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平成２１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２１年１２月１８日（金） １６時～１７時１５分 

場  所 室蘭市役所２階大会議室 

出席委員 
荒川委員長、三村副委員長、大脇委員、長堀委員、橋本委員、前田委員、森

委員、吉田委員 

欠席委員 田村委員、長尾委員 

事 務 局 
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

中青尐年課長、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 １０月・１１月行事報告及び１２月・１月行事予定について 

（Ａ委員） 

 １０月１１月に子育て出前セミナーを開催しております。このセミナーは２０年度新

規事業と聞いておりますので、この事業の内容、実施した成果と今後に向けました課題

等ありましたら説明願います。また、青尐年課の行事の中に、子ども会行事として、だ

んパラで植樹祭をしたり、記念式典を催したりとなっておりますが、これまでも胆振管

内の研修会でも「地域でどうやって子どもを育てるか」と議論されたところであります

ので、社会教育委員の共通認識として良い機会となりますので、子ども会の現在の状況

はどのようなものか。行政の支援体制はどのようなことかを説明願います。 

（事務局） 

子育て出前セミナーは、従来の各種セミナーに加えて市民、団体から要望がありまし

たら、ニーズに合わせて出向いて行くということで、家庭教育力の向上や、地域の教育

力の向上に資することで現在進めています。 

今年度の事業としては、子育て相談ふれあいセンターの年尐、年中児の母親を対象

にして関わり方セミナーが２回、年長児の親には、来春の就学に向けてどんなことを身

につけさせたいか。また子どもへの接し方や心構えを眼目にして、具体的な親の質問に

答えながら実施いたしました。いずれのセミナーも大変好評だったと理解しております。 

 また、センターの職員と緊密に連携を図りまして、どのような内容で、どのように

展開するかなどを打合せしながら実施をいたしました。 

 市民会館の３回シリーズの親子遊びと講話の子育て出前セミナーは、ワニワニクラブ

の協力、青尐年課の職員の支援などノウハウをもった方々と連携をしながら出前を進め

ております。 

 私の講話はできるだけ一方的な話になることを避けて、参加者のアンケートや質問を

もとにして、具体的に皆さん方が思っていることとかみ合うように意を注いでやってま

いりました。その中で実施後アンケートを取りますと、大変好評で「また参加してみた

い」という声が多く寄せられました。 

年長児の親へのセミナーは、来春１年生になるということで、母親たちの関心がそこ

にある訳ですが、私の方からは「幼・保・小の集い」で出された事柄をもとにして、１．

自分の名前がかけるか。２．ひも結びができるか。３．折り紙がきちんと折れるか。４．

前後左右や上下の空間認識ができるか。時計表示が分かるか。５．話をおちついて聞け
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るか。６．言葉で思いをきちんと伝えられるか。 について、お話の切り口として親に

投げ掛けて、わが子ができるのかどうかということを記入していただいて、そこから展

開し、では具体的にどのようにすればよいかを話していることが特徴です。 

また、市民会館での講座や３、４歳児親のセミナーでは、出来るだけ皆さんの声に沿

った形で話をしたいという願いから、アンケートを実施しました。そのアンケートには

リアルな母親の悩みや思いなどが語られていました。その内容に沿う形で、理論編と具

体論をかみ合う形でどうするのかということで、皆さんの思いに応える形で実施してい

るのが、子育て出前セミナーのいい所かと思いますので、そういった声を大事にして進

めたいと思います。そういう学びを通して参加者は、悩み、手探り、イライラから、余

裕が生まれて、落ち着きが出てきて、子どもにも見通しを持って接することができる。

そういった流れになっていくのではないかと思います。 

成果については、参加者の具体的なニーズに応える学習機会が提供され、子育てのあ

り方や具体的な手法を学ぶことを通して、親の資質の向上や家庭の教育力の充実に寄与

していると考えております。 

また、課題と展望ですが、今年度は就学前児童の親向けだったことから「小学生中学

生の親にも子育て出前セミナーの輪を広げていく必要があると思います。もう 1 つは

「出前」ということで相手の求めに応じることですが、待機をして「待つ」ということ

ではいけないのではないかと思います。市民・団体の動機づけとなるような啓蒙活動を

こちらから働き掛ける必要があると思います。 

前回の研修会のグループ別協議のまとめも読ませていただき、非常に参考になりまし

た。いずれにしても家庭の教育力を高めなければならない。家庭が子どもの人間形成の

基盤であるということを、しっかり我々は認識しながら、家庭の教育力や機能を高めて

いくということにもっともっと意を注いでいかなければいけない。「子育ての密室化、

孤立を防ぐ」という表現があるのですが、私はこれを発展させて、「子育ての開放化、

連帯化」というところに持っていく必要があるだろうと思います。 

（Ａ委員） 

お話を聞きまして、このセミナーに出てきて悩みを訴えた方は、問題の解決の方向性を学

ぶことができますが、そこに出られない方が問題だと思います。それをどうにかすることが課題

であり、解決のアイデアは出てこないけれど考えていきたいと思います。 

（事務局） 

  保育園とか幼稚園との連携を日頃から大事にして、親と前線で関わっているのはその

先生方ですから、そこと我々がコンタクトを取ってしっかりと把握して、そういう場に

出てもらえる機運をお互いにつくることが大切かと思います。 

（事務局） 

  室蘭市の子ども会活動等についてですが、室蘭市青尐年健全育成推進協議会（青健協）

は、平成 17 年 4 月に当時ありました非行防止と青尐年健全育成 3 団体が統合して発足

いたしました。室蘭市子ども会は、昭和 21 年に高砂町に「笹の子子ども会」が発足し

て、昭和 35年に 33 団体で青尐年連絡協議会を結成いたしました。 

  今年度、子ども会発足 50 周年と青健協が 5 周年ということで、だんパラ公園にミズ

ナラ 60 本、桜苗木を 15 本植樹いたしました。11 月 7 日にはホテルにて記念式典を行

い、長年ご協力をいただいた関係 10団体に感謝状を贈呈しています。 

  実際には青健協や各町会の中で、これからですとクリスマス会、ボランティア活動と

してイタンキ浜の清掃、付近の公園の清掃、リーダー講習会などの行事を開催しており

ます。 

（Ｂ委員） 

子ども会行事に関して市全体では、かるた大会の他、ミニバレーボール大会というスポーツ
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系の行事もやっております。これは胆振管内の大会に繋がっていき、かるたに関しては胆振、

全道の大会までいくということで、それぞれの地区の児童センター等の協力を得ながら、日頃

から練習をやっております。かるたは胆振そして全道大会までいけるため、その地区に指導

者がいると年間を通して練習して、1 月のかるた大会に挑戦するという取り組みを行っていま

すが、全市的ではなく指導者がいるところは活発に行われています。 

スポーツにしても育成者の状況とか、近くに児童センター等がなく、練習できないというよう

な地区もあり、なかなか出てこれないようです。難しいことではありますがかるたもスポーツも両

方指導できるような体制が大事ではないかと行事を見ていて思います。 

リーダー研修会については、胆振管内でも中級リーダー研修会があり、これは全道子ども

会育成連合会から、認定証が頂ける研修です。育成者もそこでできていいのですが、２、３年

の研修での流れを見ると、リーダーが固まってきて増えていかない傾向になっています。やは

り地域の育成者の方々の応援がないと増えていかないと感じます。また青健協の役員になっ

ている方々も、より多くの子ども達と接するとか、見るという機会がなくなりました。それは昨年ま

で行われていた「フェリーで行く子ども交流事業」ですが、このような事業があれば、子ども会と

して協力していましたので、その中でリーダーの素質がある子や、興味を持っている子に声を

掛けて各地区の子ども会活動、市全体の行事などに誘う事ができたのですが、そういった場

がなくなったのが残念です。フェリーでの交流事業は、全地区から子ども達が出てきましたの

で、リーダーを見つけて活動を広げられる良い機会だったと感じておりました。 

（Ａ委員） 

  スポーツ活動を行っているということですが、今朝の新聞では北海道の子どもの体力

は全国で最下位だということです。これは、家庭の問題なのだろうか。学校の問題だと

思いたくないがどうなんでしょうか。地域でも感じますか。 

（Ｂ委員） 

当然地区ではスポーツ少年団があり、そこで活動している子ども達はやはり体力もあります

が、子ども会活動をしている子ども達に接すると少し運動が苦手という子がいますが、少しず

つ遊びを通して運動をするようにしていますが、スポーツ少年団、子ども会、児童センターな

どで活動に参加していない子はまだ多いのではと思います。そのため体力が全国でも低いと

いう結果になったと思います。 

（Ａ委員） 

  遊びの質が変わってきたということでしょうか。外に出て棒を持って自然に遊ぶとい

うことがなくなって、室内に変わったということでしょうか。 

（Ｃ委員） 

  近くにあるスクール児童館を見て感じているのですが、指導員が「あぶない、あぶな

い」と注意されることが多くあると、自然と外で遊んだり危ないような遊びはしなくな

り、高学年は家でゲームをしているという感じがします。それが 1 つの原因かなと思っ

ています。 

スクール児童館は低学年ばかりで、私の夫は百人一首の指導者で子ども達に教えてい

るのですが、折角やり方を覚えてもまた新しい子どもとなり、大会に臨めないというこ

とです。それが良いのか悪いのか、子どもの環境としてはきついかなと思います。逆に

また野球、サッカーなど、グル―プが出来ている所に入っている子は、土曜日も日曜日

もなくそれが極端すぎる時代となって、お母さん方は「あっちへ連れていきたいけれど、

コーチがダメと言ったから」とか聞きますので兹ね合いが難しい。 

子ども会活動ももっと活発になってほしいと思います。以前に洞爺湖でリーダー研修

会があった時、胆振、日高管内からの参加者が多くリーダーとして質が高かったが、室

蘭市の参加者は尐なかった。親が伴なわなければ参加できないとかありますし、どこか

繋がっていなくバラバラな活動で、それが災いをしているという感じがします。ある体
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操教室では、指導員がどこへでも連れて行って活動させている。ああいうようなのが良

いのではないでしょうか。 

子どもの体力づくりには、子どもを暴れさせて、やんちゃさせないといけないと思い

ます。この先が心配です。私たちはこのことを考えていかなければいけないと思います。 

（Ｄ委員） 

  室蘭を含めて北海道の子どもたちの体力の衰えということで、私ごとになるのですが、

４、５日前東京に行ってきたのです。とにかく交通機関を利用するにも歩かなくてはい

けない。最低１万６千歩歩いて交通機関を利用したのですが、「これだもの都会の人は

健脚者が多いわね。」と話しになりました。ところが室蘭に帰ってきましたら、たった

４、５分のところでも親が子どもを車で送っていく。私が休みの時は、歩いて幼稚園ま

で送ることを心がけています。こんなことも家庭の教育に影響があるのかなあと思って

おります。歩くことが基本です。 

（Ａ委員） 

  小学生や中学生もそうです。色々な背景はあると思いますが、高校生までも親が送っ

ています。朝早く家を出せばいいことだと思いますが、高学年でも送り迎えが普通にな

ってきている状況ですので、体力の低下はどうなっているのかと思います。 

（Ｅ委員） 

  スクール児童館へ行く子が長続きしないのは、どうしてなのでしょか。 

（Ｃ委員） 

  いつも同じような遊びで低学年用ばかりだと、大きい子はつまらないようです。また、

預けるかどうかは自由で親が選んでいるようです。百人一首のような楽しい物もやって

いるので、活動の仕方もあると思います。 

（Ｅ委員） 

  遊びの内容をアップするようになると良いと思います。 

（Ｆ委員） 

  子どもが変わったということでは思い当たることがあります。子ども自身は昔も今も

すごく遊びたいんです。近くに公園があって遊んでいたいのに、「今日はお稽古がある

から遊べないよ」とそれぞれの家庭の事情があります。また、歩いて行こうということ

でも危険があります。今日も、「学校からまだ帰ってこない」と関係機関に連絡がはい

って心配したのですが、結果的には、お友達と帰ってその家のそばで“みちくさ”をし

ていたのです。今は、子どもの帰りが３０分遅くなったら事件性を考えて、探さなくち

ゃいけなくなった社会の状況です。遊びたくても遊べない、一人で歩きたくても歩けな

い悲しいことだと思います。そこをなんとかしていかなくちゃと思います。 

（委員長） 

  非常に重要なテーマだと思います。いずれにしましても、学校・地域・家庭が力を合

わせて、子どもの障害となる状況のそういうことへの取り組みを、進めていかなければ

いけない。都会の子の方がよく歩いていること。ただ今のように子どもを取り巻く社会

状況も必ずしも子どもが自由に遊べる環境にないこと。ただ、子どもはすべからく遊ぶ

ことには興味があるし、今でも熱心なのは変わりないと思います。そういう中での状況

ですから、やはり重要なテーマだと思いますので、これからも検討させていただきたい

と思います。 

 

【日程２】 

報告第２号 社会教育施設の現状と課題について 

      （１）室蘭市文化センター条例の一部改正について 

      （２）公の施設に係る指定管理者の指定について（室蘭市青少年科学館） 
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（事務局） 

室蘭市文化センター条例の一部改正につきましては、リハーサル室の増設に伴いま

して使用料の設定を行うとともに、控室を廃止するものでございます。 

現行の文化センターのリハーサル室は、左右に２部屋ありますが、文化センターの

機能の充実を図り、全道規模の大会がより多く開催できるようにするため、リハーサ

ル室の増設が課題となっておりました。また、左右のリハーサル室ＡとＢは、音が外

に漏れやすいため、利用団体から防音性の高い部屋を増設してほしいとの要望がでて

おりましたことから、新たに防音性の高いリハーサル室Ｃを増設するものでございま

す。これに伴い、大道具室、文化連盟の事務室をリハーサル室Ｂの手前に移動いたし、

控室を廃止するものでございます。 

リハーサル室Ｃの使用料でございますが、現行のリハーサル室ＡＢと同じ方法で算

定し、午前は930円、午後と夜間は1,240円としております。施行期日は、平成22年4月

1日からでございますが、控室の廃止に係る部分は工事に掛かりますので平成22年1月1

日から施行いたします。 

（質疑応答なし） 

 

（事務局） 

  室蘭市青尐年科学館の指定管理者選定委員会の選定結果につきましては、７月 1日か

ら 8月 31日までの募集期間内に 1団体より応募がありまして、11 月 4日に選定委員会

を開催いたしました。 

  応募団体から提出のありました書類に基づきましてヒアリングを行い、総合点数方式

により評価を行いました。採点は最高点と最低点を切り落とす「上下カット方式」を採

用しております。 

  採点の結果、「ＮＰＯ法人科学とものづくり教育研究会かもけん」が総得点数 81点に

より指定管理者として選定されております。選定の評価根拠は、平成 17 年度から指定

管理者として管理運営における多彩な体験型事業の実施によるリピーターの増加等の、

実績を生かしました施設管理運営が評価されております。2つ目として利用者からの要

望を反映して、幼児・児童を対象としたブース展開や、知識・経験豊富な指導員の配置

による対面式の説明・実演を行うなど、サービスの向上などが評価されています。3つ

目に利用者の拡大を図る方策として、情報発信が評価されております。なお、指定管理

者選定委員会評価書には、評価いたしました 10 項目の評価項目・評価細目、それぞれ

の得点数が記載されております。 

（質疑応答なし） 

 

【日程３】 

研究協議 社会教育推進について 

（委員長） 

今回は、胆振管内社会教育委員等研修会評価についてでございます。 

 先日の研修会は、事前の打合せから当日も委員の皆様の積極的な行動が実を結びまし

て、大変有意義な研修会だったと思います。改めて感謝いたします。そこで今回は、事

業評価として成果と課題を確認したいと思います。 

（事務局） 

胆振管内から 13人、他市町村の職員は 7 人、本市の社会教育委員は 10人、本市の職

員 7人 胆振教育局から 2人、その他７人で、46人の参加でした。アンケートの回収

結果は 11件で、内容に否定的な意見はなく「時間が足りなかった。」というような意

見が多かったです。「室蘭市の社会教育委員の方のパワーに脱帽」というような非常に
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評価の高い感想がありました。また、「一泊で研修したい」「四半期ごとに研修がある

と良い」という意見もありました。 

（研修会全体をパワーポイントでふり返る） 

（委員長） 

  グループ別協議でリーダーとして運営を担当し、全体会で報告いたしました内容を、

報告シートにまとめていただいておりますので、その中から方向性等について、報告願

います。第 2グループは小グループ発表となりましたので、お二人で報告してください。

第 1グループから順次お願いいたします。 

（Ｅ委員） 

  今までのようにお一人おひとりから、共同で作業しこれからの社会教育の展望などを

創りだしていく、生み出していくということが新鮮でなかったかなと思います。これは

年代にも寄ると思いますが、年配になるほど手間取っておりまして、作業するよりも語

りたいという方がおりました。年齢の比較的若い方は、むしろ一緒にアイデアを出し合

うということで非常に積極的でした。世代間の違いがありまして、そのあたりのバラン

スがとれるような方法が取れたら、両方満足できるのではないかと思います。 

  一泊研修を望んだ方は、私のグループでした。また時間が足りないという意見も、語

りたいものがあったんだろうと思います。そのあたりをどう満足させたらよいかという

ことです。 

あと、一番印象に残ったのが、それぞれの地域の特色とか、課題とか、良い物が沢山

あるのですが、胆振管内の市町の横のつながりの中で、生かしきれていない。連携がで

きていない。そのあたりの連携を取れていけると、一つの市町で完結するのではなくて、

胆振管内の中で拡大していく、それぞれを補い合いながらいい所を生かし合いながら、

新しい活動ができてくるのではないかと思います。どこの市町も人口が尐ない、若い人

が尐ないという悩みはあるのですけれど、そのあたりで解決できると思います。 

それから、それぞれの市町で、子育てセミナーとか青尐年育成のクラブとかやってい

るのですが、それぞれの世代で完結しています。それを、年配の方から小さな子どもま

で活動できる縦の活動が出来てくると、年配の方々も若い世代に何か継承していく。若

い人たちも人生の先輩の色々な知恵をいただいて、提供できてくるのではないか。とこ

のようなことを研修会のグループ別協議で学びました。 

（Ｂ委員） 

  第 2グループでは、問題解決に向けての点では、参加している達成感や社会に貢献し

ていることの実感ができるようなことがあると、次も何かあれば「お手伝いをしますよ」

と言ってもらえるのではないか。そのように色々な方にお手伝いいただきながら広めて

いく、沢山の方にもっともっとお手伝いいただけたらと話を進めていきました。 

今後の活動・取り組みの方向性は、まず、経験豊富な方に進めていただいて、参加者

が２つでも３つで良いことは、経験者がほめてあげて、これはこういうふうにするんだ

ということを参加者に分かってもらうこと。 

さらに、広報紙とか機関紙をうまく利用して、子どもたちを含めて親もそうですが、

載せることによって意識が尐しずつでも変わっていくんではないでしょうか。という内

容でした。 

（Ａ委員） 

  私のグループでは家庭の教育が大事ですということと、地域力を向上すること。それ

が結果的には地域づくりに繋がっていくということでした。 

  若い世代は、現役で仕事をしておりますので、地域にいる高齢者の力を私たちが借り

るということです。高齢者の出番でそこで触れ合える。先ほどのスクール児童館のお話

も、地域に高齢者がいるのでしたら、そういう人たちの力を借りることが大事ではない



平成２１年度第５回室蘭市社会教育委員の会会議録（要旨） 

－ 7 － 

かと思います。地域のおじいさんおばあさんのアイデア、技術を、次の世代に伝えてい

くことという話し合いでした。 

  胆振の研修会の方法についてですが、ポストイットを使ってＫＪ方式でやりましたの

で、参加しました委員にとっては、そのことが新鮮で、自分たちが研修として学ぶこと

ができた。その手法と全体会でそれを黒板に貼って視覚的に発表したこのテクニックを、

学ぶことができたということが研修の成果として持ち帰れたと思います。 

（Ｃ委員） 

  第 3グループでは、社会教育委員が沢山の分野から集まって構成されていることから、

各団体と活動日をまとめる役割を担ってはどうか。参加者を増やしていく、繋ぐという

役割がこれからは大切ではないか。協働の活動はできないのだろうか。40、50代をタ

ーゲットにした活動の内容も考えてはどうか。ある委員から「社会教育委員の活動の場

が無くて、何をしていいか分からない」という意見がでました。そこから皆さんの意見

交換が沢山できました。地域性はあるけれど参考になることは沢山あるので、まず社会

教育委員同士の交流を深める、参加者を増やすことが必要ではないか。開催日時が平日

だったので来られない委員が多かったのかと思ったのですが、他の地域の参加委員がす

ごく尐なかったと思いました。今回室蘭市の委員は全員参加しましたし、以前開催した

市にも室蘭市から複数参加しています。まず、社会教育委員が沢山集まって話し合う場

を考えなければいけないと思います。 

（委員長） 

  最後の講評にも繋がり合う社会教育委員は接着剤の役割をはたせとか、あるいはステ

ップアップというような評価の講評をいただきました。 

先ほどの第 1グループからありました「地域の差」ながらも、「全体の連携」を図っ

てゆく。そういう中で私ども最終的には「まちづくり」に何が出来るか。何が教育でき

るか。という基本的なことを頭に入れてかかれば、このように研修を重ねていくことが

将来的に長い年月を要しても、きちんとしたものが成果として出てくるのではないか、

と希望を持っておりますのでよろしくお願いいたします。 

（Ｆ委員） 

  港の文学館は初めて見学いたしました。私始め他の方々も、もっと見学時間が多いと

良かったと思ったのではないかと感じました。 

（Ｄ委員） 

  当日は大変実りのある研修会だったと思うんですけれど、このように企画・準備に支

援をいただいた事務局にお礼を申します。 

（部長） 

いつも、出席するたびに皆さん方の積極的な発言や問題点のご指摘などは、本市のこ

れからの社会教育行政推進の充実に向けまして、事務局職員にとりましても大きな励ま

しや力添えとなっており心から感謝いたしております。 

  さて、先日開催された研修会には生憎業務が重なり最後まで出席できませんでしたが、

ただ今、研修の成果として色々なご意見がでました。各グループの意見も含めまして、

今後の社会教育行政に反映していかねばならないと感じた次第です。 

当日のアンケート結果やご意見も出ておりましたが、全体的には当日参加いたしまし

た他の市町の社会教育委員、あるいは社会教育の職員から、室蘭市の社会教育委員の活

動に感銘して、全体的には室蘭市が羨ましいという評価や、数多くの高い評価をいただ

きましたということを感じまして、改めまして皆さま方のご努力に感謝をいたします。 

 ふり返りますと、皆さま方とともに策定いたしました、室蘭市社会教育振興計画が、

皆さま方の積極的な関わりから策定され、更に、計画の評価も取り入れていることが全

国的にも先駆的な計画であるということで非常に高く評価され、7 月には国立の教育政
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策研究所社会教育実践センターでの社会教育主事講習で策定に至る内容を実践発表さ

せていただきました。また、11 月にも北海道社会教育推進センター講座において同様

に先駆的な計画として実践発表をさせていただいた次第です。いずれも社会教育主事か

ら発表させていただいた次第です。また、これらのことから、社会教育の専門冊子であ

る「社教情報」という全国冊子の編集委員長から、１月に是非取材に行きたいというお

話がありました。 

皆さんの活動が広く全国的な評価をいただいていることが、お分かりできるかと存じ

ます。これも、委員長、副委員長始め各委員の皆様方の活躍の成果でございますのでご

報告させていただいた次第でございます。 

  今年も、残すところわずかでございます。今日は忘年会もこの後行うということで、

この 1年の活動を讃えて、楽しい語らいとなりますことを期待いたしましてご挨拶とさ

せていただきます。来年もよろしくお願いいたします。 

（委員長） 

 どうもありがとうございました。誠に堅い評価をいただきました。 

 その他、なにかございませんか。 

（Ａ委員） 

  先日開催された議会で、男女平等参画推進関係の質問がございました。男女平等参画

基本計画には４つの基本目標がありそれらの進捗状況について、児玉議員が質問したの

ですが、全ての目標について丁寧にお答えしていただきました。２点目は、条例制定に

向けて１０年計画には謳っているがどういう状況であるかの質問でございました。この

ことについては、今後も検討を進めてまいりますという答弁がありました。 

  この男女平等参画推進関係で計画が出来ましてから、議会で質問されたのを私が知っ

ているのは２回目なんです。１回目は、山中議員がこの計画にある情報誌の発行につい

て質問し、その質問が基になって情報誌が発行されることになりました。今回は、初め

て具体的な質問が出され、答弁されていて「市民、企業、行政の取り組みが大事です」

ということでした。 

昨日の夜に市民会議の例会がありまして、そのことを報告いたしました。その会議の

場でも、答弁を評価するということでした。 

また、市民と行政の協働について、１２月５日６日に「協働力セミナー」が室蘭であ

りました。北海道で初めて民間の団体がいたしました。そこに出席した方は、市民活動

をしている方と、室蘭市からは行政の方も多く出席しておりました。協働力セミナーの

ねらいは、市民同士の協働と市民と行政の協働、この２点をポイントとしてセミナーを

しました。２日間びっしり朝から晩までの研修でした。成果として良かったことは、実

は行政の人が１日目に「市民協働をどうしていいのか分からない」という報告がありま

した。２日目になりましたら、「実は行政が困っている問題点を市民と共有することで

解決できるんだ。」ということでした。伊達、登別、室蘭三市から市の職員が参加して

いたのですけれど、どこの自治体の職員も「協働力セミナーということで、行政の職員

だけが研修を受けるのではなくて、市民と一緒にセミナーをしたことが、自分たちの糧

となった」ということを最後の感想として述べておりました。 

市民側はいつも行政から押し付けられてやっている意識があって、「行政とは敵対関

係にある。」と思っていたのだけれど、同じテーブルで行政の人と話をすると、「行政

の人も困っているんだ。」ということが分かり合えました。「協働」という言葉ですけ

ど、実際に「協働することの難しさ」ということを、市民側も行政側も共通理解が出来

たという感じでした。 

市民会議から出されていたことですが、市民のネットワークが大事ということで、行

政に基本計画が出来た時点で、「男女平等参画プラザ」という活動の場を作っていただ
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いた。この場が、協働していく活動の場の拠点となっているということでした。以上報

告いたします。 

（委員長） 

   男女平等参画推進は一生懸命やっていただいていますが、相変わらず後進国で 40番

台をうまく超えられないことが、報道でよく目にすることで、今後も頑張っていただい

きたいと思います。 

（Ａ委員） 

  市民側はまだいいのですが、どうしても行政の取り組みや意識面で、女性が尐ないと

かになります。その点、室蘭市の社会教育委員は男女が 50対 50ですので、他の方から

感嘆の声が出たりしますので活動の力になればと思います。 

（委員長） 

  次回の第６回定例会は２月１２日（金）を予定しております。皆さんありがとうござ

いました。 


