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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」の報告につい

て 
３）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」報告書 

 

会議の公開又は非公開 公 開 
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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 

司会 

堤生涯学習係長    

 

それでは定刻となりましたので、ただ今から第 4回久喜市生涯学習推

進会議を始めさせていただきます。まず始めるにあたりまして、ただ今

出席人数 12名と確認いたしました。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申し上げます。それでは、ただ今から第 4回

久喜市生涯学習推進会議を開催させていただきます。本日はご多用の

中、ご出席をいただきまして有難うございます。私は本日の司会を務め

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、本日の欠席者でございますが、榎本委員、帯津委員、金子益巳委

員、杉田委員、杉村委員、田沼委員、野澤委員、山谷委員が所用のため

欠席する旨の連絡をいただいておりますので、よろしくお願いいたしま

す。それでは次第に従いまして平議長よりごあいさつを申し上げます。 

平議長 ＜議長あいさつ＞ 

司会 

堤生涯学習係長 

有難うございました。続きまして、木村生涯学習課主幹よりあいさつ

を申し上げます 

木村生涯学習課主幹 ＜主幹あいさつ＞ 

堤生涯学習係長    

 

＜配布資料の確認及び説明＞ 

司会 

堤生涯学習係長 

それでは、次第に従いまして議題の 3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 それでは議題の（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、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 重ね重ねになりますが、事前に資料をお配りできなくて申し訳ありま

せんでした。本日配布いたしましたので、見ていただいて、ご検討いた

だければと思います。どうぞよろしくお願いします。前回 5月 24日、

生涯学習推進会議第 5章の部分については一度見ていただいているかと

思います。その後 6月 28日の第 4回検討部会にて文言やデータ等の見

直しを図り、7月 31日、社会教育委員会議でご意見いただいておりま

す。その旨を受けて、今月、担当課へ照会をかけ、施策の展開の実施状

況等について回答をいただきました。その内容について前回から今回に

かけて変更、修正した箇所については青色で表記しておりますので、見

ていただければと思います。実際にこの印刷をかけていくときには色は

黒に戻し、見え消し線を引いている部分に関しては削除していきたいと

考えております。今後の予定を先に述べさせていただきますが、このあ

と 10月～11月にパブリックコメント、そして 11月に生涯学習推進会議

で内容の最終校正していただき、1月下旬の教育委員会定例会、2月に

市長決裁で印刷製本、ホームページ等にも掲載するというような流れで

4月 1日運用開始ということで考えております。本日は、大きく訂正し

ているところを見ていただき、また、施策の展開については、各課の方

から回答いただいているところでございますが、平成 25年の計画を立

てた段階で、この 5年間、未実施だったというような事業もございます



ので、これについて表記等、皆さんのご意見をいただければと思ってい

ます。よろしくお願いします。ではまず 1ページ目をご覧ください。第

1章計画の策定にあたって、1計画の策定の趣旨という事で、この生涯

学習推進計画は、平成 25年から 10年間の計画でございますが、その中

間年である平成 29年に見直しをするということで、これまでの 5年間

の前期の基本計画を基に策定したものでございます。そして平成 28年 4

月の東京理科大学久喜キャンパスを全面移転したことにつきまして、東

京理科大学久喜キャンパス跡地の活用として、(仮称)生涯学習センター

の新設配置ということを計画に盛り込み、こちらの計画を策定しており

ます。3ページをご覧ください。生涯学習をめぐる国及び県の動向でご

ざいます。国では大きな変化は見受けられなかったところでございます

が、県の動向として埼玉県においては、埼玉県 5ヵ年計画を踏まえ、埼

玉県教育振興基本計画との整合性を図りながら、生涯学習推進指針を平

成 25年 3月に策定しております。その中の内容をこちらに挙げさせて

いただきました。続いて 4ページでございます。これまで「久喜市健康

増進計画」、「久喜市食育推進計画」と 2つに分かれていた計画が、

「第 2次久喜市健康増進・食育推進計画」とひとつにまとめた計画にな

りましたので、こちらを変更させていただきました。続いて 5ページ第

2章、本市の生涯学習の現状でございます。もとの 25年の計画では、平

成 23年の市民意識調査の報告書並びに生涯学習アンケートのデータを

載せておりましたが、新しいデータということで、平成 28年の生涯学

習アンケート、それから平成 28年度に行われました市民意識調査のデ

ータを載せました。あくまでも比較ではなく、データの差し替えという

形で載せております。それに伴い、文言についても、このデータ等から

読み取れるものということで加筆修正をしました。8ページをご覧くだ

さい。4番、社会教育施設等の利用状況については、公民館の利用状

況、平成 23年度のものが載っておりました。また、図書館の利用状況

については、平成 21年から 23年の経年のデータが載っておりました

が、今回平成 28年度のデータということで数値を表記いたしました。

その関係上、下の段の 2行になりますが、利用が拡大しているとありま

したが、数値としては増えているのですが、これが確実にそうかという

ことが、このデータからは読み取れないということで、その文言は削除

させていただきました。9ページ第 3章、本市の生涯学習の課題につい

てでございますが、こちらは、真ん中あたりの青字になりますが、東京

理科大学久喜キャンパス跡地の活用として、生涯学習センターを新設配

置するということを追記いたしました。11ページをご覧ください。第 4

章、基本的な考え方でございます。こちらも文言等、表記について見直

しをさせていただき、ここでは②のところで市民大学・高齢者大学がど

れくらいの歴史があるのか見てわかるように、開校の年度等を入れさせ

ていただきました。また③の放課後子ども教室について書かれていたの

ですが、コミュニティ・スクールが今年度よりすべての小中学校で始ま

っておりますので、こちらも入れさせていただき、12ページにあります

が、⑤として生涯学習センターについても入れさせていただきました。

14ページからの施策の体系についてですが、こちらは前回のご意見をい

ただいたように、1まなぶ（1）豊かに生きるに生涯学習センターを拠点

とした学習の充実を最初の項目として位置づけました。18ページからは

第 5章の施策の展開になります。こちらの施策の展開については各課に

照会をかけております。それから内容については、いろいろな表記の仕



方があった訳ですけど、体言止めで表記するように変更させていただき

ました。備考欄については、新規又は追加、再掲という所で載せていく

ことを考えているのですが、実は、平成 25年の最初の計画を作った段

階で計画されている、例えば、18ページの 7番、8番、学習相談員の育

成と確保という事業については未実施、見直しというような実施状況、

今後の対応でございます。ここについて、備考欄には、生涯学習センタ

ーも新設配置していくということを掲げまして、生涯学習推進部との連

携を図り、学習相談員の育成確保に努めていくことを考えているところ

でございますが、このような実施状況が未実施というところが他にもあ

りますので、これらは備考欄に今後の 5年間は進めていくというような

文言を用いたほうが良いのか。それとも、これはもう市民のニーズには

合ってないところだから、この事業自体を削除してしまってもいいので

はないかというような所も皆さんからのご意見としていただければと思

います。未実施になる所は、24ページ 3番の ITボランティア講師の養

成・活用、45ページは未実施ではないのですが、今後の対応として、見

直しになっているのが 3番の学校開放事業の充実です。47ページ 5番の

複合施設の調査・研究、50ページ 2番の大学公開講座の活用、60ペー

ジ 3番の生涯学習関連施設間の連携、61ページ 3番のインターネットに

よる学習機会の提供、62ページ 2番 3番、学習相談員の育成と確保、学

習相談体制の整備という所が未実施となっております。65ページ第 6

章、計画の推進となりますが、こちらも 1番「計画の推進」、2番「計

画の進捗管理」ということで、生涯学習推進会議で PDCAのサイクルを

しっかり機能させて、この計画の評価、それから点検・見直しを図り、

また計画を推進していくというような流れを作っていきたいと思います

ので、ご意見等よろしくお願いいたします。 

平議長 今の説明の中で特に過去 5年間の実施期間中にできなかった未実施と

表記されているところ、例えば、18ページ 7番の備考欄にあるように生

涯学習推進部と連携して学習相談員の育成と確保や 8番等、ありますの

で皆さんの意見をお願いします。 

金子委員 18ページ 7番、8番については旧の久喜市の時に生涯学習推進部のメ

ンバーが多かったので中央公民館で月 2回、市民まつりで相談コーナー

を設置して行ったんですね。ただ見えた方は少なかったです。設ければ

来るかも判りませんが、推進部の現状は 22名なので、その方達ででき

るかどうか。その時にスタッフを募集するのか、その辺が検討課題だと

思います。 

平議長 推進部の定数は 40名に対し、現状は 22名です。その人達で「まなび

すと久喜」や「まなびすとフォーラム」を行っている訳ですが、その二

つでもう手一杯です。備考欄に書いてあることも手が回らないのが現

実。じゃあ何が原因かとなると、まず推進部のメンバーが足りない。市

民大学、高齢者大学の募集人員は、ずっと変わってないが応募者数を多

くするにはどうしたらいいかを考えていかないと、この先の見通しがつ

かないのではないか。 

宮内委員 今後、理科大の跡地に生涯学習センターができますので、そこに常駐

的に置けるのかどうか。イベントをやっている場所でこういうことがあ

りますよと言っても具体的までいかず、ああそうですかで終わってしま

っている。生涯学習として勉強したいという人は多くいると思うので、

体制が取れればと思います。 



平議長 常設として市民が生涯学習やりたいのだけれど、どこに相談したらい

いんでしょうかというような場所がない。従って生涯学習センターがで

きれば、そこに常設して、何人か交代で、「市民の皆さん、ここに来れ

ば生涯学習について相談窓口がありますよ」と。そうすれば市民大学等

の応募者の増加につながるのではないでしょうか。 

飯島委員 いいと思います。それと指導者を養成するということが、人材が必要

ですよね。市役所の職員以外に指導できる生涯学習センターに何らかの

形でいることが必要です。そうすると市民大学の卒業生や高齢者大学の

卒業生の中でそういう活動やっている指導的な人がいるはずだと思いま

す。そういう人達にお手伝いしていただくという形が取れるかなあと思

いますが。 

平議長 生涯学習センターのことを少し説明していただければと思います。 

木村生涯学習課主幹 ただ今、生涯学習センターの設計については、各方面と議論している

最中でございまして、結論から申し上げますと、誰でも気軽に来られる

スペースを確保したいと考えております。そこにカウンターを設置しま

して、そのカウンターの中に入っていただいて、相談等が出来ればと思

っておりますし、やはり、生涯学習課としても先程、市民大学、高齢者

大学の入学者数、ひとつに PR不足というのもあると思います。そのた

めにも PRできる掲示板、推進部もそうだと思うけれど、こういう活動

をやっていますよと広く市民の方に大々的に広報する必要もあるのかな

と。そういったスペースも欲しいという要望はしておりまして、図面に

は落としているところでございます。しかしながら、まだこちら決定事

項ではございませんが、生涯学習課要望として挙げているものですか

ら、今現在どう転ぶか判りませんが、ある程度の段階が来ましたら報告

できると思うのですが、今の段階ではそういうスペースは強く要望して

おりますし、そこはある程度、意図は汲んでくれていると思われます。 

平議長 皆さんの意見と近いものが考えられているというふうに理解していい

んでしょうか。 

木村生涯学習課主幹 そうですね。皆さんがふらっと来て雑談しながら、カウンターにいて

お客様を迎えるという形でもいいし、何曜日何時から何時まで誰かが張

り付いてというのでもいいし、もっと言えば、図書コーナーではないけ

れど、いろいろな情報紙が置けたりするといいかなと考えております。 

金子委員 生涯学習センターを中核にするのはいいが、4地区ありますので公民

館と連携をとって、生涯学習センターまで行くのが大変な人もいると思

います。市民大学、高齢者大学もいいです。市役所の OBの方に入って

もらえれば、もっと生涯学習が進んでいくと思います。 

平議長 確かに公民館には生涯学習だよりみたいな掲示板に関するものが無い

ですね。18ページの備考欄にあるような学習相談員は資格が必要なの

か、無くてもいいのか。そのこともありますが。 

金子委員 資格云々というと、希望者は激減しますよ。 

平議長 そこは事務局としては、どう考えているのでしょうか。 



木村生涯学習課主幹 確かに金子委員さんの言うように資格云々というとハードルが高いで

すし、対面で気軽な相談ということで、最初のステップは、そこでいい

のかなと思います。掲示物についても集まって作る場所がなかったりす

るということもあると思います。そういった場所を生涯学習センターの

中に設けて、皆さんが情報を持ち寄って何か作るスペース等も含めて機

能を充実させたいなと考えています。 

平議長 では相談員は、ここに居る推進会議の皆さん、推進部の皆さんが交代

で来て、やってもらえればいいよというような感じでよろしいでしょう

か。そういったことをやっていけば 18ページの 7番、8番が、今まで未

実施だったけど、ここはこのような形でやっていきますよということが

記載されていいのかなと思います。 

中里委員 初代の相談員をやっていた本人ですが、中央公民館を会場に、「いつ

いつ相談コーナーを設けますから来てください」とお知らせし、来場者

の相談内容は、必ずノートに記録していました。「高齢者大学に入るた

めにはどうしたらいいのですか。」「市民大学に入ったらどんな勉強を

するのですか」といった質問が、あの頃は多かったです。まだ私達は合

併前での相談員で、内容も狭い範囲の久喜のことしか知りませんでした

が、今は 4地区が合併して、それなりにいろんなことを勉強しなくては

ならないし、相談員となると、ある程度勉強していただかないと無理か

なと思います。 

平議長 それはそうですね。資格は別として、ある程度、勉強はしていただく

ということですね。 

木村生涯学習課主幹 勉強ということですが、アドバイスにあたっては共通認識を持ってな

くてはならないと思います。そのためには、マニュアル、施設案内ガイ

ドやサークル案内等のデータを蓄積しながら、誰が座ってもわかるよう

なものが必要かなと考えています。 

平議長 そういうものを使いながらやっていくということでいきたいです。 

原嶋委員 追加の相談等は、まず市役所の生涯学習課の人が受け答えして後で、

講習会等を開いてほしいと思います。 

平議長 仮に相談員を設置するとなれば、常識的なことを勉強した上で、設置

するということでよろしいでしょうか。 

古谷委員 未実施のところ、備考欄すべてを消すのではなく、例えば、45ページ

の 3番「学校開放事業の充実」が見直しになっているけど、なぜ見直し

するのか、どのように見直しをするのかとか、47ページの 5番どうして

なのかということを項目によっては書いたらと思うのですが。24ページ

3番も生涯学習人材バンクだけでなく、これからは人材バンクを活用し

てとこれからのことを書いていただければと思います。 

平議長 未実施を見直しして、生涯学習人材バンクにお願いするということに

なろうかと思うのですが、実際に生涯学習人材バンクって存在するので

しょうか 

布施生涯学習課長補佐 はい、あります。 

平議長 すみません。それを勉強しなくてはね。ちょっと教えてもらいたいの

ですが、生涯学習人材バンクというのは所管課は生涯学習課ですか。 

布施生涯学習課長補佐 はい、そうです。 

平議長 どんな人達がいるのですか。登録するのですか。 



堤生涯学習係長 合併前からそれぞれ人材バンクという事業自体はやっていた状況はあ

りまして、合併時の各地区の登録状況をそのまま吸い上げて、ひとつの

人材バンクにし、当初 210名登録者がありました。定期的な更新がされ

てなく、2年前に合併後に初めて更新しまして、亡くなられた方や高齢

で継続できない方、新規の方もありまして、現在 221名が登録しており

ます。ホームページでも掲載しておりますし、広く地域また市外の方も

登録を希望する方もございます。 

平議長 活用方法はありますか。 

堤生涯学習係長 実際には、公民館でこういう事業をやりたい。こういう人いないかな

と調整したり、あとは市民の方で学習したいとか小グループで学んでみ

たい等で、ホームページには 29年度現在の情報が連絡先は載せていま

せんが、指導内容等を掲載しております。それを見て、その方と調整し

て指導を受けたいとか、名前はわからないが、こんなことに関して指導

いただきたいとの話があったら調整するという流れで、年間 20件くら

いですが、問合せがあって、実際に成立したら連絡くださいと話をして

いるのですが、なかなか連絡いただけない状況です。相談は放課後子ど

も教室等でもあります。 

平議長 稼働率は何パーセントくらいですか。 

堤生涯学習係長 10パーセントくらいでしょうか。 

明石委員 私も登録してるのですが、実際にリストを見ますと判りにくいです

ね。もうちょっと活用しやすいように何とかならないかなと感じます。 

金子委員 実際に様子を見ますと人材バンクは 1割程度、市役所の出前講座、こ

れは人気がありますね。学校関係は各学校に人材バンクを持ってますか

ら、市の人材バンクは利用する方はそんなにないと思います。市の人材

バンクは各学校に資料は置いてありますか。 

堤生涯学習係長 特に今は置いてないですね。 

枝委員 実際に活用する場が無いし、要請が無いですね。年間 20件足らずで

こういう制度を設けてるけど、現実のところ市民の要請も問合せもない

わけですよね。やり方次第ですね。 

飯島委員 やはり登録されている方がいらっしゃるということで、やはり広報に

載せて、教室を登録されている人の中身がいろいろな部門に分かれてい

ると思うのですが、ある程度の人数の先生が 2,3人でもいて、ある項目

の教室を開くということで広報で順番に講座を開いていくことが良いの

かなと思います。 

布施生涯学習課長補佐 すみません。今回の 24ページのところは情報通信技術を活用した学

習の推進ということで ITボランティアの講師の養成活用でございます

が、実は、合併前から ITボランティアの活用、講師の発掘、活用とい

う施策はありました。以前は公民館にパソコンが何台かあって、それを

活用して教えられる人を講師として派遣するということでやっていただ

ろうと思うんですね。この前、合併前の古いノートパソコンが出てきて

処分したのですが、現状では、公民館等にパソコンが置いてあるところ

はありません。実際 ITを活用した講座を開く時には、企業へお願いし

て、その人達が機材を持ってきて教えてくださるということなので、実

際には人材バンクにその人達が含まれていませんし、使われていなかっ

たというのが、今回未実施、見直しというような内容につながっている



のかと思います。 

中里委員 ITボランティアは公民館にもいます。今、仲間同士で個人的にやって

るんですね。新しいパソコンを持ってくれば教えますよということにし

てるので、そういうやり方もできるのかな。 

布施生涯学習課長補佐 5年経つとパソコンは古くなってしまうので、教えるというのは違っ

てきてしまうかなと。 

宮内委員 インターネットへの接続が無いです。無線 LANがないということで、

実際にインターネットが使えません。公民館など、そういった施設に

は、公衆無線 LANをつけてもらわないと。パソコンでエクセルとかやる

には問題ないのですが、実際に、インターネットをつないでやればでき

ると言われるのですが、インターネット環境がなければできない話で

す。  

平議長 よろしいですか。今、皆さんの意見で現状の人材バンクの一端が披露

された訳ですが、ここにいる人達だけでこういう問題が出るのですか

ら、人材バンクの人達はどう思っているのか。そこから今やらなければ

ならないのは何か、抽出ができる訳です。必要なデータだけを抽出して

いけばいい訳でして、それをやっていけば、人材バンクの活用っていう

のが、生涯学習センターの中に、そういう人達も入っていただくような

対策をしていったらいいのではないかと思いますけど。それを検討課題

としてやっていければと思います。 

木村生涯学習課主幹 要望等というのは充分こちらも把握しているつもりでありまして、生

涯学習センター内は Wi-Fi(ワイファイ)を完備させる予定でおります。

パソコンについても 5年前の作った時、多分今はパソコンを使う方より

はスマホの時代になっているのでは。そうなるとエクセル、ワードより

はスマホの使い方や、いいアプリ等へシフトしていくと思います。生涯

学習というのは ITと同じくらいのスピードで要望が変わってくるわけ

です。5年前に作ったので古さを感じてしまうわけで、これらを変更し

つつ、生涯学習課としてもニーズをなるべく取り入れながら考えていき

たいと、パソコンを用意するのでなく、今スマホを持っていると思いま

すので、持ってきてくれれば、つながる環境で Wi-Fi(ワイファイ)、公

衆無線を整備したいなと考えております。  

明石委員 生涯学習としての少なくても、入ったら判る様なウエブを作っておく

ようなことをしていただければ、そこから共通の知識がとれますね。先

程からのスマートフォンからでもいいです。対面だけでなく、機器類を

使った相談の仕方もあるのではないでしょうか。生涯学習としての、或

は、市民大学、高齢者大学としての PRをしていけるのではないかと思

います。よろしくお願いします。 

原嶋委員 相談体制は自発的ですね。先程言ったように環境が違うと、例えば、

パソコンの無線 LANができれば、また違った形でできるので、切らずに

こういう希望は続けていってほしいです。 

枝委員 中央公民館はじめ、8つの公民館間のネットワークをしっかりとし

て、8つの公民館を施設充実させて進めてほしい。そういう講座を開き

たいと思っても、中央公民館や栗橋公民館などには無線 LANの設備があ

りません。 

平議長 この件については、時代とともにどんどん変わっていくので、人材バ

ンクの活用も、もう一回見直しをして、あと 5年間どのようにスタート

しようかということが、ここで承認されれば 30年度から即実施に移せ



ると、この会議では進めていってよろしいでしょうか。 

 <委員から承認される> 

金子委員 生涯学習の今後 5年間、後期の目玉は生涯学習センターと青少年教育

をどうするか。これが一番の課題です。この前社会教育委員の会議でも

青年教育が結構ウエイトを占めたのですが、今の高校生、大学生の実

態、これが把握できてないので、社会教育委員では、成人式で実態調査

をしたらどうかという意見がでました。私は市内に高校が 5校あるから

高校生を対象に青年教育、生涯学習、どんなことをしたいか、生涯学習

というのをどう思っているか、つまり、実態調査をすることが大事だと

思います。事務局に負担をかけますが、なるべく早いうちにやったほう

がいいと思います。 

平議長 若い人材を取り入れていくためには今の若い人が何を考えているの

か、それに見合ったことをしていって、推進会議、或は社会教育委員で

まとめていって一緒にやっていく。また、市民大学、高齢者大学では定

員の半分に満たない状況ですので、まずそこから入れていきましょう。

そのためには、生涯学習センターをおおいに活用していく必要があると

思います。よろしくお願いします。 

木村生涯学習課主幹 青年教育に関してですが、少し遡りますが、最初は社会教育、生涯教

育、それが生涯学習という言葉になって受け身から自分から学ぶという

言葉に変化しています。その時代から 30年が経った今、若者たちがど

のように考えているのかをまず考えなければならないと思います。30年

前のバブルの頃、みんな自分の生活をより豊かにするためにどうしたら

いいのかという生涯学習が主流だった訳ですけど、阪神淡路大震災、東

日本大震災を経た今、若者たちは自分達の生活を豊かにするのはもちろ

んですが、社会の一員として何が出来るかということを、昔の自分が若

者だった時よりも考えてるのではないかと思います。そうなると、講座

はもちろんですが、受け皿を作ってあげることも、我々の使命ではない

かと考えています。今の若者は、情報をキャッチするのは長けていま

す。スマホの時代ですし、LINE(ライン)でのネットワークですとか、被

災地にあれだけの若者がボランティアに行っているわけで、その情報発

信を見直す必要があるのではないかと思います。それと今、生涯学習課

では、街かどコンサートという事業をやっています。こちらも意図的に

青年層の演奏者を引っ張りあげようとしています。彼らは、自分達が得

たものを人に聞いてもらって、何か得てもらえばありがたいとか、やら

せてもらって有難うございますという奉仕の心を持っていますので私達

が何かを教えたりという講座に巻き込むというよりは、自分達で見つけ

られる受け皿を作ってあげるのも今後の課題なんだろうと考えていま

す。 

平議長 ありがとうございます。今、話の中で例えば、今年のまなびすと久喜

のまちづくりフォーラムでは、「深めよう絆」をテーマに考えていきま

したが、絆そのものが、社会背景が若い世代と 70、80の世代では、全

然違いますから、そこに生きた世代で、何が一番生活するために必要な

のか。その必要なものを達成するために助け合い、そこにお互い力を出

し合うことで絆が生まれる。私達は良くやるのですが、久喜東中学校の

吹奏楽の子ども達に来てもらうことで、地域や学校も喜びます。コミュ

ニティ・スクールがきっかけなのですが、このようなことを意図的にや

っていかないと、これからは駄目ではないかと思います。生涯学習の私



達が仕掛け人となって、どうやっていくかを今後、生涯学習を自らが考

えながら進めていくことも、大事なことだと思います。 

金子委員 学校とのコーディネーターが大事ですよね。特に高校は県立なので、

いろいろと大変でしょうけれど、まなびすと久喜については、結構協力

的ですから、5校同じように教育委員会と地域が連携をとれば大丈夫と

思うのでよろしくお願いします。 

飯島委員 確認してよろしいでしょうか。今高校生の活用ということですが、

私、市民まつりの委員をやっているんですが、やはり東京理科大学が無

くなった関係でボランティアの人が非常に少なくなっているんですね。

そういう意味でも高校生をもっともっと活用していけば、そういう意味

では非常にいいのかと。仕掛けをどうしていくのかが問題ですが。 

平議長 学校には学校の生徒の部活動があって、なかなか調整がつきません。

それはきっちりと、向こうの状況はどうだ、こっちの状況はこうなんだ

とすり合わせしなければ、現状把握してなければ、なかなかマッチング

しないんですね。そこをやっていければいいことなんですが、実現しな

いこともありますので、理屈はわかるけど、それを行動に移すためには

どうしたらよいか、知恵を出し合ってやっていかなければならないと思

います。 

長島委員 栗橋やさしさときめきまつりというのがありますが、栗橋の高校生が

部活動でしょうか、クッキーを作る等、毎年必ず参加してくれていま

す。市民まつりも、いついつですよと情報提供するといいのではないで

しょうか。 

平議長 そうですね。情報の発信と受信ですよね。 

布施生涯学習課長補佐 すみません。言いもらしたのですが、37ページ 3番、防災訓練の所で

すが、備考のところに記入したのですが、前回の会議だったか、防災訓

練については、地域コミュニティ協議会の方で事業としてやっているの

で、自治振興課が担当課ですから関係課として入れたらどうかというこ

とで、最初入れました。今回、照会をかけたところ、消防防災課、自治

振興課の方から備考欄にあるように自治振興課が防災訓練等の実施の主

体となっているわけではないので、自治振興課は削除という形で、消防

防災課一本ということで記載させていただきたいと考えておりますがい

かがでしょうか。 

平議長 今地区のコミュニティ協議会も旧久喜には 6つございますが、鷲宮、

栗橋、菖蒲にもありますが、一番遅い久喜が一番整っているかと思いま

す。自治会の中に自主防災組織が一緒にあるのが多いですから、その自

主防災は消防防災課が担当課ですから、私としては防災訓練に関して

は、消防防災課でいいのではと思います。 

枝委員 私のところの、南栗橋 10丁目自治会はできて 3年目ですが、毎年栗

橋支所市民課と連絡を取って防災訓練をやっています。各総合支所には

防災機関がないですから、市民課が窓口となって防災組織の無いところ

は、立ち上げるよう指導しています。 

平議長 備考欄にあるように進めてもらっていいかと思いますが、皆さんどう

ですか。 

 <意義なし> 

古谷委員 47ページ 5番で、未実施、継続となっていますが、内容を見ますと継

続の必要性があるのかと思うのですが。 



平議長 47ページ、学校施設を地域における学習環境の中核施設として、学校

施設と他の公共施設との複合を図り地域の学びの拠点となるような複合

施設のあり方について調査研究という内容ですが、ここに生涯学習セン

ターができるというのがありますので、これからの生涯学習のトップが

生涯学習センターに移るのではなかろうかという予想もされるので、さ

らに、地域の学びの拠点として、例えば、久喜小学校などを拠点として

無理に進める必要があるのかなあと思いますが。 

布施生涯学習課長補佐 これは、非常に進んだ考え方で、学校の余裕教室を地域に開放し、公

民館的な施設として活用できないだろうかという内容です。これは、コ

ミュニティ・スクールを進めるにあたっては、非常に重要な考え方では

あるのですが、学校施設を地域の方にお貸しするという所では、校長先

生の許可と教育委員会でも子ども達の教育をするという目的の外の活用

になるので、許可をしなければならないというようなところがありま

す。ただ、今コミュニティ・スクールを進めるにあたり、地域の方の力

を学校に取り入れていこう、または、地域の核となる学校にしていこう

とするためには、この考え方は、なくてはならないことだと考えており

ます。 

平議長 意図はそこですか。 

布施生涯学習課長補佐 そのように読み取ります。計画が作られた時の経緯は判りませんが。 

金子委員 今布施課長補佐がおっしゃったように、その意図もあってこれを入れ

ました。 

平議長 その意図であれば、わかりますが。 

金子委員 コミュニティ協議会が小学校単位で進めています。地域住民にとって

小学校、これが一番身近な公共施設で一番行きやすい、子どもも居る、

余裕教室もどんどんできますし、そういった意味も含めて活用してもら

いたい、そういう目的でこれは入っています。 

平議長 将来のために、継続していくというのだったら、これは、わからない

ことでもないです。従って、内容のところにコミュニティ・スクールな

ど、もう少し入れていただいたほうが判りやすいですね。 

金子委員 コミュニティ・スクールだけに限定してしまうと、支障がでてきま

す。 

布施生涯学習課長補佐 今、学校の統廃合問題で検討されていますが、学校としての機能はな

くなったとしても、地域の学習拠点としては、設置できるのではないか

ということも考えられるところと思います。 

井上委員 今、本町小学校の空いている部屋で、いきいきデイサービスをやって

います。そこには地域の人達、元気な方達が集まって、いろいろな勉強

をしたりしているので、休み時間は、子ども達とのコミュニケーション

もあります。学校の有効活用としても、コミュニティとしても最高だと

思いますし、高齢者は増えていきますので、ぜひ。 

布施生涯学習課長補佐 学校としては、久喜北小学校、太田小学校も、いきいきデイサービス

を活用しています。 

平議長 

 

もうちょっとわかりやすい文言を付け加えてもらいたいです。 

古谷委員 コミュニティ協議会は、小学校単位で作っているのですか。 



金子委員 今、小学校単位でつくる予定で進めています。菖蒲地区と栗橋地区で

はコミュニティ協議会は、今はひとつしかない。栗橋は、どこかの小学

校で作る動きがあります。久喜地区だと青葉の平議長のところですが、

青葉地区は青葉小、青毛小の 2つの小学校があるけど、コミュニティ協

議会は、どうしてもということで、青葉青毛地区でひとつになっていま

す。鷲宮は、すべての小学校にあります。 

明石委員 

 

 

46ページ 2番の余裕教室特別教室の開放の検討、47ページ 5番の複

合施設の調査研究は、関係がかなりあるのではないかと思うので、もう

少し、うまく切り分けたほうがいいのでは。或は統合してもいいのかな

あと考えたのですが、いかがでしょうか。 

布施生涯学習課長補佐 余裕教室特別教室の開放の検討ということで、まず現時点では、46ペ

ージに載せました。該当しているのは、桜田小学校、上内小学校です

が、桜田小学校については、児童増のため教室確保ということで、今年

度余裕教室の活用開放教室はやっていません。45ページの学校開放事業

の充実、46ページの余裕教室特別教室の開放の検討、47ページの複合

施設の調査研究、48ページの余裕教室活用のための状況整備の推進。似

たような内容ですが、余裕教室については、教育総務課が担当していま

して、余裕教室はないというのが現状です。というのは教室としては使

われてないが、例えば、クラスを二つに分けて、少人数指導をするとい

う時には、その教室を使います。そのため、余裕教室ではないという考

え方があります。教育委員会としては、積極的に、このような教室があ

るから使ってくださいとは言っておらず、社会福祉でこういうことをや

りたいけれど、学校の教室を使わせてもらえないかという問合せがあれ

ば検討しますというような解答をしているところです。余裕教室という

表記は、おそらく文部科学省から出ております。この文言を含めて表記

の仕方を考えさせてください。実は、平成 14年に出された第 2次久喜

市生涯学習推進計画の中に、コミュニティルームの設置を検討するとい

うのが既にうたわれていましたので、非常に早い段階で地域コミュニテ

ィを学校を核にやっていけたらいいのではないかという考えが、久喜市

では、検討されていたのだと考えられます。 

明石委員 11ページ（2）の②番市民大学のところ、一文字抜けています。「生

きがいを高めることを目的しています」となっているので、「目的とし

ています」になるのではないでしょうか。 

布施生涯学習課長補佐 有難うございます。 

平議長 それでは（２）まなびすとフォーラムの報告について宮内委員からお

願いします。 

宮内委員 第 8回まなびすとフォーラムを菖蒲文化会館（アミーゴ）で開催

させていただきました。菖蒲地区には、高等学校も無くなって東京

理科大学も無くなってしまい、高校生、大学生の参加がなくて寂し

かったのですが、地元菖蒲中学校の生徒会から 8名の参加をいただ

きまして、活発で若い意見が出されて、大変良かったと思います。

テーマは、「深めよう絆！学校・家庭・地域」でしたが、学校教 

職員 15名、ＰＴＡ関係者が 69名くらいの参加をいただきました 



が、地区コミュニティ協議会からの参加が少なかったので、PRが足らな

かったのかなと感じました。来年 2月 3,4日に第 8回まなびすと久喜が

開催されます。またここにいる皆様にも実行委員としてご協力をお願い

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

金子委員 今回、菖蒲の中学生が入ってくれましたが、今後、久喜、鷲宮、栗橋

の順にやっていきますが、それぞれの中学校にも声かけをお願いしま

す。 

平議長 この、まなびすとフォーラム報告書の冊子は、推進部企画運営部会の

川島さんがほとんど作成してくれました。中を見ても字だけでなく、写

真を多く入れていただき、とても見やすいと思います。 

司会 

堤生涯学習係長 

＜その他＞社会教育 3団体合同研修会の案内 

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１０月１０日  

議 長  平  忠 昭  
 


