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平成２１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２１年４月１０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、齋藤委員、橋本委員、前田委員、森委

員、吉田委員 

欠席委員 田村委員、長尾委員 

事 務 局 

山田教育長、佐藤部長、森生涯学習課長、小西主幹、松原主幹、山下主幹、佐

藤主幹、田中青少年課長、高木主幹、佐々木生涯学習推進アドバイザー、矢元

主査 

 

※ 理事者の変更報告 ３月３１日付けで、萩原生涯学習文化振興主幹、下出青少年課長

が定年退職 

 ４月１日付け人事異動で配属された理事者の自己紹介 小西生涯学習課文化振興主幹、

田中青少年課長、高木青少年課主幹 

 

＜議事報告＞ 

【日程１】 

報告第 1号 平成２１年度教育行政方針について 

（事務局） 

・ 今年度は、三つの柱のもとに、市民の信頼に応える教育行政を進めてまいりますが、 

社会教育の分野から説明いたします。 

第１の柱、「学校、家庭、地域が一体となって進める、うるおいのある活きた学力の育

成と思いやりのある豊かな心と健やかな体の育成」では、「家庭教育セミナーの充実」、

「学校を地域が支える体制づくり」を進めることとしています。 

次に、第２の柱、「安心・安全に学べる教育環境の整備」では、「地域の子どもを地域

で守り育てる体制の整備や啓発活動」、放課後児童対策として「スクール児童館・児童

クラブの充実」を進めていくこととしております。 

第３の柱、「人生をより健康で豊かな充実した生活を過ごすための生涯学習の推進」

ですが、社会教育振興計画に基づき、生涯学習に関する施策を総合的に推進することと

し、具体的には、文化振興につきましては、「市民に優れた音楽や演劇の鑑賞機会の提

供」、「芸術に対する理解と親しみが深められる地域に密着した美術館の展開」、「文

化財の活用」、「民俗資料館の講座の充実」、図書館につきましては、「子どもが読書

に親しむ機会の充実」、「図書館ボランティアの拡充」、男女平等参画社会の形成に向

けては、「市民が参加しやすいフォーラムの開催などによる参画意識の高揚」、スポー

ツ振興につきましては、「入江陸上競技場の改修整備」、「市民がスポーツに親しむ機

会の拡大や大会、合宿の誘致」、「利用者のニーズに応える魅力ある社会教育施設運営」

などを図っていくこととしております。 

最後に、将来を担う子ども達の成長を育むとともに、教育行政全般にわたり、各種施

策の展開に努めていくことで、まとめとさせていただいています。 

（質疑応答なし） 
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【日程２】 

報告第２号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について 

（事務局） 

・ 本件は、改正地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、教育委員会

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、その結果を報

告書にまとめ、議会に提出するとともに、公表したものです。 

今回については、初めての取り組みで、様式等の基準が国から示されなかったことか

ら、他都市の状況なども見させていただき事務作業が遅れて、公表が年度末になりまし

た。次回からは９月に公表できるよう進めていくことにしています。 

点検・評価の結果ですが、本市では、毎年度、教育行政方針を示しておりますことか

ら、その中に盛り込まれた施策・事業について「点検・評価項目」とし、３３項目につ

いて点検・評価を実施し、それぞれ「１９年度の取組状況」、「成果・課題等」、「今

後の展開の考え方」、「担当課」にまとめております。 

社会教育の分野では、「５ 放課後児童の安全な居場所づくりの取り組みについて」、

「７ 子どもの発達段階に応じた子育てについて」、「２５ 各種団体等が行う文化や

スポーツの催しの情報提供など、参加できる機会の拡充について」、「３３ 各種社会

教育施設の指定管理者に係る、利用者ニーズに応える魅力ある施設運営について」など、

１１項目について点検評価を行っております。 

点検評価にあたり、荒川委員長、三村副委員長をはじめ５人の学識経験者から意見等

をいただきました。今後の施策、事業等の展開に活用させていただきたいと考えていま

す。 

今回、点検評価の対象とした、「平成１９年度教育行政方針」の全文を＜参考資料＞

として掲載しています。 

（質疑応答なし） 

 

【日程３】 

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） 

 

【日程４】 

報告第４号 平成２１年度社会教育関係各課・館の主要事業及び予算について 

（事務局） 

・ 「家庭教育セミナー」は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ことを目的に「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」を幼児編３会場、小学校編２会場で、「地域セミナー」を２会

場で各５回、「児童子育てサロン」を４回、「幼稚園･保育所、小学校父母と教育･保育

職員の集い」を２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」、「学習に役立つ情報の提供」、「室蘭市まごころパート

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」

など行って参りますけれど、これらにつきましては、一般管理経費の中で執行して参り

ます。 

「施設の管理運営」では、学習活動推進のための施設の管理運営に指定管理者制度や

行政パートナー制度を活用いたしますので、予算額はミンクールでは、９，８３２千円、

科学館では、５６，３４２千円、女性センターでは、１，６０２千円、合わせて６７，

７７６千円でございます。 
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「学習活動推進のための施設整備」につきましては、ミンクール、民俗資料館、科学

館で合わせて、予算額は９，２７６千円でございます。 

「社会教育委員の全道と胆振の協議会の負担金」を合わせて、予算額は５０千円でご

ざいます。 

・ 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３５０千円でございます。 

「三市合同女性国内派遣事業」につきましては、参加者１人６０千円の３人分で１８

０千円、随行職員が１名で９０千円、報告会の会場借り上げが１千円で、合わせて２７

１千円となります。 

 「出前講座」、「男女平等参画情報誌」、「男女平等参画推進プラザ運営」これらに

つきましては、男女平等参画に係る一般経費の中で執行してまいります。 

・ 「仕事と家庭の両立支援講座」等は、女性センターに係る一般経費の中で執行してま

いります。 

・ 「市民の発表活動の促進」は、市民文化祭等の開催、並びに共催事業の経費を一部負

担ということで２，０５９千円の予算を組んでおります。 

 「市民参加及び発表機会の拡充」としまして、地階の市民美術館経費で対応すること

となっております。 

「広域連携による文化事業」につきましては、三市の関係事業になります。今年度は

登別市が当番ということですが、事業内容はまだ決まっておりません。予算金額は１，

０００千円。 

 「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、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。

予算として２１千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になっております。 

 「文化財の保護・活用」では文化財審議会委員への経費、南部陣屋史跡の維持管理と

しまして、９０千円と１，２５２千円それぞれ計上しております。 

「市民美術館開設事業」といたしましては、施設運営経費として２，８２７千円でご

ざいます。 

「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、泉

波芸術文化振興基金運用収入を合わせて５７９千円を見込んでおります。 

・ 民俗資料館の事業でございますが、「春の企画展 新着資料展２００９」から「むろ

らん電子資料館」まで７つの事業を実施する予定でおります。これらについては資料館

に係る施設経費で対応してまいります。 

・ 青少年科学館につきましては、「多様な科学の知識の学習機会の提供」など3つの事業

を実施する予定でございまして、事業費は指定管理者管理経費に含まれておりまして、

今年度は５６、３４２千円となっております。 

・ ｢図書・資料の購入｣ですが、１４，６７９千円の予算でございます｡内訳としましては、

一般・児童図書に１３，５００千円、雑誌・新聞に１，０００千円、視聴覚ビデオに１

３５千円、斉藤文庫に４４千円となっており、前年と同額でございます。 

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

間｣にあわせて、一日図書館司書やおはなし会など、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・干支づくり行事などに合計

３０３千円を計上しております。 

また、隔年実施しております八木義徳自由作文募集に９９千円計上しております。 
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・ 室蘭市港の文学館につきましては、｢特別企画展｣として、４月１４日から９月１０日

まで予定しております｢港の文学館・常設展示作家を書く｣三和会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。 

４年目になります｢朗読会｣を開催いたします。さらに、９月から３月までは、｢港の文

学館・秀痴庵文庫関係資料全公開展｣を開催する予定でございます。 

・ 「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３，７７４千円でございます。スポーツ表彰に係る経費といたしまし

て４３千円。「（財）室蘭市体育協会補助金」として運営費補助金１８，３５４千円、

スポーツ振興事業補助金１２，０４５千円、合わせて３０，３９９千円を計上しており

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１４８，１５９千円、「白鳥大橋パークゴルフ

場の管理委託料として共栄・室蘭観光協会みたら等指定管理者共同事業体に 1，７１４

千円、「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４０，４６

３千円、合わせて１９０，３３６千円。 

学校施設開放等委託料といたしまして、学校開放事業の管理運営委託と電信浜管理運

営業務委託に１，７９３千円でございます。 

 「施設整備費」として、入江運動公園陸上競技場改修として１６８，０００千円、中

島公園擁壁改修に１２，０００千円、中島スポーツセンターのブライン管改修２，４０

０千円、合わせて１８２，４００千円となっております。また、入江温水プールの公認

検定経費として５３千円を計上しております。 

・ 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し、新成人自らが出演した「着物

ファッションショー」は大変好評をいただいたところであり、今後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」として３事業を上げております。

児童クラブにつきまして、従来は４か所で開設しておりましたが、海陽地区児童クラブ

につきましては、児童数が増えたため今年度から２ヶ所に分割し実施いたします。また、

八丁平地区児童クラブにつきましても、従来は八丁平小学校内で実施してまいりました

が、児童数の増加により従来使用していたスペースの使用が不可能となったため、八丁

平町会が所有している旧町会会館を借用し、４月１日から移転開設いたします。また、

海陽地区及び八丁平地区児童クラブにつきましては、昨年度実施したアンケートの結果、

保護者から要望が多かった受入時間について、以前は平日が下校時から午後６時まで、

土曜日と春・夏・冬休みの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

りましたが、４月１日からは土曜日と長期休業期間については３０分早めて午前８時か

ら開設いたします。予算は人件費を除いた物件費として３，３６７千円を計上しており

ます。 

スクール児童館につきまして、学校の余裕教室等を整備して、子供が放課後、直接来

館でき、安全に過ごせる場として開設しており１１か所ございます。また、昨年度実施

したアンケートの結果、保護者から要望が多かった知利別地区スクール児童館の受入時

間について、以前は平日が下校時から午後６時まで、土曜日と春・夏・冬休みの長期休

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が、４月１日からは土曜日

と長期休業期間については３０分早めて午前８時から開設いたします。予算は運営管理

に かかる経費として１１か所で、８８,７６３千円を計上しております。 

児童センターにつきましては、１８年度から指定管理者制度に移行いたしまして管理
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運営がなされているところでありますが、４センターのうち、２０年度から同じ区域内

の小学校に放課後児童対策の児童クラブが既に開設されている蘭北児童センターを除く、

３つの児童センターに新たに１８時までの留守家庭児童の預かり機能を付加したところ

であります。この３つの児童センターを含む、４センターの委託料として３１，７０４

千円を計上しております。 

 

【日程５】 

報告第５号 平成２１年度社会教育関係団体補助金について 

（事務局） 

・ 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。 

・ 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２２事業に事業費補

助金として８２１千円計上しております。事業の内容としては、展示部門が１１事業、

舞台部門が１１事業を予定しております。 

・ （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１２，０４５千

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１,５００千円、スポー

ツ大会開催に９５４千円、電信浜児童遊泳場の管理に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５，８１２千円でございます。 

二つ目は「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１,２６９千円、中体連大会助成に３，６００千円、スポーツ大会参加奨励に１，３６

４千円で合計６，２３３千円でございます。 

・ 「青少年健全育成推進協議会」は、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５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。合計で４，４３４千円となっております。 

（Ａ委員） 

・ 報告第５号の補助金について、この補助金がどのように適正に処理されているかと思

い、平成２０年度の事業評価の資料を読みましたら、きちんと事業評価をしておりまし

たので、多分補助金も適正に処理されていると思いました。どの団体も必要と思います

が、文化連盟の団体等はこんな金額で良いのかと思いました。やはり自主事業をやらな

ければ大変なのだろうと思いました。補助金を削られた団体や貰っていない団体もそう

なのですが、充実した活動をしていただければと思いました。 

（事務局） 

・ 補助金の関係につきましては、平成１６年から１８年にかけて見直しを進めて奨励的

な補助金を廃止してきまして、その過程で補助金の出し方についても、色々とチェック

をしており、適正に実務処理を行っております。 

  

【日程６】 

報告第６号 室蘭市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則中一部改正について 

（事務局） 

・ 本件は、室蘭市Ｂ＆Ｇ海洋センターの指定管理者の指定期間が平成２１年３月３１日

で満了することに伴い、新たに指定管理者を選定したところでございます。この新たな
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指定管理者に係る指定期間を改めましたことから、報告するものでございます。改正の

内容でございますが、第１０条第１項中の「平成１６年１０月１日から平成２１年３月

３１日」とありますところを「平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日」に改め

るものでございます。  

（質疑応答なし） 

 

【日程７】 

その他 平成２１年度北海道社会教育委員連絡協議会定期総会について 

（事務局） 

・ 平成２１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２４日金曜日

札幌市で行われる予定です。荒川委員長に理事として出席していただくようにお願いし

ております。 

・ 北海道社会教育委員連絡協議会関係の研修会、研究会では７月９日から１０日に第２

９回北海道市町村社会教育委員長等研修会の開催、１０月８日から９日に第４９回北海

道社会教育研究大会（檜山大会）が開催する予定になっております。 

（委員長） 

・ ２月の理事会の報告ですが、別紙資料のとおりでございまして、総会で承認される予

定となっております。また、北海道社会教育委員連絡協議会の事務局長が代わっており

ましてこのような資料となっております。 

 

【日程８】 

研究協議 室蘭市の社会教育について 

（委員長） 

・ 前回、「室蘭市社会教育推進計画（平成２０年度～平成２２年度）の平成２０年度評

価の評価方法を確認して、行政側の評価を行うことを確認いたしました。今回は、その

評価の説明を受けて、私どもも計画の評価を行いたいと思います。 

先ずは、事務局から説明願います。 

（事務局） 

・ 「室蘭市社会教育推進計画の平成２０年度評価」については、２月定例会で、事務事

業の担当側からの評価方法やフォーマットなどをお示ししておりましたが、資料平成２

０年度評価の記載のとおりとりまとめましたので報告いたします。 

この内部評価に、社会教育委員の皆様から意見などをいただいて、外部評価とさせて

いただき、併せて掲載して、２０年度評価の冊子にまとめてまいります。  

＜これからの評価の手順・進め方について＞ですが、社会教育委員からの外部評価と

して、行政側の評価を下敷きに、事業についての成果や課題について意見等をいただく。 

 意見等は、お手元の資料の後ろの部分になりますが、「家庭教育の向上」、「青少年」

など９つある＜区分＞ごとに整理・記述いたします。社会教育委員の会として意見を統

一したり集約したりはせず、個々の委員の意見を整理して列記する形をとります。 

意見がなかった＜区分＞については削除します。また、冊子の発行前に、意見の内容

を各委員に確認し、６月定例会までに冊子を作成します。 

・ 次に、＜評価内容＞について、＜区分＞ごとに、簡単に説明させていただきます。 

１．家庭教育の向上では、 

親の資質を高める学習や、親子の関わり方、地域のネットワークのための事業を展

開し一定の成果があるが、常に社会状況や学習者のニーズを捉えて創意・工夫し学習

内容を充実することが課題である。 
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２．青少年 

   青少年の育成として、団体育成のなかから、異年齢交流や体験学習を進めている。

また放課後の居場所づくりとして、スクール児童館等の開設を進めているが、開館時

間等の要望などがあり、地域のニーズに合せた開設が課題である。 

３．成人 

   社会活動への支援や学習、啓発等を展開し、ボランティア活動等でその成果が現れ

ているが、今後も継続して支援をし、多くの市民へ社会活動啓発を行っていくことが

課題である。また、男女平等参画の推進では、様々な事業を展開し意識改革に努めて

いるが、今後さらに、広がりのある啓発活動が課題となっている。 

４．文化芸術活動 

   市民の創作発表の機会、団体活動の支援、各種学習機会の提供等を推進している。

さらに多くの市民の参画、団体との連携・協力を深めていくことが課題である。 

５．スポーツ活動 

   高齢者のスポーツ参加意欲は高く、健康の増進に寄与する種目は充実しているが、

プロスポーツ誘致に関連した事業の展開が課題となっている。 

６．学習活動推進のための施設 

   各施設の教育機能を生かした共同事業や、各種の事業に取り組み一定の成果がある

が、今後も市民ニーズを把握して効果的な事業を展開することが課題である。 

７．青少年育成のための施設 

   子どもの安全な居場所として、児童館等で様々な事業に取り組んで充実された。今

後も利用者のニーズに合せた運営や、施設の老朽化に対応した整備が課題である。 

８．文化芸術活動推進のための施設 

   室蘭市民美術館が開館して、市民が文化に触れる機会が増した。また、既存の施設

では、開館時間の延長や施設見学会など、市民に親しまれる事業を展開している。今

後も企画の充実や市民ニーズに対応した事業の実施が課題である。 

９．スポーツ活動推進のための施設 

  入江運動公園陸上競技場の改修へ向けた取り組みや、各スポーツ施設の利用促進に

ついては一定の成果があったが、学校開放事業では、学校統合が進む中での開放校の

拡充が課題である。 

最後に、これからの手順についてですが、定例会議後の５月１５日（金）まで意見を受けまし

て、６月定例会までに冊子を作成する予定でございます。 

（委員長） 

・ 資料の文字が非常に小さくて、膨大な量になっているかと思います。大変恐縮ですが

それぞれの委員が分野で関わっている面が多いかと思います。この際、事業の成果や課

題についてご意見をいただきたいと思います。 

（Ａ委員） 

・ 私が男女平等参画関係の分野で感じたことは、非常に厳しい評価だったということで

す。この項目では１２の項目があり、そのうち十分だった◎が１２分の３、不十分だっ

た△が１２分の３となっております。ここだけ△が３つも付いております。このことは

担当者の厳しい見方だと思いますし、私が見まして適正な評価だったと思います。「や

らなかった」ことが問題ではなくて、「取り組めなかった事実」をきちんと評価したこ

とに視点をおきました。この出前講座は「市民、団体、企業等への啓発活動を行う」と

なっており、この分野に関しましては、市民に何処まで浸透しているかということがあ

りますが、一番の問題点は企業です。市民団体として企業側への浸透はハッキリ言って

難しいです。この部分については行政の関わりが必要だと思っております。そこが△だ
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ということは、担当課の問題ではないと思います。生涯学習課はもちろんですが、経済

だとか企画だとか教育委員会よりもっと広い部・課との連携といいましょうか、その取

り組みがされていなかったから、このような評価になったと思います。役所の中での横

の連携が必要であるという課題が見えてきたのではと思います。私は、厳しいこの評価

を逆に励みとして、次の取り組むべき方向性が見えてきたと見させていただきました。 

（Ｂ委員） 

・ 私は、家庭教育の向上の部分です。家庭教育セミナーの「子育て出前セミナー」は子

育て支援団体にも好評でした。活動施設の近くで開催したので、参加者も延べ人数で１

００人を超えました。こういうことが今までなぜ出来なかったのかと思いました。私た

ちも喜びました。そのやり方として１回目でしたので◎では無理ですけど、話し合って

充実したいと思います。今後の課題は、家にいる親をいかにして引っ張りだすかという

ことです。「出前」として「出かけて行く」というやり方は嬉しかったです。来年は◎

になるといいと思います。行政の方が近づいてきてやっていることに評価をしたいと思

っています。 

  「子どもの読書活動推進」では、「赤ちゃんライブラリー」となっており、赤ちゃん

に限ると範囲が小さくなってしまいます。３歳までの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ということで、たまたま行った人が１対１でしたので、子どもが

嫌になっているのに、親が押さえつけて本を読んでもらった経験があったという話を聞

きました。そういうやり方は、子どもが本を嫌いになりますから、出来れば輪西方式の

ように沢山の中で、子どもが絵本に食らいついてくるような環境が良かったと思います。

赤ちゃんライブラリーという言葉に囚われすぎていないかと思います。輪西の分室の場

合はワニワニクラブと共催で行っており、やって行くうちに沢山集まり、１００人単位

となっており成果は上がっていると思います。今までよりずうっと子どもたちが、絵本

を読んでいる環境が出来ているのは確かです。 

（Ｃ委員） 

・ 文化芸術活動推進のための施設の関係で、「文化センターまつり」に参加したのです

が、最終的には数える位しか参加していなかったです。なぜかと皆で考えましたら、①

は他の行事とダブったこと、②はその日はお天気が良かったので、皆さんアウトドアに

流れたこと。それではどうすれば良いかと考えました。文化センターホールの部分は、

広く空いておりますので、そこで幼稚園児の絵の作品展があれば良いという声がありま

した。幼稚園協会が連盟から抜けておりますので、この機会に作品を展示すれば、沢山

の親子連れが来て賑わいを見せるのではないでしょうか。また、あの日はパン屋さんが

１軒だけで、集まったお客さんは少数なのに、お客さんから「売店出ないの」と言われ

ました。可能であれば売店があれば、もっと呼び込めるのではないかと話し合いました。

色々と工夫次第では、もっともっと人を呼び込めて、いい施設を見学していただけるの

ではないかと思いました。 

（Ｄ委員） 

・ 作品展は、機会があれば各園で協力していただけると思います。 

（Ｅ委員） 

・ 青少年の区分では、フェリーによる他地区との交流を深めることは大変良いことで、

市全体から参加していました。その後、子ども会で行事等開催する場合、その地区によ

って、カルタ大会や、スポーツに何チームも出るとか、地区によって隔たりがあります。

リーダー講習会の参加者も、どうしても地域のばらつきがあります。役員や子どもたち

に声を掛けてやっておりますので、「子ども初級･中級リーダー講習会」事業も◎が付く

ように頑張っていきたいと思いました。 
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（Ｆ委員） 

・ 私は、スポーツ活動推進のための施設の部分になります。［開放校の拡充が図られて

いるか］が△になっておりますが、近い将来、港南、中央地区の４校が統合される。小

学校２校になるということで、「中学校の体育館の開放も検討していく必要がある。」

と評価をしておりますが、中学校の部活等の実態を見ていきますと、なかなか難しい内

容になるのではないかと思います。統合後の後の施設利用ということを考えた時、開放

事業についても長い展望を持って計画を立てることが、この事業のより良い評価になる

ではないかと思います。 

（Ｇ委員） 

・ 私は全体を見まして、○の数が多いと思いました。評価は◎とか△が具体的に現れて

くるものだと思います。 

青少年の区分の「放課後児童教室の推進」の部分が○評価なのですが、私が社会教育

委員の会に関わって色々と報告をいただいている中で、かなり室蘭市ではこの当たり力

が入っていると思います。アンケートも取りそれらのニーズを取り入れているようです

し、少し厳しい評価かと思います。私としては◎だと思います。 

「どういうところを見て評価するのか」ということは難しいことかもしれません。例

えば他市町村と比べてどうかとか。実際に携わった人たちの取り組みの中で、不十分な

ところがあると思うと○が出てくるのかと思いますが、私は、きちんと取り組んでいる

部分は自信をもって◎を付けていいと思います。出来ない事は正直に△を付けています

ので、素晴らしいことだと思います。青少年に関しては◎を付けても良いと思いました。 

（委員長） 

・ 皆さんのご協力により、かなりの内容でしたが大変スムーズに会議ができました。ご

協力に感謝いたします。 

・ 次回は６月１２日（金）市役所の会議室で行います。 

 


