
 

様式第１号（第５条関係） 

会  議  概  要 

会議の名称 第３回久喜市生涯学習推進会議 

開催年月日 令和元年９月１３日（金） 

開始・終了時刻 午前１０時００分 から 午前１１時５０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、川島孝、後藤悦子、 

平 忠昭、田沼勝子、原嶋憲二、古谷郁男、宮内智、 

諸橋美津子  

欠席委員（者）氏名 
井上日出子、金子雄司、杉田栄子、朝武紀雄、長島一枝、 

丸碆正樹、丸山道子、森田剛夫、山谷博 

事務局職員職氏名 
木村生涯学習課主幹兼係長、渡辺生涯学習課課長補佐、 

尾柴主任 

会議次第 

○第３回久喜市生涯学習推進会議 

（１）第１０回生涯学習研修大会「まなびすとフォーラム」 

の報告について 

（２）第１０回生涯学習推進大会「まなびすと久喜」について 

（３）久喜市生涯学習推進会議及び生涯学習推進部の在り方に

ついて 

配布資料 

・第１０回久喜市生涯学習研修大会「まなびすとフォーラム」

報告書 

・第１０回生涯学習推進大会「まなびすと久喜」について（大

会概要）-案- 

・久喜市生涯学習推進会議条例 資料１ 

・久喜市生涯学習推進会議規則 資料２ 

・久喜市生涯学習推進部規則 資料３ 

・久喜市生涯学習推進会議幹事会規則 資料４ 

会議の公開又は非公開 公 開 

傍聴人数 ０ 人 

 

 

 



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 

皆様、こんにちは。定刻になりましたので、ただ今から、第３回久喜

市生涯学習推進会議を開催いたします。 

本日は、お忙しい中、ご出席をいただきまして、ありがとうございま

す。私は、本日の司会を務めます、生涯学習課の尾柴と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 ただ今、１１名の出席をいただいておりますことから、「久喜市生涯

学習推進会議条例」第５条第２項に基づきまして、委員の過半数以上の

出席になりますので当会議が成立することをご報告いたします。 

 なお、本日は、井上委員、金子委員、杉田委員、朝武委員、長島委

員、丸碆委員、丸山委員、森田委員、山谷委員から所用のため、欠席す

る旨の連絡をいただいております。それでは、はじめに、平議長からご

挨拶をお願いいたします。 

平議長 ＜議長あいさつ＞ 

尾柴主任 ありがとうございました。続きまして、木村生涯学習課主幹からあい

さつを申し上げます。 

木村主幹 ＜主幹あいさつ＞ 

尾柴主任    ＜配布資料の確認＞ 

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

申し付けください。 

それでは、次第に従いまして、議題に入りたいと思います。議事の進

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

基づき、平議長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

平議長 それでは、（１）第１０回生涯学習研修大会「まなびすとフォーラ

ム」の報告について、推進部委員長の宮内さんから、ご報告をお願いし

ます。 

宮内委員 ご指名をいただきましたので今年６月に開催されました「まなびすと

フォーラム」の実施概要についてご説明をさせて頂きます。 

お手元にカラーにて印刷されました報告書をお配りしておりますので

ご確認をお願いします。今回のフォーラムの報告書ですが、前回までの

４年間、以前推進部の企画部長で、現在、推進会議委員の川島さんがお

一人でまとめて頂いていた大変な作業でしたが、今回は推進部全員での

意見交換を実施し、内容も見てわかるように写真とグラフを中心に作成

を実施しました。今回の報告書作成には推進部委員であり、この推進会

議委員の明石さんがこの報告書作成のまとめを実施して頂きました。こ

の場をお借りして感謝お礼申し上げたいと思います。それでは、お手元

の報告書をご覧ください。報告書表紙の目次に記載してありますが、２

ページ目に開会式、来賓挨拶、主催者フォーラムの目的説明を記載、３

ページ目にフォーラム討議風景を写真で掲示しました。そして、次ペー

ジに１７グル―プの討議報告書内容を要約一覧にまとめ色別区分して、

内容がわかるようにまとめたキーワード一覧を表示しました。アンケー

トも参加回数、参加者満足度、テーマへの意見、生涯学習への意見を円

グラフ表示してわかりやすくまとめました。次に、大会の結果と今後に



向けての項目を表示、以後１７グループの全模造紙作成分を写真にて表

示し、キーワードとまとめを実際に対比できるように工夫してみまし

た。最後に団体別参加者人数の推移と地区別比率を表示させていただき

ました。詳しい内容については、是非この報告書をご覧頂きたいと思い

ます。 

次に実施の内容について詳しく報告します。第１０回生涯学習研修大

会「まなびすとフォーラム」は県立鷲宮高校において６月８日（土）に

開催されました。推進会議の委員からは推進部の委員を除きまして１名

様の参加を頂きましたが、主催団体の生涯学習推進会議委員として多く

ご参加を頂きたかったところです。大会テーマは「自分づくりと学び」

で討議を行いました。鷲宮高校の学生食堂で総勢２０２名、１７のグル

ープ１７３名の人員で、主催者挨拶の後、市長、議長代理、県議、教育

長、指導課長さんの挨拶と来賓紹介にて開始されました。昨年は県立久

喜北陽高校で暑さ対策の為、冷房施設のある２会場分散での開催でした

が、今回は１会場内での開催を目的に１０名のグループ人員でセットし

ましたが、会場が参加者で一杯になり、隣のグループとの距離もなく狭

さを感じさせてしまいました。次回は参加者の選別等に工夫し７～８名

程度の人員グループでの開催を行い、参加者の意見を十分に聞ける体制

を考えたいと思います。 

 また私は、小学校運営協議会委員として８月５日（月）に久喜中の多

目的室にて開催された久喜中、久喜小、本町小、北小４校の遷善館フォ

ーラムに参加しました。参加者１１９名、８名のグループ人員での開催

でしたが、ゆとりを持った運営ができたと思います。これは、今後の検

討事項になると思います。今回はテーマの趣旨がうまく伝わらず、何を

話したら良いか手間取ったとのご意見がありました。次回はもっと具体

的なテーマを設定して意見を聞きたいと思います。約９０分の討議の

後、昨年同様に全グループ３分間での発表をお願いしましたが、２分以

内でまとめたグループが多かったです。また発表者が高校生に偏った傾

向にありましたが、もっと多くの方々の意見を聞ければ良かったのでは

ないかと感じました。まとめのキーワードですが、「人とのつながり」

「学びの機会」「きっかけ創り」「地域を知る」の４つに区分出来まし

た。人づくりは人とのつながりが大切という事が多くのグループにて討

議されていました。地域の学校と子供達とのふれあい、地域住民との交

流、イベントへの参加により情報を仕入れ自己研鑽に役立つ事が大切で

あると結論づけています。そして学びとは、生涯にわたりあらゆる学習

が求められています。いつでも、どこでも好きな時に自分づくりの勉強

を進めれば学びのきっかけは沢山の機会があると思っております。 

最後にアンケートの結果から申し上げますと、初めての参加者の割合

が７４パーセントです。毎年会場を変更しているので、その地域の方が

多くなるのはやむを得ませんがテーマも異なりますので、皆さんの重ね

ての参加を期待したいところです。参加者の満足度は７３パーセントで

あり、テーマの選定にも工夫をしていきたいと思います。これらの報告

書の内容については推進部、推進会議委員の皆様との意見交換の場を作

り、検討を行う場を作っていかなければならないと思います。今後のフ

ォーラムの開催ですが、来年度は菖蒲文化会館（アミーゴ）の予定で

す。毎年６月の第２土曜日、各４地区の高校、文化会館を利用させて頂

いていますが、会場の広さや駐車場の確保など様々な問題が発生してい

ます。この様な大会運営には以前から久喜市で提案されています生涯学



習センターの設置をいち早く結論づけて頂き、いつでも開催できる事を

前提に準備できる施設の場を切にお願いしたいところです。主催である

推進会議と推進部が一体となって運営協議して、より良い活動ができる

ように努力していきたいと思っております。フォーラムの発表について

は以上でございます。 

平議長 ありがとうございました。今、宮内委員の話の中にありましたよう

に、推進会議のメンバーの皆さんと一緒に話し合う場を持ちたいという

話がありましたが、この報告書の表紙を見ていただくと分かりますよう

に、主催はあくまでも推進会議、ここにおられるメンバーの皆さんが主

催なのです。したがって、推進会議と推進部の方々が、問題点を共有し

ていなくてはならないというのが本来の姿であるのですけれど、現状で

はそのような形になっておりませんので、その点も含めて（３）の議題

でお話したいと思います。今、ご説明がありましたけれども、この報告

書の内容についての説明、それから、報告書に載っていない色々なこと

の説明の２通りございました。それについて、ご質問、ご意見等ござい

ませんでしょうか。 

後藤委員 感想をよろしいでしょうか。今、宮内委員から報告がありましたが、

これはパソコンを駆使しないとできない資料であり、それをＣＤにまと

めていただき、本当に頭が下がる思いです。本当にありがとうございま

す。これだけいい資料を毎年作っていただいているので、これをフル活

用して皆さんで力を合わせて、これからやっていけたらと思います。感

想となりますけれど、以上です。 

平議長 はい。ありがとうございます。 

飯島委員 

 

この報告書を見て、本当に皆さんのお骨折りが感じられます。それ

で、できれば市民大学、それから高齢者大学の学生、少なくても各クラ

スの委員長さんあたりに、この報告書をお渡ししていただければ、学生

さんたちが、また協力してくれる可能性がもっと多くなるのではないか

と思いますので、是非２つの大学のほうに話して、この資料をお渡しし

ていただければと思っています。 

平議長 

 

はい。ありがとうございます。これは、お渡ししているのですよね。 

宮内委員 

 

はい。市民大学生は、１年生、２年生とも参加を頂いておりますの

で、皆さんには、この報告書はお配りしてございます。それから、高齢

者大学の方もボランティア委員さんという形で、受付や駐車場の係とし

てご参加いただきまして、その後、会議に参加してもらっているので、

その方達にも、高齢者大学の先生を通しまして、報告書はお配りしてご

ざいます。一応参加者のみではございますが、報告書はお渡ししてござ

います。 

平議長 

 

そういうことでございます。報告書の１７ページをご覧になってくだ

さい。フォーラムの統計で、参加人員の推移の中で、市民大学の学生

が、年々減っているのですね。参加者が減っているのではなくて、市民

大学に入学する人が少なくなっているわけです。ですから、フォーラム

とは関係ないのですが、市民大学生をどのように増やしていくかという

ことも、またこれとは別に大きな問題としてございます。 

古谷委員 

 

今回のこの報告書を読みまして、すごく読みやすいと思いました。特

にグラフを使って表していただいて、すごく分かりやすかったです。特

に５ページのアンケート結果のまとめなどは、はっきりとよく分かりま



した。今、平議長からもありましたが、１７ページのところですけれ

ど、地区別参加の比率で、菖蒲がこんなに少ないのかというのを感じま

した。菖蒲の住民としては、もう少し増やしたいなという感じがありま

す。開催の日時についてなども、色々あるのではと思いまして、実は６

月からブルーフェスティバルというのを土日で行っています。来年のフ

ォーラムは菖蒲地区ということで、第２土曜日というのも、ちょうど開

催の時期にあたっているので、そのようなところから、参加者が少ない

のもあると思います。それからもう１つは、場所の問題ですけれど、高

齢者大学や市民大学が、ここでできるようになれば、駐車場の関係から

しても、出席者も増えるのでないかと、いつここでできるのかなと思っ

ております。是非、この理科大の跡地でできるようになればと、感想も

含めてですけれど、以上です。 

平議長 

 

はい。ありがとうございます。 

宮内委員 

 

今、古谷委員から、６月の第２土曜日ということに決まっているとい

うことで、お話を頂きました。これからお話します「まなびすと久喜」

も２月です。これは何故かというと、中央公民館を土日予約するため

に、空いている時期と言いますか、そんな形で２月にしたということを

ずっと前からお聞きしております。なかなか他の場所といいますか、逆

にこの「まなびすとフォーラム」と「まなびすと久喜」を逆転しようか

という話も推進部の中ではございます。実際にこれから皆さんで議論し

て頂きたいのですけれど、「まなびすとフォーラム」や「まなびすと久

喜」の時期の問題についても、やはり会場が一番の問題になってきます

ので、そこに当てはめないと、なかなか出来ないということがあります

ので、従来といいますか、今までからですと、フォーラムについては、

６月の第２土曜日、「まなびすと久喜」につきましては、２月の最初の

土日というような形で一応、ずっと今まで来ているのですけれど、２月

の「まなびすと久喜」は、寒くて駄目だよというお話もたくさん頂いて

おります。もう４～５年前ですけれど、雪が降った時もございました。

そんな形でやっているというのが、色々と意見も出てくると思うのです

けれど、皆さんとのご協議で、決めていかなければいけない問題だと思

っております。 

平議長 はい。ありがとうございます。開催時期についても、今、宮内委員が

説明したとおり、場所の制約があって、それを確保しておくために初め

から決めておかなければならないという事情もありました。これも、生

涯学習センターが出来上がり使えるようになると、色々な日にちを選ぶ

ことができるようになるのかなと思います。早くそのようになることを

願っていきたいと思います。それでは、（２）第１０回生涯学習推進大

会「まなびすと久喜」について、また宮内委員より説明して頂きたいと

思いますが、この１０回というのは合併してから１０回であって、旧久

喜市のときを含めると、もう３０回以上の回数を重ねているということ

を、皆さんには知っておいて頂きたいと思います。それでは宮内委員お

願いします。 

宮内委員 お手元に配布の大会概要（案）をご覧ください。まず、大会の趣旨と

基本方針ですが、これは、毎回同じでございまして、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いうことで開催しており

ます。基本方針として、市民が企画して、運営する「市民参加型」の体

験の場であるということと、子どもからお年寄りまで、誰でも参加でき



るということを基本の形にしております。テーマにつきましては、大会

テーマ設定理由ということで、次のページにございますけれど、「学び

でつながる 愛するわが街 仲間たち」という内容で今回のテーマにど

うかということで、来月の１８日に第１回の実行委員会がございます。

その時に、このテーマでいいかどうかということで最終的には決定させ

て頂きます。第１回目からのテーマの選定の経緯につきましては、資料

の中に第１回からのテーマが記載されておりますので、ご覧になって頂

ければと思います。開催の内容についてですけれど、日時は令和２年２

月１日、２日の２日間です。会場は鷲宮西コミュニティセンター（おお

とり）と体育センターです。１日目は、推進部委員は午前中から集合し

て、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３０分からまちづくりフォーラムの基調講演を実施します。前回は文

教大学人間科学部の栗原先生に「新たな学びの発見！広がる学びの輪」

のテーマにて４０分程度の講演を頂きました。その後にパネルディスカ

ッションということで各年代別、あるいは地域の代表者４名と基調講演

をいただいた栗原先生を交え、平委員長のコーディネートで実施されま

した。これが第１日目の事業です。今回の基調講演は大会テーマに沿っ

た内容の講演を頂けるような方の講師をこれからフォーラム担当が協議

して選任していきます。またパネラー人選も前回同様幅広く、高校生、

地域代表、女性、年配者など幅広く選定して参加をお願いする予定で

す。２日目は午前９時から準備を重ね、１０時から２日目の事業の開始

です。今回は鷲宮西コミュニティセンターと体育センターで開催されま

す。ステージでは発表会という事で、ゆうゆうプラザの子供たちの発

表、フラダンス、コーラス、演奏など各２０分、１２グループで行いま

す。ボランティアビューローでは、おもちゃの病院、工作など体験でき

るイベントを実施予定です。エントランスでは、ゆうゆうプラザ２３校

のパネル展示、折り紙、啓和味噌販売、喫茶コーナーなどの展示販売を

予定しています。喫茶ではパンの販売を計画しています。また体育館で

は輪投げ、吹き矢、スカットボール、ロボット工作、ダーツ、ボッチャ

などのスポーツ体験を行う予定です。生涯学習の説明のため、市民大

学、高齢者大学の説明、市大・高大校友会の活動紹介、こども大学の紹

介などパネル展示を計画しています。また入口ではデコパーツ等の作成

を予定しています。屋外では、そば・うどんの販売、焼きそば、豚汁な

どの販売を計画しています。この会場も駅からは少し不便であり車での

来場がメインになります。コミュニティセンターも後ろに駐車場が増え

たのと県道１２号線の市所有の駐車場をフルに活用し対応しようと思っ

ています。鷲宮西中学校の駐車場も借用の予定です。例年、各会場とも

約３，０００名程度の来客を予定していますが、できるだけ相乗り等を

お願いしていきます。 

大会テーマにつきましては、今後の幹事会、実行委員会にて最終決定

してまいります。第１回目の実行委員会が１０月１８日の午後７時から

中央公民館で開催されます。実行委員には推進部全員と公募で募集した

方、市民大学１・２年生全員が集まりますが、推進会議の皆さんもこの

大会の主催者でもあります。是非多くの委員さんも実行委員として会議

に参加してイベントに関わって頂きたいと思います。実行委員会は今後

３回を予定しています。今回の鷲宮会場で４年前に実施したチラシがご

ざいます。今回も同様な出店、出演の大会運営になると思いますが、で

きる範囲内で大会の実行に関わって頂きたいと思います。どうぞよろし



くお願い申し上げます。 

平議長  

 

はい。ありがとうございます。推進会議の委員さんは、是非ご協力を

お願いします。全体としてご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

後藤委員  

 

気候的に２月の初めというのは１番厳しい寒さが来ますよね。それこ

そ、「まなびすと久喜」は外でも、お店を出しますよね。雪が降った

り、雨とか、強風が吹いたりします。そういうのも考慮して、来年は無

理としても、ゆくゆくは変えていったほうが、皆さんが参加しやすいと

思います。 

平議長 ありがとうございます。 

川島委員 前の第４回の大会は、私が実行委員長でありました。その時は駐車場

が大変でして、実行委員の大半を駐車場係にしました。５０～６０人位

に担当してもらったでしょうか。とにかく駐車場は大変だと思います。

相当の準備が必要になってくると思います。 

伊東委員 

 

今、お話をお伺いしておりますと、会場の問題というか駐車場も関連

してくるのですけれど、例年そのような問題があるということでござい

ます。実は、毎年久喜でやっている総合防災訓練が今年も実施されまし

たが、今までは各地区で一斉に防災訓練を実施していました。鷲宮地区

が２年続けて雨天中止ということが屋外の訓練であったものでしたか

ら、そのようなことで今回から総合体育館がメイン会場で、あとは４地

区がサテライト会場という形で、各小学校が会場になりました。なぜ、

体育館で実施したかというと、今、申し上げたとおり、雨天決行ができ

るということ、もう１つは駐車場の問題、それも関連してきます。です

から、先ほど、平議長さんからもお話があったわけですけれど、生涯学

習センターがまだ出来上がっていないわけですから、現実化していませ

んので、当面は例えば、総合体育館をお借りして、そこの会場でやる

と。あそこの駐車場はスペース的にはあると思いますので、問題もクリ

アできると思うので、当面そのような形でやって、将来的には、生涯学

習センターが出来上がったときには、そちらがメイン会場という事でよ

ろしいのではないかと思いました。 

平議長  

 

はい。会場の問題で色々ご提案いただきまして、ありがとうございま

す。後藤委員からあった２月と６月の逆転、その辺は何年か前に、１日

かけて検討しました。そうすると行政側の色々な行事もあって、例えば

学校の入学式とか受験とか、色々な大会などが重なるのですね。そうい

う時期で、その２月と６月も無理やり、その中に入れたというような感

じの大会なのです。ですから、我々も結局、諦めざるを得ないなという

ことがありました。 

宮内委員  今、お話ありました件ですけれど、中央公民館は発表の場が、集会室

しかありません。各地区の栗橋、鷲宮、菖蒲は舞台があります。ですか

ら、発表の方は逆に公民館ではなくて、他のところのほうが良いという

形ですよね。それだけ会場の問題というのは非常に出てくると思いま

す。今までは、中央公民館を主体にしておりましたので、中央公民館そ

れから、鷲宮、中央公民館、栗橋、それから中央公民館、菖蒲という順

番で「まなびすと久喜」を行ってきたのですけれど、それは今回からや

めるということで、中央公民館で行ったら、その後は３地区で順番にや

って、４年目に中央公民館に戻ってくるという形でやろうと推進部では

考えています。総合体育館という話もあったのですけれど、総合体育館



はお金が非常にかかりますので、なかなかできないというのが現状だと

思います。 

田沼委員 会場の問題で「まなびすと久喜」の会場ですが、今までは、中央公民

館、鷲宮、また中央公民館、栗橋というように回っていたわけです。今

回からは、中央公民館には戻らなくても良いのではないかということ

で、４地区を順番に回るということになりました。また、４地区を回る

ということは、利点もあるのですね。やはり、中央公民館でやった場合

には、旧久喜の方の参加者が多かった。栗橋でやれば、やはり栗橋の住

民の方がたくさん来てくれます。菖蒲地区でも同じでありました。やは

り菖蒲の方というのは、参加率があまり芳しくないということがありま

したが、菖蒲地区でやりましたら、菖蒲地区の住民の方が、だいぶ参加

してくれました。やはり会場を回ることで、その地区の方に更に深く、

理解していただける利点というのはあると、私は「まなびすと久喜」に

携わってみて感じています。ただ、生涯学習センターの設立について

は、やはり必要であると思います。人生１００年時代ですので、長く生

涯学習に関わるということに繋がってくると思いますので、色々な会議

のみならず、生涯学習センターに行けば、色々なことが学べる、楽しめ

る、集えるというような場所があるというのは、とても大切であると思

います。ですから、住民にとって長い人生になっておりますので、みん

なが集える場所、いつでも行って、そして楽しめるという施設ができる

ということは、非常に久喜市の住民にとって大切だと思います。ですの

で、そういう意味では、生涯学習センターの設立について切に希望はい

たします。 

平議長 はい。ありがとうございます。 

明石委員 推進部として、実際の実務を担当する中で、今、一番困っていること

は例えばフォーラムの報告書を作るとなると、自宅のパソコンで宿題と

いう形で、持ち帰ってやっているわけです。できれば、私たちの活動拠

点として、是非、生涯学習センターの中に、集いながら一緒に仕事を

し、活動していき資料を見ながら、話ができるそのような場が是非欲し

いと思います。推進部としての実務上の問題という位に挙がっておりま

すので、是非よろしくお願いしたいと思っております。 

平議長 はい。ありがとうございました。時間も大分経過しました。議題を通

じて、いかに生涯学習センターが早く出来上がらなければならないとい

うことが、また改めて浮き彫りになったような気がします。そこで、最

後に明石委員が言われたとおり、本当に皆さん、自宅が事務所になって

いるのですよね。皆で活動できる場を早く見つけたいというのが、我々

の願いですので、是非、教育行政のほうからも、よろしくお願いしたい

と思います。それでは、（２）第１０回生涯学習推進大会「まなびすと

久喜」については、よろしいでしょうか。 

委員 （意見なし） 

平議長 それでは、次の議題に移りたいと思います。（３）久喜市生涯学習推

進会議及び生涯学習推進部の在り方についてです。それでは、皆さんの

お手元に資料１から資料４をお配りしております。これらを見ながら簡

単に説明させていただきます。 

 今、ここにおられる皆さんは、資料１のところの生涯学習推進会議の 

条例に基づいて委嘱された皆さんです。それで、資料１の第３条の３に 

より任期は２年です。今の委員の皆さんの任期は、平成３０年９月１日 



から来年の８月３１日までです。それから、もう１つ資料３の上の部分 

をご覧ください。これは、推進部の皆さんの任期です。昨年の７月１日 

から来年の６月３０日までです。ですから、推進会議の委員の皆さんと 

推進部の委員の皆さんで、２か月のずれがあるのですね。先に推進部の 

方たちが委嘱されているという形になります。私どもは、この条例に基 

づいて、委嘱されております。今度は資料１の条例第７条に、推進会議 

が策定した基本的な指針の実現に向けて、市民の意見、要望等を取り入 

れ、市民の手による生涯学習の推進を行うために、生涯学習推進部（以 

下「推進部」という。）を置くというようになっています。それで、先 

ほどの任期からいきますと、まず推進部の方達が委嘱されるわけですよ 

ね。ここでは、私と宮内委員も明石委員も田沼委員も推進部から選出さ 

れていますので、両方を兼ねているわけです。そうすると先に推進部の 

委嘱を受けます。推進会議があって市民の生涯学習の指針等を作って、 

その実現を推進部の皆さんにやってもらおうというのが普通なのです。

ところが、その決める人たちの推進会議委員がいないのですよ。いな 

いので推進部の人たちが、何もできないという形になるわけです。実際 

に何をやっているのかというと、皆さんにもお渡ししてございますが、 

推進会議は、「久喜市生涯学習推進計画（久喜市まなびすとプラン）」 

を作成しています。これは、原嶋委員が中心になって、合併前に作って 

いただいて、見直しをしたわけですが、これに基づいて推進部が動くよ 

うな形にもなるわけです。そうすると、このところを作る人がいない。 

実務上は推進部の皆さんがみんなやってくれているわけです。先ほどの 

「まなびすとフォーラム」にしても、「まなびすと久喜」にしても、推 

進部の人がやってくれています。そのような状態ですので、同じような 

ことを行っているわけですから、推進部と推進会議というのは、条例で 

１つにまとめて、もっと動きやすいようにしたらどうかというのが、こ 

の数年、我々内部で考えてきたことです。そのことについて、ここにお 

られる何人かで委員会を作って、前の布施課長補佐を中心に、検討はし 

てきたわけです。ここで皆さんに、私のほうから、提案というか、ご了 

解して頂ければありがたいと思うのは、推進部と推進会議の在り方をも 

う一度見直し、検討を今後どれ位かかるか分かりませんけれど、してい 

きたいということをご了解していただければ、ありがたいと思いまして 

今日ご提案するわけです。それで、（３）の議題が、久喜市生涯学習推 

進会議及び生涯学習推進部の在り方についてということになっていま 

す。私が推進会議の議長になってからですけれど、年２回の会議、委嘱 

されてからと、２月の２回しかないのです。２回の会議でも、推進部が 

やっているのを、今日みたいに報告を受けて、何か追認団体みたいにな 

っていたわけです。それは違うよと、ここにおられる方が主催なのです 

から、推進会議のほうから、意見が出てこないと駄目なのです。それが 

全くない。それだと本当に形だけのものでしかないので、「まなびすと 

フォーラム」や「まなびすと久喜」には、皆さん主催者の１人ですか 

ら、必ず参加してくださいとお願いしてきました。この数年の「まなび 

すとフォーラム」や「まなびすと久喜」には、実行委員として、原嶋委 

員などは積極的に参加してくれています。そのような状態になったので 

すけれど、それよりも今回１つにまとめて、同じことを重複しないで、 

仮に名称を推進委員会とかにしたら、その委員会の中に、今の推進会議 

にあたるような執行機関、それから実際にやるところを組織化していけ 

ば良いのではないかと、そのような検討を始めたいなと思って、今日は 



皆さんに突然ですけれど、まず、そのような検討をしていきたいのです 

が、そのことについて、ご承認いただければ、ありがたいということで 

ご提案させていただいております。ご質問やご意見等よろしくお願いし 

ます。  

川島委員 賛成します。これは、我々だけでやれば直ぐできることですので、賛

成したいと思います。 

平議長 ありがとうございます。 

古谷委員 私も賛成です。ただ、推進会議条例で、学識経験者というのと、市民

による公募ですよね。推進部のほうは、ほとんど公募で、どなたでも参

加できるようなボランティアの方にやって頂いているというのが主だと

思います。だから、最初の推進会議というのが、どうして出来たのかと

いうのをお聞きしようと思ったのですが、今の平議長の提案には私も賛

成です。 

飯島委員 

 

はい。私も賛成です。それぞれの推進会議と推進部というのが、条例

で任期がちょっとずれていると、そのようなことが１つの問題ですの

で、やはり全体でまとめて、推進会議の２０名と推進部の約４０名で、

全体で６０名になるわけです。それで、その中で、色々な生涯学習推進

計画を立てていくのが望ましいと思いますので、統一しないと逆に推進

会議のほうは、推進部からあがってきたものを検討するというか、追認

するという感じで、報告を聞いてご意見はと言われれば、意見を出す感

じだったもので、自分たちで主体となって、考えるということがなかっ

た気がするので、それは一体化したほうが、より良いのではないかと思

います。以上でございます。 

平議長 ありがとうございます。 

原嶋委員 昔の話になりますが、平成６年頃、生涯学習推進会議を立ち上げたの

だが、なかなか機能しないから、機能するように部会を作って欲しい

と、当時の橋本教育長から話があり、今の部会を作ったわけです。その

時に、一番問題になったのが、初めに推進大会を久喜総合文化会館で行

っていました。部屋が少ないし、小さいので多くの市民のグループが参

加するには、文化会館では難しいのではという話になりまして、中央公

民館に会場を移しました。そして、中央公民館で開催したところ、各部

屋に色々な団体が入り、すごい賑わいがあって、素晴らしい大会が開催

できました。それが、良いきっかけとなって、毎年やるようになったと

いうのが現状です。ただ、今は４地区を回っていますけれど、舞台があ

るというのは、発表しやすいのでしょうけれど、数をこなすとなると、

中央公民館の会場というのは非常に使いやすいということは１つありま

した。それから、その時期に行うのは、準備期間がとれて、各出演団体

も準備ができるわけです。クラブなど活動している団体がこれに向け

て、準備ができるという利点があったので、学習成果を発表する場とし

ては、２月頃が一番良いのかなというのもありました。それと、各イベ

ントが少なかったので、集まりやすいのではないかというのがありまし

た。話が色々と変わり申し訳ありませんが、組織を一本化するというこ

とに関しましては、現状ではよろしいと思いますが、機能の中に生涯学

習に関する指針の策定というのが推進会議にはあります。この機能は残

さないといけないと思います。それから、もう１つ幹事会というのがあ

ります。生涯学習の情報を掴むのは、幹事会が開催されるから色々な市

長部局の事業とか講座などの情報を掴むことができると思います。この



２点の機能を残せば、合併してやるのは良いのではないかという感想は

持っています。以上です。 

平議長 ありがとうございます。 

田沼委員 私も組織の一本化というのは、今の原嶋委員の意見を踏まえての一本

化ということで、よろしいと思います。私は推進部のほうから、推進会

議に出させて頂いております。推進部のメンバーというのは、結構継続

しているのですよ。長い人は１０年とか。２年の任期が切れる直前に、

次回も推進部を継続するか否かという調書みたいなものが、教育委員会

から来ます。そうすると、結構皆さん継続するという方が非常に多いわ

けです。ですから、１０年位、推進部委員ということでやっている方が

大勢います。ですので、推進部の活動などは、皆さん熟知している方が

多いと思います。ただ、推進会議のメンバーの皆さんの顔ぶれを見ます

と、毎回変わっているような感じもします。やはり２年で、委員を辞任

される方というのも多いのかなと。そうしますと、やはり推進会議がど

のようなことをやっていくのかというのを熟知する前に辞任すると、そ

うすると、やはり推進部とのギャップが出てくるというのも考えられる

と思います。そのようなことを考えたときに、一本化すれば、うまく機

能して、途中で辞任する方がいても、他の熟知している方がカバーし

て、活動がより活発になっていくと思います。推進会議というのは、そ

のような調書は取るのですか。 

木村主幹  実は、推進会議の方と推進部の方の大きな違いは、推進会議の委員の

皆さんは、非常勤の特別職扱いということです。ですので、任期が２年

で、毎回変わるときに、その委嘱にあたっても、審議をしております。

また、概ね１０年という制約があります。推進部につきましては、立場

が違いますので、ある程度は融通が効くので、お願いがしやすいという

のがあります。ですので、立場の違いというのはあります。その辺も踏

まえて、一体化をやるといいかなと思います。 

田沼委員  了解しました。経験の違いというのは、確かに出てくるのかなと思い

ますが、一本化にはなれれば良いのかなとは思います。 

平議長 はい。ありがとうございました。 

宮内委員 

 

 推進会議は、あくまで条例ということなので、もちろん承認があるわ

けですけれど、推進部も両方とも市長部局ということで、市長から委嘱

を受けているわけです。前に言われたことがあるのですが、何故、教育

委員会の委嘱ではないのか。生涯学習課が市長部局ではないのに、市長

委嘱になっているわけです。あくまで、我々推進会議の委員は、教育委

員会の管轄ではないかと思っているわけです。新たに生涯学習推進委員

会として、推進部も推進会議の方も一緒になって出来れば、もっと良い

ものができるのかなと思います。あと、原嶋委員から、幹事会のお話が

ありましたけれど、私も以前に担当であったときに推進会議の幹事会と

いうことで、市役所に行ったことがありました。それで行きましたら、

資料を渡されて、「これが、次の会議で出す資料ですけれどいいです

か。」と言われて１５分で終わりました。それは、もう幹事会の意味が

全然ないわけですよね。今回何をやるのかというのは、やはり幹事会と

して、我々と市の担当職員の方が出席して、これから推進会議でこの様

なことをやるということを決めていかないと駄目だと思います。前回も

会議の前に幹事会を開催したわけですけれど、やはり当初は、あくまで



市長が議長だったので、色々と市の部局の方が関わっていたと思うので

すが、現在は、生涯学習課が主で関わっていますけれど、その他の市の

部局の方は、ほとんどこの会議にも参加されてないし、「まなびすとプ

ラン」の進捗状況について、やっているか否かだけの質問だけで終わっ

ていると思います。やはり推進会議として全部やるのであれば、もっと

市の職員の方も市の部局も関わって、皆でやっていくというような体制

をとっていかないと、いけないと思っております。 

平議長 はい。ありがとうございました。総論的には、推進会議と推進部を１

つにすることについて検討しましょうということだと思います。それで

その中身ですけれど、原嶋委員からありました「まなびすとプラン」で

すね。これを作る機能、それから幹事会としての機能は無くさないほう

が良いであろうというのがありました。それから条例との関係で、今、

宮内委員が言われたように、我々もそうですけれど、生涯学習は教育委

員会の所管だと思っています。ですから、市長部局はあまり関係ないの

かとも思いますけれど、その辺の整合性ですよね。そこにも言及して在

るべき姿を考えていく。あとは、数人の方に検討していただくというこ

とで、生涯学習課には事務局になって頂いて、検討部会を作ってやると

いうことで、皆さんいかがでしょうか。 

委員 （はい）という声あり。 

木村主幹 推進部のほうは、一本化することについては大丈夫なのでしょうか。 

宮内委員  そのような話は、推進部の内部では色々しています。もちろん、まだ

全員に承諾を得たわけではありませんが、役員会では問題として意見は

あがっています。 

平議長 人数的には、２０名と４０名を足して６０名で良いのか、そのような

ことも含めて検討していきたいと思いますので、後日、生涯学習課のほ

うから、検討部会の委員としてお話があるかもしれませんが、その時は

よろしくお願いします。 

古谷委員 私は、最初は生涯学習推進部に入りました。そして、その時に社会教

育委員も併せてやって、今は推進会議委員だけをやっています。公募で

したので、任期後もやりますかというよりも、公募ですから、自分で申

込書に記入して提出して、承認されないと委員になれないわけです。だ

から、公募でなられた方で辞退される方が多いのはそのような事もある

と思います。それから、社会教育委員のときには、かなり研修というこ

とで通知が来たのですけれど、推進会議は全然ないのですね。推進会議

は年に２回ですか。それですので、前の繋がりがないので、初めて推進

会議委員になられた方は、全く何をやっているのか分からないというの

があって、２年で辞められるのかなと思います。それでも、「まなびす

と」などに参加されれば少しは違うと思うのですけれど、なかなかその

ようにいかないので、是非、今回のこれを機にして、推進会議委員にな

っても、「まなびすと」などに積極的に参加できるような方向で、話し

合いが進められれば良いと思っています。 

平議長 はい。ありがとうございます。当然、古谷委員が言われたことも含め

て、検討してまいりたいと思います。 

川島委員 この議題に関連しまして、生涯学習事業体制につきまして、提案した

いと思います。現在、多くの施設が管理費の圧縮とか、サービスの向上

を目指して、指定管理者制度に入っていると思います。公民館事業につ



いても、私どもが訪問した日野市あたりは、外部に委託しているわけで

すね。それから、本市についても、そのような動きがあるかもしれませ

ん。私は、久喜市民による、久喜市民のための、久喜市民の生涯学習事

業、市民がボランティアで手作りする生涯学習事業を目指すべきだと思

うわけです。私は合併以来、４期８年、推進部に在籍しましたが、その

間、群馬県前橋市の教育委員会、東京都日野市の教育委員会、神奈川県

の教育委員会、神奈川県鎌倉市の教育委員会、茨城県日立市の教育委員

会、東京都世田谷区の教育委員会、県内では、狭山市の市民大学、新座

市の陣屋小学校等を訪問しまして、大変勉強させて頂きました。その中

で、強く印象に残っているのが鎌倉市の教育委員会の生涯学習事業でし

た。５～６年前から、是非、本市にも導入したらどうかと思っていまし

た。そのような提案でございます。鎌倉市の生涯学習事業を簡単に説明

させて頂きますと、鎌倉市は人口が１７２，０００人、これは８月１日

現在です。久喜市が１５３，０００人位ですから、ほぼ同じ位の規模の

自治体です。ここは平成１４年、１７年前に市民の目線からの企画運営

による生涯学習事業の展開が必要であるとして、それまでの公民館条例

を廃止し、鎌倉市生涯学習センター条例を制定、５つの公民館を５つの

生涯学習センターにしたわけです。１７年前のことです。我々が訪問し

た所は、ちょうど１０年経過したところでした。それまで、市の職員が

行っていました各種講座、イベントの企画と運営、それから情報誌の情

報収集及び発行、そして配布。生涯学習に関する啓発活動を市民のボラ

ンティア団体である鎌倉市生涯学習推進委員会に委託し実施している

と、それで鎌倉市生涯学習推進委員会は、市との委託契約に基づき、４

つの部会で構成されて、委員は７５名規模です。委託料としては、年間

１千万円ということです。内訳としては、情報誌の発行関連で４００万

円、講師の謝礼他で６００万円です。何故、私が、鎌倉市の方式が久喜

市でも可能又必要かと考えたかというと、１つは久喜市には、生涯学習

事業に関われる人的資源が大変潤沢だと思います。教育４団体の委員数

だけでも８０人位いるわけです。先程、申し上げた７５名規模と大体見

合うわけです。これまで、長年にわたり合同研修等を重ねて、この教育

４団体は相互理解が進んでいます。それから、２番目として、生涯学習

を学んだ市民が多数いらっしゃるということ。それで、市民大学ＯＢで

も４６７人が卒業し、高齢者大学ＯＢも４，０３８人が卒業し、また、

「まなびすと久喜」と「まなびすとフォーラム」等で、生涯学習を体験

した市民が多数いらっしゃいます。それから文化団体の活動も非常に盛

んです。そのような背景があるということです。それから、大きな２番

目として、超高齢者社会で市民の健康を支えるのは、ボランティアで市

民参加型の市民の手作りの生涯学習事業だと思います。それから３番目

としては、経費の圧縮、数名しか職員がいなくなるわけです。あとは、

全部市民ボランティアですからね。市民サービスの向上という点からも

かなり期待できる事業転換だと思います。最後に、導入が決定してから

実現のための準備期間としては、鎌倉市の例を見ても相当数かかってお

ります。おそらく、本市でもこれからやっても、１年以上は準備期間が

必要であると思います。そのようなことから、できるだけ早く、導入の

意思決定をして頂くようにお願いしたいと思います。特に一番恐れてい

るのが、簡単に指定管理者制度にしないで欲しいというのがあります。

ここだけは、市民の手作りの場として、聖域として欲しいと思っており

ます。以上、機会があまりありませんので、提案させて頂きました。 



平議長 はい。ありがとうございます。今、川島委員が言ったようなことを生

涯学習センターが出来上がったら、やりましょうという話はずっとして

きております。従って、生涯学習課の方の仕事が増えるわけではないで

すよと、我々みたいな時間に余裕がある人達が、生涯学習の一環として

働くということは非常に良いことだと思います。やはり、それができて

いるというのは施設。鎌倉市も立派な施設がありました。前橋市もそう

でした。やはり、そのような施設があるとできるのですね。先程、明石

委員が言ったように、家に宿題みたいに持っていってやるというのは、

なかなかできないことですので、川島委員が言ったことも十分に、我々

としても頭に入れて、今後検討していければ良いのかなと思います。あ

りがとうございます。 

明石委員 今、我々が活動拠点を欲しいと言ったことは、どうしてかというと、

現状の推進部の平均年齢をみると非常に高いです。若い人が入ってきて

も、直ぐに辞めてしまいます。私どもがやっていることを次の若い世代

に引き継いでいける活動拠点、一緒に活動していける拠点がないという

ことが、一番苦労していることです。そのような意味で活動拠点として

の場所がどうしても必要ですということを、力を込めてお願いしたいと

思っております。以上です。 

平議長  はい。ありがとうございます。たくさんご意見が出ました。この後、

今のような意見を基本に討論していって、良い形の推進会議と推進部を

一緒にした組織にしていくように考えていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。それでは、議題（３）も終わりましたので、他

に皆さんから何かありますでしょうか。 

委員 （意見なし） 

平議長  よろしいですか。それでは、これで今日の議題は全て終わりになりま

す。今日は、本当にお忙しい中、ご出席頂きまして、有意義な議論をし

て頂きました。本当にありがとうございました。 

尾柴主任 それでは、最後に閉会のごあいさつを原嶋副議長からお願いいたしま

す。 

原嶋副議長 ＜閉会の言葉＞ 

尾柴主任 皆様、長時間にわたりありがとうございました。これをもちまして、

第３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。 
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