
 

平成２１年度生涯学習の施策について 

 

生 涯 学 習 課 

 

１ 基本方針 

人々が、生涯を通じて健康でうるおいを持って生きがいのある人生

を過ごすため、生涯学習の必要性と期待はますます高まってきていま

す。 

このため、現在まで継続して行っている各種セミナーに、より一層

市民の意見を反映させ、豊かな内容の学習機会を提供するほか、学習

情報の提供・学習相談を通じて、自主的な学習活動を支援するととも

に、人材の育成に努めてまいります。 

また、地域社会や家庭環境の変化に伴い、地域の一員としての意識

や連帯感が希薄化し、ひいては地域や家庭の教育力の低下を招いてい

ることから、引き続き、家庭・学校・地域が一体となって、青少年の

健全育成のための支援と、環境の整備を一層推進するとともに、明日

を担う子どもたちが心豊かでたくましく成長していくよう、様々な体

験活動等を指導、提供できる体制の整備・充実を図ってまいります。 

重点施策としては、公民館を地域における生涯学習の拠点並びに地

域コミュニティーの拠点施設と位置付け、人々が地域の課題や地域づ

くりに自ら取り組む「ひとづくり・まちづくり推進事業」を引き続き

推進し、地域の子どもは地域で育てる子ども地域活動や安心安全な街

づくりの推進など、地域と連携・協働した取り組みを支援します。 

図書館におきましては、専任の図書館長を配置し、運営体制を強化

する中で、学校図書館との連携を図りながら、その支援を実施します。 

 

２ 基本施策 

 (1) 生涯学習活動の推進 



 

  ア 多様な学習機会の提供 

     米子人生大学、公民館大学、よなごアカデミー等を開講し、

多様な学習機会を提供します。 

  イ 学習情報の提供と相談機能の充実 

     市民の学習ニーズに対応した学習機会と学習情報の提供及び

学習相談を拡充します。 

  ウ まちづくり活動等の支援 

     市民が主体となった、ひとづくりやまちづくりの推進を目的

とした「ひとづくり・まちづくり推進事業」により、市民の自

主的・自発的活動を支援します。 

  エ 図書利用の拡大と学習（読書）活動の推進 

     学校図書館との連携強化及び図書館ネットワークを活かした

インターネット予約等の周知普及を図るとともに、利用しや

すい情報サービスの提供に努めます。 

 

 (2) 図書館・地区公民館の整備 

  ア 図書館・地区公民館施設等の整備 

     「伯耆の国よなご文化創造計画」に基づいた図書館整備を推

進します。 

     男女別トイレへの改修をはじめとした公民館施設等の整備を

図ります。 

 

 (3) 青少年の健全育成 

  ア 青少年健全育成の推進 

     子ども会の育成者や指導者の養成等、青少年団体の活動支援

を図ります。 

  イ 児童文化センターの充実 

     市民が利用しやすいよう、開館時間の延長、ボランティアの



 

育成、移動図書館車の運行等、引き続き事業の充実に努めます。 

  ウ 子ども地域活動の支援 

     文部科学省委託事業として実施した「米子市子ども地域活動

支援事業（平成１６年度～１８年度）」の成果を引き継ぎ、各

種団体と連携し、各地区における子どもの居場所づくり等の地

域活動を支援します。 

  エ 米子市子ども会連合会主催の沖縄県読谷村との交流事業の支援 

     米子市子ども会連合会と沖縄県読谷村との交流事業を支援し

ます。 

 

 (4) 青少年の非行防止と有害環境の浄化 

  ア 少年育成センターの運営 

     少年指導委員への研修を実施し、補導活動を充実・強化する

ほか、「育成センターだより」を配布する等、広報啓発を強化

するとともに、補導の際メッセージカードを手渡し、相談活動

を充実します。 

     また、少年指導委員代表者会や少年育成センター運営協議会

を通じて、関係諸機関・団体との連携を図ります。 

  イ 青少年育成米子市民会議の支援 

     各地区青少年育成会や青少年関係団体の活動を支援し、青少

年の健全育成及び非行防止を促進します。 

また、広報啓発、健全育成事業を展開しながら青少年健全育

成運動を推進し、関係諸団体との連携強化を図ります。 



主 な 事 業 の 概 要 
 
担当課  生 涯 学 習 課 
 
【平成２１年度当初予算】 

（単位：千円） 

区分 事 業 名 
予算額 

（前年度） 
事  業  内  容 

継続 少年育成センター運営事業  
(要求額： 6,763) 

6,760 
( 6,913) 

青少年非行防止及び健全育成を目的とした少年育成

センターの運営 
 

継続 社教総務費事務費 
（生涯学習課） 

(要求額： 3,503) 

3,166 
( 3,192) 

市民の学習ニーズに対応した学習機会と学習情報の

提供及び学習相談 

継続 社会教育委員関係 
(要求額：   328) 

328 
(365) 

社会教育の振興を図るため、社会教育委員を設置 
（審議会委員報酬・旅費・消耗品費・協議会負担金

等） 
継続 社会教育活動総合事業 

(要求額： 1,399) 
2,435 

(935) 
人生大学、よなごアカデミー等の総合的な生涯学習

講座の開催（報償金・旅費・消耗品費・会場借料） 
人生大学：705 よなごアカデミー：230 家庭教

育支援チーム活動：930 ＰＴＡ子育て講座：570 
継続 青少年問題協議会運営費 

(要求額：   35) 
35 
(35) 

青少年問題協議会の運営経費 
（審議会等委員報酬） 
 

継続 成人式 
(要求額：  817) 

796 
(739) 

成人式に要する経費 
 
 

継続 社会教育施設情報化等推

進事業 
(要求額： 2,203) 

2,203 
( 2,203) 

公民館等のインターネット利用経費 
（通信運搬費・電柱使用料） 

継続 子どもの交流事業 
(要求額：  340) 

340 
(340) 

沖縄県読谷村と交流事業を実施している米子市子ど

も会連合会に対して、活動費の一部を助成 
（事業運営補助金） 

継続 青少年団体活動支援事業 
(要求額：  48) 

48 
(52) 

青少年育成団体の支援助成及び児童生徒の意識啓発

活動（旅費・消耗品費・出席負担金） 
 

継続 青少年育成米子市民会議

補助金 
(要求額： 1,000) 

1,000 
(1,000) 

家庭・学校・地域社会や関係機関及び諸団体が一体

となって実施している青少年健全育成運動を推進し

ていくための支援 
（事業運営補助金） 

継続 公民館運営費 
(要求額：313,377) 

310,847 
( 305,251) 

地域における生涯学習活動の拠点である市内２７公

民館及び分館２館の管理運営 
 



継続 公民館施設等整備事業 
(要求額： 7,000) 

6,488 
( 6,488) 

市内２７公民館及び分館２館の修繕整備（整備工事

請負費） 
（主な修繕箇所） 
・和田公民館給排水管改修工事 
・彦名公民館玄関庇裏修繕工事 
・その他緊急修繕工事 
 

新規 公民館施設等整備事業 
(要求額：52,002) 

45,587 
( 39,600) 

・就将・成実・淀江公民館及び大和分館の耐震診断 
・福米西公民館男女別トイレ・多目的トイレ設置工

事 
・福米東公民館男女別トイレ・多目的トイレ設置工

事・空調改修工事 
継続 図書館管理運営費 

(要求額：74,131) 
73,489 
(74,323) 

生涯学習の場である市立図書館の管理運営 
 
 

継続 図書資料費 
（旧事業名：図書購入費） 

(要求額：21,372) 

19,372 
(16,466) 

市立図書館の図書及び雑誌購入 
消耗品費（雑誌等）           1,372 
図書購入費（図書）           18,000 

継続 児童文化センター費 
(要求額：63,664) 

63,664 
(63,734) 

児童文化センターの管理運営 
指定管理料               63,013 
 

 
【６月補正予算】 

（単位：千円） 

区分 事 業 名 
補正予算額 
（補正後） 

事  業  内  容 

継続 公民館施設等整備事業

（政策分） 
 

52,893 
(98,480) 

・大高公民館農業集落排水施設接続工事：3,300 
・公民館男女別化トイレ・多目的トイレ設置工事 
（車尾・加茂・河崎・夜見・成実）：49,593 
※国の１次補正「経済危機対策」関連 

拡充 児童文化センター費 
 

4,000 
(67,664) 

・プラネタリウムのプロジェクター及び番組 DVD
等購入経費：3,000 

・児童図書の購入：1,000 
※国の１次補正「経済危機対策」関連 
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