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平成２１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２１年８月２１日（金） １４時～１５時 

場  所 室蘭市役所２階３号会議室 

出席委員 
荒川委員長、三村副委員長、長尾委員、長堀委員、橋本委員、前田委員、森委

員、吉田委員 

欠席委員 大脇委員、田村委員 

事 務 局 
山田教育長、森生涯学習課長、小西主幹、松原主幹、山下主幹、上原主査、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 

【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）行事内容についてですが、２件追加をお願いします。 

まず、８月行事予定ですが、８月２７日から３０日まで、平成２１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。内容は、２８日から、埼玉県嵐山町にあり

ます「国立女性教育会館」で３日間にわたり開催される「男女共同参画のための研究と

実践の交流推進フォーラム」に参加するものです。 

次に９月行事予定になりますが、９月１日付けで男女平等参画情報誌「アバンセ」の

第５号を発行します。 

（質疑応答なし） 

 

【日程２】 

報告第２号 室蘭市青少年問題協議会委員の委嘱について 

（事務局） 

・ 地方青少年問題協議会法及び室蘭市青少年問題協議会条例並びに室蘭市青少年問題協

議会条例施行規則の規定により委嘱をしており、今回は委員の任期満了に伴うものです。 

 １号委員は市議会議員から２名、２号委員は関係行政機関の職員が５名、３号委員は

学識経験者１１名で、委員の任期は、平成２１年７月１日から平成２３年６月３０日ま

での２年間となっております。 

（質疑応答なし） 

 

【日程３】 

報告第３号 社会教育施設の現状について 

（事務局） 

・  市議会臨時会が開催され、補正予算が可決されました。その中に、社会教育施設の整

備が盛り込まれましたので、その概要についてご説明いたします。 

まず、補正予算の全体像ですが、今回の補正は、国の補正予算、経済危機対策を受け

て、一般会計で２，８４２，６２０千円に上る超大型でした。その中でも教育に関連す

る事業としては、「学校耐震改修事業費」があり、総額の２／３に迫る１，８４２，２

００千円をかけ、武揚、本室蘭の２小学校、蘭東・港北・本室蘭、東明の４中学校で、

耐震補強などが行われます。 
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次に、社会教育分野に関連するものですが、国の「地域活性化・経済危機対策臨時交

付金」、これは市の様々な事業に当てることができるお金ですが、これを活用した事業

を、市全体で３８事業、総額３４６，７７２千円を実施することとしました。 

このうち社会教育関係では、１１事業（２９％）、合わせて６６，６７５千円（１９％）

の事業を実施することとなりました。 

まず、男女平等参画センターですが、外壁の窓枠周辺部のモルタルに亀裂が生じてい

ることから改修します。また、昨年度、ボイラーに燃料が供給されないことがありまし

たので、給油系統を改修します。併せて事業費は７１４千円を計上しています。 

次に、女性センターですが、正面玄関ポーチ部分に敷いてあるゴムタイルが剥離・変

形して縁がめくりあがっているので改修します。事業費は５３６千円を計上しています。 

次に、文化センターですが、文化団体からの要望もあり、リハーサル室を一部屋増設

し、三部屋とするもので、大きな大会などへの対応が可能な体制をとります。また、老

朽化したスポットライト３８個の更新や、利用者からの要望が強かった、給水器をロビ

ーに設置して利便性の向上を図ります。併せて、事業費は２３，３３２千円を計上して

います。 

次に市民会館ですが、使用期限を経過している常用発電機のバッテリーを交換します。

また、ロビーに給水器を設置し、利用者の利便性の向上を図ります。併せて、事業費は

１，５６９千円を計上しています。 

次に、青少年科学館です。まず、クリーンエネルギー体験学習実施事業ですが、環境

エネルギー普及啓発のため燃料電池実験器、燃料電池自動車模型等を購入し、「体験環

境学習教室」を実施するもので、事業費は１，４８８千円を計上しています。また、老

朽化したＳＬ機関車の上屋の改修を行います。事業費は２，８１４千円を計上していま

す。 

次に、体育館です。まず、施設整備ですが、でこぼこ、ささくれ等が目立つ、武道場

の床の全面張替えを行います。また、利用者からの要望が多いことから、男子用１基、

女子用２基のトイレの洋式化を行います。併せて、事業費は、１３，５０３千円を計上

しています。次に、備品整備ですが、老朽化しているハンドボール用ゴールと柔道用畳

を更新します。併せて、事業費は、１，９９６千円を計上しています。 

次に、中島公園野球場ですが、ファウルボールが、野球場外に飛び出すのを防止する

ため、一塁側スタンド後方に高さ１２ｍのフェンスを増設します。また、選手がプレー

中に、フェンスなどに激突する事故防止のため、ファウルグランドの一塁側、三塁側の

コンクリートフェンスなどに防護マット、防護カバーを設置します。併せて、工事費は、

１３，５０３千円を計上しています。 

次に、祝津児童館ですが、膨張している外壁のモルタル部分を改修します。また、老

朽化しているトイレを改修します。 

次に、東町児童館です。歪みが生じている床部分の張替えと、亀裂がある軒天及び外

壁のモルタル部分の改修を行なうものです。事業費は、２児童館併せて、４，０４１千

円を計上しています。 

最後に、青少年研修センターですが、１階調理室と２階中研修室の床の一部を改修し

ます。事業費は、５１５千円を計上しています。 

（質疑応答なし） 

 

【日程４】 

その他（１）第 29回北海道市町村社会教育委員長等研修会について 

（委員長） 
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・  ７月９日、10 日に札幌市で開催されまして、特に今年度からは実行委員会が組織さ

れまして、その企画委員の中に、当委員の会からＡ委員が推薦されて参加されましたの

で、Ａ委員から報告願います。 

（Ａ委員） 

・  182市町村の中から 164名の参加がありました。社会教育委員長並びに副委員長が 126

名。後は、行政と企画担当の委員でした。今回は新しい取り組みになりまして内容も変

わりました。参加者の満足度は高かったのではと思います。 

第１点目は、生涯学習課毛利主幹の説明がありました。第２点目は基調講演、翌日は

第 3点目として意見交換・グループ討議の３つの構成になっておりました。 

   毛利主幹の説明で印象に残ったことは、1 つは、「早寝早起き朝ごはんの運動」の推

奨でした。20 年度この運動に取り組んでいる市町村は 74 市町村、438 校で取り組んで

います。データでは、「ご飯とおかず」、「ご飯だけ」、「まったく食べない」の 3 グルー

プの計算の能力の統計を取ったところ、「ご飯とおかず」を取ったグループの計算能力

は高いと出ていました。「ご飯もしくはパンだけ」は変わりません。「まったく食べない」

というグループは、計算能力が低いという結果が出ていますので、「朝ごはんは、おか

ずを付けて食べるように勧めてください」というメッセージでした。更に、「朝ごはん

は栄養を取るだけでなく、親と子の会話を朝 10 分間して学校に出してください。それ

が脳の活性化に繋がっていきます。」というお話でした。 

   各市町村における子どもの読書推進活動について、「社会教育の中期計画に取り入れ

てほしいことを自分たちの地域に持ち帰ってほしい。全道では 31 市町村が読書推進計

画を策定して、比率では全道で 17.2％、全国的には 37％の策定率で、まだ半分以下な

ので是非策定してほしい。」ということでした。また、「国から学校図書費として交付さ

れておりますので、それをきちんと子どものために図書費として使っていただきたい。」

そのためにも、「計画に盛り込むことをしていただきたい」ということでした。 

第２の基調講演は、「ホイスコーレ札幌」代表で生涯学習の学校を立ち上げました生

越玲子さんでした。市民活動を地域で 20 年以上していて、そのなかで、自身が生涯学

習に関わることになったのは、50 歳代半ばで夫の両親を介護し看取った後、自分も勉

強したいということで、大学に入り３年で飛び級をして卒業をし、その後大学院へも行

き、自分の経験を基にして地域にそういったものがあったほうが良いといことで、生涯

学習の場を立ち上げ現在２期目が終了して、３期目が始まっていると思います。 

具体的には、働いている人、主婦、仕事をしていない人、退職後の人、高齢者などが

年金で払えるような学費で、単なる教養講座ではなく生涯学習の位置づけとして、１２

講座あり１講座 15,000 円、1 カ月 1､250 円となっており、学びたいという意欲のある

人に学習の場を提供しています。私立大学と提携してとっても実践力のある方の報告で

した。 

私が実践力のある方だと思ったのは「いつか夢は叶う」とおっしゃったことです。昨

年の植松さんと同じと思いました。それは、50 歳過ぎてから大学に行き、生涯学習の

実践をしているからだと思います。大学の先生ではなく、地域の実践者のお話でしたの

で、分かり易くとっても良かったと思います。 

   第３点は、意見交換・グループ討議でした。ここでは、1グループ 6人～10人ぐらい

で、テーマは、「基調講演を聞いて」、「各地の情報交換」、「各委員長が地域で悩んでい

ることと、さらに「どのように解決につなげていくか」が到着点でした。 

   私のテーブルでは、各地の情報として実践的なことが役に立ちました。そのなかで富

良野市の委員長のお話では、「生涯学習として講座を設けるのですが、教育委員会が講

座を用意するのではなく、市民が 5人以上でこの講座をしてほしいと提案がありました
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ら、それに応えて教育委員会が講座を開催します。」と言っておりました。その富良野

の委員長は魚屋さんですが、委員長自ら学校に出前講座として出向き、魚を捌いて見せ

て食育学習を行い、それを給食で食べさせるということをしているということでした。  

色々な意見が出されておりますが、「退職後リタイヤしたら、その能力を社会教育に

還元してほしい」と出されておりました。また、委員長が地域で悩んでいることでの解

決として「社会教育と学校教育の交流が必要である」、「社会教育と学校教育には壁があ

り、いじめの問題など、学校教育なのか、社会教育なのか、学校教育にはなかなか踏み

込めない」、「人づくりとして『命の大切さ』は社会教育でも取り組んでいく必要がある」

などの意見が出ておりました。 

 家庭教育の問題では、「今の子どもは、携帯を持っていたり、親に反抗したり、『あり

がとう』とはなかなか言わないのではないか」、「親の子育て不安があるのではないか。」

ということで、「学校教育、社会教育合わせて、親への支援が必要ではないか」、「子ど

もに責任を持たせることも大事だ」、「なんでも親は先取りをしているのではないか」と

いう意見が出されました。 

結論は、社会教育をとおして、「ひとづくり、まちづくりに取り組んでいくことが大

事ではないか」ということでした。 

（Ｂ委員） 

・  子どもの読書活動推進ですが、学校ですと授業前の 10 分間読書をやられているとか

ありますが、計画を策定している 37％の市町村では社会教育としてどのように取り組

んでいるのでしょうか。 

（Ａ委員） 

・  数字の提示だけでした。「無い所は社会教育委員の会から発議して、社会教育計画等

に読書活動推進計画を取り込んでいただきたい」という、道からのメッセージかと受け

止めました。 

（事務局） 

・  国において子どもの読書活動推進計画を策定し道も策定しておりますが、それは強制

ではなくて「各自治体で策定することを期待する」というものです。近隣市でも策定し

ていない所があります。室蘭市では平成 17 年度から 21年度の５カ年計画で策定してお

り、第２次の計画は、22年度から 26年度までの５カ年計画を策定し実施する予定です。 

（委員長） 

・  今回の研修は企画実行委員会によるもので、基調講演は民間からの講師だったことか

ら新鮮で良かったこと。また、今まで無かったグループ討議は、それぞれの地域でおか

れている状況での活動や悩みを直に話し合いができたといったことで、非常に評価は高

かったとこのように思っております。 

 

【日程５】 

研究協議 胆振管内社会教育委員等研修会について 

（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

の事務局を室蘭市が担うことから、「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。 

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。 
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(事務局) 

・  ６月の定例会で協議していただきまして、まず、今年度は、昨年度のように基調講演

は一般公開せず、管内委員等を対象にした研修会とすること。期日は、１１月２０日（金）

頃、また、道社連協主催事業を踏襲し、「支え合い、助け合い、つながり合い」をキー

ワードにすること。講演は、まちおこしの実践者で、むかわ町の「田んぼ deミュージ

カル実行委員会」で脚本を担当している齊藤征義さんにお願いできないか。施設見学先

は、市民美術館と港の文学館が良いのでは等のご意見が出ておりましたので、以上を下

敷きにお手元のとおり事務局案を作成してみました。 

順を追ってご説明します。 

１の趣旨ですが、本年度委員長等研修会など道社連協主催事業の趣旨を踏まえ、社会

教育活動の実践発表と参加市町間の情報交換を行って、地域づくりに寄与するとしてお

ります。２の研究テーマについても、委員長等研修会の研究主題を踏襲し、「支え合い、

助け合い、つながり合いを基本とする地域づくりに貢献する社会教育委員の活動」とし

ております。３の主催は、胆振管内社会教育委員連絡協議会、 ４主管が、室蘭市社会教

育委員の会５後援が、北海道教育庁胆振教育局、６期日は、平成２１年１１月２０日（金）

７会場は、文化センター２階の中会議室をメーン会場。８参加対象は、胆振管内各市町

社会教育委員及び教育委員会関係職員、９研修内容ですが、実践発表の講師には、三村

副委員長を通じ、お話のあった齊藤征義さんにお願いしたところ、ご快諾をいただいて

います。施設見学先は、「掛川源一郎写真展」と「新作家展」が開催されている市民美

術館と「時代を超えてとタイトルされた田中秀痴庵展」が開催されている港の文学館で、

文化センターから港の文学館の間は、市のマイクロバスを使って送迎します。研究テー

マを受け、各市町の情報を持ち寄り、交換するグループ別協議を行い、全体協議で発表

することとしております。したがいまして、 １０日程につきましては、９：４０受付

開始、１０：００開会、表彰、１０：２０実践発表、１２：００昼食休憩、１２：４５ 

施設見学、１４：００グループ別協議、１４：４５全体協議、１５：１５閉会、１５：

３０散会、１１昼食は、８００円でお弁当を斡旋します。 

（Ｃ委員） 

・  会場は、文化センターのどの会場ですか。 

（事務局） 

・   中研修室を中心に、小研修室を借用します。 

（Ｃ委員） 

・  施設見学での掛川源一郎さんの写真展は素晴らしいですので、内容はいいと思います。 

（Ａ委員） 

・ 移動にマイクロバスを用意することになっていますが、参加予定者は何人ですか。 

（事務局） 

・   昨年の様子から、室蘭市の委員を含めて３５～４０名程度でしたので、乗り切れない

場合補助的な手段で対応したいと思います。 

（Ａ委員） 

・ グループ別討議の時間が 45分間ぐらいですが、充分だろうかと思います。35名程で

すと結構時間が必要かと思います。その後 30分が全体協議のようです。 

（Ｄ委員） 

・  中学校の授業のなら４５分間。大人なら少し足りない気もしますけれど、司会者の持

ってゆきようで効率的に進めるとかでしょうか。 

（委員長） 

・   施設見学の時間との兼ね合いがあると思います。まだ時間がありますので協議を続け
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ていきたいと思います。９月下旪頃、定例会とは別に皆さん集まっていただいて、協議

をしたいと思います。 

（一同異議なし） 

（Ｃ委員） 

・  10月 10日に行われる「親子きずなフェア２００９」のことですが、担当に問い合わ

せたところ、間もなくチラシができるということでしたが配れなくて残念でした。ここ

にいるＥ委員や生涯学習課長も実行委員ですので、参加者の呼びかけをお願いします。

講演会は参加者が少ないと寂しいので、関わる団体へ呼び掛けていただきたいです。 

   講演会の他に、ワニワニクラブでは読書週間とドッキングさせてもらって、「読み

聞かせ」を午前と午後からします。たんぽぽ文庫が和室を使って「語り」を小学校 3

年生以上にします。リハーサル室で白老お助けネットが「カプラ」で、10人ぐらい子

どもが入れるドームを作ったり、ナイアガラの滝をつくって遊び、壊してまた作る等

の 3コースの遊びをします。 

 登別のノムさんが風船アートをしたりしていて、3時から「劇団さっぽろ」の演劇が

無料であります。 

演劇だけでなく全てが無料なのですごくいいと思いますので、一人でも多くの人が

参加しますようにご協力をお願いいたします。 

（委員長） 

・  次回の定例会は１０月１６日（金）を予定しておりますので、よろしくご出席をお願

いいたします。 

 


