
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 平成２９年５月２４日（水） 

開始・終了時刻 午前１０時００分 から 午前１２時１０分 まで 

開催場所 菖蒲コミュニティセンター ボランティアビューロー 

議長氏名 平 忠昭 

出席委員（者）氏名 

明石實正、飯島栄治、枝重雄、帯津嘉二、金子雄司、 

杉村榮一、平忠昭、中里厚子、原嶋憲二、宮内智、山谷博 

欠席委員（者）氏名 
石川裕子、井上日出子、榎本英明、金子益巳、杉田栄子 

田沼勝子、長島一枝、野澤昌弘、古谷郁男 

事務局職員職氏名 

海老島生涯学習課長、布施生涯学習課長補佐、堤生涯学習係

長、武藤主査 

会議次第 

１） 生涯学習推進計画（まなびすとプラン）の見直しについて 

２） 生涯学習研修大会「まなびすとフォーラム」について 

３） コミュニティ・スクールについて 

４）その他   

配布資料 

・久喜市生涯学習推進計画（まなびすとプラン）修正該当ペー

ジ抜粋 

・第８回生涯学習研修大会「まなびすとフォーラム」実施に係

る協力について 

・久喜市のコミュニティ・スクールについて 

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 

堤生涯学習係長    

 

改めまして、お早うございます。ただいま定数の 20名に、現在来て

いただいているのは 10名ですが、帯津校長先生が遅れてくると連絡を

いただいておりますので、久喜市生涯学習推進会議条例第 5条第 2項に

基づき、委員の過半数を超えているとみなし、当会議が成立することを

ご報告させていただきます。それでは、ただ今から第 3回久喜市生涯学

習推進会議を開催させていただきます。まず、早速ですが、会場のご案

内について、表記がわかりづらくて大変申し訳ございませんでした。お

詫び申し上げます。以後、菖蒲総合支所と表記させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。それでは本日司会を務めさせていただ

きます、生涯学習課の堤と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。なお、先程、会議成立と申し上げましたが、9名の方につきまして

は、欠席のご連絡をいただいている状況がございますので報告させてい

ただきます。それでは次第に沿って進めさせていただきます。まず、は

じめに平議長からご挨拶をお願いします。 

平議長 ＜議長あいさつ＞ 

堤生涯学習係長 続きまして、海老島生涯学習課長よりあいさつを申し上げます 

海老島生涯学習課長 ＜課長あいさつ＞ 

堤生涯学習係長    

 

＜配布資料の確認及び説明＞ 

＜事務局職員の紹介＞ 

堤生涯学習係長 それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。3の議題に入

ります。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項に基づきまして、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 それでは次第により進めさせていただきます。（1）生涯学習推進計

画（まなびすとプラン）の見直しについてでございます。すでに何回か

部会をやっていると思いますので、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

布施生涯学習課長補佐 事務局の前に、座長の方から原嶋座長からお願いします。 

原嶋委員 1月 25日、4月 17日、5月 17日と 3回ほど検討会を開催いたしまし

た。そこで大まかな見直しについての取組について概要を説明して、今

日の資料の１学びの提供から始まって、具体的な事業の見直しを行いま

した。まず、現在の生涯学習推進計画の第 1章に計画策定にあたってと

いう項目があります。文部科学省、県、久喜市の動向等をふまえて、計

画策定にあたり、大きな柱については、文部科学省、県については大幅

な変更はないととらえて現状どおり進めてまいります。いくつか生涯学

習センターの設置、コミュニティ・スクールの推進等ありますが、そう

いうものが若干入ってきます。つづいて第 2章の本市の生涯学習の現状

ですが、見直しにあたって市のほうでもアンケートをとっています。前

回の推進会議のときに、アンケートの処理の仕方について話し合われま



したが、それらをふまえて、アンケートの最新の情報を提供していきた

いと思いますので、ちょっと見直しがあります。続いて第 3章、本市の

生涯学習の課題についてですが、先程申し上げたように生涯学習センタ

ーの整備、東京理科大学との連携について東京理科大学が撤退したこと

で、その扱い、また、コミュニティ・スクールの推進ということで、新

たに事業が入りました。これについても直していこうということになり

ました。つづいて第 4章、基本的な考え方。先程申し上げましたように

久喜市の良さを生かす生涯学習を推進するということで、新たに生涯学

習センターの整備やコミュニティ・スクールの設置が新しく入って文言

が加わります。また、施策の柱である「まなぶ、いかす、つなぐ、ささ

えあう」については変更はありません。つづいて第 5章、施策の展開で

すが、お手元にある資料１がその概要ですが、各担当課から実施状況を

調査しまして、「実施済」、「実施中」、「未実施」、また、「継

続」、「見直し」、「完了」、「新規」、これらについて備考欄に進捗

状況を載せたのが資料 1でございます。つづいて第 6章の計画の推進。

これについては従来と同じでございます。このような見直しを中心にや

ってきました。その結果がその資料１で、これは一部ですが、このよう

な状況です。私のほうからは以上です。 

平議長 今、3回過去に見直し、検討を行った中間報告をしていただきまし

た。ありがとうございます。その中で、文部科学省、県の、生涯学習に

ついての動向は、大幅な変更はない。ただ久喜市をみてみますと、東京

理科大学の撤退、これは紛れもない事実でありますので、また、コミュ

ニティ・スクールという新しい取組の実施。これらの変更があるという

報告がありました。それでは具体的に何かありましたら、ご質問ご意

見、それから事務局で補足があればお願いします。 

布施生涯学習課長補佐 検討部会の流れとしましては、先程原嶋委員さんの説明のとおりでご

ざいますが、前回の会議の中で第 2章のアンケートについて、いろいろ

ご意見をいただきました。また、第 5章の表記について、平成 19年度

にまなびすとプランの見直しを諮ったものを参考に、今回、作成・検討

しているところです。各課のほうに検討を諮って、見え消しで取り消し

線で修正箇所がわかるように表示してもらいましたが、実際パソコン上

はカラーですが、皆さんにお配りするのに枚数が多かったので、白黒の

ため判りにくい所ですが、少し色が薄くなっているところが赤線になっ

ているところで、たとえば、1ページ 8番の「子育て講座」「親の学

習」の「親の学習」のところが横線で消してあり、子育て講座になって

います。また一番右の備考欄ですが、書いてあるところとないところが

ございますが、書いてあるところは特に本課で行っている事業で、この

事業を指しているというような、左の事業名と照らし合わせたときに、

わかりづらかったところには右側の備考欄に入れさせてもらいました。

ただ実際に印刷して外部に出すときには、ここは新規事業とか再掲とい

う文言だけで表していきたいと思います。特に大幅な変更をしたところ

には、第１まなぶの（１）⑪、ページは 11ページになります。こちら

は⑧⑨⑩の公民館、図書館、郷土資料館と同じように、今後設置される

生涯学習センターを拠点とした学習の充実ということで新しいページを

入れさせていただきました。そんなところで、まだ記入が入ってない所

がありますが、次の会議の時には出せるようにしたいと思います。あと

はそれぞれの課から上がったものをそのまま転記しておりますので、基

本的には、進捗状況は「実施中」、「継続」というような表し方になっ



ています。 

平議長 今の説明で判るように、各課の内容は「継続」、「実施中」が多いで

すね。実施している途中ということだと思います。ここは我々がチェッ

クできるところではありませんので、各課に尋ねてどうなってますかの

回答というふうに理解していただければと思います。本当にこうなって

いるのかなと疑い深くでなく正として取り扱っていただければと思いま

す。今のご説明の中で、ご質問ご意見等何かございませんか。 

明石委員 14ページ 7の各種スポーツ・レクリエーション大会の中で、駅伝大会

が薄い。これはなぜ線が引いてあるのか。 

布施生涯学習課長補佐 駅伝大会に関しましては久喜マラソン大会になったので、削除しまし

た。 

宮内委員 3ページにもありますが、追加っていうのがありますね。これは新規

事業でなく「追加」ってのはどんな意味ですか。 

布施生涯学習課長補佐 この「追加」というのは、今回見直しを諮っていく中で、本課のほう

で行っている事業なんですけど、どこにも入ってなかったもの、これは

入れたほうがいいのではないかということで「追加」という形で入れさ

せていただきました。同じく、5ページの 9番の成人式。これも本課で

やっている事業ですが、どこにも掲載していなかったので、今回載せま

した。 

宮内委員 これは、プランの下に追加したってことですね。わかりました。 

平議長 3ページ 7のボランティア手帳の活用ですが、これは非常に良いこと

だと思いますが、学校によっては奨励という言い方が適正かわかりませ

んが、あまり重要視されていないような。うちの自治会は今度ゴミゼロ

をやるけど、ボランティア手帳を持ってきた子が参加したら印を押して

くださいと言ってます。持ってこない子とか、学校からもらっているの

か、学校によってバラバラのような気がするんです。また 6月 4日にサ

ツマイモの植え付けを行いますが、子どもたちも喜んで来るんですね。

一応ボランティア活動ということではんこを押すって言ってます。せっ

かく追加ということであげていただいておりますので活用の仕方も検討

いただいては。 

宮内委員 まなびすと久喜の時も持ってきてくださいと言ってます。手帳がいっ

ぱいになった時に、ただやったというだけでなく、ご褒美じゃないけど

何かあれば推進の方法になるのではないかと思います。 

堤生涯学習係長 状況についてご説明させていただきます。実際には、年度切り替えの

とき、ボランティア手帳を小学校、中学校の新一年生に対しては、すべ

ての児童生徒に配っていますので、今年度も 3,000弱、年度当初に配っ

ています。改めまして配布時期は５月になります。校長会で説明して、

活用を校長を通して促しています。継続した取り組みということで、お

渡しさせていただいてるんですが、確かに議長からお話あったように、

学校によって差があります。認識度もバラバラという状況がございまし

て、学校によっては積極的に取り組んでいるところにでは、１年間に 20

回達成している児童もおります。20回達成しますと、こちらの方で記念

品を渡しております。20回達成しますと、小学生については鉛筆 2本セ

ット、中学生にはシャープペンシルを賞状と共に渡していて、学校によ

っては達成者に朝礼などで渡している所もあるかも知れません。子ども



たちのボランティア活動の意欲を高めるためにご用意させて対応させて

いただいています。 

金子委員 ボランティア手帳をより活用していただくために、学校運営協議会、

コミュニティ・スクール等でもっとＰＲすることが大事と思います。 

杉村委員 学校によってばらつきがありますが、年度当初に配布し、活用はして

るが、運用、維持改善がきちんとできるかできないかというのがテーマ

ではないかと思います。 

平議長 せっかくコミュニティ・スクールが出来ましたんで、その中に学校関

係で 8名のメンバーが入るわけですので、その人たちにボランティア手

帳の活用の仕方をやっていくのもいいのではないかと思います。コミュ

ニティ・スクールをどうやっていくのか、まだわからない段階ですので

それも方法のひとつではないかと思います。 

明石委員 ちょっと別の角度から質問ですが、新教育方針かなんかで政府から出

てますよね。それとこの関係って何かあるんですか。奉仕活動をやりな

さいというのは義務付けられてるんですが、ボランティア手帳と関係あ

るんでしょうか。 

堤生涯学習係長 もともと合併前に旧鷲宮町の社会教育委員の会議の場で地域ボランテ

ィア手帳というのが、委員さんの意見の中で取り入れられて旧鷲宮町が

実施していた事業になります。それが合併で協議されそのまま生かして

いく、取り組んでいくことになり、久喜市の地域ボランティア手帳とな

った経緯があります。児童生徒が取り組む中で学校のほうでもどんなも

の、子どもたちの自主性、ボランティアの活動促進につながるか、市の

方から情報提供をいただきたいという話は、再三いただいております。

社会福祉協議会が夏休みに小学生、中学生にこんな事業がありますよ、

イベントがありますよって、今年度も各学校にご案内するということ

で、学校に募集・ご案内がきたら積極的に児童生徒に発信していただけ

るような感じであればと思います。そこは、広く行政側で発信していか

なければならないかなと捉えています。 

飯島委員 今のお話で、ボランティア手帳の活用ということで、学校には事務局

のほうで説明されたように、学校の校長先生中心に、あと、市の行事が

ありますよね。そういう時、何月何日にゴミゼロがありますよと、そう

いうのに参加した時、手帳を持っていって印を押してくれます。こう指

導的なことを具体的にするのか。自治会側もそういうことで、ボランテ

ィア手帳を持ってきたときに対応できるかどうかです。 

平議長 今の飯島委員さんのお話は、自治会側から見ると、住民から見ると、

もう千差万別ではないでしょうかね。我々のことを紹介しますと、うち

は、自主的にやっています。もうはんこも作ってます。ボランティア活

動参加の証明の印というのを作って、ボランティア手帳の大きさに合わ

せて作ってます。地域の人たちが子どもたちのためにとやっている所

と、うちはそんなの知らないよっていう所と、これはもう差があると思

うんで、金子委員からもあったように、今度はコミュニティ・スクール

もそうですが、地区のコミュニティ協議会というのもあるので、その辺

にも働きかけていく。学校あるいは教育委員会の方から行政区のほうに

あった場合は積極的にやればいいのではないかと思いますし、飯島委員

から言われたことは、結果的にはされていないと思います。学校からこ

ういうことをやってくださいという話は聞いたことも我々はありませ



ん。 

杉村委員 だから私も恥ずかしながらボランティア手帳、そのものは見たことは

あるんですよ。けれども、そのねらいと運用手順みたいなものが、学校

とか地域で共有化されているのかどうかがポイントではないかと。それ

が、これからやることではないのかと思いますね。実際、配られたこと

になってるんだけど、そのねらいは何で、運用手順はどうやるか。それ

を学校と地域で共有化されていくと、それぞれ認識が変わってくるので

はないかと思います。ちょっと 7番の書き方が違うんじゃないかという

気がしたんですが。 

平議長 私はみんなそれなりに進んでいるんじゃないかと思いましたけれど。

うちの町会だけでしょうかね。そんなことやっているのは。 

飯島委員 おそらく先進的だと思います。 

金子委員 もし、どうしても地域に広げていくんだったら、4地区で区長会の会

議がありますよね。そこに行政の各課が見えて、こんな事業をやってま

すと紹介がありますから生涯学習課の方からいっていただいて、ボラン

ティア手帳、こういうのをやってますと、各区長にＰＲすると、ある程

度浸透すると思います。各区長は知らないと思いますから。 

杉村委員 それもやっぱり、ねらいと運用手順が明確になってないといけないと

思いますが。 

平議長 その辺はまだ発信されてないし浸透していないわけですけど。やっぱ

り積極的に取り上げてくれているところは、ごく一部しかないというこ

と。 

杉村委員 せっかく項目に入れるんだから、効果をはっきりさせないと。その辺

のねらいと運用手順を皆さんと共有化していかないと。 

平議長 金子委員からありましたように、いろいろな機会をつかまえて、行政

のほうから生涯学習課を含めて教育委員会のほうから、学校を通じ、あ

るいは直接、区長会の方を通じてもいいでしょうし、発信していただく

必要があるのかと思います。 

山谷委員 今、推進計画をやっているのに横にずれて申し訳ないけど、この際だ

から聞きたいんですけど、学校はボランティアに参加した子どもと、参

加しなかった子どもがいるわけでしょうけど、どんな風に評価してるの

でしょうね。そこを知りたいですね。学校は子どもたちにどう評価して

いるんですか。 

平議長 今のご意見は難しいんじゃないかと思いますが、私が聞いてる範囲で

は、中学生は高校に行くときにそのボランティア手帳なんかを基に、積

極的にこういう活動をしたということの評価というんでしょうか。それ

には利用されているということは聞いたことはあるんですけれども。 

宮内委員 内申書ですか。 

金子委員 あくまでボランティアなんだから。 

杉村委員 協力した団体からは、有難うとか感謝状とか出てるかも知れないけ

ど。学校はどう評価するっていうのは悩ましいけれど。 

布施生涯学習課長補佐 ボランティア手帳を活用したことによって、地域の一員だということ

を自分も自覚するし、みんなから認めてもらえているという、そんなと

ころなのかな。また、確かに評価というのはあるのかも知れないんです

が。 



山谷委員 点数をつけるみたいに、そんなことまでは思ってないんですけどね。

どういう風に子どもたちにボランティアというものを教えてるのか。 

布施生涯学習課長補佐 人のために役に立とうとか、道徳的なことを子どもたちに教えるにあ

たり、このボランティア手帳で、まず、自分の身の回りの人に優しくし

てあげようとか誰か困っている人がいたら、お手伝いしてあげようよっ

ていうようなことは小学校で教えたりするんですけど。 

山谷委員 ボランティア手帳みたいのがあるっていうのが、よくつながりがわか

らないんですよ。学校はそのことについて全然無関心、学校の子どもた

ちのためにそんな地域活動したら手帳に印をもらって、そして活動意欲

を高めてくださいよという話をしてる手帳なのか。全然学校は関係な

く、この手帳は無効果で、流れとしては、仕組みはわかりましたけど、

今のレベルで他の地域の栗橋だとか久喜だとか菖蒲だとか。鷲宮でやっ

ていたものをつないでやっているということで、何だかよくわからない

位置づけになっているのかなと思って聞いたんですけど。 

布施生涯学習課長補佐 温度差があるのは確かですけど。 

平議長 私のところのことをまた言って申し訳ないんですが、うちの取り組ん

でいる所の子どもたちは完全に違いますよ。毎回、積極的に大人と一緒

にやるその姿は違ってきてますよね。それは我々は自覚して、いつも押

す子と全然出てこない子と差は表れてます。何か行事があるときは、積

極的に出てくるということは、我々は感じていますよね。それぐらいし

か評価にしようってことがないんですけど。 

山谷委員 僕はね、実は菖蒲の高齢者のサロンとか障がい者のサロンとか回って

るんですけど、昨年の夏休みは障がい者のサロンに中学生の男の子がボ

ランティアで来て一生懸命にやっていた。すごいな、自分が子どもの

時、こんな気持ちでやってたかなと思いながら見ている。その子は、手

帳持ってこなかったし、そうなると、すれ違うんだよね。 

平議長 学校と地域の受け止め方、そして対応の仕方が、もう本当にいろんな

ところがあって、なんらかの基準が全然今のところはないという状態な

んでしょうね。 

山谷委員 もともとね、点数つけたりするような福祉活動や、そんなたぐいのも

のではないからね。 

平議長 悪いということはないですから、こういうことをやったらどうです

か。それから教育委員会とか地域にお願いしますということは発信した

ほうがよろしいんではないでしょうか。 

帯津委員 内容はどんなものが多いんですか。ボランティア活動の内容、どんな

活動で印を押してもらってるんですか。 

堤生涯学習係長 ゴミゼロクリーン運動や市の事業への参加や、旧鷲宮ではコスモスの

種まきも中学校に環境経済課から依頼を出し、ボランティアを募集する

等、イベントを担当する側が連絡を取って募集をかけている。あとは学

校でも当番制でないもので、たとえば当番で黒板を消したりとかでな

く、朝の挨拶運動的なもので自主性としてとらえられるもの等、何でも

いいのではなく自主的に取り組むボランティアと読み取れるものについ

て、賞状等渡している状況があります。 

帯津委員 これは時間をかけてボランティア活動、子どもや一般の大人も対象に

なってくると思います。学校によってもバラつきがあると思います。学

校のなかでの教育活動のボランティア活動は常時といっていいくらい行

います。たとえば清久小では、西公民館の掃除がありますが、そのとき



にスポ少の野球のチームが参加しています。スポ少はコミュニティ協議

会の所属メンバーでもあるので、当然行こうということで草取りした

り、掃除したりということがあります。また、運動会では中学生が参加

してくれます。ボランティア活動をしに行くときに手帳を持って出かけ

ることはないと思います。コスモスの種まきに行くときにボランティア

手帳を持って集まってくださいとか、何か明確のものがあってもいいの

ではないかと思います。もっともっとＰＲを。どんなふうにＰＲするか

ですけれども。 

平議長 うちは学校主催のものはわからないので、自治会主催のものだけ押し

ている。手帳を持ってきてないときは、後で押すから会長のところに行

きなさいと話しています。ボランティア手帳は、学校から渡っているこ

とは判ったが、その活用は学校によってばらばらなので仕組みづくりを

教育委員会で教えていただければ、いい意味で継続事業となると思いま

す。 

杉村委員 ボランティアの内容によっても、たとえば市民まつりのときは、事前

にこういう仕事をやっていただきますよと、そのときにボランティア手

帳を持ってきてくださいと説明会のときに言ってます。そうしたときに

質問を受けたときに、我々が、ねらいは何で、どういう運用手順で行っ

てますよときちんと理解してないと展開が難しい。 

金子委員 ボランティア活動は人づくり、地域づくり、だからどんどん推進して

していただきたいし、生涯学習課、教育委員会だけでなく全部連携をと

って進めていく必要があると思います。広報、前に出したことはありま

すか。 

中里委員 一回載ったような気がしますが。 

金子委員 その辺の広報活動も大事だと思います。 

平議長 ボランティア手帳でいろいろご意見がでましたが、現状はボランティ

ア手帳は学校からもらってるということはわかりましたが、その活用は

地域によって学校によって千差万別だというのが現状だと。したがって

その仕組みづくりをどうしていくのかをもう 1回教育委員会のほうで考

えていただいて、学校を通じて地域の団体や、区長会、コミュニティ協

議会に声をかけるとかして、地域の人たちがみんな理解するようになれ

ば、追加でいい意味で継続になっていくのではないでしょうか。 

布施生涯学習課長補佐 コミュニティ・スクールが導入推進の事業で、いくつかの所で入って

ますが、特に 42ページになりますが、2番の学校評議員制度の充実です

が、このあと、(3)のコミュニティ・スクールについてでお話させてい

ただきますが、学校評議員制度の仕組みを学校運営協議会に移行すると

いうことで、実施済、完了ということになります。また、33ページです

が、東京理科大学という文言が非常に多くあったところですが、撤退し

てしまったことで、今、この生涯学習推進計画と同時期に、久喜市総合

振興基本計画と久喜市教育振興基本計画の見直しがかかっておりますの

で、それに併せて固有の大学名でなく高等教育機関という表記に変更さ

せていただければと思います。 

平議長 東京理科大学が撤退したのに、理科大と言っているのはおかしいと思

っていたので、変えるのは賛成です。同時に教育センターという名前で

はだめなんでしょうか。 



堤生涯学習係長 33ページ１の子ども大学に関しては、東京理科大学が撤退しても東京

理科大学と実行委員会組織で実施しています。併せて、平成国際大学と

も市が協定を結んでいるので、今後、事業としては継続していきます

が、学校が変わることもありえるので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

平議長 なんか未練たらしいですね。片方は逃げていくのに、片方は待ってく

れ待ってくれという感じもうけないわけなんで。 

山谷委員 18ページ、柱書きの頭に高齢者、障がい者とあるが、事業の中を見て

みますと、すべて障がい者福祉課だけだが、高齢者福祉課がない。今、

介護保険法が改正となり、要支援１，２の介護保険で面倒をみてた事業

が市の総合事業でやりなさいということで、生活支援コーデネーターを

置いてやっているところを見ると、介護福祉課にもう一度照会してもら

って、いらないよと言えばそれまでだが、うまくここに入れてもらいた

いなと思うんですが。 

堤生涯学習係長 関連するところに再度照会をかけますので、18ページにつきましては

介護福祉課を通して再確認します。 

枝委員 11ページ⑪に（仮称）生涯学習センターとあるが、位置付けが低いの

ではないか。ただ書き連ねるのでなく、中心となる施設なのでもっと前

にもって来るべきではないか。インパクトが弱いと思うので検討をお願

いしたい。 

布施生涯学習課長補佐 生涯学習センターにつきましても平成 31年 4月を目標に計画してい

るところですし、この見直しは平成 30年 4月には出していきたいと考

えておりますので、内容についても確定できていないのは載せられない

点もありますので。 

平議長 今久喜市の生涯学習は生涯学習センターが中心となって、そこからい

ろいろ発信していきますよっていう形の文言に次回のほうからできるよ

うに、検討も必要と思いますので、とりあえずどこかに残して置いてい

ただくという形でよろしいでしょうか。それでは時間も経過してきまし

たので、（１）の見直しについては以上でよろしいでしょうか。 

杉村委員 個人的な見解ですが、事業名、内容、担当課、進捗状況、今後の対応

とありますが、我々の観点は進捗状況とか、ねらいに対してのどうかと

か、計画に対してどうかというイメージが強い。これがちょっと気にな

ります。 

平議長 確かに、ねらいに対して進捗状況だと書き方が全然違うので、今回は

間に合わないと思いますので、目標に対して現状どうなのかという表し

方も、今後検討していただければと思います。それでは(2)生涯学習研

修大会まなびすとフォーラム」についてですが、推進部の宮内委員長が

おりますが、チラシを見ても判るように推進会議と推進部が主催である

ことを頭に入れてほしいと思います。宮内委員長から説明をお願いいた

します。 

宮内委員 まなびすとフォーラム生涯学習研修大会ですが、6月 10日、土曜日、

合併してから 8回目、会場は、いろいろ書く地区ごとに行っています

が、今回は菖蒲文化センター（アミーゴ）です。主旨は、中学生・高校

生・大学生、学校教育・社会教育関係者、児童生徒の保護者、コミュニ

ティ活動関係者などの方々で 10人程度のグループを作り、学校・家

庭・地域それぞれの立場から「地域コミュニティづくり」について意見

交換を行います。大会テーマは、2月に行われたまなびすと久喜のとき



のフォーラムのテーマと同じ、深めよう絆です。2月のときは、100名

くらいだったので、今回はもっと突っ込んで実施したいとのことで、同

じテーマにしました。ぜひ皆さんのご参加をいただきたいということで

ご協力ををお願いしたい。推進会議の委員も各グループのリーダーに入

ってもらいたい。推進部は 22名しかいないので、よろしくお願いいた

します。5月 31日までに事務局まで参加者の報告をお願いします。 

 

帯津委員 日程はいつも決まっているんですか。来年はどこでやるんですか。 

平議長 毎年 6月第 2土曜日に決まっています。今年は菖蒲、来年は久喜で

す。 

帯津委員 各学校に早めに、3月くらいに出していただければ。学校でオープン

参観があると、子ども、親は学校に行っちゃうので、できれば早めにお

願いしたいです。 

平議長 毎年 6月第 2土曜日、日曜日にはしないんですよ。いろいろスポーツ

大会が入って、子どもたちが参加できなくなる。ずらしても何らかの事

業が入っちゃうし、10人が 10人 OKというのはまずありえませんので、

ご理解いただきたいと思います。 

金子委員 5月下旬から 6月 1週は体育祭が入っちゃうし、第 2は土曜授業が結

構入って、第 3土曜日は今度梅雨の心配で、雨が降ると高校の食堂は厳

しくなってくるので、ここしかないですね。 

平議長 （３）コミュニティ・スクールに入らせていただきます。 

布施生涯学習課長補佐 お時間いただきましたので、平成 28年 4月から市内 3校、太田小学

校・久喜東小学校・太東中学校でコミュニティ・スクールとしてスター

トしました。今年度 4月から市内の残りの学校すべての学校がスタート

したところです。ここにいらっしゃる中にも委員になられた人がいます

が、委員だけでなく、皆さんが地域の人として学校に関わっていただき

たいと思います。コミュニティ・スクールって何だろうってことを知っ

ていただければと思います。久喜市のコミュニティ・スクールは今どの

ようにスタートしているのかをお話したいと思います。まず、昨年 11

月に太東中学校区研究発表会で松崎校長先生が作られた映像をいただき

ましたので、ご覧ください。 

 ＜松崎校長先生作成 DVD,資料 3をプロジェクターで放映＞ 

布施生涯学習課長補佐 10年ひと昔というけれど、2017年 1月、世界的に大きなことがあり

ましたが覚えているでしょうか。アメリカのトランプ大統領就任です。

では、10年前、2007年はいかがでしょうか。調べました。新潟中越地

震、安部首相が突然の退陣。スマホ、アイホンが 2007年に初代の機種

が発売されました。肩にかける携帯は 1985年の発売。今後は、ガラス

板のようなものが発売されるであろうとのことで今研究しているようで

す。資料の 2ページ、10年ひと昔というけれど、社会の変化、社会の情

勢が大きく変化してきています。これが今です。前岩手県知事の増田さ

んの増田レポートで、地方消滅というのを著書であげました。総人口が

どんどん減っていく。しかし、高齢化率が上がっていく。子どもが生ま

れず、お年寄りが今より増えていく。久喜市においても 2040年の若年

女性の人口減少率はマイナス 42.9%ということで、さらに子どもが生ま

れにくい状況が予測されています。これを何かしら変えていかなければ

ならない。高齢化率が上がり少子高齢化の時代となったいます。10年ひ



と昔ということが、5年ひと昔、3年ひと昔、1年ひと昔、半年ひと昔と

どんどん変化が速くなり、将来の予測が難しい社会になってきてます。

それが子供たちが生きていく社会なんです。では、なぜコミュニティ・

スクールなのか。地域を取り巻く現状として住民間のつながりが薄くな

り、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、学校運営協議会

を置く学校に指定された学校をコミュニティ・スクールと呼びます。コ

ミュニティ・スクールの実施状況ですが、平成 28年度埼玉県でいえば

1264校小中学校がありますが、その中で、9校コミュニティ・スクール

が始まりました。その中の 3校が久喜市です。今年度は県も力を入れて

コミュニティ・スクールの導入促進事業で、29年度当初、コミュニテ

ィ・スクールになった学校は 10市 105校に増えました。県の計画とし

ては 33年度には 300校という計画だそうです。では、学校運営協議会

と評議員はどう違うのか。学校運営委員会は合議体、評議員は合議体で

ない。学校運営協議会は校長の求めがなくても意見が言える。評議員は

求められてから意見を言う。学校運営協議会は法律が改正されない限り

なくならない。薬でいえば、コミュニティ・スクールは漢方薬のような

もの。じわりじわり良くなっていく。特効薬ではないと大学の教授も言

ってます。久喜市のコミュニティ・スクールについては、義務教育 9年

間の学びの系統性・連続性を重視した教育イコール小中一貫教育の推進

を進めていきます。地域から学ぶ授業を通して、地域を学ぶ学習イコー

ル地域に誇りを持ち、郷土愛を育成していきます。学校を核とした地域

コミュニティの活性化イコール地域の絆や安心・安全な地域づくりを大

きな目標に掲げて進めていきます。コミュニティ・スクールのキーワー

ドは“熟議・協働・マネジメント”です。地域社会を SWOT分析しま

す。SWOT分析とは経済の考え方で出されたものですが、内部的、学校や

地域の内部的な強さ、特色は何なのか。逆にその学校の子どもたちの苦

手な所、弱いところは何なのか。また、目的を達成するために有利に働

く所、機会、可能性は何なのか。逆に目的を達成するために阻害されて

いるものはなんなのかを皆さんで話し合って、付箋でべたべた貼ること

によって、同じ思いを持つことが出来る。強みと弱みの要素で戦略を立

てます。強みを生かすことは多くの場合容易であるが、弱みを克服する

することはなかなか難しいことである。最後になりますが、太東中学校

区 3校には、研修として、地域のフォーラムでこんな子どもになったら

いいな。こんな学校になったらいいな、自分たちに何が出来るのかなと

いうことを話し合っています。9年間のカリキュラムの見直しをして、

重なっているところはないだろうか、抜けているところはないだろうか

というところを調べていきます。話し合ったことは、太東学園だよりに

まとめたいとしています。そして回覧として回していくということにし

ています。学校も地域も元気で誰でも笑顔で暮らせる地域づくりを目標

にコミュニティ・スクールづくりを進めていきたいと思います。ぜひご

協力をお願いいたします。。 

平議長 この席で運営委員になっている人はいますか。ここでコミュニティ・

スクールについて議論することは、まだ判ってないので出来ないと思い

ますので、今説明していただいたことを参考にしていただけたらと思い

ます。熟議の言葉の中に、お互いに学校・家庭・地域が理解しあわなけ

ればうまくいかないと思いますので、みんな勉強しながら進めていかな

ければならないと思います。。 



枝委員 よろしいでしょうか。うちの知り合いの区長が運営協議会の委員に入

った。スタートするのは結構なことだが。学校の先生方の資質の問題。

学校の先生方が一番苦手としているのが、地域の方々との付き合いが苦

手だと聞いています。付き合い方が判らないと言ってる人もいます。今

後の進め方も考えていったらと思います。 

布施生涯学習課長補佐 1点よろしいでしょうか。ゆうゆうで全員研修会を行ってます。今年

度は、横浜市立東山田中学校コミュニティハウスの館長をしておられま

した竹原和泉さんをお迎えして、「放課後子ども教室とコミュニティ・

スクールとで創る地域の未来」の演題で講演をお願いしています。場所

はアミーゴ文化ホール。400名入れる場所を確保しました。日にちは 7

月 1日土曜日 14時から開催されます。お時間あれば足を運んでいただ

ければと思います。 

平議長 有難うございました。それでは事務局からその他でお願いいたしま

す。 

堤生涯学習係長 その他 

・生涯学習研修大会「まなびすとフォーラム」の出欠確認について 

・次回の会議について 

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２９年６月２３日 

 

議 長  平 忠昭 

 

 

 


