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平成２４年度 第１回米子市公民館運営審議会 議事概要 

 

１．日 時  平成２４年１１月１２日（月） 午前１０時～１２時 

２．場 所  米子市役所第２庁舎 ２階会議室（２） 

３．出席者 

【委員】 

卜蔵久子委員（会長）、勝部将之委員（副会長）、湯浅厚子委員、小谷幸久委員、 

内田信義委員、安達博志委員、早原彰子委員、實近孝子委員、福島田鶴子委員、 

松原郁子委員、岡田信行委員 

（欠席：岸利也委員、本池弘昭委員、妹尾多紀一委員、松本寿栄子委員、 

    米澤武夫委員） 

【事務局】 

生涯学習課 

 永見教育委員会次長兼生涯学習課長、幡井課長補佐、木嶋主幹 

 

４．日  程 

（１） 開  会 

（木嶋） 

定刻になりましたので、ただいまより、平成２４年度 第１回米子市公民館

運営審議会を開催いたします。レジュメに従いまして、（２）会長あいさつとな

ります。では、卜蔵会長よろしくお願いします。 

 

（２） 会長あいさつ（卜蔵会長） 

 皆さん、こんにちは。振り向けば大山は初冠雪、裾野は紅葉。冬がそこまで

来ているなと感じております。昨日までで、２７公民館の公民館祭が終了し、

今週末が大和、宇田川で米子市２９館すべての公民館祭が終了します。地域の

方の作品展示、そして、子供から同好会の皆さんから、外でテントを張りなが

ら、いろいろな催し物をされていますので、ぜひ、お出かけください。本日は、

ご苦労様です。議論をしていきたいと思います。 

（木嶋主幹） 

ありがとうございました。では、（３）の議事に入ります。議事からは、進行を

卜蔵会長にお願いしますので、よろしくお願いします。 

（３） 議  事 

（卜蔵会長） 

そうしましたら、これから議事に入りたいと思います。（１）の公民館におけ

る社会教育講座の実施状況について、事務局の方からお願いします。 
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（１）公民館における社会教育講座の実施状況について（木嶋主幹） 

―――平成２３年度に実施した公民館大学を例にし、講座についての状況と課

題の報告――― 

 

（卜蔵会長） 

ありがとうございます。質問は、全て終わってから受けますので、お願いしま

す。続きまして、その他、米子市教育振興計画の策定報告ならびに、２３年度

教育に関する事務執行状況の点検・評価に関する報告書についてお願いします。 

 

（２）その他（木嶋主幹） 

―――米子市教育振興基本計画の策定報告並びに、２３年度教育に関する事務

執行状況の点検・評価に関する報告書についての説明――― 

 

（卜蔵会長） 

本日の資料は、生涯学習課よりポイントを説明いただきました。 

では、ご質問がある方は挙手でお願いします。 

（勝部委員） 

聞き漏らしたかもしれません。実施状況の真ん中あたりに、「今まで、防災をテ

ーマにした講座がなかったが、２３年度には他の館でも実施」とあるのは、就

将・義方・彦名の他にあるってことですか。 

（木嶋主幹） 

いえ、その３館のことです。就将以外にあるということです。 

（早原委員） 

私も関連して質問です。 

３．１１以後、急きょ、防災についての講座に切り替えてされるのかなと思っ

ていたのですが。当初の計画のままで。 

公民館側としては、企画を変更してでも、急きょ防災についての講座をすると

いうことにならなかったのかなと思います。あるいは、できなかったのか。地

域を結ぶということにもつながるし、安全安心、防犯防災、そういった観点か

ら世代をつなぐことに繋がるし、男女も一緒にという広い視点から、すごく効

率的に動いていけるポイントだと思っているんですよ。要望書を出してでも法

律に「防災」ということを入れるべきだと思うんです。 

今年度の防災についての講座はどうですか。 

（木嶋主幹） 

すみません。今、今年度の資料を持ち合わせていないのですが、防災をテーマ
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にした講座をもった公民館はありました。 

（早原委員） 

それが増えていけばいいのですけどね。 

（勝部委員） 

今の就将公民館の防災の講座で、講師が米子消防署から来られていて、連帯先

が自治連合会となっており、費用は０円となっています。ここに連絡すれば費

用等の負担は０円で講師の派遣をお願いできるのかなと思って見ていました。

他でも、連帯先が書いてあるものの場合、講師謝金が無料になっています。そ

うであるならば、限られた予算でやっているので、費用負担が少なく済むので

あれば、そういう方法を取っていけばよりいいのかなと感じました。 

（卜蔵会長） 

今、勝部委員さんからありましたが、その他にありますか。 

（幡井課長補佐） 

４月から、生涯学習課に参りました幡井と申します。よろしくお願いします。 

防災関連の講習会に関しまして、これは、申すまでもなく、昨年の震災以後、

皆さんの関心が高まっておりまして、市の方でも自主防災組織というのがござ

います。地域住民の皆さん方が互いに助け合うという組織が同時に立ち上がっ

ております。この中心となっておりますのが防災安全課という部署でして、サ

ポートですとか、啓発をしております。各公民館から要請がありましたら、先

程から費用のことが出ておりますが、無料で公民館に出かけていまして、最新

の防災情報ですとか、組織のことですとか、ことあるごとに情報提供をしてお

りますので、今後とも住民の方の不安ですとか、情報について積極的にサポー

トできる体制をつくって参りたいと思っています。そういった方針でいきます

ので、よろしくお願いいたします。 

（卜蔵会長） 

謝金については、行政職員であれば派遣依頼書を出せば、報酬は要らないです

よね。報酬を払わなくてもお願いできる講師さんもおられますので、そういう

情報がもっと住民達に理解をしていただいたら、もっと活用してもらえるので

はないかと思います。皆さんはご存知でしたでしょうか。では、次。 

（内田委員） 

私も、公民館大学の受講生として、ずっと携わってきております。いろいろと

例を挙げて話しがありましたが、魅力ある講座をどうすればよいかということ

が大事ですね。受講生の意見も取り入れるため、十数名で次年度の講座のテー

マはこれでいこうかと決めます。今、大きな話題になっているのは防災ですよ

ね。避けては通れないもので、島根原発もありますので。 

今年度は市の防災安全課からきていただいて、話を聞きました。先日は、島根
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原子力発電所に行ってきました。住民の関心のあるテーマを持っていけばいい

と思います。あと、義務的にしないといけない講座も２つほどありますが、受

講者も継続して参加するのは大変だと思います。ですから、魅力ある講座をし

て、興味のあるところだけ出るというのでいいと思います。机の上だけの講座

だけではつまらんので、現地学習をして見聞を広めようと、１０回の内２～３

回は現地に行き、校外学習をしています。 

なかなか新しい方や若い方を地域の中に出でこいというのは、難しいと思いま

す。日中は高齢者しか残っていない状況で、若い方に講座に参加してというの

は至難の技であり、年寄りが魅力ある講座に出席すれば充分ではないかと思い

ます。 

（早原委員） 

今の意見は、本当にご苦労なさった方の意見だと思います。でも、地域活動の

拠点としての公民館のあり方を考えた時に、全部でなくてもテーマによって再

募集をかける。例えば、防災や安全に関するようなテーマなどであれば、地域

全体に募集をかけて、若い人も関心を持たざるを得ないようなイベントをして

みるだとか、大和分館がやっておられる世代間交流のような、内容的にはどの

ようなことをされているか分かりませんが、そういう目的をもって、世代間交

流も含めたテーマとかみ合わせて、地域の活動拠点としての公民館を活かして

いかないと、固定的な「家庭教育」「健康」「人権」みたいな年間通してのテー

マの講座だと、家におられる人が参加するのにはいいけれども、他でいろいろ

やっておられる方にしてみると、わざわざそこに行ってという気持ちにはなれ

ないと思います。若い人たちは、それぞれ忙しい生活の中から、でもこれは地

域で勉強してこなければという必然性を感じさせるようなことを年に１つでも

加えてもらいながらやっていただけたらよいのではないかと思います。 

（卜蔵会長） 

ありがとうございます。講座は必修とそれ以外はある程度選択もできるように

なっていますので、そこは地域の話し合いの中で決めていく。そのあたりの情

報は提供していかないといけないと思います。 

現在、講座は限られた人ばかりとなっています。内容によっては、ここにも書

いてあり、アンケートにも書いてあるのですが、開始時間、曜日も考えていか

なくてはいけないと思います。日中、子育て世代の方に出てきなさいと言って

も、自治会に若い方は入られないので、情報が届いていない。うちは、毎月１

日に班長が公民館に配付物を取りに行きますけど、公民館での事業などを口ぐ

ちに伝えていきましょうと言っています。みんなで見直していかないといけな

い、小さな自治会単位でも広報活動は容易にできると思います。しかし、個人

情報でなかなか分からないお家もあります。公民館に全てを負わすのは切ない
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と思うのですが、地域住民が、長年こうして生涯学習を学んでいれば意識は高

くなっていると思いますので、みんなで話し合いをしながら、やはり、いろい

ろな世代の方が講座に参加していくと、大きな変換事業になっていくと思いま

す。これは、公民館の永遠の課題のように苦慮しておられます。 

それと、大和は世代間交流といいますが、おじいちゃん、おばあちゃん、お父

さん、お母さんとこども達で一緒に遊んでいます。子どもの居場所づくりの時

から続けておられます。 

（早原委員） 

私は、義方校区ですけど、義方公民館の活動は、館報にクラブの活動がとても

分かりやすく書いてあるんですけれども、他の者が入っていくことができない

雰囲気というか、見学にならいけるかもしれないが、入っていくのは難しいな

と感じます。もうちょっと何とかこう、変えていかなくてはと感じますね。 

（安達委員） 

私は就将校区に住んでいるのですが、１１月４日に公民館祭がありまして、私

も当日は、男の料理教室で中華ちまきを売ったり、作品も出しておりました。

就将公民館では講座が年間８回ぐらいあります。今年は防災のテーマで、市の

防災安全課の職員の方が、被災地に派遣され、その時の活動の話を聞きました。

震災や原発の心構えなど話をされました。 

次年度の講座を決める時に、私もお呼びがかかりまして、一般参加者１０数名

と館長以下職員の方々もいるわけですが、半分くらいは一般参加者の意見で決

まるのですが、残りは他の館がされている例を取り、公民館側のリードで進ん

でいます。全ての講座が一般参加者の意見で決まるというものではないです。

参加者が６０代、７０代が大半で、土日に変えてたくさん参加が増えるのかわ

かりませんけれども、どうしても塾生が主になります。塾生以外も興味がある

方はお越しになりますけれども。 

少なくとも、自分の地区の公民館がどんなことをしているのか、もっと掘り下

げて知っておく必要があるのかなと思います。 

（實近委員） 

私も、公民館大学の受講生です、全て受講することは無理ですが。崎津ですけ

ど。大学の閉講式に受講生全員で茶話会をして、その場で今年度の反省と、そ

して来年度のことを決めるんですよ。 

ただ、来る人が固定化されているから、いくら受講生の声を吸い上げてもダメ

なんだ。じゃあ、どうすればよいのか考えながら聞いていました。 

あと、公民館職員にどう負担をかけずに自分たちの事業をするかっていうこと

を常に考えています。公民館祭でも自分達でできることは何でもします。公民

館職員さんはたくさん事務処理があるので、絶対職員さんに出てきてください
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とは言いません。鍵だけ借りて自分達で自主的に運営するようにしています。 

若い人たちを取り込むのはどうしたらいいのだろうと考えながら、子どもの事

業の中に若いお父さん、お母さんがだんだん増えてきているので、公民館行事

に少しでも取り込めるのかなと考えながら聞いていました。 

あと、防災についてですが、私は崎津校区の団地の中に住んでいます。ある日、

団地で日中火事が起き、みんな働いているのでどうしようと言って、その時を

契機に、防災倉庫を作り、その中にポンプ車などが保管されています。保管し

ているだけではダメなので、一斉清掃が年３回あるので、その時に担当班を決

めて、その班が防災訓練もしています。小さい地域での防災が必要じゃないか

なと思います。 

（卜蔵会長） 

ありがとうございました。うちはこうですよというお話はありませんか。 

（松原委員） 

淀江の宇田川分館ですけど、宇田川分館は農業加工施設が併設されています。

公民館職員は、館長さんと主任さんと主事さんと３名です。あの大きい公民館

で館長以外の職員が２名というのは少ないと思うのです。これから味噌加工が

始まります。２名の職員さんだけではちょっと無理だと思うので、生活改善室

の担当者を２名ずつ決めて活動しています。 

今週末の公民館祭でも、加工施設を使って、食べ物が中心なんですけれども、

おでんや味噌やおこわをしたりと、他の公民館より品数が多いと思います。で

すから、米子の方からもたくさん来ていただきます。 

前は、演芸大会も盛大にあったのですが、自治会の人数も減ってきまして出ら

れるところも少なくなりました。 

この日は、保育園の発表会もあり、その時は親御さん、おじいちゃん、おばあ

ちゃんなどたくさん見に来られます。でも園児達の発表が終わると人がザーと

いなくなる。どうしたら最後まで見てもらえるかと考えた時に、最後にくじ引

きをすることにしました。くじ引きをするようになってからは、最後まで見て

くださる方が多くなりました。 

宇田川は、他の館に比べると、公民館祭に若い方の参加が多いと思います。子

供たちの踊りだとか、育成会や読谷村との交流もあります。でも、参加する方

が前に比べると減ってきて、そのあたりが課題です。人がたくさん集まるよう

な魅力のある何かあればいいなと思います。もう少し何とかならないかなと話

をしています。 

（卜蔵会長） 

一つお聞きしたいのですが、宇田川は他の公民館と違って加工ができる施設が

ありますが、加工施設を使用する時に、公民館職員も関わるのですか。 
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（松原委員） 

味噌が始まれば、糀菌の注文・発注などを職員さんにお願いしています。味噌

が始まれば、加工施設は毎日動いています。夏には、トマトケチャップの加工

もあります、そのビンの発注は職員さんです。なかなか２人では回らないと思

うんです。 

（卜蔵会長） 

ちょっと分からないのですが、自分たちで全部できないですか。 

（松原委員） 

糀菌の発注やビンの発注以外は全部自分達でやっています。 

（卜蔵会長） 

発注も自分達ではできないだろうか。前々から気になっていたのですが、公民

館職員はあくまで公民館業務が基本になっているので、糀菌の発注やビンの発

注は自分たちで確認して、自分達でされる方がいいのかなと思います。そこの

あたりは、他と違うとおっしゃいますけれど、今、公民館業務量は膨大な量を

日々こなしておられます。 

（松原委員） 

今、味噌加工の受付が始まり、それも職員さんがされます。 

（卜蔵会長） 

それは、施設管理者であるからです。 

（早原委員） 

お互いによく分かっておられるのなら、それも一つの方法だと思います。それ

をすごく負担に思っておられるのなら別ですけどね。 

（松原委員） 

加工施設を利用したら、すべて使用料がかかってくるので、使用料を払うのも

公民館の職員さんにですので、それをまた別の方にというとちょっとと思いま

す。 

職員２人となると、これから忙しくなるので、負担には思っていると思います。 

（卜蔵会長） 

大和と宇田川は館長、主任、主事が１人ずつ、他の館は、館長、主任と主事が

２人いますからね。 

（松原委員） 

以前は、一時期１人臨時の方がおられましたけど、今はもうなくなりました。 

（勝部委員） 

それは、旧淀江時代に。 

（松原委員） 

いいえ、合併してからも少しの間ですけれども。 
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（内田委員） 

以前に確か、この会でお願いしたと思うのですが、いつまでも分館ということ

ではなしに、これだけ忙しいとなると本館ということにはなりませんかね。課

長。 

（永見次長） 

皆さんも、本館と分館のことはご存知だと思いますが、今の見解を私から申し

ますと、米子市が淀江町と合併して、新しい米子市を作る時の公民館の設置に

ついてどうするのかという議論に戻ると思うのですが、淀江に公民館を作るに

あたって、さまざまな議論がされたと聞いております。米子市の公民館の現状

と淀江を比べた時に、相当違っておりました。米子市の公民館は概ね小学校区

に１館置いておりまして、これっていうのが米子市の公民館の社会教育活動ば

かりでなく、地域でのまちづくり活動いわゆる自治連の活動や社会福祉協議会

の活動、さまざまな活動をされておりまして、活動の基礎となる団体というの

が、今の小学校区に近い公民館区に１つずつありました。旧淀江町の場合は、

自治連や社会福祉協議会業務を公民館で行っておりませんでした。このところ

で、根本的に違っている中で、淀江の公民館をどうするのかと考えた時に、淀

江の場合、自治連というものが淀江町で一つ、社会福祉協議会も町で一つにな

っておりまして、米子市としましては、公民館での社会教育活動もかなりのボ

リュームもありますけれども、地域のまちづくり活動も相当のボリュームがあ

ります。それがないということの現状を踏まえまして、社会教育活動を中心に

行う淀江町の公民館をみたところ、職員がイコールではないのでないかという

議論であったと聞いております。したがいまして、大和と宇田川については、

分館という形で職員を１名減にさせていただいています。３館を取りまとめて

もらうための本館としての淀江公民館については、職員を配置させていただい

ております。ただ、一方で議論がありましたように、職員の数は確かに減って

おりますけれども、開館時間が減っておりません。したがいまして、職員１人

にかかる負担というのは、他の米子の公民館よりも多いわけです。人を減らし

たのであれば、開館時間も減らせば、職員１人あたりの時間数は同じになるの

ですけれども、そのところが違っているので、負担感があるのかもしれません。

今後、淀江の公民館３館が連携協力しながら、法律的な運営で職員の負担感を

減らし、住民のサービス低下にならないように検討していきたいと思います。 

（卜蔵会長） 

今後、淀江町にも公民館の中に、自治会とか、地区社教が入ってくるのですか。 

（永見次長） 

自治会の事務は淀江の方でやっております。地区社教の方は、市社教がしてお

ります。市社教から職員が配置されておりまして、淀江の地区社教の仕事をや
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っております。 

（卜蔵会長） 

皆さん、分かりましたか。 

（永見次長） 

課題としては踏まえておりますので、現状だけを報告させていただきました。 

（卜蔵会長） 

合併時は、旧米子市と旧淀江町の公民館のありようは、大きく違っておりまし

たが、合併後は事務量が相当増えてきています。ただ、事情は事情で理解はで

きるのですが、行くたびに、職員がバタバタしながら住民の方の対応をしてい

て、いつ落ち着いて事務処理をされるのかなって、気にかかりますので、米子

市に準じて職員体制をしていただければなと思います。ありがとうございます。

他にご質問の方ありますか。 

（勝部委員） 

時間が折り合わないとか、開催を知らないとかアンケートの対象が市全体にあ

り、自治会に入ってない方もいて、おそらく情報が届いていないと思うのです

が、広報の仕方についても、公民館に行きますと、チラシが何種類も重ねて置

いてあって、必要な人は必要な情報を見ると思うけど、その他に目を向けるか

というと、目を向けないでしょう。出している方は、一生懸命考えて出してい

るのだけれど。 

広報の方法としては、最近お店等で携帯電話にお徳情報を一斉に配信していま

すよね。パソコンは持っていない方があるけど、携帯電話は、お年寄りから子

供まで持っています。今、こんないいことしているよというような情報を、携

帯に流していくといいのではと最近思いながら、これも一つの方法ではないか

なと思います。 

どこの館だったか忘れましたが、公民館祭に、春から始まる絵手紙の講座の予

告チラシが貼ってありました。次の年からは絵手紙の作品も展示してありまし

た。春に募集をかけるのも大事だけれども、活動の発表の場での募集も大事な

んだなと思いました。やはり、声かけが大事なのかなと感じました。 

（卜蔵会長） 

公民館祭での課題も公民館大学の方にも繋がっていると思います。 

岡田さん、何かありませんか。 

（岡田委員） 

防災について感じたことを言いますと、河崎公民館なんですけど、ずっと前か

ら年に一回、出初式をやっているのですが、実際、出初式をやっていると意識

をさせるということで非常によいのです。 

公民館祭の時に時間を作りまして、各自治会の参加により、避難訓練を実施し
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ました。家から公民館までどのくらいで避難出来るかタイムを競いました。 

公民館、自治会と分団と協力してやりました。 

（卜蔵会長） 

こうやって話し合いをしてみないと、いろいろな地域でされていることも分か

りませんね。 

（岡田委員） 

もう一つ、パトロール隊のことをいいですか。パトロール隊も一生懸命してお

ります。内容としては、毎日、誰かが登下校の見守りをしています。保護者や

住民が一緒になって何かをやる、みんなが一緒になってやることが大事だと思

います。それと、１１０番の家を増やしまして、いつでも駆け込みができる体

制をつくっています。 

（卜蔵会長） 

子供達の登下校の安心・安全の見守りは、ほぼ全地区で行っています。子供駆

け込み１１０番も年々増えています。そういう風に、いろんな形でつながると

思います。防災に関してもですが、地域が安心して暮らせる地域づくりをみん

なで作りあげていかないといけないと思います。限られた方たちだけがするの

ではなく、しっかり次世代にバトンタッチしないといけないと思います。 

それではこれで質問を終了させていただきたいと思います。 

 

（４） その他（報告事項） 

  地域づくりモデル事業について 

（卜蔵会長） 

レジュメの（４）その他（報告事項）で、地域づくりモデル事業について、永

見次長より、ご説明をお願いします。 

（永見次長） 

地域づくりモデル事業について、私の方から簡単に、経過・現状を報告させて

いただきたいと思います。今回、初めて説明させてもらいますのでよろしくお

願いします。この地域モデル検討事業でございますが、これについては、地域

と行政が今後効率的な地域づくりに対応するにあたって、どういうような組織

体系・どういう考え方を持つべきなのかということを地域に問う為のものでご

ざいまして、事前に、各公民館の職員であるとか、自治連の会長さんであると

か、地域づくりの現状についてお伺いした中から始まったものでございます。

現在、地域においては様々な課題へ取り組んでいただいております。 

市と地域が連携しながら地域課題に取り組んでそれぞれ協力関係を保ちつつ活

動しているのが現状かと思っております。こんな中で、今年の春ですけれども、

市民自治基本条例というものを制定しております。 
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これは、これからのまちづくりを推進するに当たって、基本的な考え方を規定

した条例でございます。これからは市民が主体となってまちづくりを推進する

という基本理念を掲げながら、市の役割、市民の役割を想定しております。従

いまして、この条例等々を踏まえ、これまでの現状も踏まえて、これまで地域

で実践されてきた自治会や自治連合会、あるいは社会福祉協議会などの様々な

団体が連携協力されて推進されたまちづくりを、今一度展望してみる。この展

望をした時に、これからさらに、その活動を推進する為にはどうしたらよいの

かということを研究するのが今回のモデル検討事業であります。 

この研究につきましては、各地区の方にお願いするのが本来ではございましょ

うが、モデル事業ということで、地区を抽出させていただいてお願いしており

ます。この地区というのが、車尾地区と永江地区の両地区でございます。 

これにつきましては、市の方からお願いはしておりますが、そもそも地域の方

で自分のところで研究してみたいと申し出いただいたのが、車尾地区と永江地

区でございます。 

モデル検討事業でございますが、何を検討するのかということですけれども、

これまでのまちづくり活動の実績を踏まえて、これからの地域におけるまちづ

くりやコミュニティの醸成の為の組織や体制について、現状のままでいくのか、

若干改正をしていくのか、はたまた、新しい組織をつくるのか、いろんな視点

でお考えいただくということでございまして、さも結論が決まっているもので

はございません。ましてや、現状を否定するものではございません。 

概ね２年間をかけてこの体制・組織について、ご研究をいただくようにしてお

りますけれども、協議の内容、進捗状況によっての若干の増減はあろうと考え

ております。 

このモデル事業の検討結果を踏まえて、市全体としてそれを２７の地区にどの

ような形で取り組んでいくのか、応用していくのかということを、結果を見な

がら反映していくことになろうかと思います。 

この検討結果、あるいは検討事業の過程における公民館への影響でございます

が、研究は、今、説明しましたように、地域でのまちづくりやコミュニティ醸

成の為の組織や体制について研究するものでございますので、公民館組織を変

える、あるいは職員体制を変えるというような、研究テーマではございません。

従いまして、現状の職員の体制のままでの検討を進める。あるいは、新しい組

織体制についての研究をするということになります。 

公民館が、何故これに関わるのかでございますが、実態的にこれに係る自治連

や各団体についての事務局、運営への協力だとか、公民館が携わっているのが

大半でして、関わってきたことを踏まえて参加するというのが現状です。あく

まで、研究主体は地域の皆さまになろうかと思います。 
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この研究ですが、９月から始まっておりまして、月に１回程度という形で進め

ていただいております。両地区で若干進め方が違っていたり、進捗状況が違っ

ているのが現状でありますが、それぞれ、両地区の連携というか連絡を取りな

がら一定の方向性を出していきたいというのが現状であります。 

この事業の事務局ですが、生涯学習課ではなく、あくまで地域づくりの機構に

ついてですので、企画部の市民自治推進課、ここが事務局となって推進してい

るのが現状でございます。現状とこれのテーマの考え方としては以上となりま

す。 

（卜蔵会長） 

ありがとうございます。なかなか１回ではイメージがしにくいのですが、これ

について質問を受けていいですか。今、永見次長の方から地域づくりモデル検

討事業の概要を聞きましたけれど、質問のある方。 

（永見次長） 

すみません。少し補足をいたします。市としては、最低目指すところがござい

ます。といいますのが、先程も説明させていただきましたが、市の行政事業を

運営するに当たって、それの連携をしてもらうために各地区にお願いした団体

がございます。実態を見た時には、その役員さんと言いますか、推進いただく

地域の方々というのは、自治会長さんであったり、概ね同じような方が推進し

ていただいておりますので、これについて、たぶんいろんな形で事務だとか、

運営だとか、会議だとか、個別にしていただいているので、負担があるのかな

というのもございます。市が決めた地域課題として事業をお願いしたり、それ

に伴う予算も市が決めております。でも、裏返せば、地域は市と同じような課

題を持つと認識しても、地域の課題は市が考えるものと違う場合もあろうかと

思いますので、まずはこの団体をできれば統合させて、地域課題を取り組む為

のボリューム感というのは、ある程度地域にお任せしながら、予算の配分につ

いても、地域の裁量で決めてもらうのも、考え方としてはあるのかなと思いま

す。その結果として事務量も減ったり、地域で本当に自分達が何をやりたいの

か、積極的に、直接的にできる形となるのかなと、意識の中で持っておりまし

て、それについては一つの形にしたいなと考えています。 

（早原委員） 

姿がはっきりとしないのですが、市民自治推進課が事務局としてあって、車尾

と永江地区というモデル地区があって、車尾と永江の独自の中で、実行委員会

が作られているわけですね。それには、その地区で関係している環境だとか、

防災だとかの代表者が月１回集まって、いろいろなことを話し合っているとい

うことなんですか。 

（永見次長） 
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はい、そうです。 

（卜蔵会長） 

これは多分、２年間かけて、市民自治推進課と生涯学習課の職員２名が一組に

なって公民館で数回いろんな話し合いをされて、その中から見えてきたのか、

基本条例ができてなのか、私の中でまだイメージができてなくて、ただ、公民

館の職員はいろんな業務が毎日あります。住民票の受付だとか、社会福祉だと

かがついてくるような形になりますかね。それとも、過程ですが新しい地域づ

くりが始まった時には、地区社協は地区社協が事務分担する、自治連は自治連

で、何も公民館の職員でなくて自分達でできることはしていく。 

まったく白紙の状態で、選ばれた方々が話しあいの場を２年かけて、もし決ま

らない場合はそれ以上かけて、何もたたき台のない状態で話し合いが始まって

いるということで、理解をすればよいでしょうか。導きがありながら話が進む

のではなくて、白紙の状態で話を始めてくださいということで車尾と永江が入

っているということですか。 

（永見次長） 

あまり行政の方から結論めいたことですとか、こうしてくださいと言うべきで

はないと思っています。何故なら、まちづくりはあくまでも地域の皆さんが考

えるべきもので、行政側が強制するものではないと思っています。地域の皆さ

ん自ら考えいただきたいと思っていますけれども、条例でいうように、地域と

行政とが連携して協力しようということもあります。地域がバラバラでも行政

側も困りますので、同じ考えで、同じ方向性でみてほしいという思いもござい

ます。これを市が進めようとする意義としては、先程から申し上げております

ように、行政のいわゆる身勝手さ、縦割り主義でいろんな団体を作ってもらっ

たことによって、いろんな会議をお願いしてきた。地元から裏返せばみんな同

じメンバーがやっていて、会をいくつもするんじゃなくて、一つにしてもらえ

ば、自治連合会にしても全部課題を受けることにすれば、1 つの会議で済むし、

総会をするにしても１回で済みますよね。イメージとしてはそういうことなん

ですけれど。それをすることによって、公民館職員も自治連で総会をして、社

福でも、交通安全でもそれぞれでしていたことが 1 つにまとまれば、公民館職

員も助かると思うんですよね。そうやって、業務が効率化することによって結

果として、そこに社会教育事業が充実するかもしれないという部分では、公民

館側もメリットがあると思っています。 

（早原委員） 

地域づくりというのが、２９公民館、２７の地区で、それぞれその地区にあっ

た形のまちづくりの機会を与えられたと思えば、とてもすばらしいことだと思

います。 
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市民自治基本条例の中身を具体的にどういう形にするのかということが、そこ

にできていくわけですから。私が思うに検討委員会の模様を傍聴できるような

機会があれば、どういうに具合に話が進展していくのか、そういうのが許され

るといいですね。 

（永見次長） 

この事業自体は、あくまでも地域が主体で、車尾と永江の方々が自分達の地域

を一つの設計図を描いてみましょうということですので、公民館運営審議会さ

んが事務の所掌をしていただいておりますが、そこの範囲には、基本的には入

っていないと思います。ただ、関連はしていると思っていますので、そういっ

た意味でこのように説明する機会は定期的に持ちたいと思いますけれども、委

員さんが入っていくということは、現段階では考えておりません。あくまでも、

行政側は地域に考えてくださいとしています。何か聞かれたら答えますという

立場で、車尾にも永江にもしていますので、市がああしてください、こうして

くださいという拘束はしない。 

（早原委員） 

会議での経過報告などをしていただきたいですね。 

（安達委員） 

モデル検討事業が車尾と永江で始まっているのですが、これを召集する会議と

いうのは、会長という名前でよいのかですが、ヘッドは当然決まっていると思

いますが、どういった方がなられるのですか。 

（永見次長） 

基本的には自治連合会長さんが中心になって考えることになると思います。 

（安達委員） 

自治連合会長名でモデル検討事業を進めるということですね。 

（永見次長） 

あとは、公民館長さんがその中で関わりながらお二方でどのような進め方をし

て行こうとか決めていただいております。 

（卜蔵会長） 

この話し合いが数年かけて、各種団体の代表者で話し合いがされるというふう

に私は認識したのですが、そうすれば今のいろんなことに波及してくると思い

ます。どこかでオープンに話し合いされる時に、車尾の方や永江の方がそこに

参加されて意見を述べられる場所がないと、今でも限られた人たちで運営され

て、尚且つ本当にこれから新しい地域のあり方というか、先程、永見次長もお

っしゃったように行政の役割、地域の役割をきちんとすみわけをしながら、今

まで別々になっていたものを一本化する。 

どこから出ている情報か分からないのですが、いろんな未確認情報が飛び歩い
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ています。そんな未確認情報が何で一人歩きしているかというのが、非常に懸

念しているところです。情報はもっとオープンにして、どんどん出てこないと

みんな疑心暗鬼になってしまいます。何とかならんもんですかね。これ以上、

未確認情報を増やさないために。 

（永見次長） 

今、会長さんか言われたような、懸念とか、危惧とか、不安感について公民館

職員が持っているということは承知しております。私どもとしては、情報を隠

しているわけでもなんでございません。その都度で正確な情報を出しておりま

す。出す努力はしております。実際、会議の中ではなかなか出ないことが、本

音のところは皆さん不安に思っていらっしゃいますので、こちらから積極的に

感じ取って、公民館職員さんにはこちらから情報は出していきたいと思います。

公民館職員とか公民館の体制を変えることを狙ったものではないことは確かで

ございますので、委員の皆さまにもお伝えしておきたいと思います。 

このまちづくりの受け皿となる体制作りを考える時に、一部の代表者だけで考

えるといけないと思っております。なぜかというと、地域の皆さん全員のこと

であるからです。 

両地区にお願いをしているのは、一部の方だけで決めるのではなくて、必要に

応じて住民の皆さまに声かけをしたり、参画をいただいて、早急に決めていた

だくものではございません。ということは伝えているつもりではあります。 

（早原委員） 

それは、これからどういう方法をとってやっていかれるのか、ものすごく興味

があるのですよ。実際にそんなことできるのかなと思って。 

（永見次長） 

ですから、先程から申しておりますように、いろんな手法がある中で、それを

市の方からこうですよと言う考えはないですので、地域の皆さんが話し合いを

する中で、今の課題は何だろうとか、将来に向けてどうなるだろうかとか考え

ていただく機会にしてもらいたいと思っているところです。 

（卜蔵会長） 

ある面、今まで地区社協だとかいろいろな各種団体が役所から依頼されて、縦

割りで、そのため職員は大変です。一つになるのはとてもよい事ですけれども、

心配しているのは公民館職員さんたちもですが、地域の方たちが非常に心配を

されています。そういう未確認情報で揺れ動いている市民が現実にいることは

確かです。 

（早原委員） 

それだけ関心を持ってもらっていいことじゃないですか。 

（卜蔵会長） 
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これ以上、噂は広めないようにと言ってほしいです。それがどんどん一人歩き

してしまったら話し合いができないような環境になるのではないかと、私の中

では危機感を持ちます。 

（永見次長） 

どんな風な形になるのかは、今の段階では不明な部分がありますが、今はあく

までも２９の公民館区、２７の自治連合館区についての内二つで車尾と永江で

自分達のところを一つの題材として、これまでのまちづくりをどのような体制

にしていくのが良いのか研究してもらうのがテーマですので、これで何らかの

形はできると思いますが、将来的には、これを２７の地区に展開してもらうこ

とを目標として掲げないといけませんので、二つがバラバラでも困ります。そ

の二つが他のところが受け入れられないようなものでも困るわけですので、私

どもとしては、この二つは同じ方向で見てもらわないといけないし、二つの意

見、今後の体制をモデルにして設計図を書く時には、２９全部が取り入れるで

すよということを踏まえた研究はしてもらわないといけませんので、皆さんに

共通するいわゆる一階建ての部分と、個別にする課題だとかはありますので、

しっかりと仕分けをして考えなければいけないことはお伝えしています。 

（卜蔵会長） 

地域によって全然違います。 

永江と車尾も全然違います。全館が捉えた課題を２年ないし３年、私達も関心

を持って推移を見ていかないといけないと思います。他にご質問はありますか。 

（勝部委員） 

先程、課長さんのお話で、結果として二つのモデル地区が、一方は従前のまま

だ、もう一方は新しい体制をと言った場合どうだろうと思っていたのですが、

先程どこの地区でも使えるものをと言っておられたので、そういう方向で検討

されていくんでしょうけど、われわれの今日の会は、公民館に関わる集まりで

す。公民館そして社会教育委員で、社会教育を全般的に、教育に関わるという

ことで公民館を抱えて、学校教育とは別な部分の教育ですけど、委員として情

報を流していただきながら、こういうことがおきているんだということを我々

委員としてはどのようにするのかと考える。いろいろな情報を流してもらって、

このたび初めて全体像としてお聞きしました。 

（永見次長） 

誤解があってはいけないのですが、一本化したいという行政の思いとして持っ

ています。なぜならば、地区地区で受け皿となる組織が違っておれば、市とし

ても不自由な部分もございますので、同じような体制作りを目指しますが、と

は言いますが、車尾と永江はかなり違っております。おそらく違う結果が出る

こともありますので、その都度その都度で情報を交換しながら、個別の課題と
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共通の課題を踏まえて、共通についてはここだよね、個別についてはここだよ

ねと方向性を見出していきたいと思っております。まるっきり違う２９通りと

いうことは市としては前提として思っておりませんし、現状でも、一応地域全

体での共通課題の団体構成であったり、課題を抱えていらっしゃいますので、

最大公約数的なものはあるかと思っておりますので、結論といたしましては、

一本にしてください、ガチンガチンの一本ですよということは前提としてはご

ざいませんし、それを地域に強制的に推し進める気ではございません。 

（卜蔵会長） 

一回や二回聞いても理解ができません。この件案については引き続き自主的に

勉強会なりで、また永見次長の方にお願いして、進捗状況も知りたいと思いま

す。これを大きな米子市のまちづくり全体に関わっていく大きな問題だと思い

ます。これこそ新しい地域ってどういうこと、多くの地域の皆さんの声を反映

できるような地域になっていかないと、今のように限られたそこのトップの方

たちだけでは、公民館大学も固定化した年齢層を何とかしたいと思いますので、

こういうのも一つの切り口かなと思います。 

お忙しい委員の皆さんとは充分承知はしておりますけれども、引き続き勉強会

は継続させていただきたいと思っておりますが、いかがでしょう。 

―― 拍手 ―― 

よろしくお願いいたします。 

あと、湯浅さん。小谷さんありませんでしょうか。 

（小谷委員） 

前々から考えていたんだけれど、公民館の職員がこれだけ忙しいというのを知

らなかったのですが。 

今、車を持っている人がほとんどですが、お年寄りで車を運転しない人の場合、

公民館には行けるという状況にあると思うんですよね。公民館でも行政窓口サ

ービスセンターのように行ったその日に住民票が交付してもらえるシステムに

なるといいですね。 

（永見次長） 

ただ、それを公民館でしてしまうと、公民館の本来業務の社会教育業務が狭ま

ってしまうこともあって、米子の公民館のいいところは、社会教育業務もやり、

市役所の一部補助業務もやり、まちづくり業務もやり、いろいろなバランス感

覚でやっておりますけれども、そのバランスの中で、今言われるような端末を

持って全てやるということは、支所業務が増えるということは、どこかにしわ

寄せが行くということで、スクラップアンドビルドの考え方で見ると、住民が

公民館に望む部分は何かと適宜思いながら、新しいものに対応していく、役目

を終わったものは止めていくという風にしていく。ただ現状では、すぐそこの
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方には行かないのかなと思いますけれども。 

（卜蔵会長） 

ありがとうございます。 

公民館の開放ということもずっと懸案事項で、週末に地域の人はよく利用する

のですが、職員の配置は月から金までですから、鍵だけが一人歩きをして、で

きれば勤務体制が大変ですけれども、願わくば職員を1人増やしていただいて、

３６５日公民館が開いていると本当によいと思います。それこそ若い人も、子

供たちも、お年寄りも、利用者と公民館職員がコミュニケーションが取れる週

末になるとよいと思います。 

（永見次長） 

モデル事業が効果を及ぼして、職員の今やっている事務量が軽減に繋がって、

浮いたところで何かするとなった時に、モデル事業の意義は大変大きいと思い

ます。 

（卜蔵会長） 

やはりそれは感じます。夜も出て、休みも出て用務をされて、振り替えでお休

みされますよね。そうすると、事務量が大変だなと会合等で感じます。余裕は

ないでしょうが、公民館をもっと有効的に使うようになれば、職員の増が一番

いいのですが、毎回毎回同じことを言いますけれども。 

（早原委員） 

これからはモデルづくりで、車尾と永江がいろいろ話し合って、これはやはり

地域からパートのような職員を採用してもらうといいなみたいな意見も出てく

るかもしれないし、全部ボランティアみたいに、ボランティアといっても少し

はお金を付けてもらうような形でやってもらうとか、職員さんでなしに地域の

方がやっていたら、夜でも遅くてもパートでやってもらえる人はいると思うよ。 

（卜蔵会長） 

課長、遠い将来、地域にゆだねるというのは、想定外ですかね。 

（永見次長） 

運営をですか。 

（卜蔵会長） 

はい。 

（永見次長） 

それは、今の時点では考えておりませんけれども、私の個人的な見解から言え 

ば、地域にゆだねた時の社会教育のありよう、本来の公民館に求められた法的 

な意義は相当希薄になると思います。地域に任せることによって、地域がした 

いこと、例えば、公民館祭もそうですよね。お祭りが皆さん好きですよね。ス 

ポーツでも。やはりそこだけに特化してしまって、本来の行政がやらないとい 
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けない教育行政というものが低下していく可能性は危惧しておりますが、全て 

を丸がかえで地域に持ていくことはいかがなものかなと個人的には思っていま 

す。 

（早原委員） 

教育基本法に沿ってやっていかないと、それがあってこそ、継続できるものだ

から。 

（卜蔵会長） 

今、南部町と日南町の公民館がなくなってしまいましたので、非常に社会教育

という分野では、万が一と頭をよぎりましたのでお聞きしました。湯浅さん何

かありませんか。 

（湯浅委員） 

いろいろな課題を抱えていることがよく分かりました。私も就将未来塾にはつ

まみ食いですけど参加して勉強させてもらっているんですけど、毎月、広報と

一緒に公民館だよりがくるのでそれに目を通して手帳とにらめっこしながらい

ろいろしておりますが、見られる人は見ているけれども、興味のない方は気に

も留めない、情報としては流しておられるけれども、自治会に入ってない方は

もらえないので、知らないというのもあります。情報を流しているといってチ

ラシばかりがたくさんあるっていうのもいかがなものかなという気もするんで

す。 

子どもの事業であったり、子どもに関わる公民館の活動であったり、児童文化

センターでの活動についてであれば、会があるごとに話をしていますが、ただ、

いろんな会で知らない人が多すぎるという話をよく聞きますが、情報過多とな

るのもいかがなものかなと、難しいなと思っています。 

（卜蔵会長） 

是非、子ども会連合会さんも各地域に出向いていただいて、子ども会であった

り、育成会であったりしますが、展示だけでなく、コーナーを任されたりして

いますけれども。私達はねぎらいの言葉をかけて回っていますが、そういう姿

を見て執行部さんだけでも、手分けして出られ、評価につなげてあげてくださ

い。今年は、こども達がお茶席にいる公民館がたくさんありました。認めてあ

げて、ねぎらいの言葉をかけてあげてください。 

来年の公民館祭には、執行部さんで見に行ってあげていただきたいと思います。 

ありがとうございました。他にありますか。できれば出席していただいた議員

さんに一言ずつお話いただきたいと思っていますが、福島さんありますか。 

（福島委員） 

さっきから聞いていて、公民館は土日が休みと言っておられたんですが、月曜

から金曜までですか。 
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（永見次長） 

土日が休みということではなくて、土曜・日曜に事業がない時に職員を配置し

ていないと、自主的な学習のために土曜・日曜お使いいただけるということで

す。ですので、土日に若い方を対象にしたスポーツ大会などしていますし、公

民館祭などありますので、参加はいただいているのが現状です。 

（福島委員） 

特に土日にしたから、若い方の参加が増えるわけではないですね。 

（卜蔵会長） 

それはやってみないとわからない。事業の内容のこともあります。 

（永見次長） 

職員の配置がある、なしと開館時間がこんがらがっておられるようですが、こ

ちらの説明が悪いのですが、公民館自体は自主的な学習にはいつでもお使いい

ただけます。 

（卜蔵委員） 

土日については、事業がない限り職員の配置がしていないということです。 

お昼になりました。 

私達もこれから最大の関心を持って見守っていきたいと思います。お疲れ様で

した。 

 

５ 閉  会 

 


