
様式第１号（第５条関係） 

会  議  概  要 

会議の名称 平成２８年度第 2回久喜市生涯学習推進会議 

開催年月日 平成２９年２月２３日（木） 

開始・終了時刻 午前１０時００分 から 午前１１時３８分 まで 

開催場所 農業者トレーニングセンター研修室 

議長氏名 平 忠昭 

出席委員（者）氏名 

明石實正、石川裕子、井上日出子、飯島栄治、枝重雄、 

金子雄司、杉村榮一、平忠昭、田沼勝子、中里厚子、 

長島一枝、原嶋憲二、古谷郁男、宮内智、山谷博 

欠席委員（者）氏名 榎本英明、帯津嘉二、金子益巳、杉田栄子、野澤昌弘 

事務局職員職氏名 
宮内参事兼生涯学習課長、布施生涯学習課長補佐、堤生涯学

習係長、岩井主査 

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） 第７回生涯学習推進大会「まなびすと久喜」の報告につい

て 

３） 平成２９年度 生涯学習推進会議活動計画について 

４）その他   

配布資料 

・第 1回久喜市生涯学習推進計画検討部会資料 

・久喜市総合振興計画（後期基本計画）市民意識調査報告書 

・平成 28年度生涯学習推進アンケート 

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   

 

皆さん改めまして、おはようございます。定刻になりましたのでただ

いまから、平成 28年度第 2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、ご出席いただきまして誠にありがと

うございます。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。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、野澤委員、以上は

所用のため、欠席する旨のご連絡をいただいておりますので、報告させ

ていただきます。本日の会議は、20名の委員の内、15名の委員の出席

がございます。よって、久喜市生涯学習推進会議条例第 5条第 2項の規

定に基づき、委員の過半数の出席がございますので、本日の生涯学習推

進会議が成立しますことをご報告させていただきます。ここで、資料の

ご確認をお願いいたします。 

堤生涯学習係長   

 

＜配布資料の確認及び説明＞ 

堤生涯学習係長   

 

それでは、はじめに平議長よりごあいさつをお願いいたします。 

平議長 ＜議長あいさつ＞ 

堤生涯学習係長 続きまして、教育部参事宮内生涯学習課長よりあいさつを申し上げま

す。 

宮内生涯学習課長 ＜課長あいさつ＞ 

堤生涯学習係長 ありがとうございました。本日の会議は久喜市審議会等の会議の公開

に関する条例により原則公開とさせていただきます。また、会議録を作

成し、市のホームページ等で公開とさせていただきますので、よろしく

お願いします。それでは、式次第に従いまして進めさせていただきま

す。 

堤生涯学習係長 それでは、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項の規定によりまして、平議長にお願

いいたします。 

平議長 それでは次第に基づきまして、3議題、議事を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。皆さん、まなびすとプランをお持ちでしょうけれども、その 4

ページをお開きいただきたいと思います。その中で計画の期間がござい

ます。これは平成 25年から始まったわけでございますが、現在はちょ

うど見直しの期間となっております。その見直しについて、はじめに事

務局からご説明をよろしくお願いいたします。 

布施生涯学習課長補

佐 

ただいまの「生涯学習推進計画まなびすとプランの策定計画の見直し

について」ですが、第 1回にもご案内をさせていただいておりますが、

皆さんからご意見がありましたように作業部会を立ち上げて検討してい

くということで事前に検討部会を 1月 25日に開催いたしました。委員

の選出に関しましては、事務局の方で選出をさせていただきました。ま

なびすとプランの作成部会が立ち上がっておりましたので、こちらのメ

ンバーを中心にスポーツ推進委員、それから学校関係というところから



も選出させていただきました。またアドバイザーとして、岸輝美さん、

朝武紀雄さんにお願いをいたしました。話し合った内容は、事前の資料

として配布させていただきました。まなびすとプランにつきましては、

平成 25年度から平成 35年度の 10年間を見通した計画であるというこ

とでございます。中間年であります平成 30年、こちらの方を進められ

るように考えておりますので、平成 29年度が検討の時期と考えており

ます。資料 3のイメージ図を作らせていただきましたが、検討部会で話

合うだけでなくて、推進会議で意見を情報提供いただき、また、推進会

議で話し合った内容をまた検討部会で話し合っていただくというやり方

で進めさせていただければと思います。ただ、推進会議を来年度は 3回

を考えさせていただいております。そこに併せて検討部会を進めさせて

いただきますが、平成 30年の 4月に運用を始めるということを考えま

すと、第 2回の 11月の推進会議を経て、市長決裁をいただくというこ

とで、細かい計画については、今後検討しながら、検討部会を開いてい

きたいと考えております。スケジュールにつきましては、今回第 2回の

推進会議で皆さんの意見をいただき、3月に各担当課の方へ計画の見直

し等の照会をしたいと考えております。そのあがってきたものを受けま

して、第 2回の検討部会、第 3回の検討部会で来年度の第 1回の推進会

議でご報告できたらと考えております。やり方として、新しく冊子を作

っていくことではなくて、一字一句見直しということは考えておりませ

ん。あくまでも新規で立ちあがってきている事業とか、廃止された事業

とか見直しをしていって、これが前回第 2次の見直しをした資料です

が、このような形でまとめられたらいいのかなと考えております。ま

た、新しく理科大の跡地の関係とか来年度以降コミュニティスクールが

各小中学校で始まっていきますので、前回、3団体でも話し合われまし

たが、青少年活動についても触れていかなければならないかなと考えて

おります。是非ご意見をいただきながら、進めていきたいと思っており

ます。 

平議長 今、事務局から説明をしていただきましたが、この検討部会の報告と

いう 6ページに渡る資料でございますが、基本的なことがこちらに記載

されております。これも参考にしていただきながら、見直しの中にどう

いうのをうたっていかなくてはならないか。大幅に変ったのは理科大が

撤退したということでその施設の利用が 1つあると思いますし、コミュ

ニティスクールが入ってきました。また、青少年との関わり方、また、

久喜市全部でコミュニティ協議会があり、そことの兼ね合いも出てくる

かと思います。そういったことも踏まえて皆さん、ご意見等ございませ

んか。その参考となる資料は「市民の意識調査報告書」総合振興計画、

これの見直しも今やっているところですが、それの資料も付いておりま

す。そういった資料も参考にして、考えていかなければならないかと思

います。今日ご意見を出していただいて、また、部会の方へ、反映させ

ていただくという形をとっていきたいと思います。そういった面で、本

日は大事な会議ですのでご意見をお願いいたします。 

明石委員 理科大の運営とかそういうことで、この報告の中で NPO法人とか書い

てありますが、もう少し具体的にわかるものがあれば、お願いしたいと

思います。 

平議長 今、明石委員さんから、NPO法人の運営について、ご質問がありまし

たが、今わかっているものはございますか。 



布施生涯学習課長補

佐 

事前資料で、「東京理科大学久喜キャンパス跡地の活用計画」という

のがありますが、確かにＮＰＯ法人というのが例えばということであっ

たかと思いますが、例えば、その中で総合体育館とか文化会館が指定管

理の運営をしているので、生涯学習センターが指定管理で運営していく

ということになるとそういうＮＰＯ法人とかにお願いするのかなという

ことでご意見をいただきました。活用の計画については、まだ、これか

ら行政の方も動いている状態ですので、まだまだなにも決まっていない

状態ではないかなというところです。 

平議長 営繕関係なら考えられますが、内容のことについては、また異質なの

かなと思いますので、その点は考えていかないとならないと思います。 

金子委員 実際に運営していくときに、役所の正規の職員が張り付くかどうか、

ＮＰＯも 1つの方法ではないかということですから。 

枝委員 中身のことに入る前に、一言事務局によろしいでしょうか。 

平議長 はいどうぞ。 

枝委員 事務局に聞きたいんですが、9月 13日に第 1回目の推進会議をやった

と思うんですが、その時の会議録が我々には送られてこなかったんです

が、ただホームページに載せただけですね。当然送られてくるものだと

思っておりました。今回もホームページに載せるといっておりました

が、私も他の委員をやっておりますが、それぞれの委員のところに送ら

れてきて、修正があれば連絡をとって、きちんとできあがったものが送

られてくるとそういうことでしたけれども、推進会議ではそういうこと

をしないということですね。それから 29年度は 5月に第 1回、11月に

第 2回、会議は年 2回ですね。推進会議の持ちかた、有様というのは、

そういうスケジュールの中で決められていて、これからの後期の計画を

決めるにあたって、もう検討部会というのが決められて、推進会議とい

うのは条例の中の第 1条にもあるように、生涯学習を積極的に推進する

とそのために、推進会議を置くということになっているんですよね。と

ころが実際は年 2回程度ですね、形式的にただやっていたという、私も

行政改革推進員をやっておりますけれども、年 5回やっております。そ

ういうところと比較いたしますと、市民のための生涯学習活動をやって

いるといっても慣性のお仕着せのそういうやりかたをしていたんじゃい

つまでたってもだめだということです。 

平議長 今の話ですが、部会の方で話し合いはやっているわけですから、私と

しては取り上げようとは思いません。 

枝委員 推進会議の在り方、持ち様というのをもう一回考えるべきだと思いま

す。検討部会の 5、6人のいつものメンバーでの話し合いで我々がその

報告を聞くということだけでは、もともと市民のいろんな意見を吸い上

げていくのが、今後のためになると思います。 

平議長 ですから、この資料を事前にお配りしてみていただいて、今日の会議

で意見を出してくださいということで、やっているわけです。 

枝委員 私もやります。 

平議長 だったら、それでいいじゃないですか。 

枝委員 会議録はしっかりやってくださいよ。 



布施生涯学習課長補

佐 

会議録は、前回送られていなかったのは、こちらのミスです。今回の

会議録はまとまり次第、各委員さんへ送りたいと思います。また推進会

議を軽んじているわけでなく、この会議も重要な会議だと考えているわ

けでございます。ただ、予算的なものもありますので、検討部会と推進

会議とのやりとり、フィールドバックをしながら、このまなびすとプラ

ンが市民の方々に使える計画にしていきたいと考えております。是非、

第 2回、第 3回もございますが、そちらのほうで皆さんのご意見を頂戴

したいと考えております。 

枝委員 行財政改革委員の会議のように 5回もやっているわけで、必要によっ

ては、追加でやるとか、はじめから予算が 3回ぐらいしかないとか、こ

んなのは我々一般市民からしてみると不可解な感じもします。 

金子委員 はい議長 

平議長 はいどうぞ、金子委員 

金子委員 正規の会議は 2回しかありませんけれども、検討部会は毎月あると思

いますので、その検討部会で話し合った内容をその都度、事務局には負

担をかけますが、メンバーに送っていただいて、それでもしご意見があ

ったら、個人的に連絡等していただければ正規の会議が 2回でもすむと

思います。 

平議長 今年の会議の計画は何回ですか。 

枝委員  2回となっていますね。 

堤生涯学習係長 来年度の会議は 3回ということで、予算要求は通っております。例年

ですと 2回ですが、今回この見直しがあるということで、市の財政課と

相談しまして、3回になったわけでございます。このまなびすとプラン

の最初の作成時の経過が載っているのが 71ページ、72ページにござい

まして、この時どれくらい予算を通して何回推進会議をやっていたか、

そこまで確認はしておりませんが、例えば自主研修会とかの名目で会議

を増やして推進会議の委員さんに対しては、作業部会が終わった後、フ

ィールドバックして回数を増やしてやったような経過が残っております

ので、そういった形で予算は 3回しかとっておりませんけれども、場合

によっては追加して自主研修という形になってしまいますけれども、機

会を増やして情報の発信という形がとれるかなと思っております。委員

さんに確認をしてという形でいくと、あくまで予算上でということであ

げさせていただいております。場合によっては追加があるということで

ご認識いただければと思います。 

平議長 この 4年前に作った推進計画も全体でこれだけのものを作ったわけで

ございます。今回どれを見直すことがあるのか、無いのか、無ければや

らなくて済むわけですから、1回の会議で済むわけですから、その内容

が前段お話があったように、一番変ったのはまず、理科大跡地の施設の

利用方法、それからコミュニティスクールというのが、4月からは全校

で実施されるということで、これを作ったときのように全部変ったわけ

ではないんです。これをいったんゼロにしてスタートするのであれば、

枝委員さんのいうこともわからないではないわけですが、そうではない

ですから。ですから、今、金子委員さんから発言があったような形で部

会のほうで大きな問題があったら、その都度一応会議録は皆さんに送付

していただいて、そこで意見をだしていただいて、進めていただくとい



うことで私はよろしいかと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。よ

ろしいですか。 

 ＜はい、と言う声あり＞ 

平議長 それではそういう形で進め方は事務局提案のとおり、やっていきたい

と思います。 

堤生涯学習係長 ちょっと意見が出しずらいということで、補足説明をしてもよろしい

でしょうか。 

平議長 はい、どうぞ。 

堤生涯学習係長 今、委員の皆様のお手元の生涯学習推進計画のページでご説明したい

と思います。今回の見直しについては、まだ確定はしていませんが、こ

んな形で変ってくるよということをお話しておきたいと思います。本日

お渡ししている生涯学習推進アンケート資料として配布させていただき

ました。こちらのプランの中の 5ページ、本市の生涯学習の現状となっ

ております。1番、生涯学習の実態とニーズ、市民意識調査、これは事

前にお配りしてあります、総合振興計画に基づいた意識調査も実施して

いる旨、皆様の方へお送りさせていただきました。例えば意識調査の部

分を今回の見直しのところに、追加していく部分なのかなというところ

と、先ほどの生涯学習アンケート、カラー刷りになっているものです

が、そちらの掲載もどういった形で載せていくかということで、あくま

でもここの実施していったものをどう加えていくかという、もしくはど

う掲載していくかということで、こちらの生涯学習の現状については、

この推進計画が 1つ見直されていくのかなという場所でございます。そ

れと、14ページを見ていただきますと、施策の体系がございます。こち

らはまなぶ、いかす、つなぐ、ささえあう、以前もお話をしております

が、前回の会議で金子委員さんのほうからもお話がございました。生涯

学習センターの例えば拠点にした場合の生涯学習の充実、それと青少年

活動、それとコミュニティスクールの資料を事前にお配りさせていただ

きましたけれども、そういった部分も当初の計画がしっかりなされてな

かった、今回 30年度を機に今後、そういった部分も追加していくこと

であれば、こちらの施策体系の中に柱として入れるのか、それとも各事

業の中身についてが、19ページ以降に出ております。そういった部分で

事業として加えていくとか、生涯学習センターについては、どこに位置

づけようかとか、そういった部分を生涯学習課の中では検討していく、

また、検討部会の方でも意見を聞きながら加えていく。後は、関係各課

の方へも照会をかけていく。そういったことで、先ほども言いました、

19ページ以降ですね。まなぶ、いかす、つなぐ、ささえあう、を柱にし

た各事業ですね、見直しという形でもう廃止しているものもあれば、新

規で加わる事業もありますので、当初こちらに掲載している事業が、例

えば廃止なのか、実際には掲載していくということで、検討部会でもお

話をさせていただいているところでございます。今掲載している各課の

関連している事業の部分、先ほどのアンケートの部分、実際変っている

部分はどこなのか、ということを関係機関にながして、それで出てきた

情報を検討部会に諮り、形付けるということで、そこで固まった意見を

こちらの推進会議に提案させていただいて、1つずつ積み上げていくと



いう形になるのかなということになりますので、回数が足りない部分に

ついては、各委員さんの自主研修になるのかなと感じております。以上

でございます。 

平議長 今のご説明でおわかりいただけたのではないかなとは思いますが、こ

ういったところで今違っているところを検討していただいて、検討部会

の方で議論していただく、その検討部会の結果を皆さんに公表し、意見

を求める、そして推進会議で決定していく。そういう形でよろしいです

ね。 

 ＜はい、という声あり＞ 

杉村委員 アンケートなんですけれども、データはもっていると思うんですけれ

ども、例えば何か生涯学習をしていますか。している 144、していない

289、これをいくらながめていてもわからない。いくらながめていて

も、どういう対象の年齢の人なのか、どういう職業の人なのか、だから

どう切り込んでいくのか、ストーリーが描けないんだよね。我々に配ら

れてもイメージが出てこないので。別に悪いと言っているのではなく、

データがあるなら、後でわかるようにしておいたほうがいいのではない

でしょうか。 

布施生涯学習課長補

佐 

はい、ありがとうございます。確かに年代でどういうふうに考えてい

るのかというのは、まとめなければならないなということで、データは

出してありますが、前回の計画の中にでているアンケートと比べるとい

う点ですべての人を対象に作りました。5ページの下の段の＜あなた

は、生涯学習についてどのように考えていますか＞とまったく同じもの

が今回 2番の「生涯学習」について、どのように考えていますか、とい

うものになります。これを比べますと、例えば積極的に行いたいという

前回 3％あったものが、今回 18％というふうに伸びてきていると、時間

があればやってみたいというものが 65％、というふうなところから、生

涯学習に対して、意識は上がってきているのではないのかなというふう

に、読み取れるところではございます。また、7ページの中段にありま

す学んだことの活用については、いかしているが 48％、いかしていない

が 52％だったところが、今回のアンケートでは、いかしているが 42％

と少し減ってきていると、それから、市民意識調査のほうの全体のとこ

ろは、7ページの上の段のアンケートと相当となります。この辺は子ど

もから高齢者まで、年代に合わせた意識調査の充実や生涯学習施設の整

備というのが前回同様高い意識となっているということで、同じ情報で

比べるということがまず大事であるのではないかなということで、今回

は、このようにしたわけです。 

杉村委員 施策に結びつけるときには、年代別にしたほうがいいのではないかな

と思っているわけです。 

布施生涯学習課長補

佐 

はい、ありがとうございます。年代別の方も作成ができます。 

杉村委員 全部をやらなくてもいいんで、問題になるところだけを掘り下げると

いうことで分析されていると、議論がしやすくなってくるといっている

んです。 

布施生涯学習課長補

佐 

わかりました。 

平議長 その他にご意見ございますか。 



飯島委員 今、見直しというところで検討しているわけですよね。先ほど議長の

方から 5年前とちがうのが理科大の施設の利用、それと全小中学校がコ

ミュニティスクールに移行するということですね。 

平議長 4月から、コミュニティスクールが全市で始まるということです。 

飯島委員 大きく変った点は、その 2点が大きく変ってきているところじゃない

かなと私は思っているわけなんですけれども、それをある程度皆さんで

絞り込んで検討していった方が時間的にも具体的に進められるんじゃな

いんでしょうか。 

平議長 そうですね。ただその 2つだけではないので、あと青少年の教育につ

いて、3団体で議論をやってきましたが、久喜が一番遅かったんです

が、鷲宮ですとか、コミュニティ協議会というのがありまして、地域の

コミュニティをどのようにやっていくのかという、このへんが大きなと

ころで、今、飯島委員さんが言われた、前段の 2つはどうしても避けて

は通れない見直しのところにはなります。検討部会の原嶋座長の頭のな

かには当然そういうことは入っていると思いますので、その都度報告書

を皆さんに送って、意見を求めると同時にこの場で決定していくという

方法でやっていくということだと思います。 

田沼委員 はい。 

平議長 はい、田沼委員さんどうぞ。 

田沼委員 

 

 

 

 

私も見直しの視点を絞り込むというのが、大切なのかなというふうに

思います。ただ、だらだらこれを、というのじゃなくて、見直しをして

というものをきちんと決めて、それでやっていくということも 1つある

と思うんです。もう 1つ私が思うことは、このまなびとすプランの 9ペ

ージで、本市の生涯学習の課題というのがありますが、この課題に則っ

て、このまなびすとプランはできあがってきているのかなと思うんで

す。例えば、１、学習機会の充実に向けてという中で、公民館・市民大

学・高齢者大学の講座の充実、生涯学習推進大会の工夫、放課後子ども

教室ゆうゆうプラザの充実、青少年の活動促進など総合的な学習機会の

充実を進めていく必要があるとこういうこともここに掲げられておりま

すので、これらに対して 5年間やってきてどうだったのかというと見直

しも必要だと思います。そういうのを見直していく中で、理科大の活用

方法とかコミュニティスクールでこういうものを充実していかなくては

とかそういうものが浮かび上がってくるかなと私は考えました。ですの

で、本市の生涯学習の課題の部分の少し見直しをしていく中で観点も絞

られていくのかなと思います。 

平議長 確かにおっしゃるとおりです。ただ、所管するのはすべて生涯学習課

ではございませんので、例えば、子どもに関していえば、保健センタ

ー、保育課ですとか、子育て支援課、そういったところもありまして、

我々がそういうところには、口出しもしていないわけでして、そういう

ところはこれから照会をして、この計画はどうなっていますかというこ

とを、答えてもらう、そういう形をとるということです。我々は関係し

ている生涯学習について、まずは検討部会で検討していく、というのが

大事なことで、それで、焦点を当てて、どうしても検討していかなくて

はならないところを検討する。市役所の中の所管については、照会をす

るしか方法がないのです。 

古谷委員 いいでしょうか。 



平議長 はいどうぞ。 

古谷委員 前回私は、検討部会で賛成なんですけれども、杉村委員さんがアンケ

ートの話をされたので、それに関連した質問をしようかなと思ったです

けれども、話が検討部会のあり方みたいになってしまったので、その部

分で、お話をしたいのですが、長くなって申し訳ないんですけれども、

皆さん出席された方は覚えてらっしゃるんじゃないんでしょうか。この

回数が少ないという話からでて、予算の関係がある、じゃ誰か代表を選

んでその中でやりましょうというのは、前回の話で決まって、その 5、6

人の方で話し合ってもらっているんですよね。その検討内容をどうしょ

うかということを、先ほどの田沼委員さんのお話にもあったんですが、

全部を検討するのではなくて、特に変ったというところで意識調査、コ

ミュニティスクール、それと理科大の話と、きっとその 3つのことを頭

に入れて、検討部会の方は、話をされたのではないかなと思います。今

回、この意識調査ということで、私からしてみると、前回のことを、頭

にいれて今日提案されていると思います。それは前段なんですが、それ

に関わった話があったほうがいのか、杉村委員さんの質問の後の話なん

で、話を整理してもらった方がいいと思うんですね。 

杉村委員 前回の会議録を見せていただくと、4つの柱のまなぶ、いかす、つな

ぐ、ささえあう、の現状把握をしますよと、意識調査をやりますよ、そ

れから、環境の変化がありますよと、理科大の話とかコミュニティスク

ールの話とか非常に大きな網をかけて見直しをやるんだとその中で現状

把握というのは、絞ってやりますよと、全部やるんではなく、そこで、

4つの柱の現状把握のやりかたをもう一度教えてください。 

平議長 今、杉村委員さんがおっしゃった、現状把握の結果、この 3つ、4つ

のところはどうしてもはずせませんとなったわけで、その点については

検討部会でやっていただきましょうということになったわけです。です

から、重点思考のなかでのところを今ここで話し合いをなされているわ

けです。一応これを全部を作業部会で見て、「今、これはうまくいって

いるね。」とか現状把握をされているわけですね。他の部署に関わる

点、生涯学習課が管轄していない課については、どうなっていますかと

いうことを、問い合わせをして、回答をもらうということに今なってい

るわけです。 

杉村委員 ここからは読み取れないですね。4つの現状把握をすると読み取って

しまったんです。 

平議長 現状把握はされているんです。 

杉村委員  そうなんですか、現状把握はされているんですか。 

平議長 現状把握をしていないと見直しはできませんので。 

杉村委員 これから現状把握しようとしているのかと思ったので、質問してしま

ったんです。それでは、現状把握した内容を見せてもらわないとわから

ないですよね。 

平議長  他の部署に対しては、見直しをするんだけれども、各部署がこの DO

がどうなっているのかチェックをしているわけです。その回答をもらえ

ばいいんです。これから事務局がやるんです。 

 杉村委員  これからやるんでしょ。 



布施生涯学習課長補

佐 

一覧表を作って各課へ照会をかけて、返答をいただくというふうなこ

とです。 

杉村委員  部分見直しということを対外的にするんだから、ちょっと大変かなと

いう、その現状把握とはどういうふうにやるんですかという質問です。 

杉村委員  現状把握はやったという位置づけなんですか。まだですよね。私の質

問はだから、現状把握はどういうふうにやるんですか、ということで

す。 

金子委員  各課に照会をかけて、一覧表にまとめていただいて、各委員に送って

いただき、ご意見があったらという手順でやるということです。 

杉村委員  それはオーソドクスなやり方ですよね。 

堤生涯学習係長 各課に照会をかけるのは、3月になると思うんですが、4月ぐらいに

は、しっかりと回答があがったものについては、情報を皆様に提供でき

るような形で整理するというふうにしていきたいと思っております。今

のところ、5月の推進会議には、来年度に向けた資料の情報とか、事業

の取り組みという提供は、吸い上げた状態で皆様に資料提供できるかな

と思っております。 

 平議長  各課では現状把握をしながらやっていかなくては、そういう意味で

は、現状把握がされながら、これから報告書があがってくるというふう

に理解していただければと思います。山谷委員さんいかがでしょうか。 

山谷委員  議長さんは全部おわかりですけれども、委員の発言は議長さんに向か

っていっているんではないんですから、委員さんの言っているのはみん

な正しいし、１つの意見としてはいいんじゃないかなと。全部反論的に

お答えしなくてもいいんじゃないかなと思います。事務局にお答えいた

だくのが一番いいんではないかなと思います。議長さんがおっしゃって

いる現状把握のことは皆さん理解しているんじゃないかなと思います。 

平議長  ありがとうございます。そのほかに何かご意見ございますか。 

古谷委員  すみません、今日の話が見えなくなっているんですけれども、検討部

会で話し合われた内容と、ここにある資料、理科大と３つ資料でよろし

いでしょうか。アンケートの話が先にでたので、事務局にお願いなんで

すが、アンケートですが、年齢別とか細かく書いてあるんですが、それ

から、地区別ですが、久喜市総合振興計画市民意識調査報告書の 48ペ

ージの考察みたいのがありますが、もっと詳しく、年齢別、地区別を考

察みたいなものを入れてもらえるとイメージがでてくるんじゃないかな

と思います。 

平議長  このデータは市の総合振興計画として、企画政策課が作ったデータと

して、2,500名ほどから取ったデータですよね。 

堤生涯学習課係長  はい、そうです。市民意識調査については、あくまでも、全体的な資

料ですと、膨大な量でして、今回関連する生涯学習関連の資料というこ

とで 48,49,50と実際には 3ページしかない情報です。あくまで資料とし

て固めたもので、これを作業部会でこういう部分を抽出してアレンジし

ていくもので、あくまでこれは、情報提供いただいたそのものを皆さん

にお渡ししたもので、加工はしてない状態のものです。例えば、こうい

う部分を抜き出して見直しの部分であげたほうがいいんではないか、と

いう意見を委員さんのほうから出していただければいいのではないかと

思います。 

 



古谷委員  それでは、この場でこういう部分を抜き出して検討いただきたいとい

うことをお話してもよろしいんでしょうか。 

堤生涯学習係長  はい、それでもよろしいと思います。 

平議長  誤解のないようにお願いしたいんですが、これは、生涯学習課で、取

ったデータではないですから。これは、今年の 1月に総合振興計画の見

直しのために、無作為に 5,000人に送って、回答してもらい、2,545人の

回答があり、その中の 48,49,50ページが生涯学習に関するデータのペー

ジであるということでご理解してください。 

平議長  他にございますか。 

枝委員  これに関しては、2,500何十人の年齢の内訳の回答を見ますと、60歳

以上だけで約半数を占めているんですね。現役世代がこれではつかめな

いということです。その前に、この検討部会の報告書の説明をしてもら

っていないですね。意見を出すのはそれからだと思います。 

平議長  検討部会の資料は事前に送付しているわけですから、この中でご意見

はございませんかということです。よろしいですね。 

 ＜はい、という声あり＞ 

枝委員  東京理科大跡地の生涯学習センターを、今後どのように活用していく

のか、絞り込んでいくということはよろしいんですか。 

平議長  先ほどもいいましたが、会議の中で NPO法人ということも出たとい

うだけの話で、これが検討課題の中に載っているわけではないわけで

す、というお答えが事務局からありました。この検討部会の報告に基づ

いての話し合いになるということです。 

枝委員  まだ、その辺のレベルだということで、はっきりいって生涯学習セン

ターとしての先進地であるところが県下でもたくさんあるわけです。川

口市とかいろいろあるわけです。事前に生涯学習課としてもプラスマイ

ナスを含めて、調べてあげてやっていただきたいと思います。見習うべ

きところもたくさんあるわけで、そういうところも見てしっかりやって

いただきたいと思います。 

杉村委員  年齢別とか地区別とかこちらに載っておりました。先ほどないといっ

てしまい失礼いたしました。 

平議長  よろしいですか、先へ進みます。 

布施生涯学習課長補

佐 

 それでは、検討部会の報告についてですが、こちらについては第 1回

目の部会でしたので、本当にフリートークという形で集まった委員さん

の意見をいただいたということでございます。ですので、また、推進会

議の委員さんの意見を取り入れたのをいかせていければということで報

告を付けさせていただきました。 

平議長  今日の話の内容についても、反映していただければと、ここに検討部

会の座長、原嶋委員さんもおりますので、よろしくお願いいたします。 



原嶋委員  前回 1月 25日に検討部会を開いて、生涯学習に対してどのように考

えているかということをフリーに話していただいたものが資料でござい

ます。その中で何を中心に話し合ったらいいか、変えていったらいいの

かということで、先ほどからも言われております、東京理科大跡地の活

用、それと新たにコミュニティスクールも入ったんじゃないかとその 2

つが大きな柱になるかと思います。先ほど生涯学習施設の管理運営につ

いて、NPOとか話が出ましたが、それはそれで、管理については、こう

いうのが望ましいのではないかというような提案をする。そして意見を

いただくという流れを生涯学習課と協議しながら、理想な形ができるん

だったら進んでいくという提案ですか、そんな形で検討部会を進めてい

きたいと考えております。今日の意見を反映させていきたいと思ってお

りますので、多くの意見をお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

平議長  今まで話し合ったもので、反映できるものは反映していくということ

で、進めていただきたいと思います。 

平議長  それでは（2）の第 7回生涯学習推進大会「まなびすと久喜」の報告

について、本日、生涯学習推進部委員長の宮内委員長が委員として出席

しておりますので、報告をお願いいたします。 

宮内委員  はい、第 7回生涯学習推進大会「まなびすと久喜」のご報告をさせて

いただきます。担当の推進部員はもちろんですか、9月から、長期にわ

たり推進会議の皆様、実行委員としてご参加をいただき、誠にありがと

うございました。まず初日のまちづくりフォーラムですが、一応会場い

っぱいの来場者を向かえて、「深めよう 絆」をテーマに鈴木様の基調

講演をいただきました。地域の年代別パネラー4名とパネルディスカッ

ションを行いました。絆を作っていく考え方が年代別で大きく違ってい

るということが、問題として出てきました。特に中学生の山田さんのお

話で、今は何でも揃う時代になっているので、お互いに助け合うという

その辺のつながりが少なくなってきているのではないかということが取

り上げられまして、年代によって、ずいぶん違うんだなということが出

てきました。あまりに物質的に豊かになり過ぎたため、人と人との付き

合いがなくてもできるとそういう時代になった、というやりがい、助け

合いという精神でこれから皆さんやっていかないとなかなかそういうつ

ながりができないんじゃないかということで、今後おおいに議論がして

必要があるということで、フォーラムは良かったと思っております。ま

た、2日も全館でイベント開催ですが、天候に恵まれまして、雨も降ら

ず開催できました。特に屋外のイベントも片付けまで雨も降らず大変安

心したところでございます。また、大集会室の発表会も 17団体で多く

の観客も入りまして、予定どおり進行できたことは、よかったと思って

おります。また、各階のイベントも作品の展示と創作も予定通り行われ

ました。しかしながら、今回は子どもたちの来場が比較的少なかった

と、これは前年に比較してですけれども、一応来場者は 2,800名という

形で報告はさせていただきました。4階のゆうゆうの展示も午前中は結

構人がいたんですが、午後になると子どもたちが少なかった。同じく喫

茶は休息場として役立てていただいたんじゃないかと思います。先日幹

事会がありまして、たくさんの反省がでて参りました。準備段階での 



 会議の追加が必要ではないかとか、駐車場の確保の問題、2月の開催と

いうことで寒さ、雪の対策の問題、今後もこの期間でいいのだろうか。

それとボランティアの募集と連絡の方法をもっと徹底しないといけな

い、また会計処理の方法も各フロアー長へよく知らせることが必要だっ

たということでいろいろな問題が提示されました。次回栗橋のイリスと

B&Gが会場ということで来年度予定されております。反省事項も引継

ぎながら、より良い活動ができるようしていきたいと思います。今後に

つきましても推進会議の皆様にご協力をいただいて、よろしくお願いし

たいと思います。 

 

平議長  はい、ありがとうござました。何か皆さんの方からご質問はございま

せんか。 

平議長  今、宮内委員長から報告がありましたが、確かに、年代によって、絆

をつくるプロセスが大きく違っているという今回のフォーラムの結論じ

ゃないかと思います。戦前、戦後の絆というのは、日本の復興、いい生

活をしなければならないんだという目標に向かって、お互いに助け合っ

て互譲の精神でやってきたわけでして、汗水を垂らしながらやっていく

なかで、絆が生成されているというなかで、ところが物質的に豊かにな 

り、インターネットで何でも買える時代になり、何でも揃うということ

であれば、顔と顔を突き合せないで済むという、したがって何かを作 

 らなければ、絆をつくることができない。目標になるものを作らなけれ

ばならないのが今の時代である。我々の時代は自然発生で生まれきた

絆、今は仕掛けなければならない絆、という一言でいうとこんなふうに

とらえられるのかなというふうに思います。この委員さんの中で 9人の

方に実行委員として参加していただきました。この推進会議は 20人が

メンバーですから、約半分の方が協力していただいたということです。

本当にありがとうございました。 

金子委員  議長からもお話がありましたけれども、6月のまなびすとフォーラム

と 2月のまなびすと久喜はこの推進会議は主催ですので、可能な限り全

員が参加していただいたほうが、久喜市全体が盛り上がりますので、是

非、よろしくお願いしたいと思います。それと、予想されますのは、6

月のまなびすとフォーラム、これから、コミュニティスクールが始まり

ます。太東中をみますと、熟議ということで、その熟議を学ぼうという

ことで、6月のフォーラムも各学校で参加していただかなくてはならな

いということで、一時期学校の参加が減ったのですが、また復活する可

能性がみられます。今度は菖蒲でありますが、よろしくお願いしたいと

思います。 

平議長 先ほどの続きになりますが、会議は 150から 180名の参加者がありま

すが、その中で分科会に分かれて 20ぐらいのテーブルでやるわけです

が、非常に、皆さんの考え方はこういうことなんだということで、非常

に勉強になりますので、是非、主催は推進会議ですので、ここにおられ

る方はなんらかの形で、関わりあっていただきたいと私からもお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

原嶋委員  今年のフォーラムと推進大会とかの話は進んでいるのでしょうか。 



宮内委員  28年、29年の 2ヵ年にわたりますが、別紙のとおり役員会等あると

思いますが、スローガンは、「地域で学ぶ、地域が育つ」ということ

で、付けさせていただいております。フォーラムのテーマとしては「ま

なびささえあう地域と学校」ということで、学校と地域をつなごうとい

うことで、推進部の方でスローガンとテーマになっております。フォー

ラムについては、これから企画運営部の方で、3月 22日までに、全体的

なことを広報に載せる都合もございますので、次回の全体会、役員会で

もって、フォーラムのテーマは決めさせていただきたいと思います。 

平議長  いずれにいたしましても、学校と地域社会のつながりということがテ

ーマになっているようでございます。それでは、(3)へ移ってもよろしい

ですか。平成 29年度生涯学習推進会議活動計画について、事務局から

説明をお願いします。 

布施生涯学習課長補

佐 

 平成 29年度生涯学習推進会議活動計画でございますが、4月 8日社会

教育関係 3団体合同研修会、その後に歓送迎会、5月に来年度の第 1回

生涯学習推進会議、先ほどもありましたが、6月 10日に生涯学習研修大

会「まなびすとフォーラム」が菖蒲文化会館アミーゴで開催されます。

11月に第 2回生涯学習推進会議、30年 2月、第 3回生涯学習推進会議、

というふうに計画しております。検討部会は随時行っていきながら、そ

こで出されたものを情報提供させていただき、また、必要ならば、皆さ 

 んにお集まりいただくことになるかもしれません。よろしくお願いいた

します 

平議長  推進会議も必要であれば柔軟に対応していきたいということでござい

ます。5月の 1回目の日にちはまだですよね。 

布施生涯学習課長補

佐 

 はい、そうです。 

金子委員  第 1回と第 2回の間に、検討部会でやることが決まりましたら、早め

に連絡をお願いします。 

平議長  事務局よろしくお願いします。 

布施生涯学習課長補

佐 

 はい、わかりました。 

平議長  4月 8日について、事務局から説明をお願いします。 

堤生涯学習係長  先ほど資料の説明でも申し上げました 4月 8日の土曜日、場所は中央

公民館の会議室で行います。3団体とはどういう団体かといいますと、

こちらの生涯学習推進会議委員、久喜市社会教育委員、生涯学習推進部

委員、この 3団体で情報の共有とか、意見交換ですとか合同の研修会を

やっておりまして、教育委員会でこういった研修会を設けているわけで

はなくて、それぞれ団体の長の方が、連名で通知を出しているもので、

自主的に研修会をおこなっているものでございます。会場等は事務局で

押さえておりますが、運営は 3団体で行っているものでございます。テ

ーマはこちらに書いてあります、「地区コミュニティと生涯学習活動」

でございます。このテーマに沿ってグループ編成をしまして、意見交

換、情報共有、そして発表という形で進めている状況でございます。で

すので、なるべく多くの委員さんにご出席いただきたいと思います。 



 出欠席の連絡は 3月 23日までに、生涯学習課の堤または岩井まで必ず

連絡をお願いしたいと思います。2枚目は教育委員会の生涯学習担当職

員の歓送迎会ということで、放課後子ども教室と 4団体になるわけです

が、開催ということで、研修会と併せて出欠席のご報告をお願いしたい

と思います。 

 

平議長  この件について、何かご質問はございませんか。 

枝委員  生涯学習担当職員はもう決まっているんですか。 

布施生涯学習課長補

佐 

 いいえ、まだ決まっていないです。これからです。 

平議長  他に何かご意見ございませんか。 

 

平議長  それでは、一番大事な部分で、見直しのところは原嶋座長のほうで先

ほども申し上げましたように進めていただくということでお願いしたい

と思います。他に何もなければ、この会議を閉めたいと思いますが、事

務局で何かございますか。 

堤生涯学習係長  はい、4、その他でございますが、事務局の方でご説明したいと思い

ます。 

布施生涯学習課長補

佐 

 その他ですが、2点お願いいたします。1点目ですが、コミュニティ

スクールについてでございます。法律としては平成 16年からスタート

しております。平成 27年 12月に中教審の答申が出されまして、それを

受けまして、次世代の学校、地域と共にある学校に進めていく必要があ

るだろうという文科省でも動き始めているところでございます。久喜市

では 27年、28年度に太東中学校、太田小学校、久喜東小学校の 3校に

教育委員会から研究委嘱をし、進めていただき、平成 28年 4月に学校

運営協議会を置く学校に指定し、この 3校でコミュニティスクールへと

移行いたしました。今後残りの 31校につきましても、現段階では 29年

4月には、学校運営協議会を置く学校に指定し、コミュニティスクール

に移行し、地域と一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学

校」をさらに推進していこうという取り組みになっております。4月 19

日今回委員さん 300人くらいになりますが、委嘱式を行います。また、

講演会を考えてございます。コミュニティスクールでございますが、今

学校が抱える多くの課題を学校だけで解決していくことは不可能になっ

てきており、そういったところを地域の方のお力をお借りしながら、連

携協働することで、学校もよりよく、また地域もよりよくなっていくの

ではないだろうかということが、まず、スタートでございます。先ほど

もありましたが、熟議ということで、地域の方が考えていること、思っ

ていること、それと、学校の中で先生方が抱えている課題、そういった

ことを共通認識していただき、同じ方向を向いて、子どもたちを育てる

ということで、進めてまいります。もう既に、久喜市内の学校では、学

校応援団、また、放課後子ども教室で地域の方のご支援をいただいてい

るところですが、ご支援いただくだけでなく、PDCAの計画、それと見

直し、そういったことを含めて、地域の方のお力をお借りできればいい

なと、そういうことで学校の方も動いております。 



 この中でも委員さんに選出される方がいらっしゃると思いますが、お力

添えをよろしくお願いいたします。2点目ですが、理科大の跡地の活用

でございます。検討部会でもやはり、生涯学習推進体制の整備というこ

とでセンターを建設するということは、これまでの願いであったと聞い

ております。やはりこの生涯学習センターを進めるにあたり、まず、市

民が出会う生涯学習の窓口であり、情報発信の基地である場の提供の施

設であるという生涯学習の拠点であり、市民の交流の場ということも考

えております。それを理想に近づけるように、何とかしていきたいなと

は考えておりますが、まったくないところからのスタートではなく、既

に部屋があって、そこをどう割り当てるかというところもでてきてしま

うんですが、市民の方の生涯学習のニーズに合うような、そういう施設

になるように、先ほど枝委員さんからもありましたように、先進施設の

情報等も取り入れながら、こんな活用ができるんではないのか、こうい

うふうにしたらいいんではないのかというふうなことで検討していると

ころでございます。理科大の施設についても見ないではなにも言えない

だろうということでございますので、勝手に日程を 3月 14日か 15日、

まだ確定はしていないんですが、理科大の特別棟、生涯学習センターに

なるところですが、実際に視察をして、今後の計画に生かしていきたい

なと考えております。 

堤生涯学習係長  今説明した、東京理科大学久喜キャンパス跡地の活用計画の中の一番

最後のところに、生涯学習センターの特別棟を現在こんな感じで考えて

いますということで、先日生涯学習課職員で現地を見てきたところ、こ

ういう図面と実際見たものでは、ちょっと狭いなとか、用途に使うので

はどうなのかなという見通しが立つ部分もございますので、各委員さん

も 3月 14日、15日、日程が決まった段階で、実は管理しております直

轄の職員のほうには、許可をいただいてありますので、日程が決まりま

したら、施設を見ていただいて、こちらの図面を基にこういったことに

も使えるのではないかというご意見をいただきながら、実は 3月ぐらい

に、意見を固めて、直轄のほうには提出していくような形で進めており

ますので、是非多くの委員さんに施設に施設を見ていただきながら、ご

意見をいただければと思います。 

枝委員  案内は出すのでしょうか。 

堤生涯学習係長  もしこの場で決まってしまえば、特に案内を出さなくてもというとこ

ろもあるんですが、例えば 14日の午前は空調が無いから、寒いので、

午後の例えば 2時ということで、実際 4時半で鍵を閉めているという状

況ですので、2時に現地集合ということであれば、この場で 14日午後 2

時駐車場に集合ということで、決めていただければ、直轄のところにお

話をさせていただきたいと思います。 

金子委員  社会教育委員の方も話題になってくると思うんですが。 

堤生涯学習係長  社会教育委員はこの場で日程が決まれば通知を出そうと思っておりま

す。 

布施生涯学習課長補

佐 

 社会教育委員会議の日程が後になるんです。 



金子委員  合同で視察ということですね。 

堤生涯学習係長  推進会議の委員さんプラス、社会教育委員さん一緒に見ていただこう

と思っております。 

平議長  それでは、3月 14日の都合の悪い方、挙手をお願いします。 

 ＜3名、挙手＞ 

平議長 15日都合の悪い方、挙手をお願いします。 

 ＜6人、挙手＞ 

平議長  それでは、14日の午後 2時に実施させていただきます。現地集合でよ

ろしいですか。 

堤生涯学習係長  はい、職員はその前に行っておりますので、その時間に入れるように

手続きをしておきます。 

平議長  それでは、東京理科大跡地見学会ということで 3月 14日午後 2時駐

車場、現地集合ということで、お願いいたします。 

杉村委員  いつまで、活用計画は出すようになっているんですか。 

堤生涯学習係長  直轄のほうから 3月いっぱいまでというふうに言われております。本

日お渡ししてあります、この資料に書いて、ここはこういうふうに、と

 いう部分もこちらに提案していただければ、まずは第 1回目、直轄に提

出するような形で進めていければと思います。決定ではないという形で

すので、後は壁をぶち抜いてというと費用的なことも出てきますが、意

見を出すと言うことが重要ですので、その辺については忌憚のないご意

見を、要望をいただければと思います。 

平議長  その日は見て感じたことをいうことでございますので、よろしくお願

いいたします。その他は 2件でよろしゅうございますか。 

堤生涯学習係長  はい。忌憚のないご意見ありがとうございました。それでは閉会にあ

たりまして、原嶋副議長ご挨拶をお願いいたします。 

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。 
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