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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。定刻になりましたので、ただ今から、平成 28

年度第３回久喜市社会教育委員会議を開催させていただきます。本日は

ご多用の中、ご出席をいただきまして大変ありがとうございます。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、新井委員、

杉田委員、長島委員は所用のため、欠席する旨の連絡をいただいており

ます。 

まずはじめに、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、柿沼教育長から挨拶を申し上げます。 

柿沼教育長 ＜ あいさつ ＞ 

司会 

堤生涯学習係長 

＜本日資料の確認及び資料の補足説明＞ 

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 それでは、議題に入りたいと思います。 

 初めに、平成 29 年度生涯学習関係事業計画についてでございます。

資料を事前に配布しておりますので、それぞれの担当課におきまして 

は、主要事業等を簡潔に説明をお願いしたいと思います。 

まず、生涯学習課からお願いします。 

宮内生涯学習課長 

 

＜平成 29年度の生涯学習課の事業計画について説明（平成 29年度生涯

学習関係事業計画のＰ１～Ｐ10）＞ 

丸山中央公民館長 ＜平成 29年度の中央公民館他公民館の事業計画について説明（平成 29

年度生涯学習関係事業計画のＰ11～Ｐ26）＞ 

太田中央図書館長 ＜平成 29年度の中央図書館他図書館の事業計画について説明（平成 29

年度生涯学習関係事業計画のＰ27～Ｐ28）＞ 

堀内文化財保護課長 ＜平成 29年度の文化財保護課の事業計画について説明（平成 29年度生

涯学習関係事業計画のＰ29～Ｐ30）＞ 

倉持委員長 それでは、各課の方から事業の説明をいただきました。 

委員の皆様の方からご質問等がございましたら、ご意見でも分からな

いところでも、お聞きしたいということでも結構でございますが、何か

ございますでしょうか。 

塚本委員 13ページ防災講座の下の方にありますが、これは中央公民館で数年前

に非常に好評だったという防災講座、ここで去年 11月にやられたとい

うことで、大変関心を持って見ておりました。具体的に何をやられてい

たのか。講師の方はどういう方か。会場はどこでやられていたのか。座

学だけなのか。実施訓練で体を動かしてやったものかお知らせいただけ



ればと思います。よろしくお願いします。 

倉持委員長 はい、それでは中央公民館長お願いします。 

丸山中央公民館長 今のご質問に回答いたします。防災の講座ですが、公民館の全体事業

の中の１つとして実施いたしました。現在は、ここに書いてある通り講

演という形で実施いたしました。講師は、埼玉県防災学習センターの副

所長さんに身近な防災を分かりやすく説明をいただきました。以上で

す。 

倉持委員長 確か鴻巣市に県の消防防災の施設がありまして、そこの先生方が来て

公民館、或いは自治会なんかでもよくやっておりますね。その施設に行

くと風速30メートルとか、雨の強さ何ミリの強さとかを体験できるとい

うことで自治会は積極的にその施設を見に行ったりしてるんですね。わ

かりました。 

丸山中央公民館長  すみません。あと具体的な訓練までは実施しておりません。 

倉持委員長 はい、他に何かご意見は。丸山委員。 

丸山委員  １ページの総合計画の中で現状と課題のその下に施策の方向性という

ことで２つ上がっています。昨年度を見ますと子育てについての項目が

あるんですが、昨年の活動事業名と今年を比べてみても、ほとんど変わ

っていないので今回これが抜けているのは、なんか意図があったのかと

思うんですが、それを教えてほしいと思います。 

倉持委員長  事務局、よろしいですか。 

堤生涯学習係長  特に意図ということではございません。例年、家庭教育事業につきま

しては、家庭教育フォーラムの事業ですが、１ページの３番。それと家

庭教育学級、７番にございます。それと戻りまして４番の子育て講座事

業ということで、基本的には子育てに関する事業がある程度の充実とい

うことで事業の展開が図れておりまして、当初、施策の方向性にはさら

に充実をさせるということで教育振興基本計画では25年策定時には活性

化させると子育ての不安・悩みとかの解消するということで掲げており

ましたが、現段階である程度、参加状況ですとか、なかなか増えている

現状は無いんですが、子育て講座につきましては小学校において就学時

健診に併せて小学校すべての学校で実施をしていただいておりまして、

新一年生の保護者に対しまして事業の実施が成されており、方向性的に

は、しっかり定まっている現状等を踏まえて、今回は挙げませんでし

た。以上です。 

倉持委員長 よろしいですか。では、古谷さん。 

古谷委員  ３つ程お願いします。まず、１つ目は、現状と課題のところの一番下

に放課後児童クラブと放課後子ども教室とありますが、放課後子ども教

室の場合は、いわゆる、ゆうゆうプラザと言っているのがそうかなと思

うんですが、その前の放課後児童クラブっていうのが子どもの学童の事

かなと思いながらそのことが１つです。それから２つ目は３ページ目の

市民大学の入学者数がかなり減ってきているんですが、理由をどのよう

に分析しているのかということです。それから３つ目は10ページの久喜

マラソン大会ですが、久喜市民の割合が、これはハーフマラソンのこと

だけで結構ですが、わかりましたら教えてください。以上です。 

倉持委員長 それでは、３点ほど出ておりますけども。数値は調べないと分からな

いと思いますけども、１番目と２番目の関係は事務局でお願いします。 



堤生涯学習係長 生涯学習係に関連したご質問につきまして、まず１つ目は現状と課題

のところで放課後児童クラブと放課後子ども教室、そちらは古谷委員の

ご指摘のとおり放課後児童クラブは一般的に学童と言われている組織で

す。放課後子ども教室はゆうゆうプラザと言われております。今後、放

課後子ども総合プランとして、放課後児童クラブと放課後子ども教室を

一体型として進めていくということで課題として挙げさせていただいて

おります。２つ目は、市民大学でよろしいでしょうか。市民大学の人数

につきましては、ここ数年減少傾向にありまして、２年前ですと、定員

40人に対して半分の20人だったんです。平成28年度は12人ということで

減っている中で、実際には、新入生が少ない現状を踏まえて、市民大

学、高齢者大学の運営委員会という協議する組織の中で、例えば、市民

大学、高齢者大学のカリキュラムの中身につきまして、各担当の社会教

育指導員で内容を検討し、運営委員会に諮りまして意見を伺うというこ

とで、例えば、学生の在校生の方のアンケートを実施してそちらの方か

ら意見を徴収して、カリキュラムに反映している状況もあります。 

来年度につきましては、実は１年生、２年生も講座の選択制も採用して

希望に沿った講座に参加できることも取り入れました。後は、公開講座

という形で市民の方にも参加できる講座を実施して、講師の方も今まで

の方から変えたりしております。内容では歴史については、今まで菖蒲

地区とか合併前の地区ごとの歴史の講座を実施していましたが、久喜市

と地区を分けず、かつ講師を変えて計画を進めています。そういった部

分で講座内容の見直しですとか、講師の選定、学生からの意見をもとに

講座を取り入れたりして年間計画を進めていきました。今回の新入生が

16人になったことが今回の変化により増えたかはわかりませんが、そう

いったことで少しずつ見直しを行った現状がございます。以上です。 

宮内生涯学習課長 マラソン大会の参加者の状況ですけども、すべての集計はできていな

いんですけど、インターネットでの申し込まれた方でどれくらいいるか

というのは資料が資料がございますが、それで申し上げたいと思います

が、市内の方が大体35～40％ぐらいです。久喜市以外の埼玉県内が、や

はり同じくらいで割合で、残りの２割くらいは県外というような参加状

況です。一番遠いところですと、北は北海道、南は鹿児島の方の申し込

みもございました。 

倉持委員長 はい、ありがとうございます。 

丸山委員  すみません、もう１回。６ページと７ページなんですが、29年度事業

計画の日にちが28年９月となっています。公民館の方は訂正しています

から間違いが確認できたものは訂正するとかしないと。日にちが違うん

でね。気がつきましたので、よろしくお願いします。 

倉持委員長  ７ページの市民文化祭の地区が栗橋と鷲宮が 28年が 29年ですよね。

お願いいたします。 

飯塚文化振興係長  大変申し訳ございませんでした。真摯に受けとめまして、今後、確認

等を徹底して間違いの無いよう作成したいと思います。確認でございま

すけれども、今、委員からご指摘がございましたとおり 29年度の実施

計画でございます。６ページでございますが、「絵画・彫刻・工芸」の

ところが平成 28年になっておりますので、平成 29年でございます。同

じく「書」のところも平成 29年でございます。「写真」のところも平

成 29年でございます。続いて７ページでございますが、市民文化祭の

ところの栗橋地区が同じく平成 29年でございます。鷲宮地区も同じく



平成 29年でございます。単純なミスということで大変に申し訳ござい

ませんでした。 

倉持委員長 どうしてもパソコンのミスじゃないですけども、そういったことが起

きやすいんで、必ずチェックしていただいて、貴重な資料でございます

のでよろしくお願いします。はい、川島委員。 

川島委員  ２つほど、ご提案なり意見を述べさせていただきます。１つは、地域

の偉人、ゆかりのある偉人の紹介キャンペーンをさらに継続していろん

な角度から進めてほしいなということでございます。一昨年、この菖蒲

文化会館で「まなびすと久喜」が行われた際に 12人の久喜市のゆかり

の人々をご紹介いたしました。非常に好評でございました。その後、学

校を回ったり、昨年度は生涯学習だより「まなびすと久喜」でも紹介し

て、全戸配布させていただきました。それから２月に行われました第８

回まなびすと久喜では、その後、フォローすべくコンパクトにまとめた

ものを掲示いたしまして、これも好評でございました。その際にあなた

は、12人のうち何人ご存知ですか、というようなことで意見を聞いたん

ですけど、22人の方に回答をいただきました。22人の平均が 4.6人、

約 38％でした。そういうことでまだまだ、このアピールが浸透していな

いということが言えますので是非、ことある毎に、機会ある毎に、こう

いうキャンペーンは続けていただきたいなと思います。子ども達、或い

は青少年のこの地元を愛する気持ちを育て、或いは郷土を愛する気持ち

が醸成されると思います。そのことによって、町の発展につながるんじ

ゃないかと思います。もう１点ですが、埼玉ヴォーカルアンサンブルコ

ンテストが毎年、久喜総合文化会館の大ホールで実施されております。

１月に３回に分けて実施されております。私も２日間ほど聴かせていた

だいておりますが、非常にレベルが高いものでございます。このコンテ

ストにおいでになる若者達、青少年、1,000人以上が毎年来られている

ので、この機会を利用して久喜市をもっとアピールしてほしいなと。き

っと将来には、子ども達が音楽のまち久喜市或いは、文化田園都市久喜

市という印象を持って帰られますと、将来何らかの形で住居を探すとい

うときに久喜市のことが思い浮かぶんではないかと思います。これもま

た、久喜市の発展につながるんじゃないかと思いますので、良い好印象

を持って帰っていただくような何らかの企画が必要じゃないかと思いま

す。よろしくお願いします。以上です。 

倉持委員長 はい、ありがとうございました。冨田委員。 

冨田委員  私は、社会教育委員をさせていただいて、自分でちょっと動き出して

いることがあるのでご報告というか、ちょっと取り組みがあったのでお

話をさせていただきます。私は今、農業関係の農業大学校に社会人が学

ぶのに行っておりまして、その前から野菜ソムリエの資格を取得してお

りまして、資格を持っている埼玉の仲間と一緒に図書館の事業で、吉川

市のほうで２回ほど、野菜ソムリエのお手伝いをしてきたことがありま

した。これは図書館から「ぐりとぐら」のシリーズの本を借りまして、

その中にかぼちゃが出てくるのですが、それを子ども達とプリンを作っ

たとか、図書館の方がまず読み聞かせをして、ちょうど吉川市図書館に

料理教室ができるブースがあったので、そこの場所を使って私達は補助

をして作りました。あと先日は、まるごと春キャベツを使った料理教室

の補助をしてまいりました。こういうことを久喜市でも特産品があるの

で、何かできないかなと思っておりますので、是非、生涯学習課の２ペ

ージにあります生涯学習人材バンクがありますので、こちらに登録させ



ていただこうと思っています。野菜ソムリエの資格を持っている人が実

は、全国で５万人いるんです。一緒に吉川市に行った人の中でも、あと

川口市のＳＫＩＰシティでは「１日大人 350ｇの野菜をとりましょう」

という、野菜 350ｇってどのくらいの量なのかをはかりに置いてもらう

というクイズのイベントをやっているんですけど、そういった中でも栗

橋の方とか地元の人がいたりするわけですよ。農家さんで野菜ソムリエ

が人材バンクに登録してもらって食育とかイベントとか、図書館なり公

民館の活性化につながるよう何かお手伝いできることがあればさせてい

ただきたいと思います。ですので、意見というよりも人材バンクのほう

で登録といった形も資格を持った人達が、正直 30代、40代、今学童に

入れるご家庭が多いので、なかなか大変だと思うんですけど、やっぱり

食事は食べないと生きてはいけないし、そういったところも何かお手伝

いが出来ればいいなと思います。今、学童という話が出たので、前に学

童とゆうゆうとの放課後子ども総合プランという話がありましたので、

学童に久喜東小学校でかなり人数が増えて人手が足りないということで

お手伝いに行かせていただいています。今度４月から桜田小学校の方に

お手伝いに行かせていただきます。もう本当にひっ迫してて、定員が 40

人だ、60人だというところに子ども達が 70人、130人が入っている状

態で、学童も大変じゃないかなと私は本当に思っています。子ども達も

朝早くから、きゅうきゅうのなかで私達は意味もなく、なぐられたり、

蹴とばされたり、おそらくストレスいっぱいなんだろうなというふうに

も感じているんですけども、とても素直な子ども達、そしてまた、今若

い方達が久喜市をふるさとと思っていない方達が多いっていう結果がす

ごくショックであります。社会教育委員をやらせていただいたことで学

童の現場に入ることもできたし、吉川市の取り組みとか他市の取り組み

とかも何か久喜市でも繁栄ができるのなら、せっかく特産品がいっぱい

あるのでそういったこともお手伝いできたらと思っております。よろし

くお願いいたします。 

倉持委員長  はい、貴重なご意見ありがとうございます。なかなかあの子育て世

代、そういう方達の先程中央図書館の参加が少なくなってきている話を

しておりましたが、今のような何かプラスアルファーの企画をすること

によって、子ども達、或いは子どもを持つ親達が久喜というものを理解

してもらう。久喜市という地域について興味を持ってもらう。そうする

ことによってやっぱりこの地域が一番良いという形で是非次へのステッ

プに進めるんじゃないかと思いますので、是非公民館、或いは図書館に

おきましても今のような貴重な意見がありましたので１つでも良いから

ちょっと変わった角度から子ども達或いは、子育て世代のお父さん、お

母さん達を引き込んでいくという形が新しいまちづくりの基礎づくりに

なる、つながっていくところに結んでいくと思いますので、是非事業に

取り上げていただければと思います。では後藤さんお願いします。 

後藤委員  ちょっとお尋ねしたいのですが、名前の変更ということで９ページに

久喜総合体育館の名称を昨年から毎日興業アリーナ久喜に替わりました

けれども、この経緯を教えてください。何で毎日興業になっちゃったん

だろうと。私もずーっとスポーツをやっておりましたのでその経緯をよ

ろしいでしょうか。お願いします。 

宮内生涯学習課長  はい、久喜市もよく横浜アリーナとか変わったところがあると思うん

ですけど、命名権これをどこかスポンサーがないか探していたんですけ

ど、たまたま指定管理業者である毎日興業さんが、自分のところが受け



ている施設の命名権を買ってくれたという意味で、このスポンサーの名

前を付けて、その代わり売却した金額を市のほうにいただくという契約

が成り立つと。金額のほうは覚えていないんですけども。 

後藤委員 金額は１年単位ですか。 

宮内生涯学習課長 そうだと思います。所管は、企画政策課のほうでやっておりますから

詳しいことは分からないんですが、そういう状況で命名権のやり取りを

していたところです。 

後藤委員 体育館を利用されている方はもうちょっとお洒落れな名前をという意

見もありましたが。 

宮内生涯学習課長 名前をつける権利はそちら側にあるので市のほうには無いですね。 

後藤委員  はい、ありがとうございました。 

倉持委員長  はい、金子委員。 

金子委員 ３点ほど、意見、提言をさせていただきます。１点目は13ページの地

区コミュニティ協議会との共同開催事業等がございますが、本町小体育

館、私も当日参加いたしまして、とても素晴らしいと思いました。やは

り、これからも公民館と地域連携を益々深めることが重要かと思います

ので、よろしくお願いいたします。また、東公民館のほうで子どもまつ

りがあるんですが、こちらも関係しておりまして、毎年、親子で300人

近く参加いたします。親子をどう公民館に来ていただくか。その辺りを

これから重要なポイントになってくると思いますので、地区コミュニテ

ィにつきましては活用の場と思いますのでよろしくお願いいたします。

地区コミュニティにつきましては、小学校単位で設営していこうという

ことで、鷲宮ではすでにできております。久喜が今６地区できておりま

す。それから栗橋と菖蒲は来年度小学校単位で作ろうという動きがとれ

ますので、そのあたり、声掛け等よろしくお願いいたします。もう１点

が前にもお話ししたかもしれませんが、私、放課後子ども教室運営委員

会の役員をやっておりまして、各公民館のほうで公民館のおまつりがご

ざいます。そこでゆうゆうプラザのほうでパネルを作ったりとか、いろ

いろな日本の伝統芸能とか、いろんな演技の種目等がございます。 

そういったところで、まなびすと久喜でもある発表の場もあるんです

が、各公民館のおまつりのほうでも声をかけていただければ、子ども達

また親御さん、あと各小学校単位の実施委員長もこぞって参加すると思

いますので、地域づくりに活用の方よろしくお願いいたします。ちなみ

に公民館８館ございますが、４館か５館は声をかけていただいておりま

すので、残りの公民館につきましても来年度、検討のほど、よろしくお

願いいたします。あともう1点なんですが、社会教育、生涯学習は本当

に充実してきているんですが、社会教育委員と生涯学習推進会議の２つ

が動いているイベント等があるんですが、社会教育委員長と生涯学習推

進会議議長宛てに、この両名に案内等を出していただければお互いに連

携がお互いに連携が取れると思います。例えば、市民大学、高齢者大学

の入学式・卒業式がありますが、これにつきましても両名にご案内を出

されたほうが片手落ちにはならないんじゃないかという気がします。よ

ろしくお願いいたします。以上です。 

倉持委員長 一応の意見要望ということで事務局のほうでよろしくお願いいたしま

す。ご検討のほど。それでは他によろしいでしょうか。 

宮内生涯学習課長  先程のネーミングライツの件で。期間が今、わかりましたので、平成

28年９月から平成33年３月までとなっております。年額180万円です。



ちょっとメモ書き程度にありましたので、これくらいの金額で契約をし

ているようです。 

倉持委員長  ネーミングライツだったら、もう指定管理者制度が出来てから各行政

機関がいくらかでも収入を上げたいということで、例えばアリーナだと

大体１年で1,000万円で指定管理者が５年ということで更新されている

ようです。埼玉県は非常にまだ少ないようですね。他県では積極的にや

っていて、結構公開すればいいんですよね。５年経つと、もし指定管理

者が変わってくると、今度は毎日興業アリーナではなくなっちゃうとい

うこともありうるんですね。行政の苦肉の策でいろんなところで利用促

進を図り、収入を上げていこうというところが狙いうじゃないのかなと

思っています。平成29年度の事業計画については終了させていただきた

いと思います。ここで柿沼教育長以下各所属長の方につきいましては退

席させていただきます。ご協力ありがとうございました。 

  ＜柿沼教育長以下各所属長退席＞ 

倉持委員長 それでは、時間も少なくなってまいりましたので、議題の２番目の久

喜市のコミュニティ・スクールについてです。前回、放課後子ども総合

プランの中では、学童とゆうゆうプラザの連携した取り組みについてお

話がありましたけれども、もうひとつ久喜で取り組んでいるコミュニテ

ィ・スクールについて、事務局から布施課長補佐からご説明をいただき

たいと思います。 

布施生涯学習課長補

佐 
 ＜コミュニティ・スクールについての説明＞ 

倉持委員長  いかがでしょうか。前回の放課後子ども総合プランに合わせて、いわ

ゆる、久喜市が取り組んでいるコミュニティ・スクール。小中一体とな

った形での地域での子育て、或いは地域も一緒に併せて元気になろうと

いういってこいの政策ですね。それにちょっと社会教育委員について、

これからもおそらくコミュニティ・スクールの中でいろいろ関わってく

ると思います。ですから、そういう意味で地域に戻った時に、「一市

民」として、或いは「社会教育委員」として、こういう形で関わるんじ

ゃないんだろうということで、今日はコミュニティ・スクールを前回に

引き続きて検証させてもらいました。僕もよくわからないんですけれど

も、学童とゆうゆうプラザが一緒に１つのコミュニティを作ってやって

いこうということで、それで併せてコミュニティ・スクールということ

で、全然、別の形になってくると思うんですよね。学童は先程、冨田委

員が言ったけど、ちょっとまた違うんですよね。これから放課後子ども

総合プランを一体的にやっていくところの難しさよりも、このコミュニ

ティ・スクールの方が先に進むんではないかと正直思っています。こち

らのコミュニティ・スクールの方は、学校運営協議会なり、学校応援団

なり、そういったものが地域ぐるみで各小学校と中学校がいわゆるこの

小学校が、この中学校に進学することになれば、１つの地域が構成され

ますから非常にコミュニティ・スクールは取り組みやすいと思います。

そこにどう地域が関わっていくかというところだと思います。現代の遊

びの中で子ども達が地域の中で溶け込んでほしいことが必要になってく

る。そこにリーダーとして皆さん方が、一市民として、一社会教育委員

として、是非関わっていただきたいという希望がありまして、前回と今

回とこういうテーマで勉強会を設けさせていただきました。ご意見がご

ざいましたら、布施課長補佐に言っていただきたいと思います。 



冨田委員 岡安さんから話をいただいて、最初に桜田小学校のゆうゆうプラザを

お手伝いしようかと思ったんですけど、その学童の協力者が足りないと

いうことで、所管の保育課に行きまして、急きょ、12月 5日からお手伝

いを３時間。久喜東小に関しては、定員が 40人と書いてあるにもかか

わらず、４月からは 70人になるようです。桜田小は、小学生の人数が

多いんですけど、130人になるのに、こちらは 60人と書いてあって、新

たに募集をするのかその辺も分からなくて。市としては学童は指定管理

者にしているから、どう関わっているのかわからない。後は、どういう

ことを小学校と連携しているのかということがわからない。親は預けっ

ぱなしな状態なので、そこにはいろんな課題が出てきていると思うの

で、私も現場を見ている立場で何かお役に立てればと思います。今、本

当、家庭内の教育ってどうなっているのということを考えながらも悲し

み、泣きながらも体当たりでぶつかっている状況です。40代とか高校生

を持っているお母さんも学童に勤める時間はないと思います。 

学童とゆうゆうプラザって、全く接点無いと思います。ゆうゆうプラ

ザは遊びに行って、ただ普通に帰ってくるそういう状況です。 

学童は指定管理者ということで連絡協議会との関わりも少し踏み込ん

でいかなければならないのかもしれないですけど、とにかく現場はがん

ばります。 

倉持委員長 ありがとうござました。非常に指定管理が導入されているもんですか

ら、なかなか行政の指導というんでしょうか。具体的な指導まではいか

ない。管理監督をしていますけれどもそういうところが、今、指定管理

でちょっと難しいところだと思います。 

コミュニティ・スクールということで、講演ありがとうございまし

た。これからこういう形で、久喜市が進むだろうということだけは、委

員の皆さんも理解いただいて、それぞれの地域でおそらく、小学校区単

位だと思うんですけど、いろんな話があると思いますので、機会があっ

たらお手伝いをということで、従来の学校評議員が無くなって学校運営

協議会になりますので、学校応援団とかもそこに絡んできて、一つの大

きな組織になって連携がしあえるような関係になればいいのではないか

なという気がしております。是非、その連携のつなぎ手となっていただ

けるように委員の皆さんが自分の地域だけで結構ですので、まずは自分

の地域から久喜全体に広がっていくような形を今後も取れたらいいなと

思っております。 

古谷委員 せっかくの機会ですので、コミュニティ・スクールというのが、今の

映像を見ながら、こういうことかよくわかりました。それで、ひとつひ

とつ聞きたいと思うんですが、一番は太東中と太田小、久喜東小が今回

先進校として取り組んでいたということで、良かったところや悪かった

ところを本当に率直に皆さんに伝えてほしいなというのが一番です。パ

ンフレットを見ますとコミュニティ・スクールの成果・認識というとこ

ろで、かなりこんないいことが書いてあるなと思って。私も現場に行っ

たことがありますので、そんなわけがないと。学校評議員というのが、

鳴り物入りで入って、率直に言うと機能していなかったという感じがし

ました。この反省の上にたったのかどうか、コミュニティ・スクールで

学校運営協議会というのが出来上がったけれども、これが今後もっと大

変になるんじゃないかなという感じがします。テレビでとある学校の子

どもの評価を連絡することが、守秘義務に関係ない人まで情報が回って

しまって、その情報が公表されてしまったということがありましたね。



ここでも学校運営協議会というところで、子どもの非行とかの問題が無

くなるなんてことが評価の中で、長期的成果として出されておりました

けれども、そういうところで話し合われてあの子ども達のことが共通認

識されれば、そういう方向に行くだろうけれども、難しさもあるという

ことが、そこまで考えて書かれているのかなというふうに感じました。

久喜市は一番最初に取り組むという良いところもあるんですが、以前、

２学期制を取り入れましたが、結局もとの３学期制に戻したこともあり

まして、本当によくよく考えて、進めていかなくてはならないかと思い

ますが、社会教育委員として全面的に協力したいんですが、十分こうい

うところで協議したほうがいいのかなと感じました。以上です。 

金子委員  ちょっといいですか。私は、実際に現場でやっておりましたが、地域

の力、家庭の力、それらを取り入れて学校が一緒になって行う。これが

一番大事ですからマイナスのほうから考えると、何もできなくなってし

ますので。今課題になっていること、それをどうやって地域の力に取り

入れてるか、それで先生方は結構助かるんですね。あまりマイナス、マ

イナスとやっていると学校現場は委縮してしまいます。私自身、やって

きましたので、プラスの方向で皆様も見ていただければ幸いでございま

す。以上です。 

倉持委員長  はい、今後の中で、どういう形で進めていくのかということが試され

ると思いますので、私はどちらかというと歩きながらでもいいから一歩

前へ進んでいこうという気持ちでいつも運営をしております。議論して

ても進みません。やっぱり議論しながらも実践をして一歩進んで、時に

は二歩バックするときもあるけれども、そういう形でやっていかないと

この時代の中で特に、個人情報とかいろんな形で締め付けられておりま

す。そういったものを含めていかに地域の理解を深めながら、昔に戻っ

て、清久の後藤委員の子どもは地域が育てるということで、地域の連携

というのがやっぱり親の力が無くなってきているのか、子どもをしかる

力が無くなってきている。あまり力を入れすぎて子どもを殺してしまっ

たりする事件もあったりしますので、なかなか難しいんですけれども、

ともかく議論しながら一歩前に進めていけたらと思いますので、両方の

意見が出ましたのでそれは意見として承っておきたいと思います。 

 それでは、議題３の社会教育団体の補助金について事務局からご説明

をお願いします。 

堤生涯学習係長 
＜平成 29年度社会教育団体補助金交付予定額についての説明＞ 

倉持委員長 はい、すでに議会の議決をいただいておりますので、29年度はさてお

いても、30年度に向けての方向性、例えば関わった費用がどれくらい

で、会費との割合はどれくらいか。そういったものも見ないとよく理解

できないと思います。合併して８年になりますので、子ども会は連合

会、ＰＴＡもボーイスカウトも連合ですけれど、婦人会がそれぞれの地

区ごとに補助金を出している状況ですから、これもいずれは１つの連合

会として合併の名残を無くして、連合としてそろそろ変えていくのが良

いのではと思います。金額的にはおそらく予算の範囲で交付すると思い

ますので特に意見は無いと思います。ただ30年度以降の交付額について

皆さんからご意見があったら受けたいと思いますがいかがでしょうか。 

金子委員  交付金の団体は何か基準があるんでしょうか。 



堤生涯学習係長  はい、久喜市の社会教育団体ということで生涯学習係で所管する８団

体を挙げさせていただいておりまして、基本的には、合併前に社会教育

団体へ補助金交付をしておりました団体が合併後、そのまま引き継がれ

た形で現在も補助金を交付している状況がございます。合併前に自治会

レベルで例えば子ども会が活動していたとしましても、合併の際に合併

協議会の中で社会教育団体としてその協議の場に団体として挙げられて

いない団体はあるかもしれませんが、合併協議会の場で協議された団体

が補助金交付をしている団体として、現在も継続して補助金を交付して

おりますので、久喜市の社会教育団体へ補助金を交付する基準としては

特に無い状況であります。 

金子委員  新規の団体等は入る可能性は今のところないということですか。 

堤生涯学習係長  やはり、予算の範囲内での補助金交付となりますので、相談があれ

ば、内部で協議して翌年度の予算編成時に財政課と協議して対応してい

く状況があるかと思います。 

金子委員  分かりました。 

冨田委員  ５番の市ＰＴＡ連合会のところで、実は合併する直前にＰＴＡの事務

局に関わっていたことがありまして、私は旧久喜市の小中学校だけの会

計の方をやっておりました。この中にはそれぞれの児童や学校割の金額

が集まって、それを更に埼玉県のＰＴＡ連合会へ久喜市としての会員数

の一人当たりいただいていた中の例えば 10 円とか久喜市割としていく

ら出てということで、実質 10 万円くらいでやっていたのが現状でし

た。先程、繰越額より多いっていうことが、おそらく合併して 34 校に

なったので、メンバーも校長先生とＰＴＡ会長だけになってしまったと

いうところも１つ問題があるんですけども、やっぱりつながりが薄くな

ったっていうのも１つあります。あと、１年単位で事務を担当する幹事

が変わるので、引継ぎも大変で大きい組織になったのでどうしても補助

金の使い道が分からない。昔はパトロールカードを作ったりして自転車

のかごに貼ったりして何か使い道があったんですけれども、１年ごとに

幹事が代わってしまうので、事業費の使い道が分からないので繰越金が

多くなってしまっているのかなと思います。 

倉持委員長  ありがとうございました。以上で３の補助金につきまして終了させて

いただきます。それでは本日の議題がすべて終了いたしました。以降に

つきましては事務局でお願いいたします。 

司会 堤生涯学習係

長 

＜その他 平成 29年度社会教育委員年間計画（案）について説明＞ 

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。 

 

 平成２９年 ４月２８日 

 

   委 員 長  倉 持 良 幸 

 


