
（款）１０．教育費　　　 （項）５．社会教育費　 （目）１．社会教育総務費　

  学校支援コーディネーターを生涯学習課に配置し、市内の小・中学校
10校とボランティアとの調整を図りながら、学校の要望に応じた様々な
教育活動支援を行う。
　《主なボランティア活動》
　　・読み聞かせ、見守り活動、環境整備等

　青少年育成センター職員の人件費及び青少年育成センター運営協議会
委員報酬等経費。
　青少年育成センターは、平成30年5月より「境港市民会館」から「し
らぎく会館」に移設。

　学校教育及び社会教育関係者等で構成される青少年育成境港市民会議
を支援し、健全な青少年の育成を推進する。
　《青少年育成境港市民会議主な主催事業》
　　・青少年意見発表会
　　　　期　日：平成30年11月14日（水）
　　　　内　容：市内3中学校より選出された9名の生徒が発表
　　　　会　場：保健相談センター講堂
　　　　参加者：85人
　　・青少年育成講演会
　　　　期　日：平成31年2月19日（火）
　　　　講　師：油谷諒氏
　　　　　　　（境港警察署生活安全刑事課生活安全係 係長）
　　　　演　題：警察からみた少年非行の現状
　　　　会　場：保健相談センター講堂
　　　　参加者：　人

　期　日 ：H31.1.13(日)
　会　場 ：文化ホール
　対象者 ：H10.4.2～H11.4.1に生まれた方
　参加者 ：出席者　281人（対象者数408人）
　 　　　　出席率　68.9％
　ｱﾄﾗｸｼｮﾝ：《講演会》講師：大部由美氏（元サッカー日本女子代表）
　　　　　　　　　 　演題：境港から世界へ！
　　　　 　《ビデオメッセージ》
　記念品 ：｢ゲゲゲの鬼太郎｣ランチトート

２．成人式記念事業

平成30年度社会教育関係事業概要について

事    業    名 説                                                      明

　社会教育活動の指導・助言を行う社会教育指導員１名の人件費及び社
会教育に関する助言を行う15名の社会教育委員にかかる報酬等経費。

　市内の読み聞かせ団体で構成する読み聞かせ団体連絡協議会が「子育
て支援センターひまわり」等で開催する読み聞かせ教室に対する補助
金。
　1回あたり、4,300円を補助。

１．社会教育管理費

４．青少年育成境港
　　市民会議補助金

３．親子読み聞かせ
　　教室運営補助金

５．青少年育成セン
　　ター管理費

６．学校・家庭・地
　　域連携協力推進
　　事業
　　（地域学校協同
　　　本部事業）
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  市民の文化活動振興を目的として、境港市ピアノコンクールやサロン
コンサートの開催、シンフォニー少年少女合唱団の運営等、各種文化事
業を実施する。

　・境港市ピアノコンクール
　　　期　　日：平成30年7月16日（月・祝）
　　　会　　場：文化ホール
　　　対 象 者：境港市内在住の小・中・高校生
　　　　　　　　米子市在住の高校生
　　　参 加 者：82人
　・サロンコンサート（境港市文化振興財団に委託）
　　　期　　日：平成30年4月～平成31年3月の第4金曜日
　　　　　　　　（1・2月は休み）
　　　会　　場：文化ホール（喫茶コーナー）
　　　開催予定回数：10回
　・シンフォニー少年少女合唱団育成事業
　　　団　　員：15人（小1～高1）
　　　活動内容：合唱練習（週1回）、定期演奏会、
　　　　　　　　地域イベント等への出演

　指定（選択）文化財の保存へ向けた取り組みを支援する。

　・補助対象事業
　　　「竹内町のオコニャ」調査事業・無形文化財弓浜絣伝承事業

　境港市文化協会加盟団体が実施する自主事業、加盟団体が合同で実施
する「境港文化のつどい」を補助し、市民の文化活動を振興する。

　
　未就学児を対象とした作品鑑賞、創造体験や公演鑑賞の機会を提供す
る団体の活動（アートスタート）を支援する。

　・実施団体　境港親と子どもの劇場
　　　期　日：平成30年10月7日（日）
　　　会　場：保健相談センター健康相談室
　　　出演者：人形劇団　ひぽぽたあむ
　　　参加者：52人
　・実施団体　あまりこ保育園保護者会
　　　期　日：平成30年9月14日（金）
　　　会　場：あまりこ保育園
　　　出演者：なりたりょうじ・よろず劇団とんがらし
　　　参加者：127人

説                                                      明

　市内の小中学校、高校及び一般の金管バンドが参加するコンサート
（ブラスフェスタin境港）の運営費を補助し、様々な年代の演奏者の交
流と音楽の振興を図り、市民に広く鑑賞の機会を提供する。

　期　　日：平成31年1月20日（日）
　参加団体：5団体
　来場者数：287人（出演者・スタッフを含む）

事    業    名

11. 指定文化財整備
　　事業補助金

７．ブラスフェスタ
　　運営補助金

８．次世代鑑賞者育
　　成事業補助金

９．境港市文化協会
　　補助事業

10．文化振興事業
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（款）１０．教育費　　　 （項）５．社会教育費　 （目）２．公民館費　

（款）１０．教育費　　　 （項）５．社会教育費　 （目）３．図書館費　

事    業    名

事    業    名 説                                                      明

事    業    名 説                                                      明

２．読書活動推進大
　　会開催事業補助
　　金

期　　日：H30.12.16(日)
会　　場：保健相談センター
参 加 者：500人
実施状況：《講演会》講師：磯谷奈緒子氏
　　　　　　　　　　演題：海士町・島まるごと図書館構想
　　　　　《手話パフォーマンス》境港総合技術高等学校
　　　　　《コマの不思議を体験してみよう》米子工業高等専門学校
　　　　　《大切なあなたへ　～えほんとうたのおくりもの～》
　　　　　　　　　　絵本作家しまだようこ氏
　　　　　《おでかけ図書館ウォッチング　読んでみる？》
　　　　　《1箱本屋さん》《学校図書館展示》
　　　　　《乳幼児と楽しむ絵本とわらべうた》《ビブリオバトル》
　　　　　《写真展示（本のある風景の写真）》《手作りカフェ》
　　　　　《図書館クイズラリー》

１．図書館管理費
　市民図書館職員の人件費及び維持管理にかかる経費、新書の購入費等
経費。　新書購入費：6,745千円

  市民のニーズに即した社会教育を実施するために行う公民館活動にか
かる経費。
　・公民館講座、社会教育講座

　公民館職員の人件費及び維持管理にかかる経費、公民館運営審議会委
員の報酬等経費。

　市内各公民館から要望のあった修繕工事を実施。

説                                                      明

　文化財保護審議会を開催し、文化財の保存・活用に向けた協議を行う
ほか、文化財を市民に知ってもらうため、文化財めぐり等の事業を実施
する。

　・文化財めぐり
　　　期　日：平成30年10月20日（土）
　　　訪問先：中央墓園・境小学校・光祐寺・上道小学校
　　　参加者：14人

14．市民交流センタ
　　－(仮称)管理運
　　営計画策定事業

　境港市民交流センター（仮称）新築工事に係る実施設計を行う。

３．公民館施設整備
　　事業

　境港市民交流センター（仮称）建設へ向け、開館後の管理・施設運営
に関する計画を策定する。
　（H30年度に基本計画、H30年度に実施計画を策定）
　本年度、境港市民交流センター（仮称）管理運営計画検討委員会を9
回開催予定。

１．公民館管理費

２．公民館事業振興
　　費

13．美保飛行場周辺
　　まちづくり整備
　　事業

12．文化財保護事業
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（款）１０．教育費　　　 （項）５．社会教育費　 （目）４．市民会館管理費

（款）１０．教育費　　　 （項）５．社会教育費　 （目）５．市史編さん費　

（款）１０．教育費　　　 （項）５．社会教育費　 （目）６．学習等供用施設管理費

　学習等供用施設３館（なぎさ会館、しおさい会館、しらぎく会館）の
管理委託料及び維持管理等にかかる経費

事    業    名 説                                                      明

事    業    名

１．学習等供用施設
　　等管理費

事    業    名 説                                                      明

２．市民会館閉館
　　記念事業

　市民会館閉館を記念し、市民会館ゆかりの音楽家・団体によるコン
サート、市民会館の移り変わりなどを写した写真展を開催。

　・ミニコンサート
　　　期　　日：平成30年4月30日（月・祝）
　　　会　　場：市民会館大会議室
　　　出 演 者：安倍昌旻＆坂本絵里・境さんこ節保存会
　　　　　　　　女声合唱団沙羅・さかいみなとウインドアンサンブル
　　　来場者数：189人（出演者・スタッフを含む）
　・写真展
　　　会　  期：平成30年4月26日（木）～30日（月・祝）
　　　会　  場：市民会館展示室
　　　展示内容：市民会館ゆかりの写真　60点

  市史編さん・民俗芸能・伝統行事に関する調査業務等にかかる経費

　市民会館（ホール・会議室棟）、市民図書館分館及び西車庫の解体工
事を行う。

説                                                      明

１．市史編さん事業

１．市民会館解体
　　事業
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（款）１０．教育費　　　 （項）６．保健体育費　 （目）1.保健体育総務費　　　　

（款）１０．教育費　　　 （項）６．保健体育費　 （目）２.体育施設管理費　　　　

　各地区が実施するスポーツ活動（市民運動会等）を支援することによ
り、市民のスポーツへの参加を促進する。

説                                                      明

　スポーツ推進委員を委嘱し生涯スポーツの普及を図るほか、市民体力
テスト・各種大会の支援を通じ、市民のスポーツ意識の向上を図る。

２．市民温水プール
　　改修事業

事    業    名

　境港市体育協会の育成を図るため、同協会加盟団体が実施する境港市
民総合体育大会の開催を支援する。

　県民スポーツ・レクリエーション祭に参加する小学生を対象に、交通
費の補助を行う。

６．クロアチアセー
　　リングチームキ
　　ャンプ受入事業

  DBSクルーズフェリー就航を記念し、日本・韓国・ロシアの交流促進
を図るため、鬼太郎カップ境港駅伝に韓国・ロシアから駅伝チームを招
致する。
【招聘人数】
　東海市チーム　9人　ウラジオストク市チーム　9人

　市民温水プールの改修へ向け、設備の劣化状況を調査する。

調査内容　各種設備（濾過器・空調機器・ポンプ・配管等）の劣化状況

事    業    名 説                                                      明

１．第２市民体育館
　　改修事業

　第２市民体育館の老朽箇所（床・バスケットボールゴール・照明器
具・器具庫屋根）を改修する。

工期　平成30年11月9日（金）～平成31年3月25日（月）

　クロアチアを拠点として活動するセーリングチームが境港公共マリー
ナでキャンプを実施するにあたり、交通費・交流費用の一部を負担す
る。

受入期間　平成30年10月16日～11月6日
実施内容　練習・中学生（ニ中）との交流・市民歓迎会

５．県民スポーツ・
　　レクリエーショ
　　ン祭参加補助金
　　金

１．生涯スポーツ
　　振興費

２．地区体育・スポ
　　ーツ振興事業補
　　助金

３．境港市体育協会
　　育成補助金

４．日韓ロ駅伝交流
　　事業
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