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平成２２年度第１回米子市公民館運営審議会 会議録（概要） 
 
 
○日 時 平成２２年１１月２２日（月） 午後２時から午後３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） 
植田潔委員、湯浅厚子委員、梅林浩史委員、福島多暉夫委員、内田信義委員、早原彰子委員、

松本寿栄子委員、福島田鶴子委員、岡田信行委員、實近孝子委員、 
（欠席：佐々木邦広委員、安達博志委員、植村ゆかり委員、松原郁子委員） 
【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）、相野主任 
 
○日 程  
 １ 開 会 
 ２ 議 題 
（１） 公民館事業について   
（２） その他 
 ３その他 
（１）公民館長の任命について 
 ４ 閉 会 
 

  

手島課長 
みなさんこんにちは。生涯学習課長の手島です。本日は、お忙しいなかお集まりいただきまし

てありがとうございます。みなさんご存知のように公民館につきましては、１１月１４日が公民

館祭の最後で、公民館祭も終わりまして、公民館大学の各種講座も終盤に近い状況となっており

ます。３月の時に、今日お配りしております公民館事業ということでご説明をさせていただきま

した。本日は今年度実施されております各公民館大学の各種講座のチラシをつけさせていただい

ております。それから、市の方でやっております人生大学、米子アカデミー、タムタムスクール

についてのチラシも今年度実施しているところで配布させていただいております。３月の審議会

のときに例えば家庭教育講座について子育て中の保護者が参加できるような開催の仕方、いろい

ろな工夫の仕方についてご意見をいただいております。公民館によっては託児のボランティアの

方をお願いして保護者の方が参加し易いようにしているところもございます。本日は特にご審議

していただく事項がないですが、公民館講座のあり方などについてご意見を賜りたいと考えてお

りますので、どうぞよろしくお願いします。次に議事に移りたいと思います。議事の方は永田会

長よろしくお願いします。 
 
永田会長 
ありがとうございました。本日は、２２年度の第１回の公運審を招集いたしましたところ委員

の皆様にはご多忙のなかご出席をいただきまして誠にありがとうございます。今日の議題は今、

課長からお話がありましたように公民館事業その他、そして公民館長の任命について皆様方から

ご審議を賜りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。簡単ですが、開会にあたり一言ご

挨拶を申し上げました。大変ご苦労さまでございました。ではこれからの議事進行につきまして

は私の方で議長として進行をさせていただきます。まず、公民館事業について生涯学習課の方か

ら説明を願います。 
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田中社会教育主事 
 皆さんこんにちは。米子市教育委員会生涯学習課社会教育主事の田中と言います。よろしくお

願いします。 
  
 
公民館事業ついて説明 
 
 
渡部課長補佐 
 係長の渡部です。補足の説明をさせていただきます。 
 
 
追加の資料（各公民館の社会教育講座の一覧）について説明 
 
 
永田会長 
 ただ今、平成２２年度の公民館事業、続いてさらに公民館が開催する社会教育講座の概要につ

いて提案、報告がありました。既に２２年度も半分以上通過しまして公民館の大きな行事も公民

館祭を最後に終わっております。後は第１９回の米子市公民館ふれあい発表会が今月の下旬に残

ってという実情でありますが、実施しましたもの、あるいはこれから実施するもの等を含めまし

てただ今の提案について質問がありましたらお願いします。 
   
ト蔵副会長 

 すみません。今資料を貰ってだいたいはわかっていますが、これを少し読む時間を頂戴でき
ませんでしょうか。 

 
松本委員 

すみません。いいですか。 

 

永田会長 

 はい、どうぞ。 

 

松本委員 

３月か去年か忘れましたけれども、公民館大学等で人生大学とそれからアカデミーと重なる部

分もあるし、公民館職員さん達が公民館大学の企画をするのに同じようになってしまって、すご

く大変だということを前回言わせていただいて、もうちょっと縮小とか、無駄にならないような

感じにしたらどうでしょうという話をしたと思います。３月に公民館の事業の説明をして、職員

さんたちに、その辺のところで、今年も同じような事業をするよと言ったときにそういう話はで

なかったですか。 

 

手島課長 

 ３月の時にご意見いただきまして、その時は例えば人生大学に同じコースがあり、重複してい

ますが、なかなか地域にしか出かけられない方もおられることはお答えしたと思います。それか

ら現実問題として、３月時点の事業説明のときは、だいたい次年度の予定が組まれているという

状態です。ですから説明してそれが反映されるのが翌々年度からになります。社会教育講座は公

民館大学と各種講座という区分に分かれておりまして、年間１４講座以上お願いしていますが、

現実には４２９講座を各公民館でやっていただいておりますけれども、公民館大学の方で家庭教

育講座とか人権講座をしなければならないということではなく、例えば、家庭教育講座も範囲が

広いので、子育て講座などターゲットを絞っていった時は、公民館大学の中ではなく、各種講座



 - 3 -

の方で、単発の中でということを考えていかないといけないかなと考えております。各地域にお

いて実際に大学や講座を公民館におまかせではなくて実行委員さんなどが企画、実施されている

ところもありますので、その辺は各公民館での意見を尊重しながら、話を早めにしていかなけれ

ばならないと思っています。公民館によっては時間帯を午前中にしたりとか、いろいろ変えたり、

託児ボランティアをお願いしたりしています。 

 

松本委員 

 先ほど、言われましたように、子育て講座などは託児がないとじっくりお母さんたちも聞けま

せんので、託児つきという形にもっていってもらうようになると思いますが、そこでボランティ

アさんだけではやりきれなくて、託児の保育サポーターさん等をお願いして、予算をつけるとい

うふうにしないと、なかなかこれからの若いかたの育ちには至らないかなと思いますけれども、

その辺のところも今後考えていただけるかなと思います。それと田中さんもインターネットの指

導員ですね。ここに載っているのも加茂だけしか載ってないですよね。お年寄りの講座にもどん

どんもっていかないと、今すごくインターネットの害とかそういうものがありますので、そうい

うものも家庭教育の一環として小さな子どもだけでなく、お年寄りから子どもまでという形がす

ごく必要ではないかな、世代の関係というので感じておりますので、ぜひそれは今後入れていた

だきたいと思っております。よろしくお願い致します。 

 

手島課長 

 最初の方の託児ボランティアをお願いするというのは予算のこともありますので、これは講座

の中での話しですけれども、この講座以外にも、例えば、地域のお年寄りとか老人会とかで子育

てに関する交流会みたいなことをやっているところもありますので、そのようななかで、講座を

持っていただくという、要するにボランティアとしてではなく、そのような発想もあるのかなと

思います。公民館の実態調査をやっていまして、本来ですと、今日にでも報告させていただけれ

ばいいかなと思っていましたけれども、間に合いませんで、公民館を拠点とした地域活動をいろ

いろ取りまとめていって今のようないい例とか課題を整理しながら、今後の展開を提案していく

ということを現在進行形でやっております。 

 
早原委員 

 施設整備のことで、お尋ねしますが、最近、行政相談にくる苦情のなかで公民館のトイレの改

修の問題が続いています。今ちょうど公民館の一覧表をもらっていますので、この内でまだ回収

ができていない公民館を一度教えていただけませんでしょうか。だいたい年２つずつということ

を以前からお聞きしておりまして、その費用は年間いくらの予算か教えてください。 

 

手島課長 

 トイレ改修工事として今年度、彦名・富益を実施するところですけれども、トイレの男女別化

と合わせて多目的トイレの設置をしております。来年度以降残っておりますところが、崎津、和

田、大篠津、尚徳、五千石の５館です。 

 

早原委員 

もうあと５つですか。 

 

手島課長 

 そうです。男女別化にはなっているけれども多目的トイレがまだのところが明道、福生東、大

高、淀江があります。改修の順序といたしましては、公民館によっては１階２階にトイレがある

ところと、１階にしかないところがありまして、１階しかないところは優先的に男女別化を図る、

次が世帯数の順番、ただし途中で下水とか農集の工事があるときにつきましては合わせてすると

ういう一応の目安があります。 
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早原委員 

ではもう３年ぐらいしたら全部終わりますか。 

 

手島課長 

できるだけ前倒しでやっております。実は２１年度につきましては、経済対策として国の補正

予算がありましたので７館やらせていただきました。今後もそのようなことがあれば機会をとら

えて予算のつきしだい、最低でも２館ないしは３館やっていきいと思います。また、年間の予算

ですけれども設置の仕方にもよります。例えば外に増築をして女子トイレとか多目的を外に出す

だけでしたら安価にできますが、中で改造をすると結構かかります。トイレの後ろの敷地のあり

ようによって単価が違いますけれども、だいたい１０００万前後という予算です。 

 

ト蔵副会長 

 今渡していただいてだいたい目をとおしましたけれども５分か１０分、目を通す時間をいただ

ければ、今いただいた各館の講座の一覧表を読ませていただけるかなと思って提案しました。 

 

湯浅委員 

 今の講座を見せてもらって気がついたことは、同じ講座が何館でも行われていますね。そもそ

もこの講座を決められるのは、こういう講座がありますよというような一覧があってその中から

選んでもってくるとかあるのでしょうか。 

 

田中社会教育主事 

 まず、同じ講座が重なる理由の一つとしては、年間事業が終わりましたときに、全ての公民館

からこのような講座をしましたという詳しい報告書が流れてきます。これを情報共有のために、

全ての館をまとめたものを全ての館に配布をしていますので、参考にするということは，多分に

あろうかと思います。講師選定につきましては、先ほど課長もちょっと触れましたが、公民館の

方でコネを作って、文化部員さんですとか受講生の皆さんにお計りをしているという地区もあり

ますし、逆に文化部員さんだとか受講生の方のコネと言いますか、こういう話を聞きたい、それ

に沿った講師さんを公民館さんに任すなどいろいろな形があり、一概にこういうシステムですの

で必ずこうだとは言えませんが、現状はそうなっています。やはり講師を探すときに一番苦労す

るのは、お話が上手な方をいかに探すか、そうなってくると一度呼ばれた方というのはその評判

ですとか、実際呼ばれてどうだったという情報収集がし易いですので、どうしても人気の講師さ

んについては次の年度、出番が増えるという傾向はあるようです。 

 

湯浅委員 

 ありがとうございます。これを拝見して子ども会の育成者研修に使えるものがないかなと同じ

ことを考えましたので、どのような方法で選んでいるのか、共有されているのは昨年か一昨年に

同じ講座が他の館で開かれたということですね。 

 

田中社会教育主事 

公民館講座に限らず、公民館はいろいろな団体の事務局と関わりをもたせていただいておりま

して、例えばＰＴＡの研修で呼ばれて良かったですとか、子ども会の研修会で呼んだら良かった

ですとか、そういった情報も内部ではあるようです。それについては、生涯学習課の方には公民

館事業としての講座以外の情報は入ってきませんので詳細はわかりませんが、さまざまな講習会

ですとか講座が市内ではいろいろな団体が主催しておられるという現実がございます。 

 

渡部課長補佐 

 補足の部分ですけれども、講座について市役所内の別のセクションからもこういうのをしても

らえませんかという提案はいただいております。それを公民館の方に流すようにしておりまして、

つい最近も人権教育の関係で劇をされるというお話がありましたので、そういうものがあると公
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民館に流しました。それともう一つ、西部医師会の方から適正受診の関係で話をしたいというこ

とがあり、それも今日的課題かと思っておりまして、公民館の方にしていただくように今話しを

進めております。そのようなケースもあります。 

 

實近委員 

 公民館大学の講座を決めるときに、よその館はわかりませんが崎津は閉校式の時にワークショ

ップをして、次年度どういう講座をしたいかというのをやっています。それを集約して今年度中

に計画を立てて各役員と公民館で決めています。先ほど言われましたが、人生大学と重なってい

るものがいっぱいあるのではないかと言われますが、崎津で公民館大学に出る人は６０人ぐらい

いますが、毎月楽しみにしている方がいっぱいます。崎津で人生大学に行っているといったら、

１人か２人です。だから地域では聞けるけれども米子市の開催の人生大学に行っている人はわず

かなのではと思って話を聞きました。同じ話を聞いている人は人生大学に行って、地域にも行っ

て、アカデミーにも行くという人は何度でも同じ話を聞けるでしょうが、地域に出ている人はあ

まり米子市の講演に行っていないのではと思って聞いていました。だから、重複するというけど、

公民館が講師を選ぶ時に、他の館でやっているのでうちも呼ぼうという館もありますが、受講生

が自分たちで組み立てるという館もあります。 

 

松本委員 

 公民館大学を削るとかそういう問題ではなく、公民館を重視するならば、人生大学を削るとか

そういうこともあるのかなということでお願いしています。 

 

實近委員 

反対に地域には行かなくて米子市には夫婦そろって行くという方もいっぱいおられます。さま

ざまではないのですか。 

 

松本委員 

そのようなことも含めて公民館職員さんと事務局との話し合いが必要ではないかと思います。 

 

勝部副会長 

 各公民館で人材バンクを作っていますが、それが役割を終えたのであればいったん全部さらに

して、そこでもう一度人材バンクを各分野にどのような人がいるかを探し出すと、自分たちの地

域の課題にあったような人がいるのではないのかなという気がしています。人材バンクも亡くな

られたのにそのままになっているとか、片方では人権講座を開いているというのが気になってい

て、例えば私も随分前に県の方で名前を出しましたがそのままですね。登録している人は、考え

ながら返事をして、もしかしたらくるかもしれないという心の準備をしながら、でも使われてい

る人は限られています。もう一度人材バンクを洗い直す、あるいは役目を終えたというところで、

いったん新たにして探し出すということにしないと、限られた人の名前だけが次々あって、もっ

と身近なところにおられるような気がするのですけれども、どうかという気がします。 

 

早原委員 

 県の人材バンクは毎年更新です。それで私は、今年はお断りしました。 

 

 

勝部副会長 

 ただ、３年ぐらいのスパンで探し出すと、また新たな先が読めていくのではないのでしょうか。 

 

ト蔵副会長 

 関連しますが、公民館の情報収集・コーディネーター機能ということですけど、やはりいかに

地域の情報を知りえているかというところに係ってくるのかなと思います。情報収集をする何か
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方法論を取られているところは、来る人、来る人に聞かれていますが、そこのところをきちんと

データとしてもっておられれば、人生大学や公民館大学は何十年継続してきているということは

いろんなデータベースはもっておられると思いますが、最近の人材と言いますかそういうところ

を毎年新たに情報収集されていけば、もっと地域に身近な講師さんがおられると思います。外部

から呼ばないといけない講師もおられると思いますが、地域の身近な人からお話を聞くのも一つ

の方法かと、私も崎津は感心をしております。一生懸命全職員で対応しておられるけれども、も

うちょっとお見えになる人たちも自分たちでできることは自分たちでするという意識を持ち合

わせわせていかないと、職員だけが右往左往している館も何館かありますけれども、いっぺんに

自立はできないと思います。これだけ生涯学習で沢山学んでいらっしゃいますからどこかで、地

域貢献をしてくださればと、これは永遠の課題になるかもしれませんが、そういう仕掛け、仕組

みづくりを公民館職員だけでなくで、運営審議会なり、運営協議会なり、運営委員さんたちがそ

このところを視点として捉えてくださればもう少しいろいろな意味で連携が取れるのかなと思

います。 

 

田中社会教育主事 

 人材バンクについてご発言がありました。かつて各公民館で人材バンクをどれくらいの館で取

り組んでいたか、今わかりませんけれども、以前、約１０年前まで米子市の公民館要覧というと

いうものを生涯学習課で作っておりました。公民館の位置ですとか大きさ、サークルですとかい

ろんな情報をまとめた１冊の台帳のようなものです。各サークルの講師の先生ですとか活動を指

導していただける方の名前が載っておりましたので、それが人材バンク的なものだったのかと思

います。その課題に一つは、先ほど勝部委員さまも早原委員さまも言われましたが、登録したけ

れども活動の場がない、人材バンクができたころはいかに情報を集めるかが主の目的でしたけれ

ども、今後はそういった方の活動をどう結びつけるか、それこそコーディネートという言葉を使

っていますが、いわゆる仲人役をどこがするのか、どこまでフォローするのかと思います。です

ので、資料に戻りますが、基本方針としてあります住民が主体的に活動できる地域づくりのため

には、地域内での人材活用をいかにしていくかというとこでありますので、それを考えていかな

いといけないかなと思います。 

 

永田会長 

 では議事を進めていきたいと思います。その他の方に入りたいと思います。 

 

渡部課長補佐 

 その他の部分を説明させていただきます。 

  

 

就将公民館長に林館長が就任したことの説明と平成２３年３月３１日の公民館館長の改選につ

いて説明 

 

 

 永田会長 

 公民館長の任命についてですが、任命方法については既に説明がありましてご了解をいただい

ていると思います。ただ、任期の途中で公民館長が辞められたとういことはめったにありません

けれども、今回はそういうことになりました。直ちに地元の公民館長推薦委員会が開かれて、そ

れからこの運営審議会に諮り承認を得るものですが、今回の場合はあまり長く公民館長の空席は

公民館にとっても住民にとっても良くなく、直ちにそれだけで公民館の運営審議会を開くことが

できなかったということで、推薦委員会で推薦されたものを、皆さんにご報告しますけれども、

私の方で公民館運営審議会として承認したことをご報告申し上げご了解いただきたいと思いま

す。その地区の公民館長推薦委員会がいろいろな立場から網羅されていますので、その方の推薦

を中心としてわれわれ公民館運営審議会の場合は、それ以外に何か重大なことがあった場合は差
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し戻しをすることもあるかもしれませんが、今までもそのようなとこはありませんので、今回の

就将公民館長については、ご理解とご協力を賜りたいとお願いを申しあげます。 

 

ト蔵副会長 

 新しい館長はいつから来られますか。 

 

手島課長 

１１月１日付けで来られています。 

 

ト蔵副会長 

できたら、文書を送っていただいた時に１１月１日付けで林新館長が就任されましたと入れて

おいてくだされば皆さんもよくわかると思います。 

 

松本委員 

 各地区に子育てサークルがありますよね。多くの館を個々に訪問させてもらいました。その時

に、本当に手厚く公民館職員さんなり社会福祉協議委員さんなり、すごく子育て支援という形で

されていて、本当にありがたいなと思いました。ただ、すごく格差があるようでして、米子に来

てまだ地域もわからない子育て中のお母さんたちが、思い切って公民館でサークルがあるかと問

い合わせをしたけれども、職員さんが把握されていなくて心いたむ体験が実際にあったようです。

それで子育てサークルも公民館の教室の位置づけということでしていただいていると思います

が、その時にお母さんたちも若いですから今日は人数が少なくて使えませんということを一言言

っていただければ、そういうトラブルもないと思いますが、職員さん知らないとか、コニュニケ

ーションがうまくいっていなかったということが実際に何件かありました。 職員さんで情報を

共有して新しい人への問い合わせに応じていただきたいというが１つと、お母さんの親育てに心

配りをしていただければと思いました。よくしているところとそうでないところがあったような

ので、報告させていただきます。 

 

田中社会教育主事 

 今のご指摘につきまして、子育てサークルさんに限らず公民館を利用しているサークルは沢山

あります。職員の待遇応接について今までもご指摘がなかったわけではありません。館内におけ

る情報共有は、本来は徹底しているとは思いますが、行き違いがあったのかもしれません。先ほ

ど松本委員さんが言われた子育てサークルの位置づけは館によって異なりますが、公民館事業と

してスタートしたものについて密接に関わっているものもありますし、あくまでママさんの仲間

が自主団体として活動している形態もあるようです。そうした関係で連絡の不具合があったかも

しれません。一概に子育てサークルが全館同じ取り組みをしているわけではないので、徹底がし

にくい部分がありますけれど、ご意見いただきましてありがとうございました。 

 

松本委員 

 もしなにか主事さんたちの会で、子育て中のお母さんが困っているとこがあれば、お話をさせ

ていただきたいと思っていますので、利用してください。 

 

ト蔵副会長 

 子育てサークルに関しては地区社会福祉協議会と民生委員の中で主任児童委員さんが関わっ

ているのは、若干経費が民生委員さんからや地区社教から出たりします。あと、自習活動で体育

館を使ったり、保育園を使ったりいろいろな形態でありますけれど、私が回る限りでは公民館は

ほぼ把握はしています。ただし、あまり知られない職員さんも若干はあります。ただ、自分たち

の業務の一環でないという認識があればそれは違うと思いますし、いろいろな形での対応、問い

合わせには対応していただきたいと思います。 

 



 - 8 -

永田会長 

 では、議題も滞りなく終了いたしましたので、終わります。本日は委員の皆様に提案された議

題つきましていろいろと審議していただき、さらに貴重なご意見をいただきましたので、生涯学

習課としては、できるものはただちにあるいは来年の行事に向けて、あるいは公民館の運営に向

けて今日出た貴重なご意見を反映していただくようお願いを申し上げまして本日の委員会を終

了したいとおもいます。大変ご協力ありがとうございました。 


