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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 

布施生涯学習課課長補

佐 

＜ 開 会 ＞ 

皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、始めさせていただき

ます。ただ今、18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項に基づきまして、委員の 3分の

1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いたし

ます。 

それでは、ただ今から、平成 29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

ましてありがとうございます。本日の司会を務めます生涯学習課の布

施と申します。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、小島委員、久保委員は所用のため、欠席する旨の連絡を

いただいております。 

はじめに倉持委員長からご挨拶をいただきます。よろしくお願いし

ます。 

倉持委員長 ＜ あいさつ ＞ 

司会 

布施生涯学習課課長補

佐 

 ありがとうございました。 

 続いて、柿沼教育長からご挨拶申し上げます。 

柿沼教育長 ＜ あいさつ ＞ 

司会 

布施生涯学習課課長補

佐 

＜ 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。 

 はじめに、平成 30 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つきま

しては、主要事業を簡潔にご説明お願いしたいと思います。すべての

説明が終わりましたら、一括して委員の皆様からご意見やご質問等を

お伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、生涯学習課からお願いします。 

海老島生涯学習課長 ＜ 平成 30年度の生涯学習課の事業計画についての説明 

(平成 30年度生涯学習関係事業計画 P1～12) ＞ 

丸山中央公民館長 ＜ 平成 30 年度の中央公民館他公民館の事業計画についての説明

(平成 30年度生涯学習関係事業計画 P13～26) ＞ 



太田中央図書館長 ＜ 平成 30 年度の中央図書館他図書館・図書室の事業計画について

の説明 (平成 30年度生涯学習関係事業計画 P27～28) ＞ 

池尻文化財保護課文化

財・歴史資料係長 

＜ 平成 30年度の文化財保護課の事業計画についての説明 

(平成 30年度生涯学習関係事業計画 P29～30) ＞ 

海老島生涯学習課長 先程、市民大学の入学予定者数を申し上げて、高齢者大学の数を申

し上げなかったので、2ページになりますが、今年度の市民大学の入

学予定者数は 13名、高齢者大学の入学予定者数は 54名です。 

倉持委員長 それでは、各担当課から説明がありましたので、委員の皆様からご

質問やご意見等がございましたらお願いします。 

はい、丸山委員。 

丸山委員 細かいところに入る前に、今回、第 2期教育基本計画に沿ってやる

といっていますが、この第 2期教育基本計画について、これまでの社

会教育委員会議の中で話にありましたか。 

そこで、前回と大きく変わったところとか、イントロで説明があっ

て、それからこれに入るのではないかと思うんですが。 

倉持委員長 教育基本計画について、この資料では 1ページにありますが、施策

として具体的な説明はなかったかな。事務局、いかがですか。 

海老島生涯学習課長  後期基本計画の内容につきまして、社会教育委員会議の中では説明

や報告をしてないかと思います。計画につきましては、この中にも策

定委員さんがいらっしゃいますが、そちらで検討していただいており

ます。また、市民の皆様にも広くパブコメ等でご意見をいただいてお

りますが、この社会教育委員会議の中で、後期教育基本計画というこ

とではお諮りしたり、ご報告したりはしておりません。 

倉持委員長  確かに、この 1ページに概略として書かれているのが、生涯学習や

社会教育に関する部面がここに書かれていると思うんですけれども、

具体的に社会教育委員に対する説明は特別なかったですよね。どちら

かというとまなびすとプランの方で、具体的なものを勉強してきたと

いうか、やっていこうということでまなびすとプランを見てきました

よね。内容的に、報告は受けたんですけども、教育基本計画の内容に

ついての理解がまだ十分でなかったかもしれませんね。 

丸山委員  すべてこれに基づいているんですよね。だから、その前の話が見え

ていないと、やることが見えないんじゃないですか。抜粋したものを

いただきましたけれども。 

倉持委員長  内容としては、社会教育の公民館を含めて、生涯学習課で関わる事

業計画についての説明ということなんで、その辺については引き続

き、何かの機会を通じて、勉強会をやるということで、今日のところ



は、進めるしかないかと思うんですけれども。 

後藤委員  私も、このプランの審議員として 7、8 回参加させていただいて、

策定に意見を述べてきたんですけれども、今回のは後期なんですね。

前期に沿って、どのくらい変更があったかというところのみの説明で

した。ですから、前期の 5年間と今度の後期の 5年間は、そんなに差

がなかったかと感じました。それが全体ですから、こんなに厚いんで

すよ。その中から審議をしたんで、本当に教育に関しては一部分なの

で、実際はそんな感じです。 

丸山委員  だから、私が言うのは、5分でもイントロで説明して、然るべきだ

ろうと。それに基づいてやっていると。それが全くなくてではなくて、

全体を通しての説明が必要なのではないかと、私は思うんです。それ

で、前回とあまり変わってなかったということもなかったので、不思

議だなあと、おかしいと思ったんです。 

倉持委員長  前段で、1 ページと 2 ページの「第 2 期久喜市教育振興基本計画 

豊かな生き方を築く生涯学習の推進」の施策の中の生涯学習と市民大

学・高齢者大学の充実と、放課後子ども教室の推進といったところの

資料提供をしてあるということですので、後藤委員さんが言ったよう

に内容的な変化はあまりないけれども、資料が提供してあるというこ

とで理解していただきたいと思います。説明はないけども、生涯学習

に関する資料が 2ページありますので。 

丸山委員  個人的にはそう思うんですが、それをするためには、インターネッ

トから必要な部分を書き出してきたけども、そういった意味での親切

さというか丁寧さが必要だと思う。それに基づいてやっているのだか

ら。 

倉持委員長  それについて、事務局から何かありますか。 

海老島生涯学習課長  はい。計画がいろいろあってごちゃごちゃしていて、名称があれな

んですけども、市の総合振興計画が見直しになりまして、後期基本計

画、教育振興基本計画については第２期と表現しております。どちら

も平成 25年度から 34年度までの 10年間の計画でございまして、そ

の中間期の 29 年度に見直しを行ったというものでございます。それ

にあわせて、こちらの１ページに書いてございますけれども、生涯学

習推進計画も見直しをしております。生涯学習に関する見直しのもの

でございますけれども、大きい内容としましては、生涯学習センター

が平成 31年 4月にできます。そういう中での事業展開、高齢者大学、

市民大学、あるいは、生涯学習を推進するにあたっての拠点としてや

っていくというようなものがございます。それと、コミュニティ・ス



クールが地域との連携等も含めて、28 年度からスタートして、29 年

度には全小・中学校で行ったというものが新たに加わっております。

あとは、こども図書館など、みらい創造プレイスにできますその施設

の関係で、大きくプラスになっているのが現状です。 

倉持委員長  その辺を前段で説明していただければ、きっと丸山委員の言うよう

な意見はなかったかなと思います。  

海老島生涯学習課長  説明が足らなくて、申し訳ありませんでした。 

倉持委員長  委嘱替えの時には、最初から方針なり施策なりを、前段で概略を説

明いただければと。前回のまなびすとプランは概要版を作ったんです

けれども、教育基本計画も概要版を作って、委員にも配られるように

お願いしたいと思います。他に、ご意見はございますか。 

金子委員  事前に資料をいただきまして、基本目標、各施策、現状・課題、方

向性と箇条書きにわかりやすく掲載されていましたので、勉強になり

ました。方向性の関係なんですけれども、これから 30 年度の取組を

進めていくと思いますが、実際にどう具体化されていくのか、社会教

育委員の会議では、年に 2，3 回ありますので、全てではなくて結構

ですけれども、適切なところで報告等していただければ幸いでござい

ます。またあわせて、まなびすとプランも作ってございますので、そ

ちらとも照合していただいて、経過等の報告をよろしくお願いしたい

と思います。 

塚本委員  今の金子委員の意見に関連するのですが、今日の発表の 2 ページ

に、久喜市民大学の入学生が 13名、高齢者大学が 54名ということで

すが、昨年の 10 月に、社会教育３団体の人が集まって、市民大学と

高齢者大学の募集がさらに増えるかということを討論会をやって、ま

とめもいただいております。広報活動や公開講座を市民に参加を呼び

掛ける等の提案がありましたが、どれを主体的に取り組むかという方

向性をどのように考えておられるか、生涯学習課で、もし、現在分か

っていることがございましたらご紹介いただければと思います。例え

ば、13名の入学はちょっと少ないかなと、定員が 40名なので、20名

くらいは目標に、毎年入れたいと。高齢者大学も 54名ですので、150

名の募集に対して 100名くらいは入れたいと。当初スタートした時点

では、人気があってよかったのですけれども、県のいきがい大学でも

だいぶやり方を変えているようですので、見直しの時期も来ているか

と思いながら、どういう方向性があるか、ご紹介いただければと思い

ます。 

倉持委員長  難しい質問ですが、事務局から何かありますか。 



海老島生涯学習課長  塚本委員さんからありましたけれども、今回、30 年度入学に向け

て、3団体で話し合っていただいた内容を生かし、カリキュラムを少

し見直ししております。高齢者大学でも公開講座を年に 2回、市民大

学では 11回実施します。市民大学の公開講座は、人気がございます。

カリキュラムの内容の見直しと、広報の仕方ということで、広報紙の

一面を使って、市民大学・高齢者大学の特集を組んでもらい、募集を

いたしました。インターネット等を通じての募集をしております。や

はり効果があるのは口コミでして、内容をよく知っていただくことが

あるので、大学生同士の口コミで「公開講座があるから来てみない」

というようなことや、高齢者大学では音楽芸能祭や作品展等に、一般

の方も来てくださいというようなことで、内容を知っていただくとい

うようなことでございます。高大ではアンケートを実施いたしまし

て、大学の一つのテーマでございますボランティア活動に対して、「活

動が多いのではないか」という意見も聞いております。全ての人が実

行委員になってしまい、学生に割り振られる仕事が多くなってきてい

るので、整理していければと考えております。このへんも大学生それ

から市大・高大運営委員さんもいますので、ここを強く行うというと

ころはないんですけれども、広報の仕方や授業に興味が持てるような

ものを考えていければと思っております。回答になっておりません

が、そのように進めていきたいと思っております。 

倉持委員長 ありがとうございました。 

金子委員 市民大学、高齢者大学の関係ですけれども、これから 65 歳定年に

なった場合に、今まで以上に工夫が必要になってくるかと思いますけ

れども、特にカリキュラム関係について両方の事務局で工夫されてお

りますけれど、正規の職員の方もバックアップ等よろしくお願いした

いと思います。もう一点、前にもお話ししましたが、高齢者大学の入

学式、卒業式に久喜市生涯学習推進会議議長が来賓で招かれていない

ので、市民大学の入学式、卒業式と合わせて、招くようにお願いした

いと思います。学長の挨拶文で必ず生涯学習と言いますので、生涯学

習推進会議議長が参加していないと、いろいろなご意見が出てくると

思います。ぜひとも、よろしくお願いします。 

山川委員  市民大学と高齢者大学で人数が減ってきていることは、ここ数年ず

っと言われてきていることだと思うのですが、市民大学の人数がかな

り減ってきているのは承知していますけれども、極めて高齢の方でも

入学を認めるということは、いろいろなボランティア活動がある中

で、他の方に負荷がかかっているということが、当面の課題だと思う



んですね。誰でもいいから市民大学に入学させるという考えを生涯学

習課の方で持っていらっしゃるのであれば、そこは考えを見直してい

ただけないかと思います。というのは、高齢の方が役に携わっていま

しても、座って何かをするということであればできるでしょうが、荷

物を運んだり、体を使ったりすることが多いのがボランティア活動で

あって、大変厳しい言い方になりますけれども、市民大学は人数が少

ないから、高齢の方でも入れてもいいですよという考えがあるのでは

ないかと思いました。私が入学した時も 80 歳という方がおりました

が、やはりご自身も「とても大変だ」と言っておりました。自分が高

齢だからやらないという訳にはいかないけれど、体がしんどくて１週

間寝込んじゃったということも、生涯学習課の方までは届いてないか

と思うんですけれども、少々考えていただけたらありがたいなと思い

ます。 

倉持委員長  もともと市民大学の目的は、久喜市の地域のリーダーを育てるとい

うことからすると、今のご意見で、80代を過ぎて久喜市の将来に向け

てどのくらいできるかというと、限られた時間になってくると思いま

す。もちろん、ボランティアを含めて、活動できる年代というのは 75

歳くらいまででないとなかなかボランティア活動にも参加できない

のかと思いますので、私もそういう気持ちでおります。 

海老島生涯学習課長  今回入学者が 13人おりまして、平均年齢が 64.8歳です。若い方が

40代です。入学にあたっては、勉学意欲の意志を尊重したいと思いま

すので、ボランティアの内容を考えていければと思うんですけれど

も、そういうところから考えていきたいと思います。今のところ、上

限を設けるということはないと考えています。カリキュラムについ

て、運営委員会等で確認していきたいと考えております。 

倉持委員長  ご意見ということで受けとっていただきたいと思います。 

金子委員  来年度の大きな課題に生涯学習センターがあると思いますが、運用

規定等、いろいろな考え等が始まっていると思いますが、この社会教

育委員や生涯学習推進会議委員、推進部委員の方々が意見を言える場

等は、来年度設ける方向でありますか。 

海老島生涯学習課長  今のところは予定していないのですが、センター開設に向けたスケ

ジュールといいますか、今年度９月の議会には、施設条例等を出して

いきたいと思っております。ですから、その前に、情報提供ができる

かと思います。 

金子委員  3団体のメンバーもどういう方向に行くのかと気にかけている人も

いますので、情報等出たらよろしくお願いしたいと思います。 



古谷委員  今のことに関連してなんですけれども、先日、生涯学習推進会議が

ありまして、その時に生涯学習センターができて、そこでどんなこと

に取り組むのかということの話が出ました。全体としては盛り上がっ

たんですけれども、社会教育委員会議の中でも具体的な生涯学習セン

ターについて教えていただければなと思います。9月に予算のことが

決まるということをお聞きしたので、その前に話し合わないと、事後

承認になってしまいますので、こういう方向性でやりたいんですけど

どうですかというような感じで聞いてもらいたいなと思いますので、

質問をします。 

木村主幹  生涯学習センターの概要につきましてご説明いたします。まず、生

涯学習センターの基本的な考え方といたしましては、今までの公共施

設にない設備を整備してまいりたいと考えております。具体的には、

ダンススタジオ、今子どもたちにはやっているヒップホップダンスの

部屋、バンド演奏やドラム演奏ができる音楽スタジオ、5，6人のグル

ープが練習できる防音設備を整えた部屋となっております。それと、

大学の跡地ということでございますので、階段教室がございます。120

名強の定員となりますが、こちらの部屋を活用して、高齢者大学、市

民大学の講座等はこちらの部屋でできればいいなと考えておりまし、

彩の国いきがい大学もこの施設を使いたいというお話を伺っており

ます。これに伴いまして、中央公民館を利用していました高齢者大学、

市民大学が移転することによりまして、中央公民館を一般の方が利用

しやすくなり、駐車場の混雑解消にも役立つのではないかと考えてお

ります。逆に、公民館にある設備と重複しないように、ホールや調理

実習室のようなものはありません。市内のほかの施設と競合しないよ

うに考えております。こちらでやる主な内容といたしましては、市民

大学、高齢者大学と生涯学習推進会議、推進部の活動の拠点としてご

利用いただければと考えておりますし、ダンスや音楽ができるところ

で、若者を集めたいというところと、１階にラウンジを広くとってお

りますので、気軽に来て歓談ができるスペースを設けております。市

大、高大の PRが不足していると考えておりますので、掲示板等の PR

のコーナー広く設けたいと考えております。いろいろと関係する資料

等も設置できるスペースも用意し、「学び舎」として活用していきた

いと考えております。オープンにつきましては、平成 31年 4月にな

ります。利用料金等を決めるのが 9月の議会となります。付随する施

設として、こども図書館や児童センターが近くにありますので、芝生

の広場も含めてみらい創造プレイス一帯でのイベントができるのか



なと考えております。 

倉持委員長  大変具体的なご説明ありがたいんですけれども、そういう話は紙１

枚でも結構ですから、社会教育委員という組織があるのに出さないこ

とがおかしいんじゃないですか。私は、今聞いていて非常に不愉快で

すよ。私たちは、何のために社会教育委員をやっているのですか。社

会教育委員がそういったことに対して意見述べ、新たな肉付けをし

て、いろいろな形で生涯学習に関わっていく、施策をつくっていく、

提言を出してもいいわけですよね。今のようなところまでそれだけ進

んでいるわけですから、当然、社会教育委員にこういう形で生涯学習

センターが運営できますよというのが出なかったらおかしいじゃな

いですか。先程の総合振興計画でも審議会の委員さんがいるわけです

から、その中間報告でもいいから社会教育に関することで、こんなこ

とが入っていますよということを、この会議に資料として出していた

だければ、説明しなくてもいいんです。そういう意味で、生涯学習推

進会議では諮っているのか、推進部はどうなのか、公民館運営委員に

も生涯学習センターについての説明をしているのか、意見を求めてい

るのか、そういう意味での行政のルールが少しおかしいと思うんです

よ。こういう審議会を作っていながら、それを運営できないというこ

とが大きな問題だと思います。そういう意味で、この社会教育委員の

会議では何を議論して、何をしていくのか、社会教育法に決められて

いるわけですよね。意見もできるし、提言もできるんですよ。そうい

う意味でもう少し資料の提供をしっかりしていただきたいと思いま

す。 

藤目委員  いろいろと事務局の立場もあると思います。議会の方にはまだ通っ

てないんでしょ。提案しているんですか、議会に。だとしたら、資料

はまだ出せませんよね。 

木村主幹  おっしゃる通りでございまして、議会につきましては、２月に議員

さんに建物の内装の設計が出来上がっていない状況で、案として説明

会があったところです。委員長さんにお叱り受けるのは当然なんです

が、案の案のところですので、こんなイメージということで、ご相談

してもよかったのかなと反省するべき点だと思っております。 

藤目委員  だとすれば、議長のおっしゃることが正論であると思うんですが、

今後、こういう資料の提供は、議会が終わった後に考えていたのでは

なかったんじゃないですか。 

海老島生涯学習課長  生涯学習センターにつきましては、まだ発表できないところもあり

まして、本来ならば、間取りとか出せればいいんですけれども。会議



ではなくて、いろいろな関係者からご意見をいただいているところも

ございます。資料が独り歩きしてしまうと困ります。事業だけでなく、

建物についてもまだ不確定な部分もあるかもしれないので。30 年度

が工事ですが、出せる時には出していきたいと思います。ただ、方向

性等は今の時点で出せたかと思いますので、大変失礼いたしました。 

後藤委員  決まる前に、社会教育委員に聞いてもらっても、何ら問題もないか

と思うんです。市民の意見として聞いていただければと思いました。

議会で決まったら、それから変更はなかなかできないでしょうね。決

まる前に、意見として聞いていただければ、行政に対して貢献できる

んじゃないかなと思うところがあるんですけど、いかがでしょうか。 

倉持委員長   特に、寒い中、社会教育委員と生涯学習推進会議委員とか、会場を

見に行きましたよね。私たちが現場を見ながら、これからの生涯学習

センターのあるべき姿というのがあそこに凝縮されてくるのではな

いかと期待をしているものですから、ぜひ、いろいろな形でこういう

審議会を活用していただきたいという気持ちです。 

古谷委員  あわせてなんですけど、31 年 4 月が生涯学習センターの開館予定

と、その開館に向けた予算の編成が９月になるわけですよね。その前

にできれば、案を出していただくと、この委員さんたちからの提言も

できると。社会教育委員の集まりがそう何回もないので、ぜひ、１回

でもそういう話し合いに参加できたらなと思います。 

倉持委員長  挨拶で申し上げましたけれども、報告は報告として受けていただき

ながら、短い時間ですけれども、皆さんで議論していただいて、新し

い施策や答申ができるような形がよろしいかと思います。ぜひ、6月

から次の任期が始まりますので、そのスタートの段階でそういう議論

をしていただけたらと思います。私からお願いが 1点あるんですけれ

ども、公民館でも図書館でも結構ですけれども、久喜市の偉人を取り

上げた事業を私の希望としては、街歩きみたいなものを計画していた

だきたい。 

太田中央図書館長  中央図書館では、文学散歩をやっております。浦和の方で石井桃子

という、「ノンちゃん雲に乗る」という本を書いた作家がいるんです

が、その方の史跡を訪ねました。久喜でも観光ガイドさんが発足した

ということで、それにあわせて文学散歩を 5月に市内で計画を立てて

おります。 

それから、直接は久喜市ゆかりの事業ということになるんですが、

菖蒲図書館では、平成 28 年度「文学者ゆかりの地 菖蒲を歩く」と

いうことで菖蒲地区内を歩きました。また、平成 27 年度には「菖蒲



を訪れた文学者」ということで実施しており、これからも地域を掘り

下げるということで継続的に行っていきたいと思っております。 

倉持委員長  それでは、平成 30 年度の生涯学習関係事業計画については以上に

いたします。次に（2）社会教育関係団体補助金について、事務局か

ら説明をお願いします。 

堤生涯学習係長 ＜平成 30年度社会教育団体補助金交付予定額についての説明  

(別紙資料１) ＞ 

倉持委員長  私が委員長になってから、8団体のままですよね。合併して 8年た

ちますけども、ボーイスカウト、ガールスカウト、婦人会をまだ地区

ごとになっていて、額も多いのか、少ないのか。今のところ予算につ

きましては、しょうがないのかね。補助金につきまして、ご意見やご

質問がございましたら、どうぞ。もう議会も通っていますから、よろ

しいですか。今年度もこういう形で社会教育団体 8団体に補助金が出

ているということで、もちろんスポーツ団体とかそれぞれにも出てい

て、合わせるとものすごい補助金ですよね。これで了解をいただきた

いのですが、よろしいですか。 

 以上で、議事は終了いたします。活発なご意見をいただきまして、

ありがとうございました。進行を司会にお願いいたします。 

後藤副委員長 ＜ 閉会のことば ＞ 
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