
様式第１号（第５条関係） 

会  議  概  要 

会議の名称 平成３０年度第１回久喜市生涯学習推進会議 

開催年月日 平成３０年９月６日（木） 

開始・終了時刻 午前９時３０分 から 午前１１時２５分 まで 

開催場所 久喜市教育委員会 会議室 

議長氏名 平 忠昭 

出席委員（者）氏名 

明石實正、飯島栄治、伊東尭司、井上日出子、金子雄司 

川島孝、後藤悦子、平 忠昭、田沼勝子、原嶋憲二、 

古谷郁男、丸碆正樹、丸山道子、宮内智、森田剛夫、 

諸橋美津子、山谷博  

欠席委員（者）氏名 杉田栄子、朝武紀雄、長島一枝 

事務局職員職氏名 
渋谷教育部長、川島教育副部長、海老島生涯学習課長、布施

生涯学習課長補佐兼係長、武藤主査、尾柴主任、中川西主事 

会議次第 

○久喜市生涯学習推進会議委嘱式 

１）委員の委嘱 
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様式第２号（第５条関係） 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末  概 要 

尾柴主任 開 会 

 ○委嘱式 

尾柴主任 

 

梅田市長 

＜開式＞ 

 

＜委嘱書の交付＞ 

＜あいさつ＞  

＜閉式＞ 

 ○第１回生涯学習推進会議 

尾柴主任    

 

それでは引き続きまして、ただ今から平成３０年度第１回久喜市生涯

学習推進会議を開催いたします。はじめに、ただいまの出席者は、１７

名でございます。この人数は、久喜市生涯学習推進会議条例第５条第２

項の規定に基づく定足数に達しておりますので、ご報告させていただき

ます。それでは、久喜市生涯学習推進会議の議事に入ります。 

 まず初めに、本日の資料をご確認させていただきます。 

尾柴主任    

 

＜配布資料の確認及び説明＞ 

尾柴主任    

 

もし、お手元に資料がない方がいらっしゃいましたら、事務局までお

申し出てください。本日は、委員の改選後、初めての会議となりますの

で、議題に入る前に、ここで自己紹介をお願いしたいと思います。 

 ＜各委員及び事務局職員自己紹介＞ 

尾柴主任 続きまして、議題に入りたいと思います。 

 議事進行につきましては、議長が進行を行うこととなっております

が、委員の改選ということで、現在、議長、副議長が不在となってござ

います。このため、議題（１）にございますとおり、この後、議長・副

議長の選出を行いたいと存じます。議長・副議長が選出されるまでの

間、海老島課長を仮議長としたいと存じますが、皆様よろしいでしょう

か。 

      ＜異議なし＞ 

尾柴主任 それでは、海老島課長、お願いいたします。 

海老島仮議長 それでは議長・副議長が選出されるまでの間、仮議長を務めさせてい

ただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、次第の

３議題の（１）「議長及び副議長の選出について」でございます。議長

及び副議長の選出は、久喜市生涯学習推進会議条例第４条第２項の規定

により、委員の互選により選出するものとなっております。まずは、議

長の選出でございますが、委員の皆様から推薦等がございましたらお願

いいたします。まず議長の選出についてでございます。 

金子委員  合併して、９年目に入りまして、いろいろ推進会議等も課題等がでて

きましたし、そのへんをどのように解決していくのか、そのあたりで昨

年まで議長をされていた、平委員に引き続き議長をされていただいて、

取り組んでいきたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。 



 ＜委員から拍手あり＞ 

海老島仮議長 ありがとうございます。それでは、今、金子委員さんからございまし

たけど、名簿でいいますと９番の平忠昭様に議長をお願いしたいと思い

ますが、改めてご承認いただける方は拍手をお願いしたいと思います。 

 ＜委員から拍手あり＞ 

海老島仮議長 

 

 ありがとうございます。それでは、議長につきましては、平忠昭委員

にお願いいたします。続きまして、副議長の選出でございますけれど、

こちらにつきましても委員の皆様からご推薦等ございましたらお願いい

たします。 

金子委員 では併せて、原嶋さんとの２人のコンビは大変素晴らしかったので、

原嶋委員さんがそのまま続いてやっていただければ幸いです。 

 ＜委員から拍手あり＞ 

海老島仮議長 同じく金子委員から、名簿の１３番原嶋委員にどうかということで、

推薦がございました。ご承認いただける方につきましては、拍手をお願

いしたいと思います。 

 ＜委員から拍手あり＞ 

海老島仮議長  ありがとうございます。それでは、副議長には原嶋委員を選任という

ことでお願いしたいと思います。 

海老島仮議長 皆様のご協力によりまして、議長・副議長をスムーズに決定いたしま

した。それでは、仮議長の任を解かせていただきます。ありがとうござ

いました。 

尾柴主任 それでは、ここで新たに選出されました、議長並びに副議長から就任

のごあいさつをいただきたいと思います。 

議長（平委員） ＜議長就任あいさつ＞ 

副議長（原嶋委員） ＜副議長就任あいさつ＞ 

尾柴主任  ありがとうございました。それでは、ここからの議事進行につきまし

ては、久喜市生涯学習推進会議条例第５条第１項の規定により、平議長

にお願いいたします。それでは、平議長は、前の席にお願いいたしま

す。 

平議長 改めまして平でございます。どうぞよろしくお願いします。それで

は、次第に従いまして進めさせていただきたいと思います。 

議題（２）久喜市生涯学習推進会議の役割について、事務局から皆さ

んのお手元に資料が届いております。パワーポイントで説明していただ

きますので、まずそれから始めさせていただきます。事務局お願いいた

します。 

布施課長補佐兼係長  ＜資料１説明＞ 



平議長 

 

ありがとうございました。今の説明のなかで、特に新しい委員の皆さ

んの中で、これはどういったことなのか、意味が分からないとかご質問

等はございませんでしょうか。特に今、説明がありました「久喜市生涯

学習推進計画」というのがございます。これは、５年前に「久喜市総合

振興計画」に基づいて、生涯学習はどのように進めるかということで、

「久喜市生涯学習推進計画（まなびすとプラン）」を策定しました。そ

して昨年、もう５年経ちますので、その見直しが行われました。１年ち

ょっとかけまして、推進計画の見直しを行いまして、２０２２年までの

部分をまとめました。新しい方には、資料に入っていると思いますけれ

ど、「まなびすとプラン」というのをお届けしてございます。私どもは

この生涯学習推進計画に基づいて、運営していくということが第一でご

ざいます。これに基づいて、今説明がありました「まなびすとフォーラ

ム」、「まなびすと久喜」があるのですが、これはこの次にまた説明し

てもらいますけれど、そういったことをしているわけです。 

私どもは、４つのことばで、「まなびすとプラン」を表しておりま

す。「まなぶ」自ら学ぶということですね。「いかす」それを自分だけ

のものにせずに皆で生かしてやっていく。「つなぐ」学んだものをお互

いにネットワークで繫いていく。そして最後に「ささえあう」お互いに

社会で学んだことを基にささえあう。この４つのキーワードを基に進め

ております。これに基づいてやっているものを具体的に言いますと、６

月に終わったのですが「まなびすとフォーラム」です。資料として報告

書が、ここにおられる川島さんを中心にまとめていただいたものがある

と思います。  

 そして「まなびすと久喜」というのは、来年の２月２日、３日の土日

で行われるものですけれど、それを広く市民の皆さんが、生涯学習です

から、生まれてから死ぬまで、子どもからお年寄りまで、日々の生活そ

のものが生涯学習なわけですけれど、その発表の場、勉強したものを発

表する場です。この「まなびすとフォーラム」、「まなびすと久喜」を

実際に推進会議の主催で行っているわけです。推進会議が主催ではあり

ますけど、現実には、推進会議のもとに、推進部という組織がありま

す。その組織の皆さん、定員が４０人ですけれど、今のところ、まだ 

２５人しかおりません。７月に委嘱式が終わったばかりですけど、本

来、推進会議の皆さんが委嘱されて、その後に、推進部の皆さんが委嘱

されるというのが、本当の姿ではないのかと思っているのですけれど、

逆転した形になっておりますが、さっき触れましたように、このへんの

ところも今後、検討していかなければならないと感じています。 

今、布施課長補佐から、説明がありました久喜市の生涯学習につい

て、推進部や社会教育委員から選出されている方は、もうご存知かと思

いますけれど、特に、新しく委員になった皆さんの中で、これはどうい

ったことなのかというのがございましたら、遠慮なくご発言いただきた

いと思います。 

飯島委員 資料の最後にある、シニア世代の地域デビュー支援ということで、こ

れは、初めて取り組むものですよね。我々にとっても、おそらく、我々

の後継者を発掘していくということは、非常に大事になると思うので、

このへんをこれから皆さんと知恵を出し合って、色んな人を発掘してい

きたいと思っていますので、是非、皆さんで検討していただければと思

っています。よろしくお願いします。 



平議長 おっしゃるとおりで、では考え方について、事務局から説明してもら

います。 

布施課長補佐兼係長  シニア世代の地域デビュー支援ということは、もう既に皆さんは、地

域のほうにデビューして色々とやられているかと思うのですけど、久喜

市には１５万４千人位ですか、今人口がいますが、このうちの半分近く

が、これからシニア世代と呼ばれることになるのではないかと思ってお

ります。そのなかで、やはり地域の人材をまず発掘しないとならないの

ではないのか。そして発掘した方を地域の中に呼び込んで、一緒に何か

できるような、活動というのが必要なのではないかと考えております。

もう既にやられている生涯学習研修大会「まなびすとフォーラム」であ

るとか、生涯学習推進大会「まなびすと久喜」、放課後子ども教室、学

校応援団、市民大学や高齢者大学に入学していただいて、色々と生涯学

習を進めていただくということも、このシニア世代の地域デビューに繋

がる第一歩なのではないかと考えております。その他にも、例えば、ス

ポーツ少年団であるとか、そういうところで活躍される方もいらっしゃ

いますし、また、企業等で色々なスキルを持っている方々が、実は、近

くの地域にたくさんいらっしゃるのではないのか、ただ私達は、そうい

うのを見つけることが、本当に苦手で、いつも同じ人ばかりにお願いし

てしまっているところはあるのではないか。そうすると、たくさんの人

達で、地域にこういう人がいるのだよね、という情報をいただけると、

その方にとっても、やりがいや生きがいになるだろうし、初めてそこ

で、学ぶという人にとっては、新たな学びの発見に繋がるのではないの

かと思います。特に子ども達、学校にそういう形で関わっていただける

と、子ども達にとっては、非常にいい勉強の場になるのではないかと考

えております。まだ、具体的にどうするかという案はないのですけれ

ど、その辺も含めて、皆さんに検討して、ご協議いただければと思いま

す。 

平議長 飯島さんよろしいですか。 

飯島委員 はい。 

平議長 地域でデビューすることを支援するということを、こういうふうに書

くと、何か難しく感じますけれど、要は地域で、何かリタイアした人が

いるらしいと、あの人は会社勤めのときは、こんなことやっていたらし

いという情報が入ったら、それを引き出すだけの話だと私は思っていま

す。それで、その人達がやっぱり今まで、培ってきた経験や知識を生か

すために、こういう市民大学があるから、入ってそこでもう一回やって

みたらとか、高齢者大学があるから、こういったとこに入ってみたらと

か、引き出す動機付けをするというのが、我々の１つの仕事だと思いま

す。それで、ここにおられる皆さん、それから推進部の皆さんにいつも

お願いしていることは、ここで、会議で得たことや、決定したことをそ

ういったことを地域にかえって、生かして欲しいのです。ここだけでと

どめて置くというのは、ご自身の知識としては、いいかもしれませんけ

れど、目的は、地域にかえって広めて、その人達が、生涯学習を自らや

っている人達がいっぱいいるのですね。その中に、影響を及ぼしていた

だきたいというのが私どものお願いなのです。そうすると、市民まつり

にも参加してくれる方が多くなるでしょうし、この「まなびすとフォー



ラム」や「まなびすと久喜」に参加してくれる方も多いと思うのです

が、是非、ここで得た知識や経験とかを地域にかえって、やっていく先

遣隊として、皆さんが活躍していただきたいというのがお願いです。特

にこの２年間、先ほど飯島さんの話にもありましたけれど、我々はもう

後継者を育てないといけないのですね。私もこの２年間で、次の人達を

育てないといけない。このあいだ言われましたが、なんだかんだ、もう

１０年間もやっていると言われました。その間に次の人を育てていかな

いといけないという意味では、是非、地域にかえって、まず奥さんと

か、近所の方などを誘ってみるということなど、難しいことではありま

せんので、是非そういうことお願いしたいと思います。 

布施課長補佐兼係長 

 

ありがとうございます。地域デビューというのは、会社勤めをしてい

た方々にとると、やはりハードルが高いとよくおっしゃいます。是非そ

のハードルを下げていただいて、「一緒にやろうよ」と皆さんから声を

かけていただけると、今ハードルを高く感じている方々も色々なところ

で、地域で活躍できる人材になるのではないかと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

平議長 ありがとうございました。本当に地域には、いろんな知識や経験をも

った方がいっぱいおります。皆さん自身がそうだと思うのですね。です

から、それを広めていただくということだけ、なかなか地域において、

リタイアした人達は、自ら発信するということは、できないというと、

語弊があるのですが、苦手なのですよね。私は、こういうことやってい

ましたと自ら手を挙げる人は本当に少ないですから、何か感じたら、こ

ういうことやってみないかという誘いの手を差し伸べてあげるというこ

とをお願いしたいと思います。 

古谷委員  すみません。今の点について、ちょっと質問があります。生涯学習推

進部委員の方が、今年は２０何名とかいうことで、定員に満たないとい

うのがありましたが、途中から推進部委員になりたいというか、やって

もいいという方がいらしたら、それでも大丈夫なのでしょうか。 

平議長 はい。おっしゃるとおりでございます。 

古谷委員 公募といって、一応、動機など書きますよね。何人か誘ったのですけ

ど、その公募で何か書くのが、それが面倒だというか、書きにくいとい

うのがあって、市に対するボランティアみたいのをやりたいのだけれ

ど、なかなかできないというのがありまして、今おっしゃったように、

「一緒に行ってみないか」ということなら、結構誘いやすいかなと思い

ます。 

平議長  ありがとうございます。推進部の皆さんが、推進会議の意向を受け

て、実施部隊として活躍していただくのですけれど、その実施部隊の皆

さんが少ないのですね。そうすると、１人で何役もやることになってし

まいますので、やはり４０名いて、分担してスムーズにやっていきたい

というのが理想の形ですから、是非、古谷さん、その方に声かけてみて

ください。お願いします。 

古谷委員 分かりました。 

金子委員 

 

 １つの進め方として、コミュニティ協議会、これは小学校単位で進め

ています。コミュニティ・スクールも学校単位で進めています。ゆうゆ

うプラザは、２３校全部やっています。そういったところで、子どもを

中核にして、先ほどもありましたが、そのへんで推進会議の皆様方が、



自分の住まいの小学校で関わっていって、あとは、仲間を増やしてい

く。ネットワークを作っていかないと、進んでいきませんから。そのあ

たりが一番の課題だと思います。 

平議長 今、金子委員のお話ですけれど、先ほど言ったなかに、「繋がってい

く」があるのですね。「繋がる」というのは、ネットワークなので、お

っしゃるとおりです。ここにおられる方は、学校運営協議会の委員にな

っておられる方もおられるでしょうし、各６つの地域で地域コミュニテ

ィ協議会というのがございますよね。その中の委員をされている方もお

られると思います。ですから、非常に仲間を増やしやすいと思います。

そういう意味で、推進会議・推進部に入らないかという声かけを是非し

て頂きたいと思います。とにかく、どこかで、学校運営協議会とかコミ

ュニティ協議会の会議に行くと、同じような顔ぶれと言ったら失礼です

けど、会うのですね。皆さんが、そうやって活躍していただいている、

そのような人が多いわけですから、作りやすいと思いますので、それを

是非、今、金子委員さん言われたような形で、進めていただければ、あ

りがたいと思います。 

丸山委員  質問ですけれど、よろしいですか。 

平議長 はい、どうぞ。 

丸山委員 今の生涯学習推進部というのは、私も初めて、今ここに来てお話を聞

いたところですが、この推進会議の中で、というか別に、この具体的に

進めていく担当というか部署というか、そのようなことになるというこ

となのでしょうか。今日は、そこにも入るのかしら。など、どうなって

いるのでしょうか。 

平議長 はい。分かりました。その件は事務局から、詳しく説明していただき

ます。 

布施課長補佐兼係長 

 

それでは説明をさせていただきます。「まなびすとプランの」の６７

ページに「久喜市生涯学習推進会議条例」というのがございまして、皆

さんはこの条例に基づいて委員になっております。その条例の第７条

に、生涯学習推進部が組織するとなっております。こちらの方は、この

生涯学習推進会議で、話し合われた事業等について、実施運営していく

というところが、推進部という形になります。そちらの方の規則等もご

ざいますが、本日の資料には、載っておらず申し訳ないのですけれど、

その様な形になります。 

宮内委員 

 

先ほど、古谷さんの方から、応募の時の、要するに入りたい動機とい

いますか、今までの経験というお話がありましたけれど、これにつきま

して、生涯学習課とお話して、できるだけ、それは除いてくれというこ

とで、今年の募集には、そういった形ではなくて、今までこういった経

験があります位のことを書いていただければ良いということになってい

ます。先ほど、古谷さんからおっしゃったように、前にもそういうこと

を女性の募集をしたいのだけど、「何かを書くのは嫌だね」と、今回は

パスするということも聞いておりますので、できるだけ、そのような意

見はあまり書かないで、やってみたいのだということで、応募いただい

て、やっていただければありがたいと思っています。あと今、丸山さん

から、ご質問があったように、推進部は、推進会議のもとに、実行部隊

という形でございます。今日の次第の２枚目にありますように、推進会



議の年間計画のなかで、「まなびすとフォーラム」や「まなびすと久

喜」がありますけれど、こちらのことを具体的に実現していくのが、推

進部でございますので、ご協力よろしくお願いしたいと思います。 

平議長 丸山さん、よろしいですか。 

丸山委員 はい、分かりました。ありがとうございました。 

平議長 今後はですね。まず、一番近いのが、近いといいますか、毎日、生涯

学習はやっているのですけれど、イベントとしては来年の２月の２日と

３日に「まなびすと久喜」という生涯学習推進大会があります。今回は

久喜市の中央公民館、久喜駅前から５分位のところにありますが、こち

らを全館貸しきって行います。もう実行委員会を立ち上げまして、運営

されているわけですが、そこに、ここにおられる方々も実行委員として

入っていただきたいと思います。このへんのところは、また次のところ

で出てきますので、そこでまたお話しますけれど、それ以外のところ

で、今の役割等については、よろしいでしょうか。 

皆さんの役割というのは、生涯学習の推進をこの「まなびすとプラ

ン」に基づいて、一般市民の方に進めていくのだということをまずご理

解いただく。そのために先頭に立って地域に戻って、色々なＰＲをしな

がら進めていただきたいと思うわけです。具体的には、次第の（３）

（４）でお話ししますけど、この２つの大会は、ここの皆さんの主催だ

ということをまずご理解ください。よろしくお願いします。 

明石委員  すみません。今までの説明のなかで、推進部に参加するということに

関して、途中から参加できますというのは、実行委員として参加すると

いうことですか。 

平議長  次第の（３）（４）で説明させていただきます。 

明石委員 分かりました。 

平議長  その他にございませんか。なければ、（３）生涯学習研修大会の「ま

なびすとフォーラム」、これは６月にやるのですけれど、これについて

説明していただきます。事務局お願いします。 

布施課長補佐兼係長 

 

６月に行われる「まなびすとフォーラム」についてでございますが、

主旨につきましては、今、スクリーンのほうに出させていただきました

が、生涯学習に関わる市民が一同に介し、学習成果を生かした地域コミ

ュニティ作りやまちづくり等のテーマについて、語り合うということで

実施しております。おおよそ、６月の第２土曜日の午後、県立高校の学

生食堂等で、今年度、平成３０年は久喜北陽高校を会場にやらさせてい

ただきました。来年２０１９年度に関しましては、今日、森田校長先生

が、委員さんでいらっしゃっておりますが、鷲宮高校を会場にというこ

とで考えております。ただ、非常に暑い時期に、２００名を超える方々

に参加していただいておりますので、場所や時期等についても、今後検

討は必要なのではないかと考えておりますが、やはり、地域の人達、保

護者も含めて地域をどのようにしていったら良いのかという、話し合い

をするという機会は必要なのではないかと思っております。 

では、今年度の活動が、もう既に済んでおりますのでそちらのほう

は、宮内委員さんから、報告ということでお願いしたいと思います。 



宮内委員 ただいまありましたように「第９回生涯学習研修大会まなびすとフォ

ーラム」が、久喜北陽高校において、６月９日土曜日に開催されまし

た。推進会議の委員さんにも、推進部委員を除きまして３名の方がご参

加いただきました。６月で、今年は大変蒸し暑い天気でございまして、

心配されたのですけれど、一応２２７名の方が参加いただき、２２グル

ープで参加することができました。テーマは、「支え合う（学校・家

庭・地域）―『共助』の実践―ということで討議を行いまして、話し合

いが行われました。まず、学生食堂で一同に集めて開会式を行いまし

て、その後２つの会議室に分かれて、半分ずつという形で開始しまし

た。これは、今申し上げたように、天候が非常に蒸し暑い時でして、冷

房装置のある部屋で開催ということで、校長先生のご配慮をいただきま

して、２会場に分けたのですけれど、このことについては大変、学校さ

んの方に感謝申し上げたいと思っております。約９０分の討議・話し合

いの後に、同じく２会場に分けて発表会が行われました。前回までは１

つの会場でしたので、数グループしか発表の時間がないので、抽選で行

ったのですけれど、是非、発表したいという方がたくさんおりました。

そのようなこともありまして、今回は短時間の発表ですけれど、全グル

ープ発表にしようということでやりました。ですから、半分ずつになり

ますけれど、その半分ずつのグループ全てが、内容が確認できたという

ことで、大変良かったと感想をいただきました。発表された「共助の実

践」の中身ですけれど、先程来もいろいろありますように、人は支えあ

って生きているのだと、人と人との関係が大切なのだと、また、学校・

地域・家庭でのあいさつが大切ですよ。地域の人との関係を深めるには

どうしたらいいのか。あるいは、安心・安全なまちづくりはというよう

な、色々なたくさんのご意見、発表がありました。詳しい内容につきま

しては、本日お手元にお配りしております報告書をご覧いただきまし

て、こんなことをやっていたのだということをご案内いただければあり

がたいと思います。今日出席の川島委員さんが、前回、生涯学習推進部

の企画部長ということで、このへんをまとめていただきまして、この場

をお借りして御礼を申し上げたいと思っております。来年といいます

か、もうすでに６月９日ということで、日付は第２土曜日ということで

決まっているのですけれど、こちらにおいでの鷲宮高校の方に、今後お

願いにいくかと思いますので、よろしくお願いいたします。開催の場所

につきましては、天候の問題、人員の問題等あるのですけれど、従来

は、３地区の高校と、あるいは菖蒲の場合は、菖蒲高校がなくなりまし

たので、文化会館をお借りしまして、順番にやってきたのですけれど、

会場の広さの問題、それから準備の問題、募集参加の問題、それからテ

ーマの選定等ですね、色々改善が必要だと思われます。先ほど、副議長

の原嶋さんからお話しがありましたように、生涯学習センターが本来は

３１年４月に開始できるという形でお話があったのですけれど、そのへ

んが今、まだ検討中ということで、宙ぶらりんの形になっております。

センターができれば、このようなフォーラム関係についても、センター

の実施が一番良いのではないかと我々も考えているところでございま

す。各学校単位のゆうゆう関係も含めまして、学校運営協議会が今、各

学校で行われていると思いますが、そのなかにやはり、協議会のなか

で、フォーラム形式のことも実施されていると聞いております。逆に一

同に我々が集めるのではなくて、私達がそのような場所に参加して、フ

ォーラムという形で皆さんのご意見を聞くのも１つの方法かと考えてお



ります。このように、推進会議のもとに、実施しているのが、推進部の

活動ですけれど、あくまでも、共同事業という形で、「まなびすと久

喜」、「まなびすとフォーラム」を開催しております。開催の時期な

ど、そういったことについても、色々検討していかなければいけないと

思っています。「まなびすと久喜」も、今年度は２月の２日、３日に中

央公民館で開催ということですけれど、やはり、公民館自体は４階です

ので、色々会場はあるのですけれど、発表会の場が大集会室ということ

で、１００人が入れるか入れないかというところでステージもない場所

で発表を行うのですけれど、各地域、鷲宮西コミュニティセンター、そ

れから菖蒲のアミーゴ、それから栗橋のイリスということで、各大きな

会場があって、たくさんの方が入っていただいて、色々発表の場として

も十分にいいということです。生涯学習センターができれば、何か別の

方法ができるのではないかと色々考えておったところですけど、これも

やはり、こちらの主体であります推進会議そして推進部と一体となりま

して、これからの役割を協議していただいて、今後の事業の取り組みを

行っていければいいかなと考えておりますので、是非皆さんのご意見を

いただいて、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

平議長 はい、ありがとうございました。これをまとめました川島さん、何か

補足することはございますか。 

川島委員 私は、ここにいらっしゃる金子元委員長さん、宮内委員長さんのもと

で、企画運営部会、学社連携部会で４年間、「まなびすとフォーラム」

を担当させていただきました。この冊子の３８ページをご覧いただくと

分かりますように、合併年度の２２年、１０２名から始まりまして、最

近はコンスタントに２００名以上のご参加をいただいております。特に

最近の傾向として、若い人、高校生や中学生、昨年は中学生、菖蒲の中

学生が８名、立派な発言をされたことが印象に残っております。若い人

が参加しますと、会場が非常に賑わいます。我々もとても胸が踊るよう

な感じで、そのような傾向で今後も続けられたらいいと思っておりま

す。そこでちょっと、提案ですけれど、先ほど、共同事業というお話

が、宮内委員からありましたけれど、共同事業でございますので、推進

会議と推進部が一層連携を増すことによりまして、１＋１が３、あるい

は４、５というような成果が得られると思うのですが、そこで１つの提

案をしたいのですけれど、これは推進部には、ちょっとお荷物になるの

かとも思ったのですけれど今、宮内委員のですね、色々意見を聞きたい

というお話もございましたので、ちょうどいいかなと思ったのですが、

この二大イベントの際の計画段階、それから終わった段階で、是非、両

団体の意見交換を開催してほしいなと。総力をあげて、二団体が共同企

画として、総力をあげて、この二大イベントを成功させるために、是

非、計画段階、そして終わった段階において、意見交換の場を設けた

ら、なお一層、成果がでるのはないかと思います。どうぞよろしくご検

討お願いいたします。 

平議長 はい、ありがとうございました。今の川島委員さんのお話は、大事な

ことだと思いますので、できるだけそれに沿うように検討していきたい

と思います。他に何かございますか。 

金子委員  １点だけ、これから検討していくと思いますけど、生涯学習センター

が出来ても、そこに全て集中するというのは、課題があると思います。

４地区で回していったのは、各地域の底上げ、それが大事ということで

進めてまいりましたから、会場を高校にもっていったのも、高校生に是



非とも参加していただきたいと、そのような考えがあって、旧久喜のと

きから始めてきましたので、なんでもかんでも、センターに集中しちゃ

うというのは、そこの地域は良いかもしれないけれど、いつになって

も、うちのほうには来ないという、そのような可能性があると思いま

す。あとで、検討課題でお願いします。 

平議長 そのへんも含めて、やっていきたいと思います。 

田沼委員 

 

 

 

 

今、推進部の宮内委員長から、「まなびすとフォーラム」についての

説明がありました。先ほど言いました、この１６号の生涯学習情報紙

「まなびすと久喜」の２、３面にも、今年の「まなびすとフォーラム」

の概要が載っております。これは、全戸配布となっておりますので、皆

さんご覧いただいているのかなと思います。よろしくお願いしたいと思

います。それと、研修大会「まなびすとフォーラム」、あと２月に行わ

れる「まなびすと久喜」ですけれど、これは、生涯学習推進計画（まな

びすとプラン）に基づいて、推進会議が主催となって行う。それを実行

団体として、生涯学習推進部が行っているということになるわけですよ

ね。その場合ですが、なかなか、推進会議の委員の皆様に、２つの「ま

なびすとフォーラム」、「まなびすと久喜」に参加をしていただけてな

いのが、今までの現状なのかなと、推進部の委員の１人として感じてお

ります。やはり、計画、ＰＤＣＡといいますけれど、計画を立てて行動

する。それで実践する。そうしたら、やはり、そこに評価というのがつ

いてくると思うのですね。やはり、まなびすとプランの計画を立てた、

それを実践した、実践した結果、どうであるかという評価をして、また

次のステップに繋げていくべきだと思います。それですので、推進会議

の委員の皆さんには、「まなびすとフォーラム」についても、「まなび

すと久喜」についても、実行委員の１人として、参加していただいて、

そして、それを実践して、自分の目で確かめて、それを評価する。やは

り、推進会議のこの会議でも、それについての評価、反省、課題とかそ

のようなことを話し合う場があってもいいのかなと私は感じています。

そうすれば、また、推進部が次年度に実行するにあたっても、さらに市

民の皆様方がより良い活動になるような、大会になっていくのではない

のか、広げられるのではないのかと思います。ですので、今年度は、推

進会議の皆さんには、是非とも実行委員になっていただいて、そして、

実際に携わっていただいて見ていただく。そして、それがどうであった

かと評価して、皆さんこの推進会議の場で、１つの話題として話し合い

をして、広げていくというようなことも必要なのかなと私は考えていま

す。よろしくお願いします。 

平議長 はい、分かりました。是非そうしていきたと思っています。 

 

布施課長補佐兼係長 

 

 ありがとうございます。先ほどの川島委員さんからのご指摘等もあっ

て、意見交換会というはいかがかと、昨年度までは、推進会議のなかで

の議題が、どうしても生涯学習事業に対する各課の報告や計画というよ

うなところの連絡事項で終わってしまっていたのかなと感じておりま

す。ただ、やはり、公民館なら公民館運営委員さん、図書館なら図書館

の審議会の方、スポーツもスポーツの推進委員がいるので、細かい計

画、報告等はこの場ではないのではないかというのが、私のなかではあ

りまして、今回、「まなびすと久喜」と「まなびすとフォーラム」とい

うところに、皆さん視点、フォーカスを当てて、話をしてもらえればい



いなと思い、提案させていただきました。実は、予算のほうで、考えま

すと、推進会議のほうは、年間に２回位しか開催できないと考えており

ます。そこも含めて、今回の第１回が９月、第２回が３月かなと、そう

すると、例えば９月が「まなびすとフォーラム」の報告と「まなびすと

久喜」の計画についての意見交換ができる場になるのかなと、また３月

が逆に「まなびすと久喜」の報告と「まなびすとフォーラム」に向けて

の計画の意見交換というような形で、席を設けさせていただければと思

っておりますが、いかがでしょうか。 

平議長 条例では、年に２回程度。公募したときに広報くきで、皆さんにお知

らせしたとき、年に２回程度とございましたよね。やはり、ここにおら

れる方は、別に予算がどうのとか考えている方はいないと思いますの

で、やはり自分も含めて市民の生涯学習を進めていくという見地からい

えば、会議が何回あってもいいのだろうと私は思っています。無償にな

るわけですけど、ですから、１回たしか６０００円でしたか。それにこ

だわらず、必要があれば、私は、皆さんをお呼びして、そして会議を開

いて、ご意見を聞いて進めていくというのが必要だろうと思っておりま

すので、今後そうしていきたいと思いますので、その時は、参加してい

ただければありがたいと思います。布施課長補佐の言うことも十分に分

かりますけれど、予算に縛られず、我々としては、やっていきたいと思

いますので、そのへんはご協力いただきたいと思います。会場は教育委

員会がここにありますから、どこでも開けますので。 

金子委員 それでいくときには要望です。社会教育委員のほうは、そのような動

きが始まっていて、奇数月に正式な会議が３回、自主的なやつが３回で

全部入れちゃいましたので。 

平議長 年６回やるのですか。 

金子委員 はい、予定です。だから、推進会議のほうは、奇数月に入れていただ

くと、社会教育委員と重なるようになりますので、できれば、偶数月で

やっていただいたほうがよいです。 

平議長  分かりました。社会教育委員のほうは、年６回にしているそうですの

で、推進会議のほうも、特に「まなびすとフォーラム」と「まなびすと

久喜」の前後は、集まっていただく回数が、多くなるかと思いますけれ

ど、ご了承いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 ＜委員から拍手あり＞ 

平議長 ありがとうございます。それでは次に、来年２月２日、３日に開催さ

れます「まなびすと久喜」について、先ほど、明石委員さんからありま

した、そこに実行委員として皆さんに入っていただくことも含めて、事

務局から説明をいただきたいと思います。 

布施課長補佐兼係長 

 

それでは、生涯学習推進大会「まなびすと久喜」でございます。主旨

のほうは、市民に広く生涯学習の楽しさや素晴らしさを体験していただ

くと共に、日頃の学習活動の成果を発表する場として行うものです。ま

た、一緒に学ぶ喜びを通じて、市民の生涯学習意欲を喚起し、新たなま

ちづくり創造へ寄与するということが目的となっております。実施時期

ですが、既にありますように、２月の第１土曜日とその翌日曜日になり

ます。今年度、平成３１年は中央公民館を会場に行いますが、これまで

各地区の文化会館等を回ってまいりました。こちらの組織ですけれど、

生涯学習推進会議と生涯学習推進大会「まなびすと久喜」実行委員会を

組織し、行っております。参加者は、放課後子ども教室等の子どもたち



から、高齢者までということで、１日目はまちづくりフォーラム、２日

目が発表会、体験コーナー等というのをやっております。本日の資料の

中に、大会概要（案）を配布させていただき、９月１日に「まなびすと

久喜」の幹事会もありましたので、そちらの資料も配布させていただき

ました。では、こちらの詳しいことも、また宮内委員長にお願いしたい

と思います。 

宮内委員 お手元の大会概要（案）ということで、やっておりますけれど、第１

日目は、推進部は、午前中から集まりまして、色々と会場の準備等を行

います。午後１時に開会式を行いまして、午後１時半から、まちづくり

フォーラムということで講演会、まず基調講演会ということで、昨年は

柿沼教育長さんにお話をいただきましたけれど、基調講演を４０分から

５０分いただいて、その後、パネルディスカッションということで、各

年代別、あるいは地域の方の代表などということで、テーマにつきまし

てパネルディスカッションを行います。これが第１日目の事業でござい

ます。２日目は１０時開催ということで、今回の場合は大集会室で発表

会ということで、ゆうゆうの子どもさん達の発表あるいは、フラダン

ス、あるいは、スコップ三味線とかですね。あるいは、音楽関係、コー

ラスなどの発表を約１２～１３のグループになりますけれど、発表が行

われます。また、２階と３階は体験コーナーということで、いろいろ物

づくりとかですね。石鹸を作るとか、あるいは工作を行うとか、アート

バルーンということで、風船などですね。あとは、折り紙、手話の説明

とか体験、スポーツの輪投げとか、小さい会場ですから、できる範囲内

ですけれど、体験コーナー、あるいはやってみようという形になりま

す。４階の会議室は、ゆうゆうプラザの２３校の全部の小学校の活動の

パネルを掲示させていただく予定になっております。それと、ふれあい

喫茶ということで４階まで、ご案内いただきましたら、寛いでいただく

ということで、コーヒーとかジュースとかそのようなものの販売あるい

は、パンの販売なども行っております。あと、屋外では、蕎麦とかうど

ん、あるいは焼きそば、あんまんなどの販売ということで、お昼にも間

に合うように準備しております。例年、各４地区と公民館でやっており

ますけれど、約３千名程度、２日間で皆さん子どもさん達も含めて、お

越しいただいており、このような形で行っております。 

今回のテーマにつきましては、次のページにもございますけれど、第

９回ということで、一応決定ということになっておりますけれど、幹事

会で決めた形でございますけれど、「新たな学びの発見、広がる学びの

輪」という形で、幹事会で決定させていただきました。 

今日の資料にもございますけれど、１０月１８日に「第９回まなびす

と久喜」の実行委員会が行われます。実行委員会で最終決定という形で

テーマに基づいて、事業を行っております。各推進部の者と、それから

市民大学１、２年生は、実行委員という形で配置をさせていただいてお

ります。そこに是非、推進会議の皆さんも実行委員として、ご協力いた

だければありがたいと思っております。あと、追加ですけれど、先ほ

ど、明石さんから、新しい委員さんは実行委員ですかとお話しがありま

したけれど、新しい方ももちろん、一般公募もこれから行いますので、

実行委員になりたいという形で、是非、生涯学習課のほうへ応募いただ

ければ、実行委員という形で是非、入っていただければと思います。あ

と、古谷委員さんの推進部への途中での入会について、ちょっと考えた

のですけれど、そのような方がいらっしゃれば、是非、生涯学習課へ応



募いただきまして、追加でもちろん、推進部は大歓迎でございますの

で、是非入っていただく形で、これは市長の決裁をいただければ、２年

間ということで、残りの期間は推進部としてご活躍いただけると思いま

すので、是非ご案内いただければありがたいと思っております。こちら

につきましても、今後は、実際の内容につきましては、従来、１月１５

日号でチラシを全戸配布で行っておりますので、また是非見ていただけ

ればと思います。また、ポスター等につきましても、駅や各公民館等の

公共施設にポスターでご案内を行いますので、皆さんも是非、実行委員

としてご協力をいただきまして、一緒に会を盛り上げていただければあ

りがたいと思っております。よろしくお願いします。 

平議長 

 

ありがとうございます。明石さん、今の宮内委員長の説明でよろしい

でしょうか。 

明石委員 

 

是非、それで進めていただいて、もっと推進部の委員が増えることを 

願っております。 

平議長 

 

ありがとうございます。古谷さん、先ほどのお話ですけれど、定員が

推進部は４０名で、今は２５人あと１５人も余裕がございますので、１

５人は大歓迎ですので、是非よろしくお願いします。それから今、推進

部の委員長からありましたように、今日の皆さんの名簿をご覧いただき

たいと思いますが、そこで１番の明石さん、４番の井上さん、９番の私

と１０番の田沼さん、１７番の宮内さん、この方々は生涯学習推進部の

委員もしています。兼ねておりますので、この他に、飯島さん、伊東さ

ん、さっき委員長からお話がありましたように、実行委員に入っていた

だきたいと思います。ただ、そのなかで、１１番の朝武先生と１８番の

森田先生は、色々と学校行事等がございますので、やはりお忙しいとい

うことで、そのへんは考慮していただいておりますので、よろしくお願

いします。その他の方々、後藤さん、杉田さんを始め、推進部の委員を

兼ねていない方は、是非、実行委員に入っていただくということをお願

いしたいのですが、よろしいですか。 

金子委員 

 

既に中里さんから連絡がいっていると思いますけれど、杉田さんと長

島さんと私は、もう受け付けてあります。 

平議長 

 

このように、もう３人の方は、既に実行委員さんをやるということで

ございますので、また、次が１８日にありますので、その辺までに生涯

学習課のほうに、連絡いただければありがたいのですが。 

宮内委員 

 

あるいは１８日に午後７時から、中央公民館の第５会議室ですので、

もし、どのような内容をやっているのかということであれば、実行委員

会ですので、大会概要等について、説明がありますので、是非、もしご

協力いただける方がおりましたら、１８日の午後７時に公民館にお集ま

りいただければ、よろしいかと思います。 

平議長 

 

以上のような委員長からの要請でございますので、１８日に来ていた

だければ分かりますので、是非お願いしたいと思います。その日も出席

できないという方は、生涯学習課のほうに、私も実行委員をやると。実

行委員も、色々な係があります。それは、こちらのほうで調整して、こ

れでお願いできますかということは、ご案内しますので、そのような形

で参加していただくということでよろしいでしょうか。 

明石委員 １８日というのは、何月ですか。 

平議長 １０月です。こちらの資料にもありますが、１０月１８日です。 

名簿の次のところに、推進会議等年間計画というのがあると思いま



す。そこの上から３番目です。 

そのような要請をさせていただきますので、よろしいですか。是非、

ご協力ください。 

古谷委員 

 

今の意見に賛成ですけれど、私も最初、公募で推進部委員をやってい

たのですが、どのようなものか分からないというのはありますよね。公

募の方で新規の方は特に、実行委員は何をやるのだろうというのがあっ

て、１０月１８日のことをおっしゃったのですけれど、実行委員会が何

回位あるのか、どのような仕事をやるのかということを少し不安かなと

思ったりするので、もし、推進会議のメンバーは全員、実行委員になる

のだというのであれば、初めての方に意見を聞かれたほうが良いのでは

ないかと思います。 

平議長 

 

それではですね、今ここに資料がありますけれど、１０月１８日、そ

れから１１月２７日、１月１９日とありますので、推進部の委員長のほ

うから説明していただきたいと思います。 

宮内委員 こちらにあります３回は実行委員会ということで行いますけれど、そ

の他に幹事会ということで、その前にフォーラムとか色々な各会があり

ましたけれど、そちらにフロアー長ということで指定しております。フ

ロアー長と副フロアー長が幹事会という形で、これからどのように運営

していくということを行います。例えば、フォーラムのほうですと、ど

のような形でパネラーを募集したら良いのか、あるいは基調講演を誰に

やっていただこうかと、そのようなものを、各フロアー長、副フロアー

長それと、各実行委員になった方にですね、相談しながら決めていく。

各階も同じです。これから公募という形で、出店の希望あるいは色々な

発表会に参加したいという応募が生涯学習課のほうにあります。その方

達をどのように、各階とか発表会のなかでも、どのように割り振るかと

いう形は、フロアー長を中心に、それをどのように展示とか発表をどう

していくか、そのようにまとめていく形でご参加いただくわけです。で

すから実行委員さんとしても、そのなかで各フロアー長のほうから色々

指示がありますので、皆さんでご協力いただいて、ご意見をいただい

て、そして当日、２月２日、３日の発表の時にご参加いただければ、よ

ろしいかと思います。特別に大変だということはないと思いますので、

色々屋外とかですね、蕎麦とかそのようなものについては、色々、活

動、お手伝いしていただくこともあるかと思いますけれど、２日間の事

業でございますので、是非、ご協力をお願いしたいと思います。 

平議長 

 

古谷さん、よろしいでしょうか。 

古谷委員 

 

はい。分かりました。 

平議長 

 

 

その他に、「まなびすと久喜」について、ご意見、ご質問等はござい

ませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、実行委員にできる

だけご協力いただくということで、次第（４）を終わりたいと思いま

す。 

布施課長補佐兼係長 

 

ありがとうございます。「まなびすと久喜」が、今年度の分は、それ

ぞれ実行委員会が立ち上がってスタートしているところでございますの

で、実行委員さん又は当日ボランティアという形でも参加協力していた

だければと思います。それで、今年度の実施から、次の新たなというと

ころも見据えながらの、本日の会議をお願いしたかったところもあるの



ですが、６月は暑くて、非常に大変だと、２月は雪が降るというような

こともあって、この時期の開催でいいのかどうか、また内容について

も、先程来、推進部の委員さんが４０人定員のところ、２４．２５名に

なってきて、どうしても、そちらのほうに負担が大きくなってきてい

る。ただ、やっていく事業は、年々膨らみつつあるので、実際に、今の

ままの運営の仕方でいいのかどうかも含めて、この推進会議のなかで、

ご協議いただければと思っております。ただ、今回、今から話し合っ

て、答えがでるのかということは、難しいところがございますので、是

非まず、その事業がどのような状況なのかというのを見ていただき、次

の会議、先ほどの平議長のお話ですと、自主研修会等もあると伺いまし

たので、是非、そのようなところで、今の「まなびすと久喜」の在りか

たで良いのか、合併１０年目を迎えるにあたり、新しくしていく必要も

あるのではないかということも、視野に入れながら、ご検討いただけれ

ばと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

平議長 ありがとうございます。是非ですね、冒頭申し上げましたように、い

ろんな課題を推進会議は持っています。そして、一番のところは、推進

会議と推進部と同じことをやっているのではないかというご批判もござ

います。そのようなところも含めて、是非、この推進部の在りかた、推

進会議の在りかたについても検討していく。そのためには、年に２回の

会議ではとても間に合いませんので、そのへんも含めて考えていくため

には、例えば、この推進計画もですね、実際には、原嶋副議長さんを中

心に、４．５人の委員の方で、原案を作ってもらって、これを進めてま

いりました。その形が、良いのかどうかも含めて、やっていくというこ

とで皆さんご了解していただきまして、そうするということは、会議が

確実に増えるということだけは、ご理解いただきまして、建設的な意見

を出していただけるようにお願いしたいと思います。それでは、今日は

委嘱式の後の第１回目の推進会議の会議でございました。「まなびすと

フォーラム」とか「まなびすと久喜」について、積極的な意見を出して

いただきまして、ありがとうございます。これからも、随時、この会議

を開いていくようにしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。それでは、事務局のほうにお願いいたします。 

尾柴主任 はい、ありがとうございました。第１回目の会議に関わらず、皆様か

ら意見を多数いただきまして、ありがとうございました。これをもちま

して、平成３０年第１回久喜市生涯学習推進会議を閉会とさせていただ

きます。 

原嶋副議長 ＜閉会の言葉＞ 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためここに署名する。 

 

 平成３０年１０月２日   
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