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堤生涯学習係長 開 会 

 ○委嘱式 

堤生涯学習係長 

 

田中市長 

＜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 

堤生涯学習係長   

 

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第５条第２

項により、２０名の委員の内、今現在１６名の委員の出席がございま

す。よって、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まずもってご報告させていただきます。ま

た、この会議は原則公開とさせていただきます。会議録を作成し、市の

ホームページ等で公開となりますので、よろしくお願いいたします。こ

こで、お手元に配布いたしました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   

 

ここで、今回新しい委員の皆さんがいらっしゃいますので、お１人ず

つ自己紹介をお願いいたします。 

 ＜各委員及び事務局職員自己紹介＞ 

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

学習推進会議委員の改選がございましたので、３の議題（１）議長・副

議長の選出がございます。新しい議長、副議長が選出されるまでの間、

宮内生涯学習課長が仮議長として、進めてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

宮内仮議長     それでは、私の方で議長、副議長が決まるまでの間、仮議長を務めさ

せていただきたいと思います。議案１、議長、副議長の選出についてで

ございますが、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、委員の皆様方の互選により選出するものとなっております。まず、

議長の選出でございますが、委員の皆様から何かご意見等ございました

らお願いいたします。 

宮内仮議長 はい、明石委員さんどうぞ。 

明石委員 この生涯学習推進計画まなびすとプランで進めさせていただいて、前

回までは平委員さんに議長をお願いしておりました。今回もいいも悪い

もわかっている平委員さんにお願いできればと思っております。 

宮内仮議長 今、平委員さんに引き続きというご意見がございましたが、いかがで

しょうか。 

 ＜委員から賛成の声及び拍手あり＞ 

宮内仮議長 それでは、平委員さんにいう声及び拍手もございましたので、引き続



き平委員さんに議長をお願いいたします。続きまして副議長の選出でご

ざいますが、こちらについても委員の皆様からご意見等がございました

ら、いかがでしょうか。 

金子委員 はい、同じく生涯学習推進計画に関わった原嶋委員さんお願いしま

す。 

宮内仮議長 今、金子委員さんから原嶋委員さんというご意見がございましたが、

田沼委員さんいかがでしょうか。 

田沼委員 私も同じく原嶋委員さんを推薦したいと思います。 

宮内仮議長 はいお二人から原嶋委員さんというご意見がでましたが、いかがでし

ょうか。 

 ＜委員から拍手あり＞ 

宮内仮議長 それでは、議長に平委員さん、副議長に原嶋委員さんに決定をしたい

と思います。皆様のご協力により、スムーズに議長、副議長が決定いた

しました。これにて、私は仮議長の任を解かせていただきます。ご協力

ありがとうございました。 

堤生涯学習係長 それでは、ここで新たに選出されました、議長及び副議長にごあいさ

つをいただきたいと思います。 

平議長 引き続きご推薦をいただきまして、議長を引き受けることになりまし

た、平でございます。よろしくお願いいたします。早いもので、平成２

９年度、３０年度には、まなびすとプランがどうなっているのか、見直

しするのかしないのか、という問題がございます。それについて、皆さ

んといろいろ議論しながらやっていかなくてはならない大変難しい期間

になります。そういう意味では大変力不足で申し訳ないんですが、皆さ

んのお力をお借りしながらやっていきたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

堤生涯学習係長 続きまして、原嶋副議長お願いいたします。 

原嶋副議長 原嶋でございます。今議長の方からお話がございましたように、まな

びすとプランの見直し、また東京理科大学に生涯学習センターが設置さ

れるという流れもございます。微力ですが、よろしくお願いいたしま

す。 

堤生涯学習係長  それでは、平議長、議事の進行をお願いいたします。 

平議長 議題に沿いまして進めさせていただきたいと思います。第１回久喜市

生涯学習推進会議の（２）久喜市生涯学習推進計画の見直しについてで

ございます。それでは、事務局よりなぜ、まなびすとプランを見直さな

ければならないのかをご説明いたします。 

布施生涯学習課長補

佐 

今回まなびすとプランの見直しということですけれども、お手元の久

喜市生涯学習推進計画まなびすとプランの４ページをお開き願います。

７の計画の期間ですが、本計画は平成２３年より策定が始まりまして、

平成２６年２月にこちらの策定がなされました、そこから平成３４年度

までを１つのスパンとして、１０年間見通しをもっての計画でございま

すが、中間年である平成３０年の４月に見直しを図り、このまなびすと

プランについて、その時代にあったものにするということで、この２８



年度、２９年度に見直していただくことになったわけでございます。推

進会議は今まで年間２回の会議でございましたが、見直しの関係がござ

いますので、もう少し回数を増やす予定でございます。６番の計画の位

置づけですが、久喜市総合振興計画、久喜市教育振興基本計画、久喜市

環境基本計画、久喜市健康増進計画などと連携を図りながら、こちらの

計画も同時期に見直しをしているところですので、合わせながら、また

皆さんに情報提供をしながら、見直しをしていきたいと思っておりま

す。また、推進計画の中に書かれているものを各担当課に投げまして、

状況確認をし、まとめていきたいと考えております。また、生涯学習の

現状や県の動向等も見ていかなければならないところでございますの

で、４地区のまつりや２月に行われますまなびすと久喜、また、国や県

の出される新しい情報等もアンテナを高くして見ていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。また、見直しの仕方ですが、昨年度

までの推進会議の中で、推進計画の４つの柱、こちらは概要版をみてい

ただくとわかると思いますが、まなぶ、いかす、つなぐ、ささえあうと

う４つの柱から作られているということで、各担当課からの進捗状況は

どうなのかということで皆さんのご意見をいただいてきたところでござ

います。本日は第１回目、２月頃に第２回目を開催したいと考えている

ところでございます。推進計画の７０ページをご覧ください。こちらは

推進計画の原案を作成するにあたり、部会のメンバーで学識有識者のご

協力をいただきながら、非常に長い期間で作られたものでございます。

このような原案作成部会を作って事業の見直しを図っていくのも１つの

方法かなと思っております。当初は１０年先を見通して作ったというこ

とですので、あまり細かくすべてを見る必要もないのではないかなと考

えております。事務局案として、各担当課から、この事業はもうやって

いないとか、新しくこういう事業がはいったいうことを、洗いだしても

らって、それを取りまとめていき、また、推進会議で皆さんにご意見を

いただくというこういう方法もあるのかなと考えております。本日、皆

さんから見直しの仕方について、こういうやり方がいいのではないかと

いうご意見をいただければありがたいなと思っております。今後のスケ

ジュールとしてですけれども、１０月、１１月には４地区のまつりがご

ざいます。そして、来年２月にはまなびすと久喜が開催されます。この

辺で第２回目の会議を開催したいと考えております。また、２９年度

は、推進会議を５回開催予定しております。２９年度末には見直しの方

向性が固まって皆様にお示しができればと考えております。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。ただいま、事務局から説明していただきまし

たが、この推進計画通称まなびすとプランが約２年間かけて、７０ペー

ジに記載されている専門部会の皆さんにまず作っていただきました。こ

れに基づいて、久喜市の生涯学習は現在進んでいるわけでございます。

また、実行部隊として、先ほど条例のなかにもありました、７条生涯学

習推進部という組織がございまして、一生懸命進めていっているわけで

す。代表的なものは２月に行われます、まなびすと久喜これは一般の市

民の皆さんが行っている生涯学習の成果を発表していただく場を提供す

るといったことでやってきているわけでございます。それから６月に先

ほど鷲宮高校の校長先生からお話もございましたが、まなびすとフォー

ラムという多くの市民の皆さんに集まってもらって、そこでいろいろな

意見を出し合ってもらうという、推進会議が主催の２つのイベントがご



ざいます。その他の細かい部分では推進部が進めているということにな

っております。これは生涯学習課関係のものだけではございません。こ

のまなびすとプランを見ていただきますといろいろな課でもやっている

んだということもおわかりいただけると思います。その担当課では計画

を立てまして、実施しているわけですが、その成果も推進会議ではチェ

ックしなければならないわけですが、現実には私どもがその部署に入っ

てやっているわけではございませんので、各担当課で報告をしてもらっ

て、それを確認しているという状況でございます。我々が確認点検でき

るのは、生涯学習課関連だけなのかなと思います。定例の会議は年２回

ですが、この確認を全部みんなでやろうとすると少なくても月１回から

２ヶ月に１回以上やっていかなくてはならない作業になります。そこま

で皆さんを拘束するのは難しいことですので、この推進計画を作ったよ

うに見直しするメンバーを選んでいただいて、お願いするという形もあ

ろうかと思います。先ほど事務局が説明したような形、私がお話したよ

うなことで、皆さんのご意見をお伺いいたします。明石委員さんいかが

でしょうか。 

明石委員 ２年間やって、この計画がすごく幅が広く、深さがどれくらいあるの

かよくわからなかったので、できるだけ新しい方との意見も取り入れ一

緒になってやっていければといいと思います。毎月ですと非常に大変で

すので、そのあたりを考えていただければと思います。 

平議長 新しい方はまだ経験が無いので、わからないと思いますので、しばら

くお話を聞いてからご意見をいただきたいと思います 

堤生涯学習係長 ここで事務局から補足説明をさせていただきます。 

平議長 はい、どうぞお願いします。 

堤生涯学習係長 先ほど布施課長補佐から２つほど案ということで、出させていただい

たのですが、７０ページの作業部会を作ってということで、ある程度内

容を固めて、生涯学習推進会議にかけて、７１ページを見ますと策定計

画ということで載っております。これは、まったく何もない状況からの

スタートで、近隣のまた県の状況を含みながら、これだけの会議をやっ

ていたという状況です。ただ、今回は見直しということですので、こち

らで考えているのは１０年スパンですので、今回の見直しでどこまで見

直すのかが論点の１つになるんじゃないのかなと思います。例えば３ペ

ージでいえば、国、県の動向が大幅に変わってきたところがあったか、

ニーズで考えますと５ページの本市の生涯学習の現状で市民の意識調査

を行っているんですが、それを基に改まって何かやっているのかとか、

今回は４地区のまつり時の参加者にアンケートをやって反映させるか、

もう１つの案としては、柱的な部分はいじらないで、最低限でというこ

とであれば１９ページからの４つの柱であるまなぶ、いかす、つなく、

ささえあうについて、事業を廃止、縮小、また新規であったり、拡大し

ている事業を当時あげているものから変更をかけていくということで、

最低限各課に照会をかけていけば、作業部会まで設置をしなくてもすむ

のではないのかなと思います。どこまで踏み込むかというところがひと

つあると思います。１つの案として、大幅な見直しということであれば

先ほどからの作業部会の設置ということで、会議の開催回数も多くなる

と思いますが、先ほどもいった、各課に照会をかけての見直しというこ



とであれば作業部会まで設置することはないのかなと以上２点で事務局

の方では考えております。 

平議長 はい、今事務局から補足説明がございました。確かに社会情勢が大き

く変っていれば、それに合わない生涯学習をやっていても仕方ないの

で、また社会情勢が大きく変っていないのであればそこまでやらなくて

もいいのではないかということでございます。この４つの柱について

は、過去の推進会議で点検をやってきたわけで、そこは、大きく変った

という部分はなかったのではないかと感じております。ですので、私自

身はあまり内容が大きく変わるということはないんじゃないかと思いま

す。むしろ今の生涯学習を継続してやっていかなくてはならないのでは

ないかと思います。その辺も含めて委員の皆さんいかがでしょうか。 

古谷委員 私も事務局の提案を聞きまして、そうかなと感じて思います。大きく

変えるのではなく、県の動向とか、市の課題とか時代にそぐわない、こ

こを変えた方がいいとか見る程度で、あとは、施策展開のところで無く

なったもの、新しくなったものを見る程度でいいんじゃないかなと思い

ます。 

金子委員 国、県、市の動向をみていて、青年関係、青年教育、青年活動、その

辺が推進計画の方で少し弱いところがあるので、それをどうしていくか

というのが１つと、コミュニティスクールも始まってくるため、そのあ

たりとどう関わりをもっていくのか、また、地区コミュニティ活動も始

まっておりますから、どう生涯学習と絡めていくのか。あと、市長もお

っしゃっていましたが、理科大学の跡地、生涯学習センターも３１年度

には始まるといっておりますし、そういったことを踏まえて３０年度か

らの動きを考えると、作業部会等を作って、計画を立てて、この推進会

議に諮っていった方よろしいんじゃないかと思います。 

平議長 はい、わかりました。ありがとうございました。確かに今、市では小

学校、中学校、地域が一体となって、進もうではないかという、コミュ

ニティスクールということで太東中学校を中心に２年前から進んできて

おります。今年からは久喜東中学校を中心に進んできております。ま

た、地域社会のことを考えますと、旧久喜地区ではコミュニティ協議会

というものができまして３年目です。ようやく６つの小学校にこのコミ

ュニティ協議会ができました。そことの関係もあります。そういうとこ

ろでは新たにでてきた要素ではないかなと思います。その辺のところを

素通りするわけにはいかないと思います。その他にはございませんか。 

原嶋委員  この推進計画の見直しになると、どちらかというと事務局の仕事に負

担がかかるのではないかと思います。先ほど金子委員さんが言ったよう

に組織を立ち上げて、そこを中心に皆さんに検討していただくという方

向にもっていったほうがいいのではないかと思います。 

平議長  はい、ありがとうございます。まず、この推進計画をつくったのは、

私たち推進会議なんだという認識を持っていただきたい。誰かにたのん

で勝手につくってもらったということでは絶対ありませんので、主体は

ここにおられる２０人のメンバーだということをまず意識としてもって

いただきたいと思います。結果、チェック部分が多岐にわたりますの

で、事務局を中心として各課から出していただくような方法、それと、

直接生涯学習に関連するものについては、金子委員さんが言われました



ように、作業部会を作ってやっていくのも１つの方法かなと思います。

新しい方で山谷さんどうでしょうか 

山谷委員 まだ、よくわからないのですが、この計画を見ていて、いいとは思う

んですが、焦点がよくわからない。教育というのは全般なので、そうな

のかなとも思いますが、時代の風景など、どこにあるのかとかがよくわ

からない。場合によっては、年度毎に動いていってもいいんじゃないか

なと、また、今久喜市ではどういったことに市民が関心をもっているの

か、久喜市の状況の課題に目を向けた、そういったことに焦点を合わせ

た生涯学習であってもいいんじゃないのかなと思いました。市民大学の

ほうでやっているのかもしれませんが。 

平議長 今、我々がやろうとしているのは、まなびすとプランに基づいて、や

っているわけです。先ほど金子委員さんが言われたように、ひとつの社

会的変化として出てきているその辺も踏まえてやっていかなくてはいけ

ないという意識をもってやっていかなくてはならないということです。

結果、直接生涯学習に関わるものに関しては、結局、市民の皆さんが満

足できるような生涯学習を提供できればいいんじゃないかと思うんで

す。この辺について議論していかなくてはならないと思うんです。皆さ

ん、ご意見ございますか。野澤委員さんいかがですか。 

野澤委員 この資料を拝見させていただくと、第５章の施策の部分だと思うんで

すが、この部分というのは、我々が議論というよりは、どれだけ進んで

いるのかという担当課のほうから情報が無いと議論ができない部分だと

思います。他のところは確かにいまのスピード時代においては、情勢を

みながらなんでしょうが、教育的な面では、やはり１０年ぐらいの長さ

というのは、ある程度必要なのかなという気がします。当然 PDCAまわ

しながら改良していったほうがいいんじゃないかとは思いますが、５年

の今回の見直しの部分というのは、そういうところを精査していただい

て、第２章のアンケートというのは、大変かもしれませんが、どうなっ

ているのかなということでやっていただいて、組織として部会とかつく

るということはよくわかりませんが、全体的に直さなくてはならない場

合には必要なのかもしれないと思いました。 

平議長 そうですね。その時代、そのときどきによって、考え方も千差万別と

申しますか、アンケートにつきまして、幸い久喜市ですが、市民まつり

等の４地区のまつりがあります。その時、我々がブースを作りまして、

生涯学習を宣伝し、そして、アンケートをもらっているというで、そう

いう意味では、市民の皆さんからいろいろな要望を吸収しているつもり

ではいるんですが、ただ、そういうところに関心がない方はどうするの

かと言われたら、どうにもならないんですが、一応、関心のある方につ

いては、反映できるんじゃないかなと思います。はい、帯津委員さんど

うでしょうか。 

帯津委員 はい、重なる部分はたくさんあるとは思うんですが、新久喜市の生涯

学習の歩みとか、推移とかそういうものを大切にいていきたいなと思い

ます。４ページに計画の期間がありますけれども、今回の見直しが終わ

れば当然また今度改定であるとかあるわけですが、久喜市の現状と課題

もでてくるのではないか、また、必要に応じて作業部会とか必要になっ

てくると思います。おそらく、理科大学の跡の生涯学習センターもかな

り皆さんの注目の的になっているとは思います。人が変っても生涯学習

の歩みが、こういう歴史を通ってきたということが、誇りに思えるよう



なものになれればいいなと思います。 

平議長 はい宮内委員さんどうぞ。 

宮内委員 先ほど、山谷さんがおっしゃっていたように久喜市の課題といいます

か、お願いしたいことがありますが、定年制が６０歳から６５歳になる

ようなことで、市民大学生が６０歳の定年の方が入ってこないわけで

す。今年度は１２名しかいないんです。２年生が１０名です。４０名定

員で、市民大学がやっている事態が、全体が変ってきていると思うんで

す。その辺をもっと踏まえていかないと、あくまで、子どもから高齢者

までと言っても、実際に生涯学習をやるタイミングというかそこまでや

ってくれる人たちがどこまででてきてくれるのか、６５歳が定年になっ

て、７０歳にならないと年金がもらえない場合はどうするんだという今

現状です。実際にはこんなふうに世の中が変ってきているので、その辺

も踏まえた形の施策じゃないけれども、なかなか今までどおりじゃやっ

ていけないと思うんです。今年の市民大学で高齢の方もいらっしゃるわ

けです。５，６年前に６３歳の年齢制限を撤廃したわけですが、３０代

の方がいたり、９０代の方がいたり、なかなか学生の間でもコミュニケ

ーションが取りにくい状況になっているわけです。そういうものも全部

踏まえていかないと、なかなか生涯学習はこれですよと提案してもそれ

についてきてくれる人はいない、運営そのものもできないというのが現

状になっていると思います。 

平議長 はい、枝委員。 

枝委員 市民大学の関係で私も１７期生で現在２２期生ですか、今、宮内委員

からお話があったように、１０名程度本当に４分の１ほどしか集まらな

いという、いろんなじんかい作戦であってもその程度の人数である。高

齢者大学も同じように実態が定員に満たない。長い歴史があるというこ

とは、久喜市の誇るべきところではありますが、この辺で講座の内容も

含めて、思い切った内容の変化も考えていかなければならない。今７０

代の人が多い現状で、久喜市の人口構図の４人に１人が６５歳以上にな

っているということを捕らえて、今までの歴史とまた新たなものを捕ら

えたのを構築していけたらなと思います。 

平議長 今、宮内委員さんから運営委員としての切実な現状を、それから、枝

委員さんからもありましたが、確かに以前は３５歳から６５歳でしょう

か、年齢の上限がありました。人数が少なくなったので、上限を撤廃い

たしました。しかし、人数が減っていったということはなぜかというこ

とを考えなければならないということでございます。問題解決として考

えなければならないことだろうと思います。その背景はなにかといいま

すと、社会、国の動向ですね、そういったこともありますので、見直し

の大きな課題であると思います。市民大学の目的は、地域に帰って地域

のリーダーを育てるというのが大きな目的の１つなわけです。ところ

が、高齢であるとどうなのかなという部分があるわけです。やはりその

時代で求めていたものは３０代、４０代の方たちだろうと思います。 

杉田さんいかがでしょうか。 

杉田委員 私のところには１８歳から６３歳までの学生がおりまして、まさに、

生涯学習という意味では年齢が高くなったから学べないとか、そういう

ことではなくて、受け入れる体制を考えていけば、また、変っていくか



なと思います。定年制というのもあるかもしれませんが、学びたい人は

たくさんいると思うので受け入れを考えていけばいいのではないかと思

います。 

平議長 田沼委員さんどうぞ。  

田沼委員  まなびすとプランの見直しということで、これ全部を検証するという

のは、至難の業です。無理だと思います。そこで私は、今考えましたの

は、このまなびすとプランの第３章に本市の生涯学習の課題というのが

ありますが、この課題に対して、今までどうだったのかというのがあり

ます。そのあたりの検証をしていくのがあるのかなという気がします。

市民大学の話もでましたが、この中に市民大学の充実や放課後子ども教

室の充実も掲げられているわけです。そんな中どんな成果があったか、

どんな課題があったかというあたりも見直していくと改善していくプラ

ンというものもでてくると思います。先ほどもコミュニティスクールと

か、コミュニティ協議会とか新しく生まれてきたものがありますよね。

そういうものもこの課題を見直していく中で、取り上げられてくるのか

なと思います。やはり、本市の課題を検証していくことと、新しく改善

策とか方策、また、新しく入ってきたものとか取り上げられると思う

し、今後また推進していくものとして、位置づけられてくるのかなと思

うんです。この課題を膨らませて考えて、また、みんなで集まって考え

るということは厳しいかなと思いますので、メンバーを募って、そして

それを提案していくという方法もあるのかなと思いました。 

平議長 中里委員さんいかがですか。 

中里委員 この推進計画を見ていて、もう少し考えなければならない部分が出て

きていると思います。それで、専門部会を設けて、課題を１つ１つ考え

てやっていったらいいなと思います。 

平議長 杉村委員さんどうですか。 

杉村委員 これは、中間報告ですから、重複するお話もありますが、この計画を

取り巻く環境はどう変化しているのか、その変化している中で緊急に取

り組まなくてはいけないものと、少し継続課題にするものと、選り分け

えをして、緊急なものについてはメンバーを組んで、もう１つ、施策は

たくさん並んでおりますが、これが狙いどおりいっているのか、いない

のか。狙いがわかりづらい施策になっておりますが、そういうところに

ついてはある程度事務局にオーバーホールしていただいて、こんなふう

になっているというふうにと少し層別をして、体制を考えたらどうなん

でしょうか。市民大学は緊急な課題として取り上げなくてはならないと

思います。あとは長期的に取り組む課題はこのメンバーでということに

した方がいいと思います。 

平議長 石川委員さんいかがでしょうか。 

石川委員 私は、まったくの主婦ですので、感じたことは生涯学習はこんな裾野の

広いことをやっているんだということでびっくりしております。参加した

いと思っている人は非常に多いんです。やっぱりこれだけのものを見直す

といってもいろんな分野になるので、とても２０人で決めるのは無理だと

思います。絞って今年はこれをやるというふうにしていかないと無理だと

思います。市民大学もお勤めの人を対象にして、夜実施していると思いま

すが、時代のニーズに合わせていく必要があると思います。私は県のいき

がい大学鷲宮にいっておりましたが、市の高齢者大学とやり方がぜんぜん



違うと聞いており、いきがい大学はみんなに責任あることをやってもらっ

て、高齢者大学は人任せで、誰かが決めるだろうという意見の人が多いの

で、もっとみんなの意見を取り入れる方がいいんではないかと思います。 

私、正直自身がありません。もっと勉強していきたいと思います。 

平議長 飯島委員さんいかがでしょうか。 

飯島委員 

 

 

 

 

今、石川委員さんが高齢者大学のことを言われましたが、私、高齢者大

学の卒業生ですが、みんなでいっしょにやるというのが基本ですので、役

員がある程度やるというのはありますが、それとは別として、現実は、ま

なびすとプランの見直しですが、先ほど、田沼委員さんもおっしゃってい

たんですが、本市の課題、それと、実際に先ほどの学校へ行ける人は限ら

れた人だと思うんです。定年の問題がありまして、現実には仕事している

人と、しなくても余裕のある人と別の世界にいる人をまとめていくという

ことを考えていきますと、４つのまつりですか、その時にはある程度人数

が集まるわけですから、アンケートを実施すると言っていましたが、そう

いう時にその人たちがどういうことを望んでいるのか、生涯学習を自分と

して、どのようにやっていけるのかということを見出すことを考えていか

なければならないと思います。したがって、施策の展開こういうところを

重点的に見直さなければならない、委員さんを決めてやっていった方がい

いのかなと私は思います。 

金子委員 先ほどから、市民大学、高齢者大学のことが話題になっておりますけれ

ども、市民大学・高齢者大学運営委員会がございますので、そちらに預け

たり、また、助言したり、そういう工夫が必要なのではないかと思いま

す。運営委員会の立場もありますので。 

杉村委員 いろいろな原因もあるとは思いますが、１つには、社会環境の変化とい

うのもあると思います。 

枝委員 私も先週、健康福祉推進委員会という会議に出席しましたが、２８年度

までの第１次５ヵ年計画というものを、まとめ上げまして、１１月にま

た、健康福祉推進委員会があり、市長に来ていただいてそこで答申すると

いうことになっております。他のところも１０年でのプランでやってきて

いるわけでして、５年毎のスパンでやっております。基本的な枠組みはこ

の基本方針、目標はいいと思いますし、今言った、若干の課題ですとか、

施策に対する検証、いわゆる骨子をそのままにして、新たな見直しをする

ところはしてという形で望んだらいいと思います。 

平議長 皆さんいろいろご意見ありがとうございます。要約いたしますと、社会

情勢とか、いろいろな変化に基づいて、これを進めていいんだろうか、ど

うなんだろうかいうことがあるという話がありました。また、議論してい

くためには、このまなびすとプランを作ったときのように専門部会を作っ

てやったらいいのではという意見もありました。今、議論していただいた

のは生涯学習に関してはやっていただきました。他の部署に関しては事務

局から説明がありましたが、どうなっているんでしょうかということを報

告書として出してもらう。というような形で、先ほど事務局からありまし

たように専門部会を作って、そこでやるという皆さんからの意見としては

多かったように思います。進め方としてはそれでよろしいでしょうか。そ

して、課題としても田沼委員さんがいわれたようなことも念頭において、

我々が生涯学習として把握している部分について、市民大学や高齢者大学

は、我々の中でやっていくべきなのか、それとも市民大学・高齢者大学運

営委員会に任せるのか、その辺も踏まえて議論していく専門部会でやって

いくという形でよろしいでしょうか。 

 ＜委員から、はいの声あり＞ 



平議長 はい、それでは、共通認識としてお願いします。よろしいでしょうか。 

 ＜委員から、はいの声あり＞ 

平議長 それでは、（３）に入ります。事務局より、その他について説明をお願

いします。 

堤生涯学習係長 ＜資料２ページ平成２８年度生涯学習推進会議委員年間計画（案）につい

て及び参考資料まなびすと久喜について説明＞ 

平議長 最後に私からのお願いを申し上げ終了したいと思います。冒頭もうしあ

げましたが、久喜市の生涯学習推進については、ここにおられる２０名が

本日は欠席者もおりますが、私たちが進めているんだよという意識をまず

持っていただきたいと思います。そのためには、市民まつりとかいろいろ

な行事がございます。そういったところに積極的に参加していただいく、

さしあたって、来年２月４日、５日に行われますまなびすと久喜、その中

の実行委員に必ず誰かが入っていただきたいんです。これはお願いでござ

います。そうしますと推進会議のあり方や推進部の役割とはこういうこと

なんだということも時下に理解できますので、是非参加していただきた

い。これはまなびすと久喜だけではなくて、６月に行われますまなびすと

フォーラムについても同様でございます。推進会議は年２回だけの会議で

終わるというものではございませんので、また、先ほどからお話がでてお

ります、分科会のメンバーに選ばれますともっと会議等も多くなるわけで

ございます。その辺もご協力をお願いしたいと思います。それと３団体と

いうものがございます。なにかと申しますと、この生涯学習推進会議と生

涯学習推進部、社会教育委員の皆さん、この３つと、更には拡大して公民

館運営委員の皆さんに入ってもらう場合がございます。そして、生涯学習

共通の何をお互いやっているのだろう、かなり重複する面もございますの

で、そういう相互理解を深めていただくということで、是非ご協力をお願

いいたします。 

堤生涯学習係長  はい、それでは閉会にあたりまして、原嶋副議長ごあいさつをお願いい

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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