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平成 28年度第 2回境港市社会教育委員会議（平成 29年 2月 27日委員会議 会議録） 

 

召集年月日 平成 29年 2月 27日 15時 00分 

召 集 場 所 中央公民館（市民会館 2階） 

開   会 15時 00分 

出 席 委 員 植田 建造  遠藤 恵子  遠藤 惠裕  岡﨑 茂 

梶川 惠美子 門𦚰 規矩子 門𦚰 哲也  古徳 寧 

澁谷 博子  土田 良和  廣江  仁   増岡 茂 

説明のために出席した者 

  教育長  松本 敏浩 

生涯学習課長  黒崎 享 

生涯学習係長  濵田 潤 

文化体育係長 竹内 勝 

説明以外の出席者なし 

傍 聴 者  なし 

会 議 書 記  濵田 潤 

報 告 事 項  （１）平成 28年度社会教育関係事業について 

（２）境港市民交流センター（仮称）基本設計について 

（３）その他 

閉 会  16時 20分 
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（15:00 開会） 

 

生涯学習課長 開会 

 

教育長 挨拶 

 

生涯学習課長 委員の変更について説明 

 

生涯学習課  報告 （平成 28年度社会教育関係事業について） 

 

委員  3ページの「文化財ハンドブック製作事業」について、ハンドブックは

どのように配布されますか。 

生涯学習課  市内小中学校などの公共施設に配布と希望者には生涯学習課で配布し
ます。 

委員  1ページのブラスフェスタに関してですが、現在上道小学校で行われて

いると思います。音響等のことを考えると文化ホールでやった方がいいと

思いますが。 

生涯学習課  音響面で言いますと文化ホールが断然優れていますが、境高校の吹奏楽
部の人数が多くて、文化ホールの舞台に入りきらない。これが 1 番大き

な理由となりますが、小・中学校、高校となりますと楽屋数も必要となり

ますので、音響は下がりますが駐車場のことも勘案しまして上道小学校で

行っています。 

委員  3ページの公民講座とか社会教育講座とありますが、各公民館が年間の

計画を立てると思います。教育長さんがおっしゃったようにコミュニティ

スクールとかそういう事業が行われるということで、公民館講座には子ど

もを対象にした講座がいくつくらいありますか。 

生涯学習課  数字は持っていませんが、夏休みに料理教室等各公民館において様々な
講座をしていただいています。 

委員  子ども講座が大事になっていくとお話しがありましたので、公民館を中
心にと考えました。 

委員  教育長さんが言われるのと、今公民館でやっている講座とは異なってい
るのかと思います。十数年前に子どもの居場所作りとしてやりましたが、

定着しませんでした。今は、公民館に子ども達を来させて遊ばせる。子ど

もの頃から公民館に親しみを持たせることを考えて各公民館が事業を行

っています。 

教育長  これから立ち上げようとしている事業は、今現在公民館でしていただい
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ている事業等も考えながらやっていかないといけないと思いますが、それ

以外もっと一番公民館にお世話になると思いますが、子ども達にとってど

ういった事業が実施していただけるのか相談をさせていただきながら、新

しい事業も含めて色々作っていきたいと考えております。 

委員  5ページの市民体力テストですが、参加者が 35名。もったいないなと

思います。何か他の事業と一緒にしては。総合的なものの中で行ってみて

は。 

委員  昔は、体育の日はそれぞれの団体がそれぞれのことをしていました。 

生涯学習課長  平成 25年度から行っています。平成 27年度・28年度は、午後からや

っています。午後からは人が参加しにくいといのが一つ。チラシに午後 1

時～3時と書いていますが、そういう風に書くと 2時間拘束されると思わ

れますので、人が参加しにくいと指摘を受けました。実際の拘束時間をＰ

Ｒするのと午前中にした方が参加しやすいと思います。また、来年度は第

1体育館も使えますので第 2体育館の午前中が使用できると思います。第

1 体育館を使っている人にも声掛けをしたらある程度の参加者も見込め

るのではと思います。来年度以降は周知の仕方や実施の仕方を変えて、集

客を高めたいと考えています。国の指針としては、体力測定の結果を 80

人～100 人くらいデータがほしいようで、そこには至っていませんので、

集客を図っていきたいと考えております。 

委員  市民体力テストの前に境スポーツクラブがインターバルウォーキング
をやっています。そのままなら参加しようと言っていましたが、ご飯を食

べてから大分時間が開いていましたので、会員もたくさん参加しており来

年は出ようかなと話をしていましたので、ＰＲをしときます。 

委員  学校・家庭・地域連携協力推進事業についてもう少し詳しく説明して下
さい。 

生涯学習課  まず、市内小中学校にどういったボランティアがほしいかお聞きします。
お聞きした内容のボランティアを地域の方に募集をかけ登録をしていた

だきます。登録者の方に学校の要望に対するボランティアをしていただく

ことになります。幸朋苑の方にも登録いただき、ご協力をいただいていま

す。また、本年度は中学校から読み聞かせの依頼がありました。 

委員  中学校の読み聞かせは 1 つは想像力を豊かにします。それから聞く力

を強める効果があります。もともと高校生の野球部に読み聞かせをして精

度があがったと実践がありまして、野球部の生徒に指示が通り易くなった。

このようなことがありまして、色んな所で中学生に読み聞かせをやるとこ

ろが出てきています。落ち着いて始まりが出来る。もう一つは、あまり幼

いころに読み聞かせの体験がない子ども達が読み聞かせのボランティア
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の話しを聞きながら次世代に読み聞かせをつなげていく。そういうことに

もなります。色んな意味で効果が考えられます。 

   植栽のボランティアをお願いしましたところ、幸朋苑の利用者さんが
プランターに花植えしたものを持ってきて下さった。職員さんと一緒に来

られまして、校舎も見ていただきました。つなぎが出来て良かったと思っ

ています。 

委員  中学校は 2中だけですか。 

委員  そうです。中学生への読み聞かせは米子市でも 2 校十数年されていま

す。 

委員  鳥取市の因幡山小学校で、図書の先生が読み聞かせをしていた。自分た
ちが 6 年生になったら 1 年生に読んであげるといいました。それが本当

だと思います。 

委員  各事業の説明の中に、補助金とか支援という言葉がありますが、これは
金銭面のことですか。 

生涯学習課  金銭的に補助的させていただくことです。 

委員  ブラスフェスタは山陰合同銀行さんからの補助はどうなりましたか。 

生涯学習課  ごうぎん鳥取文化振興財団さんから毎年助成いただいています。 

委員  今もありますか。 

生涯学習課  あります。 

 

生涯学習課  報告 （境港市民交流センター（仮称）基本設計について） 

 

委員  総ガラス張りですか。 

生涯学習課長  ガラス張りについては、検討中です。コスト比較を出すように業者には
言っています。 

委員  強風になったら庇が飛ぶのではないか。 

生涯学習課長  基準風速が 30ｍになります。それの倍の 60ｍから 70ｍには耐えうる

設計になっています。 

委員  中会議室の表記が点線になっている意味は。 

生涯学習課長  前後に動きますという意味です。 

委員  壁を無しで、ついたてでしますよという意味ではないんですね。 

生涯学習課長  そうです。 

委員  市民図書館新館は、図書館でそのまま使うのですか。 

生涯学習課長  図書館としては、使いません。例えば、１階に市民活動センター、2階

に青少年育成センター、そういった使い方になります。施設自体が新しく、

太陽光もついていますので。 
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委員  会議室ですが、特に展示関係で便利になるように。大会議室になるか、
中会議室になるか分かりませんが。 

生涯学習課長  基本的に全部、展示が出来る仕様にします。市展を意識した構成にしま
す。 

委員   図書館、2階の管理室の方のトイレには車いす用のトイレはあります         か。 

生涯学習課長  あります。 

委員  ２階に多目的トイレの確認が出来ませんが。１階に車椅子スペースがあ
りますので、１階を利用するということですか。 

生涯学習課長  そうです。 

委員  防災拠点機能を持たせるということで、この施設自体が避難所になるの
ですか。 

生涯学習課長  なります。 

委員  そうしますと、ハンディキャップのある方の部屋はこの部屋という想定
がありますか。 

生涯学習課長  和室等を利用していただくことを考えています。 

委員  私は障がい者協議会で災害の委員会を担当していますが、事前にそうい
う方が入る部屋を決めておいた方が混乱がなく、必要な道具の備蓄も必要

です。和室は逆に使いにくいです。ベッドがあった方がいいです。 

委員      工事中の駐車場は大丈夫でしょうか。 

生涯学習課長  市民会館自体がなくなりますが、保健相談センターで事業等がある場
合は、駐車場が必用になってきます。その様な場合は職員駐車場を市民

の皆様にご利用いただくことが必要になってくると思います。 

  境中央公園を駐車場にと意見を色々いただいてました。 

委員  交通公園はどのくらい使われていますか。 

生涯学習課長  小学校の自転車教室で年に何回かは使っていると聞いています。ＰＴ
Ａが警察や指導員に依頼して行っていると思います。 

大会には参加していないと思います。 

 

  報告 （その他） 

 

委員  学校公開日が年に何回かあると思いますが、どこの学年に参観に行くか
をよく悩みます。高学年ならレベルが高いかなと思ったり、行けば 2･3

箇所参観します。地域の中に子どもをとお話しがありましたが、公開日に

地域の方の出番があってもいいかなと思いました。個人的な意見としまし

て、参観するだけでなく一工夫あれば面白いなと思いました。 



6 

 

教育長  ご意見いただいたことを校長先生方にも情報提供させていただきます。 
 

生涯学習課長 閉会 

 

 

 

（16：20 閉会） 


