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平成２５年度 第２回 米子市公民館運営審議会 議事録概要 

 

１. 日 時 平成２６年２月２０日（木） 午前１０時００分～１２時２０分 

２． 場 所 米子市役所第２庁舎 ２階会議室（２） 

３． 出席者 

（１）米子市社会教育委員 

ト蔵久子委員、勝部将之委員、岸利也委員、湯浅厚子委員、小椋康史委員、小谷幸久 

委員、内田信義委員、安達博志委員、山脇基一委員、松本寿栄子委員、早原彰子委員、 

實近孝子委員、松原郁子委員、相見貴代子委員、角力委員 

（欠席：岡﨑茂委員、岡田信行委員） 

 （２）米子市公民館運営審議会委員 

ト蔵久子委員（会長）、勝部将之委員（副会長）、岸利也委員、湯浅厚子委員、小椋康

史委員、小谷幸久委員、内田信義委員、安達博志委員、山脇基一委員、松本寿栄子委員、

早原彰子委員、實近孝子委員、松原郁子委員、相見貴代子委員、角力委員 

（欠席：岡﨑茂委員、岡田信行委員） 

（３）事務局 

教育委員会 

北尾教育長 

生涯学習課：永見生涯学習課長、幡井課長補佐、佐藤主任兼社会教育主事 

４． 日 程 

 

１. 開 会 

２. 教育長あいさつ 

３. 委嘱状交付式 

４. 委員紹介 

５. 役員選出及び役員あいさつ 

 

（永見課長） 

 それでは役員を選出していただきたいと思います。ご意見のある方、お願いします。 

（早原委員) 

 ご本人に了承していただけるのであれば、卜蔵委員、勝部委員にそれぞれ会長、副会長を引き 

続きお願いしたいと思います。 

（内田委員） 

 同意見です。 

（永見課長) 

 他には、ございませんでしょうか。卜蔵委員、勝部委員を役員にというご発言がございました

が、いかがでしょうか。卜蔵委員を会長、勝部委員を副会長にという事でご承認される方の拍手

をお願い致します。 
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(委員一同) 

 ---拍手--- 

(永見課長) 

 そういたしますと、会長、副会長は前の会長席、副会長席の方に移動をお願いします。 

それでは卜蔵会長、勝部副会長それぞれ一言ずつご挨拶をお願い致します。 

(卜蔵会長) 

 ---ト蔵会長あいさつ--- 

(勝部副会長) 

 ---勝部副会長あいさつ--- 

(佐藤主任・社会教育主事) 

 ここで、このたび初めて委嘱させていただく委員もおられますので、簡単ではございますが、

両委員の役割について説明させていただきます。 

---事務局から社会教育委員・公民館運営審議会委員について説明--- 

 

６. 議事 

(１) 平成２６年度の公民館事業について 

 

(永見課長) 

 議事に入りたいと思います。ここからは卜蔵会長に議長として進行をお願い致します。 

(卜蔵会長) 

 はい。それでは、レジュメに沿って議事を進行したいと思います。 (１)平成２６年度の公民

館事業について、事務局から説明をよろしくお願いします。 

(佐藤主任) 

---平成２６年度公民館事業について事務局から説明--- 

(卜蔵会長) 

 ありがとうございます。以上、事務局から説明がありましたが、質問は全体を通してご意見を

受け付けましょうか。それとも、資料に沿って１項目ずつ順番に受け付けたほうがよろしいでし

ょうか。 

(米澤委員) 

 １つずつがいいと思います。 

(卜蔵委員) 

 今、１つずつ順番にと言う意見がありましたがよろしいでしょうか。では、委員のみなさまか

ら質問とご意見をお願いします。 

(米澤委員) 

 事務局に質問します。公民館職員はコーディネーター機能をはたしているでしょうか。職員に

そういう認識があるのでしょうか。もっと教育委員会が公民館職員を教育していかなければいけ

ないと思います。 

(佐藤主任) 

 公民館職員が地域住民の様々な活動を支援するコーディネーター役を担っておりますし、その
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ために、職員研修等を通じて、コーディネーターの役割を果たせるよう資質の向上を図っており

ます。もしかしたら、公民館職員の中には、コーディネートしたいけれども上手くいかず悩んで

いる職員もいるかもしれません。そのようなときに、公民館に全て任せるのではなくて、委員の

皆さんが中心となって助言いただき協力しながら業務を進めていけたらと考えております。 

（卜蔵会長） 

 県内でコーディネーター研修が実施されておりますので、そのような研修に参加していただき

たいと思います。 

（佐藤主任） 

 資料にあるような研修会への参加があります。生涯学習課では、春に新任職員に公民館の役割

も指導します。しかし、意欲をもって現場に戻ってみたが、思うように役割が果たせないという

職員ももしかしたらいるのかもしれません。そのような時には委員の皆さんにも助言していただ

けたらと思います。 

（卜蔵会長） 

 その他、ご意見はありますか。 

（吉居委員） 

 少子高齢化や核家族化など、現代の課題が多くあります。公民館職員一人ひとりが考えて戦略

的に動かなくてはと考えています。 

（卜蔵会長） 

 今、大きな課題は少子・高齢化ですが、その中で地域住民をどう巻き込んでいくかが大切です。

公民館だけに解決を任せても限界があると思います。そのためには、各種団体が意見交換して連

携して、また、半単位や小さな地域単位で議論を進めていかないといけないと思います。ここに

おられる委員もその事を伝えていかないと、公民館だけに解決方法を求めてはいけないのではな

いかと思っています。今年はこの会においても何度か会を開催して、話し合いをしたいと考えて

います。今月の１６日に、一般財団法人とっとり県民活動活性化センターが開所しました。ここ

で新たな事業も起こされるでしょうし、情報発信もされると思います。いろんなところで委員の

皆さんがアンテナを張っていただいて、公民館で使えるいい情報は公民館に伝えていっていただ

きたいと思います。 

（早原委員） 

 ちょっとすみません。今のような意見は、まず質問を終えてから出てくる意見だと思います。

先程の事務局からの説明は全体を通して関わりがありますから、全体から質問を受け付けて、そ

の後、意見を出してはいかがでしょうか。１つ１つの項目で質問を受け付けていては時間が足り

なくなります。全体を通して質問を受け付けたほうが良いと思いますがいかがでしょうか。 

（卜蔵会長） 

 では、改めまして事務局からの説明全体を通して、質問を受け付けたいと思います。 

（早原委員） 

 では、１つお願いします。資料の中に「家庭教育支援チームの活動」とありますが、これはど

ういう人がどのような関わり方をして、この方々の支援を受けるにはどうしたらよいのか、少し

具体的に教えていただけますか。 
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（佐藤主任） 

 家庭教育支援チームの活動についてですが、これは国の補助を受けて実施している事業の一環

です。簡単にいいますと、家庭教育についての情報が届いていない方、また、課題を抱えている

けれども支援事業等に参加されない、または、他者との関わりがもてない、持ちたくないという

親へ情報を届けて、少しでも人とのつながりを持っていただきたいと考えています。しかしそう

いった家庭は、なかなか行政からは見えず、また、関係機関に相談しようにもいまひとつ壁を感

じている人もあるかもしれません。そのような家庭に「顔と顔が見える支援」を届けたいと考え

結成したチームです。ここにおられる卜蔵委員や相見委員もチーム員として活動していただいて

いるところですが、家庭教育支援の活動を行っている市民の方から生涯学習課がお願いして活動

していただいています。子育て経験者や今まさに子育てを行っている方等ばかりですので、行政

機関とはちょっと視点が違い、親にとって身近な存在でサポートすることを目指しています。 

（早原委員） 

 具体的には、どのような活動をしておられますか。実際にそのようなチームがありますか？ 

 チーム員は何人いらっしゃいますか。 

（佐藤主任） 

 チーム員は現在３名で活動していただいています。 

（早原委員） 

 これは、一部国の補助事業ということですが、申請を行うわけですか？ 

（佐藤主任） 

 そうです。国と県に年度ごとに申請書を提出します。 

（松本委員） 

 年間どのくらい活動しておられますか。 

（相見委員） 

 私もチーム員ですので、それについては私のほうから説明させていただきます。まず、はじめ

にお伝えしておきますと、活動した際は、いつ、どこに行って何をしたのか等を必ず記録し、報

告します。それに対して活動謝金をいただいております。私の活動内容を紹介しますと、例えば、

４月から１２月までに米子市の子育て支援センターに２６回訪問し、また、公民館の子育てサー

クルには１８回訪問して情報収集・提供などを行っています。また、家庭教育支援に係る講座に

おいてファシリテーターを３回行っております。これは、県の派遣事業として出かけております

ので支援チームの活動としては報告しておりませんが、ファシリテーターとしての活動もチーム

員の活動に関係しています。また、１１月に「親子であそぼう」という事業を実施しました。 

（松本委員） 

 子育て支援センターは、月の会合を見ると、ふれあい子育て支援センターに偏っているような

気がしますが、他のサークルも訪問されますか。 

（相見委員） 

 そうです。３人で月に一回活動の報告会を開きますが、その時に計画を立てて訪問しています。 

（松本委員） 

 先程、事務局の説明の中で引きこもっている親に出てきてもらいたいとありましたが、引きこ

もっている親は出てきません。実際は、そういう親に対するサポートは難しいです。ということ
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は、赤ちゃん訪問みたいに助産師さんと組んでいっしょに訪問するとかしないと、これは解決し

ません。元気なお母さんたちが支援センター等の公共の場所に来られているわけです。 

（卜蔵会長） 

 ちょっとよろしいでしょうか。必ずしも支援センターに特化して活動しているわけではありま

せん。ある方から紹介を受けた親の話を聞いたり、そして、内容によっては専門的な知識がない

と対応できない相談もありますので、必要に応じて専門機関を紹介したりもしています。主民児

童委員さんたちと話し合い、連携もしています。また、公園を回って親子に声かけもしています。

そうやって少しずつですが、顔の見える支援を目指しています。 

（松本委員） 

 支援チーム員は専門的な知識がないといわれますが、ちゃんと研修旅費を付けて研修を受けて、

資質向上していただきたいと思います。 

（卜蔵会長） 

 研修には機会を捉えて参加しています。先日も、ふれあいの里で県社協の主催の研修ですが、

発達障がい児の理解と支援に関する研修を受講させていただきました。これからも学んでいきた

いと思っています。 

（早原委員） 

 これは、窓口は生涯学習課ですか。 

（佐藤主任） 

 はい。 

（早原委員） 

 これは、良い取り組みだと思います。私の活動においても協力をお願いしたいと思いました。 

（松本委員） 

 １つお願いがありますが、今後も主任児童委員さんと連携して子育てサークルの中で悩み解決

をされるのは良いことだと思いますので、続けていただきますようお願いします。 

（卜蔵会長） 

 はい。ありがとうございました。他の委員さんから何かご意見はありませんか。 

（松本委員） 

 もう１つお願いします。来年度は、「タムタムスクール」の中で、基本的な生活習慣に関する

講座を取り入れていただきたいと思います。と言いますのは、就学前にちゃんとした生活リズム

が成り立っていない子どもが多いです。なので、基本的な生活習慣を身に付けられるような講座

を取り入れてほしいと思います。 

（卜蔵会長） 

 私は実行委員ですが、毎年、基本的な生活習慣に関する内容は取り入れています。大学の教授

が子どもの発達について話をしていただく講座もありますが、その中でも生活習慣についてお話

していただいています。 

（松本委員） 

 大学の先生とかではなくて、保健師さんとかにお願いしていただきたいと思います。大学の先

生等が「早寝・早起き・朝ごはん」の検証をされて、これがいかに大事かというデータは出され

ています。そのような内容を把握してお母さんたちに知らせることはできますが、身近におられ
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て個人的にアドバイスできるような人がいたらいいかと思います。 

（卜蔵会長） 

 プログラムの中に取り入れられるものは取り入れていきたいと思いますが、今の講座の中でも

基本的な生活習慣の重要性は結構時間をかけてお話をいただいたりしています。できれば、保健

師さんたちもいろんな知識をお持ちでしょうから連携していけるよう検討したいと思います。あ

りがとうございました。 

（米澤委員） 

 今の意見は重要なことだと思いながら聞かせていただきました。このような話の内容を子育て

サークルにも伝えていただきたいと思います。 

（卜蔵会長） 

 子育てサークルは、一部の地域は公民館でできない状況にありますが、公民館を会場として行

っています。車尾地区は１週間に１回活動しておられます。公民館に行かれたらサークルの活動

日はわかると思いますので、ぜひ、委員さんも関わって一緒に活動してみてください。 

（相見委員） 

 すみません。「タムタムスクール」に関してよろしいでしょうか。私も実行委員会をさせてい

ただいています。先程、松本委員から意見をいただきましたが、講座の中に盛り込みたいことは

たくさんあります。年末に実行委員会を開催し、協議したときに出た意見ですが、「タムタムス

クール」はあくまでも家庭教育支援の学習講座として、親等への教育を目的としています。社会

教育分野の事業を実施しています。一方、健康対策課は福祉の面で子育て事業を実施しています。

あれもこれもはできませんので、タムタムスクールは、あくまでも教育と言う面に軸を置いて実

施していきたいと思っています。 

（松本委員） 

 基本的な生活習慣は、社会教育の分野ではありませんか。 

（相見委員） 

 もちろん、家庭教育支援という面で考えれば関係ないわけではありませんので、健康対策課、

そしてこども未来課とも連携していかなければいけないと思っています。 

（松本委員） 

 わかりました。とにかく、何が大事かと言うことをもう一度検討していただけたらと思います。 

（早原委員） 

 公民館にある物の管理について、公民館にあるピアノですが、使えないほど古くなってしまっ

たらどうされますか。市で修理していただけるか、もしくは寄付を募ってもよいものなのでしょ

うか。 

（卜蔵会長） 

 ピアノを置いている館は限られていますが。事務局いかがでしょうか。 

（幡井課長補佐） 

 ピアノに関しましては、全ての館に設置しているわけではありません。地域の必要に応じて地

域の方から寄贈いただいたりして設置している館があります。調律については予算の範囲内で順

番に対応して、最低限のピアノとしての役割を果たせるようにしたいと考えています。ただ、備

品として各館に設置することは考えておりません。 
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（早原委員） 

 地域の中で、「このピアノを使おう」ということになれば設置してもよろしいでしょうか。 

そのときは、公民館長と話をさせていただけばよろしいですか。それとも生涯学習課でしょうか。 

（幡井課長補佐） 

 ピアノ設置にはある程度の部屋を占領しますので、地域の方々が公民館の活用について協議さ

れて、ある程度場所を取ってでも地域の活動にピアノを設置したいという事であれば設置できま

す。他の活動に支障をきたすという事で設置していない館も当然あります。それは、地域住民の

話し合いの中で決めていただきたいと思います。 

（早原委員） 

 今、伺ったのは既にピアノが設置してある館についての話しですので、では公民館長さんと話

し合って使えるものに変えさせていただこうと思います。 

（卜蔵会長） 

 どうしても公民館でピアノを使えないということであれば、児童文化センターは夜も使えます

し、文化ホールもあります。今度リニューアルオープンする公会堂もあります。ただ、これには

利用料が発生しますが。 

（早原委員） 

 そうですね。費用の問題がありますね。地域の活動の中でそんなに費用はかけられないので。 

（松本委員） 

 今回の資料を、３月の事務連絡会で職員さんに説明されるという事でしたのでお願いしたい事

があります。各公民館のホームページのことですが、予定表だけでも早めに掲載していただけれ

ばと思います。それと、社会教育講座の家庭教育講座についてですが、毎年お願いしております

が、現役の子育て中の保護者が参加しやすいように時間帯や内容を改めて検討していただきたい

と思います。 

（佐藤主任） 

 ぜひ、委員さんも地域の公民館に出かけていただき、一緒に企画していただいて助言していた

だきたいと思います。 

（松本委員） 

 富益公民館の実施しておられる家庭教育講座のような方法もありますので、参考にしていただ

きたいと思います。 

（卜蔵会長） 

 ここには、公民館長会会長の山脇委員もおられますので、ぜひ館長さんたちに審議会委員が訪

問させていただくこともあるということを伝えていただきたいと思います。 

（幡井課長補佐） 

 今、ホームページに関してご意見いただきましたが、ホームページへの情報提供は非常に有効

な方法でもありますので、公民館職員への研修も充実させてより住民の皆さんの要望に応えられ

るようにしていきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

（卜蔵会長） 

 その他、ございませんか。 
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（實近委員） 

 家庭教育支援チームのことについてお話がありましたが、私はチームの活動をよく知っている

ものですから、先ほど早原委員が私をチーム員と間違われました。なぜ、私がチーム員の活動を

よく知っているのかと言うと、２年前に松江で行われた研修で、この支援チームの実践について

発表されて話を伺ったからです。今考えてみると、やはり研修には行けたら行くべきだと感じま

した。皆さん忙しいのは分かりますが、できるだけ参加されたらいいと思います。 

（卜蔵委員） 

 そのほか、何かありますか。 

（小椋委員） 

 先程の説明の中にもひとづくり・まちづくり推進事業の話がありましたが、今、公民館を拠点

として「まちづくり推進協議会」を設置して活動しているところであります。だた、後継者の問

題等があり進みが悪いという課題もあります。リーダーシップを取れる方が欲しいということも

あります。先日、新居浜市の泉川公民館の方が来られてまちづくりの実践発表をされましたが、

私は視察に行かせていただきました。まちづくりの組織ですが、公民館を拠点として、環境や健

康などいろんな専門の部会をつくり、ワークショップを行ったり運営に地域から寄付を募ったり

しておられました。組織が整っていました。ちょっと話の的が外れるかも知れませんが、その時

に小学校・中学校に訪問し、校長先生からお話を伺ったところ、地域の方が読み聞かせ等を行う

ため自由に校門を空けて入ってこられるような環境だとのことでした。はじめは地域の方が学校

に入って活動されることに抵抗があったが、環境が整っているので学校の開放が可能なのだとお

っしゃっていました。子どもたちも地域の方が来られるので、例えば中学校ではポイ捨てや喫煙

などの問題が少なくなったとおっしゃっていました。地域がつながれば、ここまで出来るのかと

感動しました。やはり、自治会に加入してもらうことが大事なのではないかというのが、意見と

して集約されました。自治会には若い人が加入しないという現状があります。アパートやマンシ

ョンに入っておられる方に加入をお願いしようと建設会社にもお願いしておりますが、なかなか

進みません。若い方の加入は後継者をつくることやリーダーをつくることにもつながると思いま

す。委員の皆さんにもお願いしたいのですが、若いお父さん、お母さんの方と出会われる時など

に自治会の加入についてお話ししていただきたいと思います。 

（卜蔵会長） 

 今、自治会加入が落ち込んでいるとおっしゃいましたが、上から目線でお願いしても加入され

ません。なぜ自治会が組織として地域に必要なのかを折にふれて発信したりする必要があります。

私たちも機会を捉えて声かけをします。その他、何かありませんか。山脇委員、公民館長として

はいかがでしょうか。 

（山脇委員） 

 本日は、公民館運営審議会の皆さんの意見を聞かせていただく立場で参りましたが、公民館の

立ち位置を明確するということについて、皆さんの意見を聞きながら我々も検討していきたいと

思います。公民館事業につきましては、事務局から説明がありましたが、それぞれの地域で工夫

をして事業に取り組んでおります。昨日も、私が館長しております春日公民館では部長会を開催

いたしましたが、活発に意見が出されました。皆さんの思いを地域住民の皆さんに伝えて、地域

一緒になって何をやっていこうかということを考えていきたいと思います。 
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２９の公民館は地域ごとに４つのブロックに分かれておりますが、各ブロックにおいても公民館

は何のために何をしようとしているのかということについて勉強しているところです。まだまだ

課題も多いですが、ぜひ委員の皆さまのお力をお借りしていきたいと思います。 

（卜蔵会長） 

 ありがとうございました。その他、何かございますか。 

（米澤委員） 

 何度もすみません。公民館の学習講座のことで事務局にお願いしたい事がございます。 

まず１点目は、住民参画を徹底的にやっていただきたいと思います。公民館の職員は役人です。

縦割り意識の強いところで古い体質を持っていると思います。職員に、「住民にもっと寄り沿っ

て話を聞きなさい。」と言っても、そういう意識を持っていない。計画を立てる段階については、

学習講座の企画をする時に住民参画で企画委員会を設置してやっている館が１３館でした。その

他として、アンケート、あるいは受講者の要望を聞きながら職員が中心となって企画する公民館

があります。企画委員会は、住民の中から公募で数人委員を募り、また、職員はもちろんその委

員会に入って、そして、公民館にある文化部や教養部などから委員に入っていただく。そこで専

門的に計画をきちんと立てる。どういう考え方で、どういう目的で、どういうことをやるのか。

それが達成できたかどうかということを企画委員が検討して次年度に結びつけていくことが必

要だと思います。そこでさっきも言わせていただいたように、企画委員会を設置するのにコーデ

ィネーター役が必要なわけです。住民は受講生であって地域住民ですから、その方々の意見を聞

けばいいわけです。もっと住民を参画させていかなければと思います。公民館でも住民参画をさ

せてもらいたい、そういう意識で教育委員会は公民館に指導していただきたいと思います。 

（山脇委員） 

 早速、ご意見をいただきありがとうございました。学習講座の運営における住民参画について

ですが、企画委員会のようなものを設置していない公民館の現状については、直接関わっていな

いので事情も分かりませんし、何とも申し上げられませんが、春日公民館の場合は企画委員会を

設けておりまして、受講者の方や地域の方のご意見を伺います。企画委員会を３回程度開催しま

す。それをもとに公民館が経費等の限りも照らし合わせながら立案し、最終的にもう一度企画委

員会にかけて実施します。住民参画といいましても色々課題もありまして、年齢等が偏ったりし

ないようにする必要があります。いずれにしましても、広く住民の皆さんに公民館を利用してい

ただくように工夫しております。基本的には「いらっしゃいませ」の気持ちで公民館を開いてい

ます。回答にならないかもしれませんが、館長会におきましても、審議委員会でこのような意見

が出ておりますので、住民に積極的に関わっていただくよう検討していただきたいとお伝えした

いと思います。 

（卜蔵会長） 

 ありがとうございました。事務局から何か説明がありますか？ 

（幡井課長補佐） 

 学習講座の企画についてですが、ほぼ全館、公民館の職員のみの単独で事業内容を企画・実施

している公民館はありません。形態は様々ですが、文化部や教養部の部長さんに委員になってい

ただいたり、あるいは講座の受講生に委員になっていただいたりして、最低でも２・３回会議を

開催して毎年１月か２月、ちょうど今頃に講座を決定しているはずでございます。その中で、行
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った講座の反省点をしっかり把握して次につなげていくということは重要なことですので、そこ

は、公民館職員には生涯学習課から指導していきたいと思っています。以上です。 

（卜蔵会長） 

 ありがとうございます。その他、何かございますか。 

（吉居委員） 

 私は、初めて公民館運営審議会委員としてこの会に参加させていただきました。先程、地域に

リーダーがいないという話がありましたが、今、自治会長になる人がいません。昔は地域にボス

がいて、地域に争いごとがあると間に入って仲裁していました。しかし、今はそれがなくなりま

した。例えば、学校に向かってストレートに苦情を言う。校長先生、教頭先生は大変です。先生

方もまいってしまう。そのような状況は地域の恥だと思います。各地区公民館では地域の核とな

る人材を育成していかなければなりません。「教育」とは教育基本法第二条にありますが、伝統

と文化の尊重し地域を愛する立派な人を育てていく、そして、立派な日本人になって立派な国際

人になる。そのための取り組みが公民館で行われているかということです。「教育」とは人材育

成です。公民館運営審議会でそれを協議すべきです。もっと素晴らしい意見がたくさんあると思

います。 

（卜蔵会長） 

 ありがとうございました。米子市の公民館はそれぞれが多くの地域の人と関わって、日々、い

ろんな努力をしています。私は、実際によく公民館を回って見ていますので、それは分かります。

公民館職員はそれぞれが意識して業務に取り組んでいます。そして委員の私たちにも課せられた

使命があります。公民館に「ああしろ、こうしろ」と言っていては良い関係は築けません。話し

合いの中からお互いに同じ方向性を持って社会教育を進めて行かなければと思います。私たちも

努力していきたいと思います。時間が参りましたが、何かご意見はございますか。 

（湯浅委員） 

 お願いします。このたび、全国子ども会連合会主催の研修会が東北で行われまして、先週、出

かけてまいりましたが、その中で皆さんにお伝えしたいことがございます。震災復興において、

高校生が自主的に自分たちのできることを行うということをシンポジウムの中で代表の方が話

されました。まず、自分たちが語り部となっていくこと、東北の観光が落ち込んでしまったので

観光を復活させること、また、まちづくりに貢献することなどがありました。２０年後の日本は

自分たちが担っていくという意識を持って、まちづくりの話し合いに高校生も委員となって参画

するというお話がありました。インターネットを通じて実践を発表しているので、見てほしいと

の事でした。まず、自分たちができることを少しずつ実践していこうという高校生の姿勢を目の

当たりにして力強く感じました。米子市にもジュニアリーダーがいます。重複はありますが年間

１００回ぐらい各子ども会に出かけていて支援しているという実態があります。そういう若い力

も頑張っているということも委員の皆さんに知っていただきたいなと思いました。 

（卜蔵会長） 

 ありがとうございました。審議会の終了予定時刻が過ぎましたが、ひとつだけ私のほうから事

務局にお尋ねしたいと思います。１２月議会において、議員から公民館職員について質問され、

教育長と事務局長が答弁しておられますが、その質問を受けられて今のところどのような対応を

取っておられるのでしょうか。進捗状況で結構ですのでお知らせいただければと思います。市議
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会の内容は市のホームページで確認できますので、委員の皆さんもご覧いただければと思います。 

（永見課長） 

 今、会長から質問がありました件の内容ですが、１２月の議会で公民館職員の待遇について議

員さんから質問がございました。その際に、教育長が答弁いたしましたのは、現制度は平成４年

から始まっています。当時、公民館の主事は３５歳から５６歳、主任は４５歳から６３歳という

年齢制限をして採用しておりましたが、その後、高齢者雇用や雇用機会の均等を図るために下限

が無くなり、上限が６５歳までとなりました。従いまして、制度設定当初と変わっておりまして、

若年層の採用であるとか勤続年数の長期化ということがございましたので、その部分を踏まえて、

今一度公民館職員の設置について検討するという回答しております。よって今現在、調査研究し

ているところでございまして、現段階ではまだ何も決定しておりませんが、そのような観点から

若干の修正は必要であろうという考え方で研究しているところでございます。以上です。 

（卜蔵会長） 

 はい、ありがとうございました。公民館職員の昇給は、ある年数が過ぎるとストップしてしま

います。無理を承知で申し上げますが、やはり、あれだけの業務をしているのであれば多少なり

とも昇給があればと思います。生涯学習課も十分承知しておられるとは思いますが、何卒検討し

ていただければと思います。 

小谷委員、公会堂がリニューアルオープンいたしますが、何かありませんか。 

（小谷委員） 

 はい。公会堂はリニューアルオープンに向けて整ってまいりました。３月２９日にオープニン

グ・セレモニーがあります。ホールは、舞台職員が２ヶ月研修しないと使えるようになりません

ので、５月１８日の「市民音楽祭」を始まりとして、５月２１日からいわゆる貸し館として利用

できるという状況でございます。私もまだ館内には入っておりませんが、音響、空調、照明全て

新しくしておりますので、かなり快適な空間になると思います。あわせて、前庭がとても使いや

すくなります。火を使っても良いということで、マルシェや市で出店したり、また、グリーンに

おいては、それこそ子育て中の家族が外に出かけてお弁当でも広げたりといったことが可能にな

ります。皆さんのご協力で良いものが残せたと思いますし、米子市が美術館や図書館、そして公

会堂という市の施設を２５年度に同時にリニューアルしたのはすごいことだと評価しておりま

す。教育長も言われましたが、美術館・図書館の利用とあわせて公会堂もどんどん利用していた

だけたらと思っています。 

（卜蔵会長） 

 ありがとうございます。メインホールや会議室の利用だけでなく、ホワイエも十分活用してい

ただけると思いますので、ぜひ利用していただいて、感想を小谷委員さんにでも伝えていけたら

と思います。 

 本日は、新しい委員さんをお迎えして開催いたしました。今日が今年度最後の会になります。

委員の皆さんそれぞれが社会教育に関する分野で活動していただき、何かありましたら事務局や

会長に連絡していただければと思います。本日は、ありがとうございました。 

 

 ６. 閉会 


