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平成２２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２２年４月９日（金） １４時～１５時４０分

場 所 ２階大会議室

出席委員 荒川委員長、三村副委員長、橋本委員、前田委員、森委員、吉田委員

欠席委員 長尾委員、田村委員、大脇委員

事 務 局

山田教育長、佐藤教育部長、小西生涯学習課長、矢元主幹、松原主幹、山下主

幹、巻主幹、田中青少年課長、高木主幹、内山生涯学習推進アドバイザー、

石井主査

※ 理事者の変更報告 ３月３１日付けで、森生涯学習課長、佐藤スポーツ主幹が定年

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 小西生涯学習課長、矢元文化

振興主幹、巻スポーツ主幹、内山生涯学習推進アドバイザー

＜議事報告＞

【日程１】

報告第 1号 平成２２年度教育行政方針について

（事務局）

今年度も、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、

社会教育分野の方針から説明いたします。

第１の柱、「自ら学び、うるおいのある活きた学力の育成と豊かな心と健やかな身体の

育成」では、「家庭教育セミナーへの支援充実」、「学校を地域が支える体制づくり」

を更に進めて参ります。

第２の柱、「安心・安全に学べる教育環境の整備」では、「子どもの安心・安全を地域

で守り育てる体制の整備や啓発活動」、放課後の児童対策として「児童クラブ、スクー

ル児童館・児童センターの充実」を進めて参ります。

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

「室蘭市社会教育振興計画」に基づき、生涯学習に関する施策を総合的に推進して参り

ます。

最後に「子ども達が生き生きと輝く室蘭の教育づくり」、「生涯にわたって主体的に学

ぶ環境づくり」に努めていく決意を述べて、まとめとさせていただいております。

（質疑応答）

（Ａ委員）

「その第１は、自ら学び、うるおいのある活きた学力の育成と豊かな心と健やかな身体

の育成であります。」とありますが、うるおいのある活きた学力とは、どういう意味で

しょうか？
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（事務局）

我が国においては現在、新しい時代を切り拓く日本人の育成を目指し、学校、家庭、地

域がそれぞれのもつ教育機能を発揮しつつ、一体となって、子ども一人一人に確かな学

力や豊かな心、健やかな体などの「生きる力」をバランスよく育むことが求められてお

ります。

そのためには、学校教育のみならず、家庭や地域との協力・連携が重要視されており、

学校・家庭・地域がともに、潤滑油のごとく、なめらかに、相乗効果を出し合い、取り

組みを実践することが非常に大切であるという意味で、この「うるおい」という言葉を

今回使用させていただきましたので、ご理解いただきたいと存じます。

（Ａ委員）

数年前にも家庭学習の資料を出してもらっていますが、ＴＶゲームや携帯電話を所持

し、依存することにより、家庭学習の時間が減ってきている。今、家庭教育が大事だと

思います。家庭と学校と地域の連携が必要です。

（Ｂ委員）

子どもを育てるよりも、子どもの親を育てる時代となっている。親の教育が必要だろう。

（Ｃ委員）

学校教育を充実するため、親に幼稚園教員についてのアンケート調査をしている。

先生の良しあしを親が評価するとなると、子どもも先生のことを尊敬できなくなるので

はないか。また、先生自体もやる気を失くしてしまう。

（Ｄ委員）

スクール児童館に行くと、ゲーム機を持参しゲームばかりして、宿題や勉強をしている

子どもは少ない。危険なので外へ出さない、外で遊ぶ事がないようだ。

体力の低下と言われているが、せめて外に出て走り回ると良いのだが、、、。

学校の評価委員をしているが、年２回集まりがある。教員を参観日の１時間位見ても

評価できないと思う。

【日程２】

報告第２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３】

報告第３号 平成２２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」、「子育て出前セミ

ナー」、「地域セミナー」、「児童子育てサロン」、「幼稚園･保育所、小学校父母と教

育･保育職員の集い」の五つの事業を開催いたします。予算額は１７４千円です。

「施設の管理運営」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。

予算額はミンクール、女性センター、青少年科学館で、合わせて６５，５２３千円です。

「学習活動推進のための施設整備」は、ミンクール、民俗資料館、青少年科学館で合わ

せて、予算額は１１，１８２千円です。
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「社会教育委員連絡協議会の負担金」の予算額は５０千円です。

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、予算額３５０千円

でございます。

「三市合同女性国内派遣事業」は、予算額１８０千円です。

女性センター関係につきましては、主催講座として、両立支援講座から趣味講座まで九

つの講座を合計２３回、学習成果の発表として、作品展示会を１０月に開催いたします。

「市民の発表活動の促進」は、１，５３１千円の予算を組んでおります。

「地域文化活性化に貢献する事業」として、優れた音楽家を招聘し市民参加型による演

奏会を、室蘭文化連盟と市による実行員会を組織し、来年２月に開催する予定にしてお

ります。事業予算としては、市が１，０００千円の予算を組んでおります。

文化連盟負担金、入場料、文化財団共催負担金をもって開催します。

「広域連携による文化芸術事業」は三市の関係事業になります。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、予算２１千円。

「文化財の保護・活用」として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、１０８千円と１，２５０千円それぞれ計上しております。

「文化芸術活動推進施設の管理費用及び施設整備」として、文化センター・市民会館の

管理・整備経費として１２２，４２２千円。「市民美術館事業」として、２，３９７千

円を計上したおります。

「民俗資料館の事業」でございますが、開館３０年を記念して「企画展」の他３事業を

実施する予定でおります。

文化センターでは、ホールの非常灯用蓄電池の交換、耐震診断調査として、１７，６２

５千円、市民会館では、電波生涯調査費として４６２千円を計上しております。

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、５３、９４９千円となっております。

また、出前講座を実施する経費を３００千円、太陽光発電装置によるプラネタリウム投

影事業の経費２４，５００千円を計上しております。

｢図書・資料の購入｣ですが、１４，６７０千円の予算でございます｡

｢秋の全国読書週間｣の行事や、子どもきり絵教室・こども木工教室などに合計３０３千

円を計上しております。

室蘭市港の文学館につきましては、｢特別企画展｣として、室蘭地方自分史の会展、「懐

想―わたしのメモワール｣その足跡と発展として、３２千円を計上いたしております。

「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」「白鳥大橋パークゴルフ場」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、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２，４００

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
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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。

「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。 予

算は運営管理にかかる経費（物件費）として２，９７８千円を計上しております。

スクール児童館につきまして、本年度は中島小と日新小の統合新設校「旭ヶ丘」小学校

で新たにスクール児童館を開設し、１０か所で運営いたします。

また、４月から全スクール児童館におきましたも、登録児童の土曜日と春・夏・冬休み

の長期休業期間における開設時間を午前８時３０分から３０分早めて午前８時からの開

設といたします。

登録児童については児童センターとともに４月から有料化を導入いたします。

運営管理にかかる経費（委託料）として１０か所で、８４,０１５千円を計上しておりま

す。

児童センターにつきましては、４月から白鳥台を除く３児童センターにおきましても、

登録児童の土曜日と春・夏・冬休みの長期休業期間における開設時間を午前８時３０分

から３０分早めて午前８時からの開設といたします。

登録児童についてはスクール児童館と同様に白鳥台を除く３児童センターにおきまして、

４月から有料化を導入いたします。

予算は、運営管理にかかる経費（委託料等として）４か所で３２，７９１千円を計上し

ております。

（質疑応答なし）

【日程４】

報告第４号 平成２２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。

（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１１，６４８千円

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

１,１９７千円、中体連大会助成に３，４５０千円、スポーツ大会参加奨励に１，３６４

千円で、計６，０１１千円でございます。

「青少年健全育成推進協議会」は、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」の事業費補助として、３２９千

円計上。「小・中学校教護会」は「小中学校生徒指導活動事業」の事業補助として、８

０千円を計上。補助金の総額は４，４０８円となっております。

（質疑応答）

（Ａ委員）

室蘭市女性団体連絡協議会への補助金について、過去の内容について、色々課題もあ

るとおもいますが、平成２０年度の成果があったのでしょうか？
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（事務局）

室蘭市女性連絡協議会は、昭和６３年に設立された、市内の女性団体の中で最も会員数の

多い団体であり、会則によると、「市内の各種団体が、相互の活動を尊重しつつ連絡強調をは

かり、男女平等参画社会の実現を目指し、地域の発展に寄与する」とあります。

補助金は、男女平等参画社会の実現には、市民自らが推進していくことが効果的であり、これ

らに自ら取り組む室蘭市女性連絡協議会と行政が、密接に連携し、計画推進を図る必要があ

ることから、４０５千円を支出しているものであります。

平成２０年度の同団体からの実績報告書によると、男女共生セミナーへの参加や、アバンセの

編集委員、また、「女性の集い」や各種講演会などが報告されており、一定の成果があったも

のと理解しております。

（Ａ委員）

男女平等参画プラザを使用している８団体あるうちの唯一補助金を受けている団体で

あります。今後も積極的に男女平等参画事業に取り組むことを希望します。

【日程５】

報告第５号 室蘭市文化財審議会委員の補欠委員の委嘱について

（事務局）

「室蘭市文化財審議会」の委員である佐久間恭子委員が、３月３１日をもって辞任届を

提出されましたことから、補欠委員を委嘱したものでございます。

新委員は、室蘭美術協会の山田一夫委員でございます。

（質疑応答なし）

【日程６】

報告第６号 室蘭市指定文化財の指定について

（事務局）

去る２月２３日の室蘭市文化財審議会に「南部藩陣屋跡出土砲弾」、「胆振国室蘭郡全図」、

「友情人形（青い目の人形）」の３件の物件につきまして諮問しましたところ、２月２５

日付で、室蘭市文化財審議会より、「室蘭市指定文化財として指定することが適当である」

との答申を得まして、３月３日教育委員会定例会において、指定したものでございます。

なお、室蘭市の指定文化財の現況でございますが、昭和４７年から現在まで、１１件指

定しており、当該物件を新たに３件指定し、合計で１４件の指定となりました。

以上ご報告いたします。

（質疑応答）

（Ｂ委員）

一度、文化財に指定されると永久に続くのか？

（事務局）

はい、市民の財産として、末永く保存に努めることになります。

【日程７】

その他 平成２２年度北海道社会教育委員連絡協議会定期総会等について
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（事務局）

平成２２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２３日札幌市で

行われ、荒川委員長が理事として出席する予定です。

【日程８】

研究協議 室蘭市の社会教育について

（事務局）

研究協議「室蘭市の社会教育について」のうち、室蘭市社会教育推進計画の21年度評価に

ついてご説明します。

今回は、推進計画の計画期間である平成 20 年度から 22 年度までの 3 年間の内、昨年実施し

た 20 年度の評価に引き続きまして、今年度 21 年度の評価を実施するものです。

事業の評価にあたっては、チェック項目毎に、評価基準により評価を行い、◎、○、△の３段階

で評価の結果を表示しております。

事業は、延べ 90 事業ございますが、平成 21 年度と比較して、全体的に○と△が減少し、◎が

増えている傾向にあります。

具体的には、◎が 11 個から 31 個に増加したのに対し、○が 144 個から 128 個に、△は 12 個

から 3 個に減少しております。

（質疑応答）

（Ａ委員）

Ｐ９の出前講座ですが、２１年度１件の実績があります。男女平等の啓発活動は特に企

業に対する働きかけが重要であり、今後も行政に取り組みを進めてもらいたい。また、

父の育児休等や子育て支援のアンケート調査が可能であればとってもらいたい。

（Ｄ委員）

Ｐ３，成人祭について、あまりにもお祭りになっているのでは？

参加したが舞台に演台も無いところで、来賓自らがマイクを持って挨拶をしていた。

もう少し「成人式」という形でやってほしいし、成人の出席者があまりにも騒がしく、

アトラクションに出演した子どもたちもびっくりして、泣いた子もいた。

（Ｃ委員）

私も参加していたが、成人の人達の自主計画で良いというと、楽しいことはできる。

教育委員会が丸投げでは、あのような形になってしまうのではないか？

しかし、形を教えなければ、きちんとした成人式はできないのでは？

社会人としてのマナーの教育が必要では？

周りがきちんとしてあげれば、子ども達もできる。「けじめ」が必要です。

（Ｂ委員）

全体的に厳しい評価だと思う。

（Ａ委員）

Ｐ３３のスポーツ施設整備事業で入江運動競技場の改修工事が記載されている。

評価のしかたについて、施設整備（ハード面）で◎と評価するのは理解できるが、ソフ



平成２２年度第１回室蘭市社会教育委員の会会議録（要旨）

－ 7 －

ト面での評価はしていないのか？

（事務局）

別の項目で評価しています。

（Ｂ委員）

来年は八木義徳先生の生誕１００周年の節目だ。港の文学館で、八木先生の作品展示等

を検討してはどうか。

（事務局）

来年度の事業予算の中で検討します。

（委員長）

今回が社会教育委員の２年間の任期で最後の会議となります。

最後に各委員の皆様から、一言ご挨拶をお願 いします。

（Ｄ委員）

６年間委員として、市で書類作成するのが、大変なんだなあと思った。

ワニワニクラブも１０年になるので、一区切りにしたい。

（Ｃ委員）

最初は社会教育委員って何？と思いながら始めた。

Ａ委員のように書類をしっかり見て、的確な質問を出来るようになりたいと努めてきました。

（Ａ委員）

１年目は何をするんだろう？とあっという間に終わった。

２年目、外へ出て、いろんな人と交流することにより少し社会教育とは何かということがわかるよう

になった。

人を作る、人間を作っていく、その役割が大変必要なんだと感じます。ありがとうございました。

（Ｆ委員）

室蘭工業大学は国や企業に向けては目がいくが、市の事業や市民にはなかなか向いていって

いなかった。

大学と市の間に立って交流を進めていきたい。

（Ｂ委員）

前半は文化関係より全道大会、全国大会に出させていただき、市教委に感謝している。何をする

のか、できることからやりなさい、ということを学んだ。

（委員長）

各委員から様々なことを教えてもらい、ありがとうございました。感謝しております。

今後、新しい委員の任命が行われるということですが、社会教育委員の伝統を引き継いで行って

もらいたい。ありがとうございました。

（終わり）


