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第４章 網走市の社会教育の現状と課題 
 

 

 

 

１ 「何もしていない」・「何もしたくない」という回答の広がり■■■■ 

   単純集計では、「この１年間に計画的・定期的にした『学習、文化的な活動やスポーツ・レク

リェーション』」では、「何もしていない」という回答が最も多くなっています。「98 年調査」

と比べ、「健康づくりのためのスポーツ・レクリェーション」という選択肢が新設されたにもか

かわらず、ほぼ 10 ポイントも増加していること（42.9％→52.8％）がわかりました。 

   男性でも、女性でも「何もしていない」人が、過半数を上回っています。 

   この「何もしていない」・「何もしたくない」という住民は、いったいどのようなプロフィール

をもつ人々なのか、この人たちがもっと積極的に社会教育に取り組むようになるにはどうしたら

良いかをクロス集計に基づいて検討しました。 

   年齢別にみると、「何もしていない」と回答された割合は、30 歳代をピークに年齢が増すと

ともに低下し、60 歳代で最も低くなっています。また、その次に割合の高い「スポーツ・レク

リェーション」の目的も 40 歳代になると、20 歳代・30 歳代で多かった「気分転換・楽しみ」

から「健康づくり」へと移り、「健康づくり」を目的とするスポーツへ移行する傾向は、年齢が

増すとともに増えています。 

   職業別にみると、大学生を除き「何もしていない」と答えた回答者は多い順に、漁業・漁師、

パート、農業・酪農業・林業、会社員、無職、公務員、家事従事、経営者・自営業でした。最も

割合の低い経営者・自営業でも、「何もしていない」という回答が 40％弱に達しています。 

   この結果から明らかになることは、「何もしていない」・「何もしたくない」人は、ある特定の

層に顕著に集中しているというよりは、むしろ男性にも女性にも、またあらゆる世代・職業にみ

られるということです。 

 

 

 

２ なぜ、「何もしていない」・「何もしたくない」のか ■■■■■■■■ 

   「何もしていない」・「何もしたくない」という回答をする人が広く存在していますが、それが

なぜか、ということについては、それぞれの層にいくつかの特徴的な理由を指摘することができ

ます。 

   20 歳代の回答者や学生は、地域では「孤立」していて、相談したり、情報を知らせてくれる

人がいなくて、「どうしたらよいかわからない」という回答が目立つように、どのような学習の

機会があるかがわからなかったり、誘ってくれる友人・知人がおらず、自分たちにとって魅力的

な学習機会があまりないように思っていることがうかがわれます。若い人たちの相談に気軽に応

じ、若い人たちのニーズを引き出して、それをさまざまな事業として企画・実施するような取り
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組みが望まれます。また、そういう活動の核になるような若い人たちのたまり場となるような施

設（機能）を、どのように準備していくかが重要なことがわかります。 

20 歳代・30 歳代の会社員や公務員は仕事に追われる毎日が続き、主体的で継続的な学習を

する余裕がなく、職場での研修以外には「気分転換」のためのスポーツぐらいしかできないと考

えている様子がうかがえます。仕事に追われて主体的な学習ができないと考えるのは、40 歳代

の会社員や公務員にも共通しています。働いている人たちが参加できるような時間帯に、これら

の人たちのための講座や事業を企画することが大切です。 

女性や家事従事者の場合は、家事や育児・介護が忙しいなどを要因として「時間がない」、「経

済的なゆとりがない」などの『情況的バリア』が理由として上げられています。女性には、学習

機会の情報がきめ細かく伝わる方法によって丁寧に伝えることや、育児・介護の心配をせずに参

加できる学習の場を提供することなどの支援が重要です。 

一方、高齢になると健康問題が学習を妨げる理由となります。リタイアして「経済的ゆとり」

は減りますが、「時間的ゆとり」はあります。しかし、自分自身の健康や配偶者・老親の介護な

どで「何もできなかった」し、「何もしたくない」ということです。健康や介護の問題を中心に、

気軽に参加できる身近な場所での学習機会が求められています。 

 

 

３ 学習する仲間を求める気持ちにこたえる ■■■■■■■■■■■■ 

繰り返しになりますが、単純集計で明らかになったことは、学習が仲間やグループで“一緒に”

行われるのではなく、独りで行われるという「学習の個別化」傾向の強まりでした。男性の学習

は、特に高齢期にリタイアしてから、コミュニティ活動やボランティア活動に参加するまでは、

「一人で新聞・雑誌・図書を」読んだり、「インターネットを活用」したり、「ラジオ・テレビ・

ビデオ・ＤＶＤの講座等で」孤立した学習を進めていることです。学習の個別化・分断、行政か

ら民間へ、マルチメディアの活用・バーチャル化、公共的な学習から個人的な学習への移行など

が大きな流れとなっています。 

女性は、育児やパートなどに就労する際に学習を進めることは困難になりますが、育児・教育

や食生活など生活にかかわる学習を、サークルや市の講座に積極的に参加してかかわろうとする

傾向が男性よりはあるようにみえます。したがって、学習機会を求め、一緒に学び、活動できる

仲間との出あいを求める気持ちや、グループを紹介してもらいたいという気持ちが強いことがう

かがえます。こうした女性のニーズに応えることが重要です。 
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４ 団体・グループが抱える困難への対応の必要 ■■■■■■■■■■ 

孤立した学習が進められる背景には、一方でサークルやグループに所属して活動する住民にと

っても、当の団体やサークルは、高齢化と会員の減少、さらにはリーダーの不足が深刻な問題と

なりつつあることがうかがわれます。これらに対して相談に応じることや、経験を交流し、会員

を獲得できる機会が必要です。サークルやグループの学習成果の紹介を兼ねて、グループの活動

を紹介するブースを設け、それぞれの学習成果を展示し、勧誘する機会が必要であり、ＮＰＯや

ボランティアグループ・サークルなどが実施の主体となる取り組みの支援が求められます。 

 

 

 

５ 新しい団体・グループ活動の台頭と連携 ■■■■■■■■■■■■ 

   「学習への無関心」と「学習の個別化」が進んでいるようにみえる一方で、「ボランティア団

体」・「ＮＰＯ法人」・「子育てサークル・団体」など新しいグループ活動が、特に女性たちの間で

発展しています。これらに参加する人たちの間では、それぞれの「使命」や「目的」を実現する

ための学習活動が自主的に取り組まれています。これらがもっているそれぞれの力を生かして、

さまざまな住民のための学習や活動を、行政と連携して進めていくことが重要です。  

『網走市次世代育成支援行動計画』（2005 年）の策定の際に実施された 2003 年の「就学前

児童の保護者」および「小学校児童の保護者」を対象とする調査では、子育てに関するサークル

など自主的な活動について、「参加している」のが、就学前児童の保護者では 18.2％、小学校児

童の保護者 17.8％という割合でした。「現在は不参加だが機会があれば参加したい」のは、それ

ぞれ 28.6％・18.8％でした。また、「子育てに対する悩みや不安の相談相手」として、「子育て

サークルの仲間」をあげているのは、就学前児童の保護者では 13.1％、小学校児童の保護者で

は 2.9％でした。さらに、「子育てに関する情報の入手先」について「子育てサークル仲間」を

あげているのは、就学前児童の保護者では 14.8％、小学校児童の保護者では 3.7％でした。特

に小学校入学前の児童を育てる保護者にとって、「子育てサークル」が既に重要な役割を担って

いることがうかがえます（25－26 頁）。 

『網走市環境基本計画』（2004 年）においても、「あなたはこれまでに、環境に関する講演会

やボランティア・サークル活動などに参加や協力をしたことがありますか。あてはまるものすべ

てに○印をつけてください」（2002 年に実施された住民アンケート調査）という設問に対して、

「環境を題材にした講演会や研修会への参加」と回答した市民が 14.9％、「自然探索などの屋外

セミナーへの参加」が 8.4％に達しています。「今後、環境に配慮したまちづくりなど、市民参

加が一層進んでいくと思われますが、あなたはどのように参加していますか」という設問にも、

「積極的に参加していきたいと思う」と回答した市民が 41.5％、「関心のある事柄については、

時間に余裕のある範囲で参加してみたいと思う」が 37.1％に達しています（110 頁）。 

網走市の社会教育にとっては、今まで培ってきた豊かな潜在的条件を活かすために、従来の縦

割りの対応を超えて行政と行政、施設と市民、行政と市民、施設と施設、活動と活動を結び付け

る役割を発揮することが、これからの市民活動の動向に期待できます。 
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６ 学習する意義の理解について ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

生活に関連する学習は、主に女性を中心に行われています。この学習は、地域活動やボランテ

ィア活動を進める基礎になる学習であることを考えると、女性に比べ、男性にこのような学習へ

の関心が希薄なことや参加が少ないことは、実施する時間帯や方法・内容などの工夫などのほか

に、今後検討に値する問題です。仲間とともに学習し、活動することの意義や楽しさを理解し、

そのような学習・実践活動に気軽にアクセスすることができる機会を、特に男性に対して設ける

ことが今後の重要な課題となります。 

先に上げた『網走市次世代育成支援行動計画』（2005 年）の際のニーズ調査でも、「市に対し

て期待する子育て支援策」では、就学前児童の保護者の 11.2％が「子育てについて両親で学べ

る機会」をあげています（30 頁）。 

 

 

 

７ 女性の学習が抱える課題 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

一方、女性については、実際に地域活動やボランティア活動の担い手として活躍する人が少な

くありませんが、自らはリーダーになることが少なく、リーダーを務める男性の補佐役に徹する

ことが多くなっています。したがって、地域活動の基礎となるような生活関連知識や技術の学習

に取り組んでいるにもかかわらず、身近に取組んでいる学習を地域活動の実践に積極的に生かす

機会が少ないようです。そのような男女の固定的な役割分担を克服するとともに、学習で得られ

た健康や保健に関する知識や子どもの教育などに関する知識が、実際の地域での活動とを結び付

けるような学習にすることは、地域活動やボランティア活動を発展させていくために重要です。 
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８ 高齢者の学習 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

   『第３期網走市高齢者保健福祉計画・網走市介護保険事業計画』（2006 年）では、「高齢者の

生きがいづくり推進」についてふれ、（１）健康づくりの推進、（２）学習機会の充実、（３）社

会参加の機会の確保をあげています。特に社会参加の確保については、①老人クラブが行う生き

がいづくり・仲間づくり・健康づくり・地域づくりなどの多様な活動や指導者の育成、活動拠点

の確保等、高齢者の社会参加を推進する、②高齢者が身体的・心理的及び社会的に自立を維持で

きるよう、コミニュテイセンターや各地区の集会場等を利用した「高齢者ふれあい事業」の推進

を図る、③高齢者のスポーツ・レクリェーション、芸術文化等の活動を支援、④高齢者の豊富な

技能と知識を生かし，自発的なボランティア活動や異世代交流の推進を図る、という課題をあげ

ています（70－71 頁）。 

   また、社会教育分野では、シルバー健康体力づくり講座 2003 年延 724 人（実 78 人）、

2004 年延 724 人（実 78 人）、2005 年延 724 人見込み（実 78 人）、寿大学 2003 年 30

回 176 人、2004 年 30 回 192 人、2005 年 30 回 193 人（見込み）、移動高齢者

大学 2003 年 32 回 713 人、2004 年 31 回 616 人、2005 年 28 回 570 人

（見込み）などで、高齢者が学習と社会参加を進めています。 

今までの高齢者の社会教育活動を対象にした研究で明らかになっていることは、20・30 歳代

や 40・50 歳代では、「職業」や「育児・子ども」のことを学びたい住民が多いのに対し、60

歳代・70 歳代では「老後」と「健康・体力づくり」を学びたい住民が多いことです。また、特

に 70 歳代になると、知識を求めるよりも「つながり」をより求めるようになるということも指

摘されています。一方、「地域の社会問題」・「時事問題」・「自分の住んでいる町の歴史・文化」

などの社会的な項目で、『年齢の進行とともに学習要求率が高まる』という調査報告も少なくな

いことに注目することが必要でしょう。オホーツク・文化交流センターや博物館などの事業で、

これらの要求に応える事業の企画・開発が求められます。 

 

 

 

９ 社会教育の役割についての理解 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

グローバル化と「構造改革」の進展の中で、会社員や公務員の職場は厳しさを増し、職業に必

要な研修や学習の機会は多様に用意されていますが、それらの学習が、自らの｢生涯学習｣として

自覚することが困難な状況におかれており、学習については「何も取り組んでいない」と捉えら

れています。これは、その学習が自分自身を豊かにし、問題を解決する力につながるということ

が自覚できないからです。「気分転換」やストレスの解消をスポーツ活動の目的としてあげ、地

域づくりにも発展していく「つながり」をつくり出す学習と結び付けていく、「社会教育」が本

来期待されている役割を担うことできていない現状があります。 
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10 行政的社会教育と社会教育施設 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

   市の事業への参加・結集の状況をみると、積極的なのは女性・高齢者、職業では公務員・無職

の人です。参加しない理由では、情報が得られないこと（学生、漁業・漁師）と、関心がもてる

ものがない（農業・酪農業・林業、経営者・自営業、漁業・漁師）があります。例えば、地域の

産業や経済をどのように発展させるかなどをテーマにして学習する機会、さまざまな立場の市民

が自由に論議しあう機会が少ないことが、その要因になってはいないでしょうか。 

社会教育の拠点施設として、オホーツク・文化交流センターの存在価値が高まる一方で、老朽

化した市民会館の活用についての戸惑いのような結果がうかがわれますが、施設を利用しないと

いう回答がいずれの施設でも少なくありません。利用の仕方や親しみなどに農村地域と市街地で

は違いがあるようにも思われます（例えば、定期的に利用するのは市街地の住民、仕事に関わる

研修などで使うのは自営業者、お客さんや家族をつれてたまに訪問するのは農村地域の住民とい

うような？）。施設を活用して活動し、学習するサークル・グループの活力が失われていること

が、施設利用の状況に関わっています。特に市街地にある社会教育施設は、市街地の活性化とも

結び付けて利用しやすくするために、機能の分担や連携などのネットワーク化が課題です。 

  

 

 

11 博物館・美術館のネットワーク ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

   網走の社会教育施設の特徴は、道立の施設も含めて博物館・美術館が充実していることですが、

利用状況に関する調査結果をみるかぎりでは、これらの施設が住民に十分に活用されていないこ

とがうかがわれます。 

転勤族（土曜日・日曜日は網走を離れる単身赴任者を含む）や学生を対象にした「網走学入門」

のような体験活動を含む「地域を知る」学習の場を設け、網走市の魅力・網走の生活の魅力を再

発見できる機会を提供することは、もともと網走市に住んでいる住民にとっても有益なものとな

ります。施設での学習を基礎にしたボランティア活動の充実を図るなど、これらの施設の連携に

より実施されることが期待されます。 

   また、地域の人々が毎日の生活の充実の中に、博物館・美術館の存在を身近に位置付けること

ができれば、観光に訪れる人々にとっても魅力的な場所となります。『網走観光振興計画』（2005

年）においても、網走市の観光振興には、「『来訪者（観光客）にとっての網走』と『生活者（市

民）にとっての網走』の双方の面において魅力的な地域づくりに取り組んでいくことが重要な視

点になる」（３頁）と述べていますが、博物館・美術館のネットワークを中心とする「網走学」

の学びを発展させる条件を生かすことが期待されます。 
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資料 「網走学」の対象となる「地域の資源」の事例 

         出典：『オホーツク 100 の素顔 もうひとつのガイドブック』東京農大出版会、 

            網走市『網走市観光振興計画』（2005 年）14 頁 

■自然系資源  

・市民の憩いの壕 網走川  ・4 つの湖：能取湖 網走湖 濤沸湖 藻琴湖  

・流氷館と展望台がある名勝 天都山   ・水平線の見える能取岬  

・網走から望む斜里岳   ・四季折々の風景 感動の径   ・オホーツク海の幻想現象 幻氷  

・春を告げるフクジュソウ フキノトウ   ・網走市の花 エゾムラサキツツジ   ・平地に咲く水芭蕉  

・珍しいアオサギのコロニー   ・桜の開花は５月   ・新芽の緑が美しいカラマツ林  

・夏に映えるノボリフジ（ルピナス）の花   ・ショウドウツバメのコロニー  

・ハマナスの赤い花 朱赤色の実  ・ドサンコが草を食む風景  ・日本一のサンゴ草群落  

・サケ（カラフトマス）の遡上  ・秋のお花畑  ・濤沸湖のオオハクチョウ  

・晩秋に映える黄葉のカラマツ  ・ナナカマドの朱赤の実  ・網走湖 湖口のアザラシ  

・流氷の海に浮かぶ知床連山  ・流氷下に舞い踊る天使 クリオネ   ・流氷に埋め尽くされる海  

・大氷原からの日の出  ・凍りついた枝・樹氷  ・氷原に漂うケアラシ  ・ポンモイ柱状節理  

 

■人文系資源／文化系施設  

・北海道立北方民族博物館  ・網走郷土博物館  ・史跡モヨロ貝塚  ・監獄博物館  

・網走市水産科学センター「川と湖の学習館」  ・オホーツク流氷館   

・オホーツク文化交流センター  ・民俗資料館ジャッカ・ドフニ  ・史跡桂ケ岡砦跡  

・永専寺山門は網走監獄の正門  ・網走神社と絵馬  ・潮見神社と馬頭観音  ・鱒浦神社と絵馬   

・東京農大オホーツクキャンパス 

 

■都市基盤／観光交通系資源  

・オホーツクの表玄関 女満別空港  ・オホーツクの表玄関 網走駅   

・オホーツクの表玄関 網走港  ・オホーツク海に一番近い駅（北浜駅） 

・網走の商店街 アプトフォー  ・便利な商店街 3・3・3 通り 

 

■レクリエーション資源  

・ボンモイ海岸の潮干狩り  ・自然＋ウマ＋人間＝ホーストレッキング  

・夕日に染まるクルー（網走湖の漕艇）  ・網走湖の氷上ワカサギ釣り  

・スポーツトレーニングフィールド  

 

■農林漁業系資源／地場産品  

・魚市場 ・網走感動朝市  ・経験と勘がものをいう出漁  ・定置網によるサケの水揚げ 

・頭でっかちのエビ タラバガニ  ・秋の風物詩 秋アジの投げ釣り  ・ワカサギの氷下漁  

・畑は録のジュウタン ・北海道を代表する作物 ジャガイモの花  ・豊かな実り黄金色の麦畑 

・田園風景、牧草口ール 麦稈ロール  ・何処までも続く麦畑 

・畑作３作物（麦類・ジャガイモ・ビート）  ・機械によるジャガイモ収穫  ・ビートの収穫 

・融雪散布材、畑に描かれた幾何学模様  ・湯気立ち上る畑   

 

■祭り・イベント  

・あばしり七福神まつり  ・網走夏祭り 花火大会  ・7 月のイベント網走川祭  

・オロチヨンの火祭り  ・網走ハーフマラソン  ・東京農大オホーツクキャンパス収穫祭  

・冬の祭典・流氷祭り  ・アイスランド・ハートピア  
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これからの網走市の社会教育・生涯学習を考える場合、いくつかの積極的な傾向も同時に読み

取ることができます。 

高齢者には、コミュニティのつながりの希薄化への危機感が強く、それに基づいて、リタイア

後にボランティア活動や町内会活動への意欲が高いことがあげられます。また、漁業者や農業者

が環境問題についての関心が高いことなどが明らかになりました。 

一方、学生や若い世代には、環境問題をグローバルな視点で解決しなければならないと考えて

いる傾向が高いことです。その基礎には東京農業大学の存在が大きいと考えられ、社会教育にお

ける東京農業大学との連携の発展が期待されています。東京農業大学は、実際に産学連携のさま

ざまな取り組みをしており、それらの成果を市民が知り、学ぶ機会を設けることも重要です。 

 


