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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 

＜ 開  会 ＞ 

皆さん。こんにちは ただ今、15名の出席をいただいておりますこと

から、久喜市社会教育委員に関する規則第２条第２項に基づき、委員の

３分の１以上の出席をいただいておりますので、当会議が成立すること

をご報告いたします。それではただ今から、平成 28年度第２回久喜市

社会教育委員会議を開催させていただきます。本日の司会を務めさせて

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、青木委員、新井委員、金子委員

は所用のため、欠席する旨の連絡をいただいておりますので、報告させ

ていただきます。また、杉田委員、山川委員からは、所用のため遅れて

くるという連絡をいただいております。それでは、はじめに、倉持委員

長からご挨拶をいただきたいと思います。 

倉持委員長 ＜ あいさつ ＞ 

司会 

堤生涯学習係長 
続きまして、宮内生涯学習課長より挨拶申し上げます。 

宮内生涯学習課長 ＜ あいさつ ＞ 

司会 

堤生涯学習係長 

＜ 本日の配布資料の確認 ＞  
それでは、議事の進行につきましては、社会教育委員に関する規則第

３条第３項の規定により倉持委員長にお願いいたします。 
倉持委員長 はじめに議題１にございます平成28年度生涯学習関係の４月から９月

までに実施した事業実施報告について、各所属所より主要な事業につい

てご説明をいただきたいと思います。いろいろと報告書の様式について

は、前回の会議で議論がありましたが、一気に直すわけにはまいりませ

んが、委員の皆様の意見をいただきながら皆様に分かりやすい事業実施

報告書の形を作っていきたいと思います。前回の議論ですぐに修正をと

いうわけにはいきませんので、今日のところはそういう形で報告書を見

ていただければと思っております。それでは、最初に生涯学習課の方か

らお願いいたします。 

宮内生涯学習課長 ＜平成 28 年４月から９月までに実施した生涯学習課事業実施報告につ

いて説明（平成 28 年度生涯学習関係（中間）事業実施報告のＰ１～Ｐ

２）＞ 
倉持委員長 続いて、中央公民館からお願いいたします。 
丸山中央公民館長 ＜平成 28 年４月から９月までに実施した中央公民館他事業実施報告に

ついて説明（平成 28 年度生涯学習関係（中間）事業実施報告のＰ３～

Ｐ11）＞ 
倉持委員長 続いて、中央図書館からお願いいたします。 
河内鷲宮図書館長 ＜平成 28年４月から９月までに実施した中央図書館他事業実施報告に

ついて説明（平成 28年度生涯学習関係（中間）事業実施報告のＰ12～

Ｐ21）＞ 

倉持委員長 続いて、文化財保護課からお願いいたします。 



堀内文化財保護課長 ＜平成 28年４月から９月までに実施した文化財保護課事業実施報告に

ついて説明（平成 28年度生涯学習関係（中間）事業実施報告のＰ22）

＞ 

倉持委員長 ありがとうございました。各所属所からご報告があったわけですけれど

も、すでに皆様のところに５日程前には資料が届いてあったかと思いま

すが、いくらか目を通していただいたかと思います。委員の皆様からご

意見、或いは内容の確認でも結構ですのでご質問等がございましたら、

受け賜わりたいと思いますがいかがでしょうか。 
古谷委員 ちょっと初歩的な質問なんですが、３ページの４番、青葉公民館の初

級ハイキング事業ですが、参加者数の定員 30人のところに参加者 28人

とありますが、これは当日キャンセルが出たということなんでしょう

か。お願いします。 

小林東公民館長  初級ハイキングにつきましては、定員 30人ということでしたが、146

人の方の応募がございまして、抽選によりまして定員 30人の方に参加

いただく予定だったんですが、当日都合が悪いということで２人の方が

欠席されたということです。 

古谷委員  実は私、それに申し込んでいたんですが、抽選で落ちてしまったの

で、定員よりちょっと少なかったものですからご質問させていただきま

した。もう 1つ要望も含めてなんですが、参加人数のところに定員を入

れてほしいということなんですが、公民館関係事業のところは結構定員

を入れていただいておりますので、スポーツ振興のところの７番と８番

の事業では参加人数が妥当なのか分かりにくいところがありますので、

定員が入っているところと入っていないところがありますので、定員を

是非入れてほしいと思います。以上です。 

塚本委員 ５ページの１１番、南公民館のシニアボウリングのところでございま

すが、参加者数のところの確認をしたいので質問させていただきます。 

定員20人で参加者32人なんですが、この意味が分からないんですが。 

あと、全６回行うんですが各回、何人ずつ参加されたかを事業が終わっ

たら実施報告の時に実数を何人ということで報告いただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

丸山中央公民館長 今のご質問ですが、定員20人で募集しましたが、実際には32人の応募

がございました。会場と講師の方に確認したところ32人でも講座は運営

できるとのことでしたので、32人全員を受け入れたということでござい

ます。以上です。 

倉持委員長 定員を設けるんですけど、内容によっては多少オーバーしても運営し

てもらうんです。市外に連れていく場合については、管理運営上、定員

を決めていかざるを得ない。特に高尾山は一番人気のあるスポットでご

ざいまして、146人が多いか少ないかは分かりませんが多くの市民の方

が希望したんで１回とは言わず、春と秋の２回、計画することで、そん

なに沢山あるとは思いませんでした。他にございますでしょうか。 

荒川委員 教えてほしいんですけど、２ページの８番目のポールウォークとノル

ディックウォークの違いはどういったことですか。 

宮内生涯学習課長 ノルディックとの違いは把握していないんですけど、、ポールウォー

クはスキーのストックみたいな専用のポールを用いながら歩くというこ

とで、スポーツ推進員の方達も市民に広く広めようと年に１度講座を行

っております。 

堀内文化財保護課長 スキー式のポールを使って行うものがノルディックウォーキングで、



足腰の弱った人のリハビリなどを目的に行ったものがポールウォーキン

グということで、その内容は同じものです。 

倉持委員長  中身は同じなんですね。分かりました。他にございますか。 

岡安委員  図書館関係ですが、ブックトークというのを加須の小学校では、図書

館から職員が派遣されて年に２回くらい、子どもに 100冊くらい図書館

から持ってきまして、各学年ごとに１時間内に読んでくれるんですけ

ど、久喜市でも同じことはやっているのでしょうか。 

河内鷲宮図書館長  中央図書館においては、14ページの 12番、学校訪問おはなし会・ブ

ックトークになります。中央図書館の職員が市内小学校と保育園、幼稚

園に年間を通して訪問いたしまして、おはなし会や本の紹介、本のブッ

クトークを行っております。現在、33校に 42回行っております。1969

人のお子様に本の紹介などしております。私ども職員が市内の 13校の

小学校に各学年１回ないし２回という形で伺いまして、本の紹介、ブッ

クトークを中心として、紹介した本を団体貸し出しという形で置いてい

ったりしています。内容については、学校の先生に１時間の授業時間を

いただき、学校の要望に応じて季節のお話や教科書に載っている作家に

関連する本を紹介したりしております。また市内の幼稚園、保育園で

は、おはなし会を中心として、最後に本の紹介をして紹介した本を置い

てまいります。ですので加須市と同じような形で久喜市においても実施

しております。 
後藤委員  ９ページの 38番、栗橋公民館の歌声教室のことで２点ほどお聞きい

たします。毎月第 1水曜日で６月から９月まで平均して 180人くらい参

加されております。１回の参加が合唱の団体さんが参加されているの

か、それとも個人の参加なのか。これだけの人数が集まるって素晴らし

いですよね。この事業は継続事業ですか。その２点をお尋ねいたしま

す。 
根本栗橋公民館長  広報紙により個人の方に募集をかけまして、個人の方がはがきやメー

ルからの申し込みでこの人数になっております。団体といっても友達同

士の団体でして、新規事業ではなく、継続事業でございます。 
倉持委員長  継続してやっているんですか。すごいですね。グループとかサークル

が入らずして個人の方だけで。指導者の方が教えているわけなんですよ

ね。 

後藤委員   １年間に１回申し込んで、毎月第１水曜日やっているわけですね。 

根本栗橋公民館長  そうです。 

倉持委員長 毎月百人、二百人近くの人が集まって、第 1水曜日は賑やかですね。 

他にございますか。 

杉田委員 ９ページの 37番、栗橋公民館の日本語支援教室ですが、今現在、ど

この国の方が学んでおりますか。 

根本栗橋公民館長 こちらの方につきましては、前にブラジルですとか韓国、中国という

形で８月までは 52人でしたけれど、11月のデータでは６人になりまし

た。なぜかと言いますと派遣会社に行っている方は、うちの公民館の方

に行かれるお友達同士を誘ったりしておりまして、定期的に受けるんで

すけど、それが会社が変わったことによって行き先がまた変わり、先月

から少しずつ減り始めまして今、不動産屋で外国人を雇っている方に、

声を掛けていただいたり、この教室の開催チラシを張らせていただいた

りしておりますが、現在減っている状況でございます。 

 



倉持委員長  他にございますか。無いようでしたら次のテーマに移ってよろしいで

しょうか。各所属長におかれましては、ここで退席をいたします。 

 ＜各所属長退席＞ 

倉持委員長  それでは、議題の２でございます、放課後子ども総合プランにむけて

事務局よりご説明をお願いしまして、皆さんの方からご意見或いは意見

交換をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

布施生涯学習課長補

佐 

＜放課後子ども総合プランにむけての説明（放課後子ども総合プランに

むけて資料Ｐ１～Ｐ19）＞ 

倉持委員長  なんとなく行方が難しいんですけど、要するに２つの団体がありまし

て、１つは学童と言われる組織がありまして、もう１つは放課後子ども

教室ゆうゆうプラザという組織があって、所管が文部科学省と厚生労働

省であって、非常に取り組みの難しさがあるかと思います。国としては

一体型を推進していき、１つの組織の中においてやっていくというのが 

大きな狙いかなと思っております。しかし、現実を見ると放課後子ども

教室ゆうゆうプラザ1つ見ても23校ありますけれども、運営の進め方に

おいても差がありますけれど、それぞれにおいて一生懸命取り組んでお

ります。大きな目標に向かって行ったときに放課後子ども教室ゆうゆう

プラザの全体の組織図、いわゆる資料の２ページにあります運営委員会

がどの辺のものを目標にしているのかというのが僕らもよく分からない

んです。例えば、最低でも各学期ごとに５種目の活動をしようかという

形で、ゆうゆうプラザにおいてもまだまだ課題がございます。もう１つ

僕は勝手に思っているんですけど、学童とゆうゆうプラザが一緒になっ

たとしても具体的なプログラムが考えられるのかというところで、モデ

ルプログラムをある程度出していかないと、活動を通じて一緒になるこ

とによって最終的には若い世代の人達なり、子ども達が地域づくりのリ

ーダーに育っていく。中学生がボランティア手帳を持っているようにあ

の子達が地域の活動に、地域に目を向けてくれるような、そんな活動に

持っていくような、具体的なモデルプログラムみたいなものがあった方

が進みやすいんじゃないかと僕は感じております。現在の取り組みを踏

まえ、委員さんが理解されるまでの説明が十分にできない状況の中で、

今回このテーマはなかなか難しいんじゃないかと思っておりました。社

会教育委員さんが、それぞれの地域でゆうゆうプラザに関わっている人

はたくさんいらっしゃいますけど、学童に関わっている人は少ないと思

うんです。私は菖蒲東小の区域内なんですけど、学童がありますが、元

保育園の園長先生とかそういった方たちが指導者で午後７時ぐらいまで

やっているんです。もしこれが１つになり時間的に考えた時、ゆうゆう

プラザは昼間の活動で済みますけれど、学童の人達は、働いている親が

子どもを預けるので、午後６時半くらいまで預かっていると思うんで

す。新しい形の放課後子ども総合プランが果たして今のゆうゆうプラザ

と一体的に行けるのかなということを危惧しております。しかし決まっ

た以上は社会教育委員さんが地元の地域を眺めた時に何が必要か或い

は、こんなことをやることによってゆうゆうプラザと学童が一体化して

地域の子どもを、よく清久小学校では言われましたけれど、子どもは地

域で育てるという事から考えますとまさに一体化することは良いことな

んですけれども皆様からご意見があったらいただきたいと思うんです

が。 

 



後藤委員  私も学童保育というのはあまり関わりがなかったですけれど、昨年、

一昨年と続けて学童からボランティアの依頼がありまして夏休みの期間

に何日かボランティアに行って手芸を教えたり、踊りを教えたりしてる

んです。１つの教室に30人くらい、その中でいろんなことをやると、飛

行機を作ったり、飛行機を飛ばして相手の目に入ったりしたら大変だと

か、そういうことを体験してきまして学童保育の状況が少しずつ分かっ

てきたんです。学童保育というのは父兄の方が時間に応じて費用を出し

ているんです。その学童保育の方に子どもさんがその放課後子ども教室

に行っている間の費用は免除になるのかということを聞いたことがある

んです。その時間、お世話になっていないのですから。細かく見るとそ

こまでタッチしなくちゃならないのかということを聞いてびっくりした

んです。委員長のお話にあったとおり、本当に一緒にするってことにな

りますと細かいことから解決していかないと。これは一緒になるのは大

変なことなんだぁと感じました。以上です。 

長島委員  本当に学童クラブも一市三町で合併して、栗橋地区に住んでいるんで

すけど、全く運営に仕方も違いまして父兄の方たちも、とても困ってい

ます。久喜地区だけ優遇されて、栗橋地区では無いとかね。だから今、

後藤委員が言ったように、私たちはボランティアでやらせていただいて

おりますが、学童を見ていらっしゃる方は有償でやっておりますので、

１つになるのということが、本当に理想がものすごい良いんですけど、

水面下では大変なのかなぁと思っております。 

古谷委員  結局、この一体化にしようというのは、予算と言いますか、お金の面

と人員ですよね。子ども達にとってはどちらでも関係ないのですから、

どっちでも遊んで、放課後相手して家に帰ってひとりぼっちじゃなくて

も良いことで学校という広い場所でも遊べるだろうし、指導者もいるの

でその点は良いところなんですが、その予算のことと人員を考えずに誰

かやれと言われてもそれは難しいんじゃないのかなぁと思います。学童

の方は元々、自分は働きたいんだけど子どもを見てくれるところが無い

というので、民間から始まって今の学童が出来てきているので。お金を

出してみてもらうというのが最初だったと思うんです。それをボランテ

ィアが見るこの放課後子ども教室と一緒にしようっていうのが難しいん

じゃないか。予算もあります、人員も配置します、学童で働く人達にも

予算をつけますと言ってもらわないと難しいと思いました。 

倉持委員長  どんな形で学童とゆうゆうプラザが同じ所で同じ活動をしている中で

段々と一元化をしていく形でいくのかなぁと思っております。というの

は、いずれにしても対象になる子どもは同じです。そういう中で一人は

家庭があるから午後４時になったら定時でゆうゆうプラザの活動が終わ

ったら帰ります。学童の子ども達は、お母さんが働いている間、違う種

目で、活動の場所で６時半ぐらいまでやっている。そういう形で事業を

一緒にやりながら、ここまでは今までの放課後子ども教室。今度は学童

がいきる放課後子ども教室という形で流れていく。但し問題なのは、今

皆さんが言う費用の面なんですよね。だから今、ゆうゆうプラザは、ほ

とんど実費だけでしょう、確か教材費とか。だから第二のゆうゆうプラ

ザにおける費用負担がかかるのか、かからないのか。できれば、公的負

担だけでやっていけるのが一番理想なんですが。いずれにしても放課後

子ども教室と学童が１つの講座がここまであって、ここからは次の講座

に移っていく。その２つの講座をつなげていくことによって一体型がで

きるんじゃないかという気がしますけど、事務局でございますか。 



堤生涯学習係長  では、補足説明をさせていただきます。先程お配りいたしました資料

12ページをご覧ください。放課後子ども教室ゆうゆうプラザは市内23校

ですべて実施している状況で今の時期、日が暮れる時間が早いというこ

とで午後３時から４時までの約１時間の枠で地域の指導者の方、あとは

保護者の方でボランティアが可能な方ということで、活動のボランティ

アに携わって実施しているところです。事務局の説明の中で「放課後子

ども総合プラン」という形で、既存の学童と一体になってやっていく

と。実際に、資料の12ページの真ん中のあたりに「ゆうゆう活動後学童

へ」ということで、ゆうゆうプラザで活動した後に子ども達が各家庭に

帰る。それと学童に入っている児童は、学童の指定された場所へ帰ると

いうことで現状は、学童の子ども達もゆうゆうプラザに参加している実

態はございます。その参加児童数がこちらの数値になっております。ゆ

うゆう活動後学童への数は久喜小学校で言いますと51人いらっしゃいま

す。ゆうゆうプラザの参加者の中に学童にも通っている児童は、そこに

明記しておりまして、実数でございます。これからみても現時点でゆう

ゆうプラザと学童は一体化という体制は取られている現状はございま

す。但し、ゆうゆうプラザに入っているけれども学童側の関わる職員の

方とタイアップをして協力体制をもって実施できてはおりませんが、先

程、布施課長補佐から説明がありましたとおり、福祉部局である学童側

の方と教育部局である生涯学習課側が関わっていく必要がございます。

資料の３ページに組織図がございますが、組織の上から会長、副会長が

ありまして、そこに運営委員会という組織がございます。この運営委員

会では、各学校単位にあります23校が実施委員会の上に実施委員長がお

りまして、その実施委員長23名の方が運営委員会の委員として位置付け

られておりまして、運営委員会には他に地域団体として、スポーツ少年

団や民生委員・主任児童委員協議会などから委員を選出いただき、約40

人で組織されております。学童の現場に携わっている関係者または、福

祉部局の保育課長、そういった行政が入り放課後子ども総合プランに向

けた形での協議をし、平成31年度までに17施設の実施に向けて計画が示

されております。現在の運営委員会に学童に関連する関係者、福祉部局

の職員等を入れて運営委員会を膨らませて組織し、協議をしていかなく

てはならないことについては、担当者レベルでは話をしております。し

かし、具体的には予算がどれだけ係るのかについては、大幅に増えるこ

とは見込んでおりません。今後は、学童側の意見や状況を把握するな

ど、詳細は分かっておりませんので、関係機関等との連携を図りながら

しっかりと組織づくり、体制づくりをしていきたいと思います。今、放

課後子ども教室が約640万円の事業費で進めておりますが、そのうちの

３分の２が国・県からの補助金として交付されております。それが今

後、放課後子ども総合プランに向けた補助が増えていくかどうかは見通

しが不透明でございますが、国が推し進めているので、補助金が落とさ

れることは無いかと思います。学童に通う子ども達がゆうゆうプラザに

も参加している状況がございますので、保護者の方にもご理解をいただ

き、また学童の職員や福祉部局とも連携を図りながら進めてまいりたい

と思います。本当にまだ１歩踏み出した状況ですので、社会教育委員の

皆様からご意見をいただければと思っております。以上です。 

倉持委員長  各小学校単位に実施委員会があるわけですから、そこに例えば、学童

の指導者と呼ばれる人達も一緒にその実施委員会に入って意見交換がで

きるような所を各学校で、まず持った方が良いなと思います。市の方で



教育委員会と福祉部局で話し合うのも大事ですが、各ゆうゆうプラザの

実施委員会の中にゆうゆうプラザのある学校の学童の人達が実施委員会

にも参加してもらって、まずその具体的な意見交換をしていった方が現

場の方が早いと思うんですよね。上層部の方でいろいろ話し合いをする

より、まず現場に出て、学童に通う子どもがゆうゆうプラザでの活動を

して、その後、学童の場所に戻りますよと。今もやっているわけなんで

すけど、それがスムーズに。来年度以降は、これをもし準備するのであ

れば、放課後子ども教室運営委員会において、やっぱり各実施委員長に

学童とも連携し情報交換していただきたいということで進めていった方

が分かりやすいような気がするんですけど皆さんはいかがでしょうか。 

後藤委員  基本的な質問ですが、文部科学省と厚生労働省で、全国ですか。全国

で放課後子ども教室は始まっているんですか。それで、この間、布施課

長補佐も参加しておりました「学校・家庭・地域連携実践発表会」があ

りましたが、春日部市の放課後子ども教室の発表を見たんですけど、久

喜市の方が全然進んでいましたよね。久喜市の放課後子ども教室は、ト

ップを走っていますからね。その久喜市が悩むんですから他の市町村

も、もっと悩むんじゃないかと思いますね。学童保育の方も私も何回か

覗いてみてわかったのは、学童保育は集まってくるとまず宿題をやりな

さいということなんですね。それが１番の仕事なんですね。仕事と言っ

てはいけないんですけど、その指導者の先生達は。だからそういうこと

で放課後子ども教室に行くと１時間は、ずれる訳ですから。そういうこ

とを考えますとしっかり情報交換をしておかないとお互いがやりにくく

なると思うんですが。 

冨田委員  皆さんは社会教育委員の中で個人のボランティアとして本当にお手伝

いをされているわけですよね。今回、この会議の中であえて放課後子ど

も総合プランに向けてということで社会教育委員として今後何か関わら

なければならないのか、全体で雑ぱくでもいいのでそれを語れる方がい

らっしゃる方がいないと。社会教育委員だけで話していても、何をして

あげたらいいのかわからなくて。後は、学童というのは毎日やっている

ものです。この放課後子ども教室ゆうゆうプラザというのは月の月曜日

で日数的にも全然アンバランスな中で、どう一体型なのかというのがひ

とつ。後、私達はこの場所で社会教育委員として率直な気持ちで今後ど

う対応したらいいのかこの時間で話し合うことが私は大事なことだと思

うんです。 

丸山委員  私はゆうゆうプラザに全くタッチしてしないんです。別にやっている

ことがありますから。ゆうゆうプラザが全校スタートしましたとか、年

間30日活動すること、本当にレベル的に大変だなぁと思うけど、そこは

部外者が見た１点ね。今日話が出たゆうゆうプラザの活動は、生涯学習 

課は内容を知っているからこの資料で理解してもらえるとして説明して

いますけど、放課後子ども総合プランに向けて福祉部局と連携すると言

ってるけど、現状が分からないんですよ。そこからさっき言ったように

社会教育委員が意見を言うって難しいと思うんですよ。今日の資料だと

初めて聞く人には足らないですよね。意見についてどうこう言えないで

すよ。そういったことで討議する以前の問題でね。 

倉持委員長  今、冨田委員が言ったように１番大事なのは、社会教育委員としてこ

ういった形で全体が動いていることをまず理解しなくてはいけないと思

うんですね。今後、どう関与していくのか、関わっていったらいいのだ

ろうか僕にもいくつか疑問はあります。事実、ボランティアでゆうゆう



プラザに参加している方もいらっしゃいます。そういう意味では、これ

からどう、僕自身の考えは社会教育委員として地域を眺めた時に、こう

いう活動で社会教育の一環として放課後子ども総合プランというのが、

社会教育の一部として動き始めるということが、まず社会教育委員に知

ってもらいたいというのが１つでした。それともう１つは、皆さん方が

日頃、現場で体験していることを、せっかく放課後子ども総合プランが

動き出すんだったら社会教育委員からいろんな意見を聞いてみたい。 

実際、皆さんが現場でいろんなことを体験し苦労しているのですから、

そういうものを発言してもらって総合プランの修正とは言いませんけど 

総合プランの中に取り入れて、円滑にこれがスタートできればいいのか

なぁということで、今日はあえてこの難しい難題を。事務局もよく動き

が取れないと思いますけど、そういう中で皆さん方から意見を求めまし

た。是非皆さんが現実に地域で活動している中で、こういう形で動き出

すということを、今日資料をいただいたときに皆さん方にどんなアドバ

イスをしていただけるのでしょうかというのが、今日の委員長として事

務局からいろいろ言われたときに、まぁやってみましょうということで

あったので、冨田委員が言うとおり社会教育委員は何をやればいいのか

というふうに感じるんです。 

杉田委員  ゆうゆうプラザに何度か参加させていただいて、学童もちょっと見さ

せていただいて、私も参加したことがあったんですけど、やはり子ども

達の気持ちは一緒なんですよね。学童に行っていても４時に終わってし

まっても一緒に遊べて楽しかった、良かったって。週に１回なんですけ

ど、そういう言葉を聞くと、やはり一緒に他の子ども達と同じなんだか

ら私達が何かを決める前に子ども達の心を一番大切にしてほしいなと思

います。もちろん、組織ですのでいろんなことを変えていかなくてはい

けないんですけど、子ども達にとって何が１番大事なのかということを 

１番に考えていただきたいなぁと思います。 

岡安委員  学童、それからゆうゆうプラザのこれは現場へ我々が名札を持ってい

けば見学できるんですか。 

堤生涯学習係長 出来ます。 

岡安委員  私も実際に、学童は学校の帰りに確認はするんですけど、このゆうゆ

うプラザは見たこともないし、今日初めてこの資料を見てどんなふうに

活動しているのか分からなかった。本当に皆さんに現場を確認して、こ

んな状態で、今活動をしていますというんでそれから資料を与えられて

確認すればパッと浮かぶんですけど。犬が星を見ているようで、どんな

状況だか全然把握できていない状態なんです。ですから、資料を配る前

に一度、社会教育委員に放課後子ども教室の現状を知ってからでない

と。現場の確認を委員長が言ったように一度ゆうゆうプラザに自由に入

れるんだったら、こういう人が来ますというのを確認してからゆうゆう

プラザに行った方がいいんじゃないかと私は思いました。以上です。 

古谷委員 事務局が分かっていたら教えていただきたいんですけど、先程、後藤

委員から話があった、ここ久喜はゆうゆうプラザが全校にできましたけ

ど、桶川とか鴻巣はほとんど毎日のようにこういう形でやっています

よ。そのゆうゆうプラザの関係者にもちょっと費用が出ている。ほとん

ど毎日のようにやっているところがあるんですね。学童みたいに少しお

金も出ているということからすると、一体型としてやりやすいんですけ

ど、ここは全然、別ですから間違った情報だといけないので、もしご存

知でしたらお願いします。 



布施課長補佐  勉強不足で大変申し訳ないんですが、特に桶川、鴻巣は教育委員会で

見ますと教育事務所の方が管轄が違うので、なかなかこういう情報のや

り取りが無いんですね。放課後子ども教室のような取り組みを毎日やっ

ているかというと確認できていない状況でありますが、東部教育事務所

管内でみますと毎日やっているところはないのかなぁと。月１回とか週

１回程度、やっているのかなと。特に学校を母体にしてすべての小学校 
で実施しているというと久喜市はかなり進んでいると思います。他のと

ころは、公民館で実施しているとか、小学校でやっていますが、市内で

１校、２校というような実施が少ない状況でありますので、今後放課後

子ども総合プランをどこの市町も準備しつつ、進めていくところなのか

なぁと思います。今回資料が少なく大変申し訳ございませんでした。 
中里委員 私、本町小の学童の立ち上げをやった一人なんですけど、お母さんに

とっては、すごく切羽詰まってたんです。学童保育を作ってくれってい

うことで中里さん手伝ってほしいということで。やっぱり子ども達を安

全に守るためには学童が無くて働いているお母さん、お父さん達は安心

できないんですね。たまたま、本町小のゆうゆうもお手伝いしていたの

で学童の子ども達が来ているのも皆、知ってます。夏休みに物を作りた

いけれども子ども達に協力してくれないかなぁということで学童へ行っ

て子ども達の指導もしてますし、やっぱり学童はお金で動かなきゃなん

ないんだけど、ゆうゆうプラザは皆さんの協力で動いている。それで学

童の子ども達がそこへ来て、違うお友達ができるというすごくいいこと

だと思います。確かに２つを合わせるってすごく大変だと思います。そ

れは皆さん、社会教育委員になった以上、やっぱり努力してあげてくだ

さい。子ども達のためにもすごくいいことだと思いますのでよろしくお

願いします。 
塚本委員  現状報告を 12 ページにしていただいて、市内で 3,000 人の参加者が

いて、ゆうゆうプラザ活動が終わると学童へ行く人が６分の１の 500 人

と現状で、これが学童の施設という面からみるといっぱい、いっぱい 

かなぁというふうに感じまして、こういう形で運営していて継続してい

けばいいのかなぁと思ったりしているんですけど。私は現状のままで一

体化になっているんじゃないかなぁということで、もう 1 つ何かやって

くれっていうのが国の方針なのかどうかその辺の説明をお願いします。 

布施課長補佐  一体化のプランが出てきているところで、やはり子ども達の安心安全

な居場所を作るということで放課後子ども教室の趣旨とそれから学童の

趣旨と一緒である。だから先程からお話があるように、そこに関わる子

ども達は同じ子ども達なんだということでまとめてやった方がいいんで

はないか。効率的なんではないかということからこのプランが立ち上が

ってきているのかなぁと。私の推測になってしまうんですが、そんな風

に感じております。確かに学童の方は有償で費用がかかっている。しか

し放課後子ども教室は、皆さんボランティアでやっていただいていると

いうところがまず違うところでありますし、特に久喜市の場合は学童の

職員、指導員でやってくださっている方は指定管理ということで、外部

発注になってしまっているので、保育課と話し合っても指定管理なんだ

というふうなことを言われているのが現状なんです。なので先程ありま

した学童の指導員の方とゆうゆうプラザの実施委員の方との連携をうま

く取れるように生涯学習課でも保育課と歩み寄って、そのうち放課後子

ども教室運営委員会には、学童の運営協議会の方に入っていただいてお

りますので、こちらから学童運営協議会の方にも歩み寄ってその学童の 



状況を把握するということを今後していかなければならないのかなと考

えております。是非、地域の子ども達のために社会教育委員の皆さんに

も放課後子ども教室から学童の方にも目を配っていただき、地域を良く

する、子ども達を良くする取り組みということで関わっていただければ

と思っております。以上です。 

長島委員  本当に先程も出ていたように子ども達のために何ができるかという部

分は本当にいつもそう思いながらやらせていただいておりますので、ボ

ランティアであろうが有償であろうが、とにかくやるという気持ちは変

わらない。実際に若いお母さん達が本当に栗くりゆうゆうプラザに入っ

てて学童に行ってらっしゃる子ども達もいて、久喜と栗橋が違う部分は 

夏休みが久喜は１日だけ預かってもらいたいというときも１日分の費用

で預かってもらえるんですけど、栗橋の場合は１ケ月で１日預けても１

ケ月分を払わなければならないというのがあって結局、費用の面で預け

たいんだけど預けられないというお母さんたちがいっぱいいて、１日ぐ

らい見てくれることお願いできないって言われるのでご近所の人は、知

っている孫達と同じ学年の子なので孫を見るから一緒にどうぞってやっ

たことはあるんですけど。だからそういうふうに待っている子ども達も

若いお母さん達もいっぱいいるんです。だから本当に今、国や県や市で

進もうとしているところに、もうちょっと皆の現場の思いが伝わったら

良いなぁと思っています。 

川島委員  ニーズがですね、それぞれが違うんですね。学童の方が保護者のニー

スなんです。ゆうゆうプラザの方は、学校、市のニーズなんです。ニー

ズが違うものを一緒にするのは簡単にはいかないですね。今いろいろ出

た問題がありますから。当面は、国としては、子どもを幸せにするため

に相互的な、お互いが足りないところを補うとトータル的にはプラスに

なるという形で描いていると思うんです。ゆうゆうプラザをいかに魅力

的にするかいうことによって、学童を吸い上げる。そして学童を運営し

やすくする。私は６年間、携わっておりますが、けやきっ子ゆうゆうプ

ラザには５９人の学童の子がいるわけです。これをいかに増やしていく

か。魅力的なゆうゆうプラザにするかというのが当面取りうる良策じゃ

ないかと思うんです。受注作業なんですね、毎年毎年、申込書を見ない

と 100 人なのか、200 人なのかわからないんです。このゆうゆうプラザ

の参加人数の数値は、かなり努力して出てきた数値なんですね。まずは

役員同士が定期的に交流をしていった方が良いのではと思います。 

島田委員  私は学校現場の立場からなんですが、本町小と太田小に関わったんで

すが、太田小のときに放課後子ども教室ゆうゆうプラザを市やいろいろ

な方の協力で立ち上げたんです。退職して６年経ちますが実際にやって

いただいた立場の者として、そのころ、久喜東小は先進的にどんどん実

施してましたから、そういうところを見ていました。太田小も人数的に

増えてきまして今活動が活発ですね。大変、整ってやっていただいてい

ることでありがたかったです。学童は太田小の脇に設置しておりまして

一部の児童が行っていた状況ですね。今事務局の方から説明がありまし

たが、放課後子ども教室も学童も、よその地域から見れば、大変進んで

いる。久喜市ほど素晴らしいところは無いと思うんです。実際、委員の

皆さんの中でも事業が見えないということでゆうゆうプラザの活動を見

て良いかという意見もございました。ゆうゆうプラザのことでそういう

素晴らしい意見を出してくれるそういう地域とまだゆうゆうプラザの実

施がうまくいっていない地域では、こういう会議すらまとまらないとこ



ろもあるんですよ。現状、久喜市は素晴らしくやっていただいてんだと

いうことで社会教育委員さんが建設的にゆうゆうプラザを見ようという

ことなので今後、事務局と共にやっていけばいいと思います。 

倉持委員長  実は岡安委員が先程、つなげていただいたんで、ほっとしたんですけ

ど、社会教育委員になってまず地元のゆうゆうプラザとか公民館とか社

会教育団体との交流をしていてだきたいと思います。私は、社会教育委

員になりましたってだけで２年間、終わってしまうんじゃなくて地元の

学童やゆうゆうプラザとか公民館、図書館を積極的に社会教育委員さん

に利用していただいて、見ていただいて、こういう会議で公民館関係か

らいろいろ集まっていただきましたけれども、どんどん意見を言っても

らいたいわけなんです。ですから今までの社会教育委員会議というのは

意外と内容が報告で終わってしまったんですね。私が委員長になって３

年目なんですけれども、そういう会議にはしたくないなぁと思ったんで

す。今日は難しいなぁと思って、どうしようかと思って迷ったんですけ

ど、事務局からこういう事案でどうですか、やってみましょうというこ

とで今日は取り組んだんですけど、是非社会教育委員になったらせめて

中里委員が言ってくれましたけども協力できる方は、やりましょうよ。

それと自分の地域の社会教育施設とか社会教育団体とか積極的に活動を

見せてって言えば見せてくれると思うんです。あとは杉田委員が最後に

言ってくれたように子どものことを中心に考えれば、何てことは無いん

です。子どもがゆうゆうプラザの子だろうが、学童の子であろうが、交

流できる喜びもあるし、何か作業する喜びもあるしということで２本立

てで行くのか、１本にした方が良いのか。いろいろなやり方があるの

で、是非地元の、久喜、菖蒲、栗橋、鷲宮の４地区が合併して６年が過

ぎましたよね。先程の学童みたいに１回行って１月分の費用が取られる

とか、その学童そのものも教育委員会の所管じゃないですけども、やっ

ぱりそういったところも現場を見ていただいて、これは統一してほしい

なとか、合併したんだから統一してほしいなと思いますし、いろんな議

論が出てきて、皆さんがそれぞれ社会教育委員としてどう関わるんだと

いう意見もあります。でも僕は是非、自分の地域のことをまず足元を見

ていただいてどうやって関わったらいいのか、是非皆さんも地域の社会

教育なりアドバイスできたら行政側にどんどん質問をし、どんどん改善

の意見を出してほしいなと思って今日はこのテーマを選びました。 

布施課長補佐  社会教育委員の関わり方として、是非、地域の放課後子ども教室の方

へ行って参加していただきたいなぁと思います。実は、先日家庭教育フ

ォーラムという事業で埼玉県の家庭教育アドバイザーの志賀周子先生か

らお聞きした話で、幸せホルモンの「オキシトシン」はご存知でしょう

か。幸せを感じ、元気になるというホルモンなんだそうです。それが沢

山出るのが、子ども達が母親に接するところでも出てきますし、また思

春期の子ども達があんまりそばに来るなよぉと言いながらも実は幸せホ

ルモンが出ているんだということをおっしゃっておりました。併せて、

実はすべての人達が小さな子ども達やお孫さんと接しているときにも、

その「オキシトシン」が大量に分泌されているというようなお話でし

た。ということはゆうゆうプラザに関わってくださっている方達は、子

ども達から元気をもらっているのかなぁと。そういう人達を社会教育委

員だからというわけでは無く、皆さんから、また周りの人達に広げてい

って沢山の方がボランティアとしてゆうゆうプラザに関わっていただく



とその地域の方々から元気になり、場合によっては病院へ行く回数が減

ったりというのが見られるんじゃないかなぁと思うんです。学校が元気

になると地域が元気になる。地域が元気になると学校が元気になるとい

うふうに言われておりますので是非できることをできる範囲で皆さんか

ら発信していただいて、輪を広げていっていただけるとありがたいと思

います。 

倉持委員長  今日はこういうテーマにしたのは、こういう課題が今度出てきますよ

とその中において社会教育委員として地域を見たときに、何か意見があ

ったら、やっぱりどんどん言っていただいて、この会議が進めていけた

らなぁと思っております。塚本委員がいろいろと報告書の様式の件で意

見を言っているんですけど、大体、10くらいの意見を言ったら１つくら

い採用してって僕も言うんですよ。でも最近よく取り入れてくれるん

で。今日、古谷委員が言っていたように定員の話とか参加者の話も報告

書が良くなって来ているのが見えますので是非、いろんな意見を事務局

は１つでも２つでも取り入れていだだきたいなぁと思っております。実

は市民大学とか高齢者大学の議論も皆さんから聞きたいなぁと思ってい

るんです。高齢者大学は、今学生がだんだん減ってきているんですね。

学生の理想や夢や希望が変わってきていると思うんですね。時代と共

に、意外と財産の増やし方とかというんで、銀行員の方が子ども達に教

えているのをテレビで見まして、お金の使い方とか貯め方とか子ども達

が一生懸命研究していたのを銀行のプランナーの方が言っているのを見

ましたけれど、やっぱり高齢者大学にそういうの講座を望んでいるのか

なと今後の生活が苦労しているって。久喜市高齢者大学は事業参加費が

安いんですよ。県のいきがい大学は高いんですからね。だから僕は久喜

で友達作りと自分の勉強とその人が持っている持ち味、良さを引き出し

てくれる人。意外と自分が短所だと思っていたんですけど、人から見た

ら長所に見られていたりと。晩年、共に助け合い、共に引き出しあい、

いろいろやっていくのが高齢者大学かなぁと思っています。是非、そう

いう考えでいろんな意見を事務局に言っていただければ、来年は１つか

２つ、あんなことが変わったなぁというのが見えて来るんじゃないかと

思っております。今日のところはいいですか。こういう形で課題は沢山

あると、自分の地域で何か気が付いたことがあったら、次の会議が３月

ごろになるかと思いますが、その時にもう１回ご意見を聞いて、何かプ

ラスになるものがあったら、それを活用してくれればありがたいと思っ

ております。今日は沢山の意見ありがとうございました。それでは以上

で放課後子ども総合プランにむけては終わりにいたします。 

司会 

堤生涯学習係長 

 ＜その他 連絡事項の説明＞ 

 ・第７回生涯学習推進大会まなびすと久喜のご案内 

後藤副委員長 ＜ 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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