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境港市社会教育委員会議（令和元年 8月 29日委員会議 会議録） 

 

召集年月日 令和元年 8月 29日 19時 00分 

召 集 場 所 保健相談センター研修室 

開   会 21時 00分 

出 席 委 員 足立 光枝  遠藤 恵子  遠藤 惠裕  梶川恵美子 

門脇規矩子  門脇 哲也  金津 唯可  木村 一也 

古徳 寧   山田 哲男  仲倉 孝弘  大池 明 

欠席委員   木村 光哉 

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           角本 豪 

文化体育係長          竹内 勝 

生涯学習係主任（社会教育主事）  竹本 夏樹 

  鳥取県西部教育局 社会教育担当係長 下前 博史  

説明以外の出席者 なし 

傍 聴 者  なし 

会 議 書 記  角本 豪 

研   修 演題：社会教育委員とは 

  講師：鳥取県西部教育局 社会教育担当係長 下前博史 

報 告  （１）令和元年度社会教育関係事業概要について 

（２）教育委員会の点検・評価について（社会教育関係事業） 

（３）その他 

閉 会  21時 00分 
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（19:00 開会） 

生涯学習課長 開会 

教育長  こんばんは、本日は大変お忙しい中、非常に天候が不安定な中ご出席い
ただきありがとうございます。それから委員の皆さま方には日ごろより本

市の社会教育の進展にそれぞれの立場でしっかりとリードしていただき、

感謝申し上げます。          それから、８月１８日に開催をしました地域学校協働推進フォーラム、
こちらの方にもおでかけをいただいた委員もたくさんおられます、本当に

ありがとうございます。          この会は昨年から前半部分に研修を位置づけ、そのあと事業概要、あ
るいは実施をした事業の評価を報告させていただき意見交換を行ってお

ります。          本日の研修では西部教育局社会教育担当の下前係長よりおでかけをい
ただき、社会教育委員とは何を期待されているのか、そのような話をして

いただきたいと思います。またそういった話を受けながら後半の意見交換

を活発にしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

下前係長  研修 

委員       質問ではありませんが市報に中村市長が書かれる「安全・安心なまち
づくり」ということがとても大切だとは思っていたのですが、この話を聞

いて安全・安心にプラスαがとても大事なのだなと感じました。安心・安

全が基盤にあってプラスαの魅力ある地域づくり境港市づくりをするた

めに私たちは何をするのかを考えることだなと思いました。          私も婦人会の会長をしていまして、ボランティアにも出ているのです
けれども、今みんなのまちづくり委員をしているのですけど、補助金申請

＋島大の毎熊先生を呼んで魅力ある地域づくりに Iターン、Uターンでい

かに人口を増やすのかということを考えたときにどうやったら魅力ある

街づくりになるのか。何もわからないですけれどこういう他の地域に行く

とかの案をいただきましたので、是非行ってみたいなと思いました。 

生涯学習課  報告 （平成 30年度社会教育関係事業概要について） 

    （教育委員会の点検・評価について） 

生涯学習課長  社会教育関係事業概要につきまして一つ漏れがありまして、竜ヶ山陸上
競技場観覧席の屋根改修工事をしていまして金額的には 1,200万円、９月

の始め頃には完成する予定です。観覧席の屋根が老朽化により穴が点々開

いてまして、屋根をそっくり取り換えるというものを今行っております。          いまオリンピックの聖火リレーの募集を今月いっぱい募集してまして、
境港市で走れるのが 10名くらい、境港市へ応募し市が県を通じて選ぶの

が２名（公募枠）、市からの推薦枠が１名、それ以外がスポンサー枠（コ

カ・コーラ・NTT等）で決まっている。応募が 8月末まででして、昨日
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鳥取県記者会見では８月 26日現在の状況によると、境港市での応募が 20

名、直接生涯学習課に来ているものが５名、併せて 25 名くらいの応募。

多いところで鳥取市では 140 名の公募がある。今月末で締め切ったもの

を精査して 12月くらいに正式にランナーが決まる。境港市で走るのは来

年の５月 22日（金）10時くらいに水木しげる記念館前からスタートの予

定です。 

委員  ７ページですけど、渡体育館 29 年度、利用回数 374 回、人数にして

1,087 人、使用料は 457,400 円ですが、30 年度と比べて使用料が増えて

いるのは何故か？28 年度の回数等も見ても分かると思いますが異常に使

用料が上がっているのは何故？体育館改修工事があって使われなかった

のはあると思いますが。 

生涯学習課   確かに人数が減っているのに使用料が増えている、調べさせてください。 
委員  関連して、この表が出されるのは分かるが、中身がどうして増減してい

るのか一度も聞いたことがない。何らかの要因で減った、子どもが少なく

なってきたとか、工事によって減ってきたとかは当然あること、この表に

対しての評価を聞いたことがない。手間暇も随分かかっていると思います

が、並べるだけで終わりではする意味がない。 

生涯学習課長  対前年と比べてみると、項目で言えば第２市民体育館とか、昨年で言っ
たら渡体育館など、例年と同じようなら説明はいらないですが、前年と比

べて差があるところを捉えて説明をしないといけないと考えます。 

委員  温水プールの人数を見て言うのですが、子どもの水泳大会を温水プール
でやっていますが、以前は小学校持ち回りでやっていたが温水プールに変

わった理由は。 

生涯学習課  ここ２・３年は温水プールで行っています。 

委員       これは学校持ち回りでできる小学校が決まっており、コースの数があ
る学校、ない学校があります。準備、天候の問題もあり屋内でやれば必ず

行えます。 

委員  すごい炎天下に風が強くプールサイドにテントが張れない状況で子ど
もの健康管理上良くない大会があったため、温水プールで開催できないか

と検討していた。 

委員       親が観に行くと見えないとの声を聞いたことがある。 

委員       温水プールが構造上の問題で、観戦するための施設になっていない。 

生涯学習課    去年から美保関町のメテオプラザのプールが廃止になったため、夏場
だけですが美保関町の小学校児童が来ているため温水プールを利用した

ため人数が増えてます。 

委員       11 ページの事業概要に学校ボランティアの調整とあるが、どのような

人が行っているのでしょうか？ 

教育長      学校の方からボランティア要請がありますと、例えば学校にはたくさ
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んの木があるので剪定してほしいとか、こういった事業をするので地域の

方に参加してほしいと要望がありますと、地域に学校からの要望を登録し

ている方に相談させていただき支援してもらっています。          各地区でボランティア登録をさせいただいておりますので、そういっ
た方に声をかけさせてもらっています。 

委員       校内のボランティアが多いですか？ 

教育長      学校環境整備が一番多いですが、今盛んに行ってもらっていますのが
本の読み聞かせであり多くの方に学校に来ていただいています。 

委員       11 ページの一番上、家庭や地域の教育力が低下しているという決まり

文句だが、今頃は本当に教育力が低下しているのだろうか。前はもっとほ

ったらかしにしてたのではないか。なんとなくこれが決まり文句になって

いて自分は好きではない。 

生涯学習課    色々と研究してみたいと思います。 

委員       ３ページ、今年度の事業の中で海とくらしの史料館開館 25周年記念事

業と文化ホール開館 25周年記念事業があるのですが、少し寂しいのは２

つの事業の予算額に差があること。地域の音楽家を大事にすることは取り

組みとしては良い事ですが、あそこのホールで大きなものをするのは難し

いので、室内楽くらいの人数でやるくらい、そのくらいの団体で色々な団

体が集まるような、人が集まるような演奏会を企画してこのホールの活性

化を図ることが出来ればなと思います。 

委員       ここに書いてある資料の中で、社会教育委員が関与したイベントはあ
るのでしょうか。 

生涯学習課    ありません。 

委員       いま観光面では色々な標識や案内板が英語表記でされており、境港市
内でも随分増えてきていますが、文化財関係の説明が日本語以外されてい

る表記はあるのでしょうか。というのも龍泉寺は中浜駅の近くでして、そ

の前をホテルまで行かれる観光客がいまして、全員ではありませんが時々

お寺が見えて珍しいのかふらっと寄られる方がいます。市の指定文化財の

説明板が日本語で書かれています。質問をされたことがあるので、そこに

同じ説明が英語で書かれている案内板があれば読んでもらえる。自分達も

英語で上手に説明ができないもので、そんな案内板があればお寺にこんな

ものがあるなと見てもらえることも出来ますし、まず日本語以外の表記も

一緒に並べてしてもらえるのか、文化財は数も多いし予算もあるので、そ

んな事を考えていただけたらと思います。 

生涯学習課    検討してみます。 

委員       この前８月 12日にコンサートがありましたが、私も行かせてもらいま

したが大変良いコンサートでした。境港の少年少女合唱団の卒業生が大学

に行き発表してもらっていましたが、ぶっつけ本番で次々と演奏をやって
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いた、もう少し演奏者が頑張ったという事を、地元の方でやっていること

くらいを話していただけたら本人達もやりがいがあるだろうし、25 周年

記念事業ということだったのに何となく寂しい感じがしました。地域のた

めに帰ってこられたのに残念な思いがしました。教育長はご存知でしたか。 

教育長      企画の話は聞いております。 

委員       今の話はすごく大切なこと、境港市出身でこれからの活躍を期待され
る若手が、もう一つピアノ伴奏でネームバリューのある方を一緒に呼んで        
その方と共演することによって、その方を支援できると思いますし、その

方も色々が勉強できる。市民にとっても本当滅多にないチャンスを開いて

もらえる。そういう企画をもっと練っていけばもっともっと良くなるので

はと思います。 

生涯学習課    今後の機会へ参考にできればと思います。 

委員  各公民館に災害が起きた場合に使う安定ヨウ素剤や自家発電機など
色々なものが公民館に置いてありますが、この度公民館主事さんと一緒に

利用者に何が何処にあるか分かるように記載するのを手伝う機会があり

ました。主事さんはそういうものを一か所に置きたいと考えているのです

が、限られたスペースの都合上配置が出来ず 1 階と２階に分かれたり、

リアカーは外にあったり普段は取られてはいけないので全部鍵がかかっ

ている状況です。災害時に鍵がある場所を分かるように記載しようとした

のですが、書くことも出来ずだと実際に役に立てるのかなと思いました。         鍵がかかる所にしか置けないですし、一般の方では在りかを知らないで
すし、いざ使いたくても使えない、そこが矛盾しているのかと主事さんと

相談したところでした。何とか一か所に置けないかなと、多分他の公民館

も同じ状況なのかなと思いました。 

委員  基本的には公民館にあっても公民館が使うものではないのです。役所の
職員が使うということで公民館は保管場所になっている。例えば安定ヨウ

素剤は事故が起きたときには役所から職員が来ることになっており、公民

館の職員が勝手に配ることは出来ないことになっている。測定器も高価な

ものなので事務所に置いているが、皆さんにはこういう物があるという事

はＰＲしています。それぞれ勝手に公民館が使うことは出来ない。         リアカーなどは別です、これは倉庫にしか置けない。ということで公民
館はしばりがあるので鍵の場所は表に出せれない、災害時に公民館に入れ

ないときには玄関をやぶって入っても構わないので、鍵を分かるようにし

ていたら何があるか分からないので、危機管理を考えると出来ないです。         災害があると役所の職員が来ます、手間暇をかければおっしゃる通りで
すが現状を考えると仕方ない。もちろん公民館職員は何処に何があるかそ

れぞれが知っておく必要はあると思います。役所の方も防災担当の方だけ

が来る訳でなく一般の職員が来ることもあるので。 
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委員  先ほどの防災の話ですけど何で公民館の中に鍵がないといけないのか
となるといじられるのが嫌だからということになりますよね。ということ

は例えば社会教育が進み、みんなが仲良くどの地域に誰が住んでいるとか

分かれば、たぶん外に出してもそんなにいじられることは少なくなるので

は。つまり家が３軒並んでたとして両隣に誰が住んでいると分かっていた

ら、そんなに何か悪さをされることはなくなるんじゃないかなと。それが

この会を通してできるようになるのが目的なのではと考えます。 

委員  本来そうあるべきと思いますが、実際問題として公民館には不特定多数
の方が来ます。例えば酔っ払いが来たりとか…。この会をどうこうもって

行くというのは理想的な話ではありますが、現実として鍵を自由に出来る

ようにしてたら、公民館の職員が女性だけの時、一人の時もありますので

どうにもならない。色々な事を想定すると鍵という物は大切なものですか

ら表に出せないと思います。 

委員  今言っておられるのは、そんなことをしなくても社会教育ですからみん
なが住みよい、当然これはしてはいけないことも分かってて、未然に防げ

るような世の中にするためには、出来る事はなんだろうか、理想はそこを

求めていかないといけない。鍵を掛けても良い世の中にするためには何を

しなければならないのかをこの会で考えていきましょうという事です。 

委員  例えば英語の翻訳をしなければならない時に、例えばこの委員の中に英
語の翻訳を安い値段でやってくれる人がいるなら、じゃあこの中でやりま

しょうという事を決めれるだけの力がある会なので、生涯学習課との報告

をやるだけの会ではないと思います。それをいう方向に持っていかないと

せっかく生涯学習課の皆さんが選りすぐってくださったメンバーが集ま

っているのでもったいないと思っています。境港市にはたくさんのサーク

ルがあるのでそれをこの会でつなぎ合わせることができれば、今回出てき

た議題などもほとんど解決することが出来るんじゃないかなと思いまし

た。例えばシンフォニーガーデンでの催しがもったいないなら、その企画

書をこの会に持ってこいよ、もう少し盛り上げてあげるからというような

話がここでできれば良いですよね。それを是非やりましょう。 

委員       本当にそうだと思います。今までそんなことはなかった。いい機会だ
と思います。 

委員       そこを私たち全員で仕切ることは難しいと思うので、そこを生涯学習
課の方で最初の導入部分でもお手伝いしていただいて、それからここで

色々と盛り上げる方向で色々と出来れば良いのになと思います。          例えば先ほどの翻訳の話とか、皆さまの中でどこか英語のスキルを持
っておられる方を何処かにお知りではないでしょうか？友達の友達みた

いなものでも大丈夫と思いますので、またこの場で出してもらえたら良い

んじゃないかなと思います。 
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委員       たくさんは難しいので、まずは一つ何かをやってみるのが良いと思い
ます。 

委員       そうですね、やってみて仮に謝礼が必要となったら教育委員会に頼ん
でも良いですし。おそらく今私たちが生涯学習課にお願いしたことは、生

涯学習課は忙しいですし、逆に今集まっている方々で知恵を合わせてちょ

っとだけお金をちょうだいみたいな方が、話が進むんじゃないかなと思い

ます。生涯学習課もあまり力になってもらえないんじゃないかなと。 

委員       生涯学習課はそんな簡単に物事を考えていないです。世間の官僚役人
のような事はない。予算を取る事も簡単でない。看板一つでも予算が必要

ですし、簡単に考えていると言うのようなことはやめてほしい。もっとち

ゃんと考えてこういう要望があるとなると、それに答えるよう頑張るはず

です。         そんなに教育委員会事務局は軽々しいものではないです。 

委員       例えば今みなさんが質問された中で、私たちが今解決できるものは無
いものでしょうか。この質問になら応えられるよみたいな。          別に今回のこの資料の中で自分ならこうしたらもっと良くなると思わ
れるような内容は誰かなかったですか。 

たぶんこのままだったら、このまま終わりになるだけで、資料の精査を

しただけになっちゃうだけで集まった意味が全くない。社会教育の精査を

するだけの会ではないはず。是非何かを少しずつでも何かを動かしていか

ないと先ほどの南部町には勢いで負けてしまうなと思いました。ちなみに

生涯学習課的には今の会議のスタイルというのはこのままで良いとお考

えなのでしょうか。 

教育長      ご提案をいただきましたこと良く分かります。先ほど下前係長の方か    ら社会教育委員の仕事・任務に話がありました。我々の姿勢といたしま
して、こういった場を持ちまして委員の皆さまから意見を聞くこという

ような事はこの会でやっている。じゃあ例えば社会教育委員活動の計画

とは調査・研修とかについては正直依頼をしていませんでした。そうい

った内容をいれながら、依頼したものを含めまして昨年度行った事業は

どうなのか、それを評価していただくとなればこの会は前進していくん

だろうなと思います。ただそういった所まで出来ていませんし、一昨年

まではいったい社会教育委員とは何をするものなのか、情報も一切来な

いぞとお叱りを受けたレベルから２年間研修を重ねてきたのが現状です。 

提案をいただきましたことはありがたいことですし、色々な意味で協働と

いう言葉も出ましたし企画する段階での協働性が実際に出来てくれば良

いな、どういった形で我々も提案できるのかという課題もあるのかなと思

います。 

委員       今日下前さんが南部町の実績を言われたのですが、南部町も一日にし
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て出来た訳ではなくて、今までも社会教育委員というのは年に１回か２

回開催するだけで終わっていましたが、教育長が代わられてから少しず

つ社会教育委員にも色々な会議の案内などありますし、我々も見てその

なかで気づいたことを協議するということで、一度にはできませんが少

しずつ現実的になってきています。 

委員       今日例えば看板の話とかありましたけれど、意見を聞かれて事務局も
これを優先して行う行わないの精査をされると思いますし、優先して行

うと判断するとなると予算の確保を検討していくと思われます。          今日の資料で南部町の 7 か条を見た時に、公運審でやってるなという

ことがたくさんありました。自分の住んでいる実態も話していますし、

月に１回会議がありますので、子どもが参加する行事にも参加してます

し、ネットワークを広げるということで研修にも参加します。公運審の

研修旅行も年１回、収穫祭など、歓迎会等では飲みニュケーションもし

ています。社会教育委員になったのは初めてですが公民館活動するなか

で同じようなことをやってるなと感想を持ちました。          そう考えますと社会教育委員は公民館より幅広い活動と勉強しました
ので、そう考えていくと公民館活動なり育成協なり、色々な社会教育に

絡んだ活動がありますので、そういうことを充実させていくとか、ある

いはこの中から一つくらい社会教育委員でやってみようとか一歩ずつく

らいですがやってみるとか、そういった事をやってみると今やっている

活動が社会教育委員としてやるべき活動につながるなと思いました。 

教育長      非常に前向きな意見をいただきありがとうございました。私は色々な
会議にでるのですが、社会教育委員会議に出たときにストレートな意見

をいっぱい言っていただいて、こういった会は珍しいなと感じています。

そういった中で今いただいたご意見の中で、社会教育委員の方は何かを

実行するというところよりも、どちらかといえば調査・研究そういった

ところをしていただいて我々に成果を提供していただくことが教育委員

会の動きとしては非常に良いのかなと思います。何かを作ってくれとか

こんな行動というよりも、こんな事を事務局は悩んでいるんだけど、そ

のことについて調査・研究していただけないかとこれからは依頼をさせ

ていただきたいと考えております。 

 

（21:00 閉会） 


