父さん

も、とにかくこの人を信じて。けっして優秀な人でなかったんですって。でも、素晴ら

しい人間になった、ということです。

（Ｆ委員）

・ そこのところの生の声を、お母さん方に知らせたらいいと思います。ポスターだけで

はなく、色々な方法があると思います。
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（委員長）

・ この辺でだいたいアウトラインができたかと思います。

・ 次回は、北海道社会教育研究大会の関係から１０月３日（金）に開催いたします。

長時間ありがとうございました。


