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平成２１年度第２回米子市公民館運営審議会 会議録（概要） 
 
 
○日 時 平成２２年３月１５日（月） 午後２時から午後４時２０分 
 
○場 所 市役所第２庁舎 第２会議室 
 
○出席者 
【委 員】 
永田卓夫委員（会長）、勝部将之委員（副会長）、ト蔵久子委員（副会長） 
安達博志委員、岡田信行委員、佐々木邦広委員、實近孝子委員、早原彰子委員、福島多暉夫委

員、福島田鶴子委員、松原郁子委員、松本寿栄子委員、湯浅厚子委員、相見貴代子委員（社会

教育委員）、木下光子委員（社会教育委員）、寺岡利雄委員（社会教育委員） 
（欠席：足芝忠夫委員、植村ゆかり委員、内田信義委員、矢倉敏文委員） 

【教育長】 
  北尾慶治教育長 
【事務局】 
  生涯学習課：手島課長、渡部課長補佐、田中主任（社会教育主事）、佐藤主任（社会教育主

事） 
 
○日 程  
 １ 開 会 
 ２ 教育長あいさつ 
 ３ 委嘱状交付（社会教育委員・公民館運営審議会委員） 
 ４ 自己紹介 
 ５ 社会教育委員・公民館運営審議会委員の役割について 
 ６ 役員選出 
 ７ 役員あいさつ 
 ８ 議 事（※米子市社会教育委員も同席） 

（１） 平成２２年度公民館事業について 
（２） その他 

 ９ その他 
 10 閉 会 
 

    
 

１ 開 会 
手島生涯学習課長 

 定刻になりましたので、ただ今から平成２１年度第２回米子市公民館運営審議会を開会いたし

ます。進行をさせていただきます生涯学習課手島でございます。よろしくお願いします。 
 では、まず北尾慶治教育長からあいさつをお願いします。 
 

２ 教育長あいさつ 
北尾教育長 

 みなさん、こんにちは。本日は年度末のお忙しい中お集まりいただきましてありがとうござい

ます。また、このたびは、米子市社会教育委員並びに公民館運営審議会委員の任務をお引き受け

いただきまして誠にありがとうございます。 
 前回の公民館運営審議会において、米子市民自治基本条例検討委員会のみなさまにお越しいた

だいてレクチャーしていただき、ワークショップ等をしていただきました。その時の内容からも、
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生涯学習・社会教育はこれからのまちづくりの中で大きな役割を果たすものと思います。それか

ら、公民館・分館含めて２９館、また、米子市には児童文化センター、図書館その他、社会教育

に関わる施設がたくさんございます。４月１５日に旧日新小学校を利用した米子市埋蔵文化財セ

ンターが改めて整備されてオープンすることになります。そのようなたくさんの施設が市民のみ

なさまの生涯学習・社会教育に有効に活用していただかなくてはならないと思います。委員のみ

なさまにもそれぞれの立場からご意見・ご提言いただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 
 
手島課長 

 ありがとうございました。 

 
３ 委嘱状交付 
手島課長 

では、日程にしたがいまして委嘱状交付を行います。はじめに社会教育委員の委嘱状交付を行

います。お名前を読み上げますので、委員のみなさまはお１人ずつその場にご起立ください。 

 

【米子市社会教育委員委嘱状交付】 

 

手島課長 

続きまして、公民館運営審議会委員の委嘱状交付を行います。先ほどと同じように名前を読み

上げますので、お１人ずつその場にご起立ください。 

 

【米子市公民館運営審議会委員委嘱状交付】 

 

４ 自己紹介 
手島課長 

 では、委員のみなさまに自己紹介をお願いします。委嘱状をお渡しいたしました順番でお願い

します。 

 

 【委員、自己紹介】 

 

次に、本日この会に出席しております生涯学習課の職員が自己紹介申し上げます。 

 

 【生涯学習課職員、自己紹介】 

 

５ 社会教育委員・公民館運営審議会委員の役割について 
手島課長 

 続きまして、社会教育委員・公民館運営審議会委員の役割について、田中社会教育主事が説明

いたします。 

 

田中社会教育主事 

 【社会教育委員・公民館運営審議会委員について説明】 

 

手島課長 

 ただいまの説明につきまして、委員のみなさまから質問等ありますでしょうか。（質問なし） 

無いようですので次の「６ 役員選出」に移ります。 
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６ 役員選出 
手島課長 

 はじめに事務局から役員選出について説明いたします。 

 

事務局 

 役員選出について、２点お願いがございます。１点目は、会長１名、副会長を２名選出してい

ただきたいと考えております。２点目は、会長・副会長は「社会教育委員の会」「公民館運営審

議会」２つの会の会長・副会長を兼任していただきます。また、会長になられる方におかれまし

ては、「鳥取県社会教育委員連絡協議会代議員」も兼任していただきますことをご了承ください。

では、委員の選出をお願いします。 

 

手島課長 

 では、会長を１名、副会長を２名選出していただきたいと思います。ご意見のある方はお願い

します。 

 

湯浅委員 

 このたび、はじめて委員になりましたのでちょっと様子がわかりませんが、意見が出ないよう

ですし、もし立候補もないようなら事務局案を提示していただけないでしょうか。 

 

手島課長 

 ただいま、事務局案をというご意見をいただきましたが、事務局案を提示してもよろしいでし

ょうか。 

 

委員 

 はい。 

 

事務局 

 事務局案としましては、会長に永田委員、副会長に勝部委員および卜蔵委員に受けていただく

ことを提案いたします。 

 

手島課長 

 ただいま、事務局から提案がありましたがいかがでしょうか。 

 

早原委員 

 ご本人方は了解しておられるでしょうか。 

 

事務局 

 事務局案ということで了承をいただいております。 

 

早原委員 

了解しておられるなら私は承認します。 

 

手島課長 

 では、事務局案を承認される方は拍手をお願いします。 

 

委員全員 

 （拍手） 
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手島課長 

 では、会長を永田委員、副会長を勝部委員、卜蔵委員にお願いしたいと思います。会長・副会

長は前の席に移動をお願いします。（会長・副会長移動） 

 

７ 役員あいさつ 
手島課長 

 それでは、永田会長、勝部副会長、卜蔵副会長、ひとことずつご挨拶をお願いします。 

 

永田会長 

 失礼します。ただいま、会長の職を受けさせていただきました。高齢ですので交代をとも思っ

ておりましたが、もう１期ほど会長をさせていただきたいと思います。先ほど、田中社会教育主

事から社会教育委員と公民館運営審議会委員の役割について説明がございましたので重複して

申し上げませんが、社会が変わっていき子どもたちの将来についても多くの問題が出てきており

ます。社会教育はこれまで学校教育と連携して行われるということになっておりましたが、近年

では、社会教育と学校教育は連携を超えてさらに融合の時代に入ってまいりました。ますます私

達の任務は重要になりますが、みなさまのご支援をいただきながら職務をまっとうしていきたい

と思います。簡単ではございますが新任のあいさつといたします。ありがとうございました。 

 

卜蔵副会長 

 再任させていただきありがとうございました。私は、ここ数年、気をつけていることがござい

ます。私たち委員はそれぞれがそれぞれの分野で活動しておりますが、私は社会教育委員・公民

館運営審議会委員の委嘱を受けているということを意識して活動しています。特に公の場で発言

する時など、未確認情報で発言することに気をつけています。米子市で活動する際は、生涯学習

課の支援もあってどの課に行っても速やかに情報提供していただいています。迷いがあったとき

には担当の職員の方と相談して、正しい情報をもとに発言するよう今後とも心がけたいと思って

います。ありがとうございました。 

 

勝部副会長 

 今まで以上にできるだけ幅広くものが見えるように、という思いで努めていきたいと思います。

みなさまからもいろいろと学ばせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

手島課長 

 ありがとうございました。 

 

８ 議 事 
手島課長 

次に「８ 議事」に入ります。ここからは永田会長に議長として進行をお願いいたします。 
 

永田会長 

 それでは、ここから議長として進行させていただきます。「議事（１）平成２２年度公民館事

業について」、事務局から説明をお願いいたします。 
 

事務局 

 それでは、説明させていただきます。 
 

【平成２２年度公民館事業について説明】 
（１）公民館事業について 

・社会教育法・米子市総合計画における公民館事業の位置付けについて 

・公民館事業における基本方針について 
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・公民館における事業展開（広報事業、社会教育講座、体育・文化行事、ふれあい発表会・

作品展）について 

・関係団体による主な事業展開（ひとづくり・まちづくり推進事業、子ども地域活動の支

援）について 

 （２）生涯学習課事業について 

   ・職員研修等について 

   ・生涯学習推進事業（よなごアカデミー・米子人生大学、タムタムスクール、ＰＴＡ子育

て講座）の実施について 

 （３）予算について 

   ・平成２２年度公民館関係事業予算について 

 
永田会長 

 ただいま、事務局から説明がありましたが、このことにつきまして、ご意見・ご質問はござい

ますか。ただ、予算につきましては、現在、市議会開催中ですので議会に議案を上程している段

階でございます。 

 

勝部副会長 

 ふたつお願いします。本日は教育長も来ておられて、先ほどのお話の中にもありましたが、生

涯学習は幅広く、生涯学習課は教育委員会の全体を見る課だと認識していただきたいと思います。 

ふたつ目は、昨年、公民館祭に行ったときに感じたことですが、作品の発表や歌や踊りの発表

があり、その時「ぜひ、一緒に参加してください」という呼びかけはありますが、実際には発表

のみで、来られた方が「あ、いいな、やってみたいな」と思っても、参加するのは後日改めてと

なっていました。その期間、待たせることになります。また、高い楽器を買うことはできないと

思うので、そこで「ちょっと触れてみませんか」とか「ちょっと、筆を持って書いてみませんか」

ということをすると、それがつなぎの場となって、いろんな思いが次につながっていくのではな

いかと思います。いろいろな方の声を聞いてもったいないなと思いました。一部の人の公民館と

いう声も中にはありますので、何か広げていくチャンスを持ちたいと思っています。 

 

事務局 

 答えになるか分かりませんが、公民館祭において、サークル等が参加者に実際に楽器を持って

もらうような体験型の事業を行っている館もございます。もっと実施すべきというご発言だとは

思いますが、実施している館もあるということをお伝えしておきます。 

 

松本委員 

 毎年思うことですが、公民館の家庭教育に関する講座のことにつきまして、「もう、子育ても

終わったし関係ない」という参加者の声を多く聞きます。そして、この家庭教育講座の参加人数

が減っているようです。そのような、地域の方の子育てへの理解や支援する立場に立ってもらう

ような連携が必要だと思います。例えば、小学校でのコミュニティスクールなど公民館が核とな

ってつなげていくなど、講座を実施して終わりではなくて、講座が地域に活かせるような進展的

なものでなければならないと思っています。よって、講座を聞いた後に実践という形をとるため

に講座は２回必要だと思っています。公民館が核となって地域の子育てから青少年育成に講座を

つなげていってほしいと思います。その案については私も公民館に協力する考えでおります。 

 もう一つ、公民館のホームページのことで、子育てサークルが来られている公民館のなかで、

サークルの案内が掲載されていない館がありますので、掲載してほしいと思います。ホームペー

ジをみて子育てサークルに参加するという保護者の方もおられますのでお願いします。 

 

卜蔵副会長 

 勝部副会長と同じような意見ですが、昨年、公民館祭を回ってみましたが、これまで二日間だ

った日程が１日だけになったり、昔は展示スペースがいっぱいだったのに今は少なくなってしま



 - 6 - 

った公民館がありました。ここ数年、食べる方に重点が移ってしまっている気がします。先ほど

勝部副会長もおっしゃったように、発表の後に体験できるようなコーナーをもっと作ったら、公

民館祭が持っている役割を果たせるのではないかと思います。 

 また、先ほど、松本委員も言われましたが、現在、公民館で行われている家庭教育講座に参加

しておられる方は、子育てが終わられた年代の方が主です。できれば今子育て中の保護者が参加

できるような講座を実施してほしいと思います。それには地域の方の協力を得て託児を行うなど

して参加しやすい工夫が必要だと思いますが、そうすれば、普段あまり公民館に来られないよう

な方に来ていただけるのではないかと思います。 

 

事務局 

 質問に対する答えではありませんが、いろいろご意見をお聞きする中で、一つは、公民館祭の

日程が短くなったことや展示が少なくなったことについては各館ともそのような悩みはありま

すが、そのままにしているわけではなく各館が工夫をしています。私も公民館祭を回りましたが、

先ほど申し上げましたように参加型を取り入れている館もございますし、作品が少なくなったこ

とに対しては、団体やサークルの紹介とあわせて、作品の近くに作品の作り方などを展示するな

どの工夫もしております。また、大学のサークル勧誘のようなこともしています。二つめは、家

庭教育の講座につきまして、公民館の事業のみならず、このような講座は来てほしい方になかな

か来ていただけないため工夫をしていかなければなりません。学校との連携につきましても、図

っていただいている館もございます。また、高齢者や託児を必要とするようなお子さんと一緒に

なるような事業を実施している館もございます。このような取組みを積極的に紹介して、各館に

広めていきたいと思っています。 

 

早原委員 

 今の事務局のお話に関連して、人材育成に努力しておられることも良く分かります。問題はそ

の人材をいかに活用しているかということです。資料にも、地域ボランティアスタッフとの連携

とありますが、例えば、私も高齢社会をよくする会や男女共同参画推進会議などにおいて、委員

に「みなさん、それぞれ自分の地域で何か役立つことをしましょう」と奨励しています。今年度､

公民館で地域の方との交流を実践しました。富益公民館と五千石公民館において、子育てに関す

る方、折り紙をしておられる方、また、配食サービスをしておられる方等いろいろな形で公民館

に来られる方と高齢社会をよくする会のメンバーが交流会をし、何か私たちが役に立てる事はな

いかと話し合いました。日頃から顔なじみになるということも目的に実施しましたが、これがと

てもよかったです。今後も、多くの公民館で実施したいと思っています。しかし、高齢社会をよ

くする会のメンバーが多い地域は実施しやすいですが、少ない地域は実施しにくいので公民館に

も協力してもらえたらと思いますし、会のメンバーも子育てや介護・認知症の問題などについて、

地域とつながり、役に立てることも多くありますので、活用していただけたらと思っております。

よろしくお願いします。 

 

福島多暉夫委員 

 私は、米子市文化協議会に所属しておりますが、協議会には文化団体が約８０団体加盟してお

りますが、近年、後継者が少ないことが問題となっております。そこで公民館の話を今伺って、

生涯学習と文化の連携、公民館祭と地域文化団体との連携が必要かと思います。例えば、公民館

に優れた団体がいらっしゃったら、美術館で作品展示するなど、次のステージがあればと思いま

すので検討して改善してみてはと思います。 

 

卜蔵副会長 

 今、公民館も地域の子育てにいろんな形で関っていかなくてはならないと思いますが、取組み

のモデルとなる公民館を数館作ることは可能でしょうか。家庭教育講座に関して。 
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事務局 

 具体的にこの場でいつからということはお答えできませんが、現在、実施している取組みの紹

介は進めたいとは思います。 

 例えば、人権の関係でも劇団の紹介を行うなど、公民館に情報を流しております。モデル館と

いう考え方もあるかもしれませんが、取組みにあたってどのような方法があるかということにつ

いては情報発信したいと思います。 

 

永田会長 

 ちょっと松本委員の意見に関連して、今、子育てサークルが来ておられる公民館はどのくらい

ありますか。 

 

松本委員 

 子育てサークルは、全校区にありますが。永江地区だけ活動しておられませんが。 

 

卜蔵副会長 

福生西もありません。 

 

松本委員 

福生西は相談会をしておられます。 

 

卜蔵副会長 

相談会ではなく、サークルとして。 

 

松本委員 

私は、家庭教育講座は、もちろん未就園の子どもさんの保護者も対象ですが、小学校の保護者

対象の講座も必要だと思います。また、その地域の元気な高齢者などがコミュニティスクールに

関わるということもあるので、私は子育てサークルには限っておりません。 

 

永田会長 

 市外のある公民館で、乳幼児親子ふれあいの部屋として、保護者と乳幼児が集まって、特に演

説を聞いたりするわけではなくお互いが子どもたちを見たり、どんなおもちゃが良いだろうかと

いう話になれば、おもちゃの先生を呼んできて、また、どんなお菓子がよいだろうかとなればお

菓子の先生を呼んでくるというようなある程度自由な取組みをしておられる地区があります。子

どもも人見知りしなくなったりするそうですし、周辺の他の地域では実施していないので地域外

の保護者も参加するそうです。このように、公民館職員に負担をかけなくても、ボランティアで

実施できるという事例もあります。 

 

松本委員 

 現在、米子市の公民館でもそのような取組みをしておられるところもあります。 

 

永田会長 

 はい。公民館職員に負担をかけるのはよくないが、ただの部屋貸しで終わるというのもよくな

い気がします。今後、考えて行かなくてはならないと思っています。 

他にご意見ありませんか。 

 

相見委員 

 一部の地域のことだと思いますが、私が知っている話で、子ども会や公民館の事業のチラシを

学校で配布していただきますが、申し込み用紙は必ず公民館に持っていくように子どもたちに言

われて、学校では一切回収しませんと言われました。学社連携といわれますがなかなか難しい地
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区もあります。 

 

卜蔵副会長 

 今の相見委員の意見について、平成１６年から１８年まで３年かけて文部科学省の委託事業で

「地域子ども教室推進事業」を実施しました。このとき、全公民館に地域の方を中心とした実行

委員会を立ち上げておりますが、当然、小・中学校の校長先生もしくは教頭先生が実行委員とし

て関わっておられました。子どもの事業に関しては、まず、学校に事業の案内とチラシの配布を

お願いし、申込も受け付けていただきました。先ほど、相見委員が言われた地域は、学校との連

携が上手くいっていないのかと思いますが、多くの地域は学校も地域に協力をお願いされること

もありますし、地域の中にある学校、公民館、そしてそこで生活している地域住民が情報を共有

しています。私は、学校がより近くなってきたと感じていますが、残念ながら、地域によっては

学校と公民館の関係が上手くいっていないところもあるようです。 

 

湯浅委員 

 このたび、はじめて公民館運営審議会委員に委嘱していただきましたが、私は、市子ども会連

合会会長をしております。公民館や子ども会の役員さんにもいろいろとお世話になっております

が、地域よって温度差があって広報活動などがやりにくい地域もあります。私事ですが、今、裏

千家茶道の指導者をしております。学校茶道協議会という組織がありまして、学校茶道の取組み

として、私の場合は、就将小学校にお願いし、今年度１６回クラブ活動として学校茶道を実施し

ました。約１６名の子どもが参加しました。場所は、学校のランチルームのほかに就将公民館の

和室もお借りして実施しました。公民館も大変快く受けてくださいました。学校と公民館が上手

く連携とりながら実施していると思います。私は、公民館だよりも楽しみにして読ませていただ

いておりますが、公民館大学も大変充実していると思います。地域によって、本当に温度差があ

ると改めて感じています。 

 

永田会長 

 他にご意見はありませんか。 

 私からひとつ。資料にあります「ひとづくり・まちづくり推進事業」について、これは公民館

の事業であるのか、公民館運営協議会や運営委員会に予算が下りて行う事業なのか、どのように

なっていますか。 

 

事務局 

 「ひとづくり・まちづくり推進事業」についてですが、事業の内容等を考えていただくのは運

営委員会や協議会でとしておりますが、事業主体としては実行委員会形式で行い、支出していた

だいております。 

 

永田会長 

 そのようになった経緯は、以前、この米子市公民館運営審議会はなくて各公民館に運営審議会

があり委員に報酬が出ていましたが、今はそれがなくなりました。しかし、事業は続くというこ

とで予算を取っている。つまり、私が考えるのは、「ひとづくり・まちづくり推進事業」は公民

館での大きな事業です。会則を見ていただければ分かると思うが、運営委員会や協議会は、公民

館事業に委員が住民の意見を聞いて出して協力するのが委員であって、私は、委員会が事業主体

になるということは違うと思います。この「ひとづくり・まちづくり推進事業」について、公民

館長が主導して公民館が運営委員会を伴って事業をするなら分かるが、なにか公民館事業でない

ような感じがしますがいかがでしょうか。 

 

事務局 

 若干､先ほどの説明を早口でしてしまいましたので、言葉が足りない点があったかもしれませ

ん。まず、会長さんのご指摘のとおり、公民館運営協議会・運営委員会は、合併後に各地域に設
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置されました。この事業の主たるねらいとしては、各地域の問題・課題、もしくは新たに取り組

んでみたいというものなど、各地域に住んでおられるみなさんのお知恵とお力をお借りしながら、

実際に主体となって取り組んでいただくというのが大きな目的です。資料７ページの「ねらい」

の欄にも「主体的に地域における課題や地域の人材育成に取り組むことのできる体制を構築す

る」とあります。「ひとづくり・まちづくり推進事業」がはじまって５年経ちますが、スムーズ

に実施している地域とそうでない地域があろうかと思いますし、また、それぞれの地域の取り組

み方、課題、環境も違っておりますのでかなりばらつきが出てきているというのも事実でありま

す。この点については、現在、公民館事業ならびに各種団体事務等について、協働推進課と生涯

学習課が実態調査を行うため、共に各公民館を回っております。今年度か来年度あたりでこの調

査が一旦終わると思いますので、その中で課題が出てくればまた対応しなければならないと思っ

ています。予算の流れについてですが、会長も言われたとおり、公民館運営審議会といういわゆ

る市の公的な組織であれば、支出面でも問題なかったのですが、各地区の公民館運営協議会・運

営委員会は任意の組織であり、公民館にお金が出ているという形になっていますので、少し分か

りにくい会計方法になってしまい、もしかしたら地域によっては若干、この取組みと予算のあり

方について誤解を招いている部分があろうかと思います。この点については、本日、ご指摘いた

だきましたので持ち帰って検討させていただきます。 

 

永田会長 

 ありがとうございました。最後に一つ、現在、財政が非常に厳しくて、このようなときには社

会教育が槍玉にあげられます。米子市はどうかわかりませんが。市長・副市長に社会教育、公民

館事業を認識してもらうために市長と公民館長が直接話し合う機会が今もありますか。 

 

事務局 

 はい。あります。 

 

永田会長 

 分かりました。市長に公民館の生の声を届けて、財政が厳しい中で少しでも対策を練っていた

だくようにお願いしたいと思います。 

 

松本委員 

 ひとつお聞きしたいのですが、加茂校区で公民館のいろいろなサークルと中学生が夏休みに交

流しておられました。河崎公民館と加茂公民館で実施しましたが、そのような取組みは加茂校区

だけでしょうか。独自の取組みでしょうか。すごくよい取組みだと思ったので他の校区でも実施

していただけたらと思いました。 

 

事務局 

 サークルに児童・生徒が参加するような取組みがなされているかということについて、具体的

な数値は今すぐには出ませんが、週５日制をきっかけにして主に土･日曜日のサークルにどんど

ん参加してくださいという取組みは各地で行われております。授業の一環としてというようなま

とまった取組みではありませんが、門扉を開いたことで、例えば囲碁教室の参加者が増えたとい

うことはあります。 

 

北尾教育長 

 先ほどのご意見について、加茂中学校での取組みは２０年目になります。文部科学省の道徳の

研修指定を受けた時に地域とのつながりということで公民館の協力を得て始まった事業が続い

ています。お話しを聞いて改めて思ったのですが、子ども、学校、地域のつながりを考えますと、

小学校はいろいろな形でつながっていますが、中学校となると地域の方も少し遠慮されるように

思います。例えば、中学校区の地域の運動会の開催日を同じ日にして、その日は中学校の部活を

やめ、生徒が地域の運動会に役員として参加するという取組みや、あるいは、公民館祭に地域の
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吹奏楽部の子どもたちがでて演奏するなどの取組みをしておられる地区もございます。もっと中

学生の普段の姿をみていただくような出番を公民館と連携してできればよいと考えています。 

 

卜蔵副会長 

 福米中学校は、生徒が公民館祭のオープニングで演奏して、一人ひとりどこの小学校の出身か

などを紹介しておられます。運動会も中学生が役員として参加しています。 

 

永田会長 

 その他、ご意見ありませんか。 

 

寺岡委員 

 私は、啓成公民館の館長ですので啓成公民館の話しかできませんが、今、お聞きしたところ、

よい意見をたくさん言っていただいたと思います。松本委員も言われましたが、子育てサールク

ルのことをホームページに掲載することについては可能だと思います。その点につきましては、

生涯学習課から公民館に伝えていただけたらと思います。しかし、私も、公民館に来られる保護

者にいつも声をかけて、「講演会するなら講師呼ぶよ」と言うのですが、全然反応がありません。

どっちに問題があると言うことではないと思います。ただ「ダメだ。ダメだ」ではなくお互いよ

く話し合って進めて、できることはできるようにしていく、それがこの審議会委員のみなさんの

力だと思います。また、委員のみなさんも各公民館に出かけていただかないと分からないと思い

ます。みなさん、どのくらい公民館に出かけられますか。私は、米子市の審議会なら、米子市の

各校区から委員に出ていただかないと自分の校区の公民館のことだけでは意見が偏るのではな

いかと思います。それほど、各公民館ではそれぞれいろんなことをしています。２９館もありま

すと一律にすると言うのは無理です。ですから、もっと他の地区の公民館にも出かけていって公

民館職員と膝を突き合わせて話をされないと何もよくならないと思います。例えば、公民館で行

う学習講座は１４講座行ないますが、予算は１６１，０００円です。公民館もみなさんがおっし

ゃるような講座をやりたいと思っています。でも、１６１，０００円しかないんです。本当に限

られたことしかできません。これはぜひ頭に入れておいてください。できないことをするよう言

われても困ります。審議会は公民館を批判するのではなく、逆に公民館が困っていることを市に

言っていただくのが審議会ではないでしょうか。本日、はじめて運営審議会に出させていただき

ましたが、そう感じました。私もできることはします。みなさんもできることをそれぞれの場や

ってください。先ほどの子育てのことについてもそうです。私は今、小学校との連携ということ

で、高齢者が学校に出かけてサロンをしようと思っています。子どもとふれあうことは高齢者に

とっても良いでしょうし、また、身体検査の手伝いや花壇の手入れなどを行なって交流を始めよ

うと思っています。このように公民館によっていろいろな取組み・方法がありますので、ぜひそ

れぞれの公民館で話をしてみてください。よろしくお願いします。 

 

卜蔵副会長 

 一つ質問です。私の思い違いだったら申し訳ないのですが、これまで旧淀江町の職員は旧淀江

町内の館への異動はありますが､旧米子市への異動はないように把握しています。何か理由があ

りますか。中には「なぜ？」と疑問をもっている職員もおられます。 

 

事務局 

 旧淀江町の公民館は、旧米子市の公民館と業務が違っておりました。淀江の教育委員会の分室

がなくなったときに分室の事務を移管したという流れもありましたが、旧米子市のように、公民

館と自治連等との連携のあり方をこれから構築していこうとしています。また、本館と分館のさ

まざまな分担の調整についても昨年から本格的に始めていますので、今の時点で、旧淀江町にお

られた職員の異動は少し難しいかなと思っています。 
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永田会長 

 他にご意見はありませんか。ないようでしたら、以上を持ちまして、終了いたします。大変熱

心にご意見・ご質問をいただきありがとうございました。 

 

事務局 

 ありがとうございました。 

 

９ その他 
  （連絡事項等、特になし。） 

 

１０ 閉 会 


