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中里厚子、長島一枝、藤目裕久、古谷郁男、松本秀樹、丸山

洋一、山川美智子 

欠席委員（者）氏名 杉田栄子、冨田伯枝 

事務局職員職氏名 
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生涯学習課主幹、布施生涯学習課長補佐、大野課長補佐兼人権

教育係長、飯塚文化振興係長、樫浦スポーツ振興係長、堤生涯

学習係長、武藤主査、丸山中央公民館長、小林東公民館長、

小河原西公民館長、森田森下公民館長、根本栗橋公民館主

任、太田中央図書館長、堀内文化財保護課長 

会議次第 

（１） 平成 28年度生涯学習関係事業実施報告について 

（２） 久喜市生涯学習推進計画（まなびすとプラン）平成 30

年度～34年度について 

配布資料 

・平成 28年度生涯学習関係事業実施報告 

 ・久喜市生涯学習推進計画（まなびすとプラン）平成 30年度 

～34年度（案） 

会議の公開又は非公開 公 開 
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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、17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１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

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、杉田委員、冨田委員は所

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。なお、小島委員は、遅れて来るとのことで連絡をいただい

ております。また、菖蒲南中学校の校長でありました青木一弥先生が今

年の３月３１日をもちまして退職されまして、その後任として、三箇小

学校の校長であります小島延之先生を社会教育委員として委嘱しており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

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、渋谷教育部長から挨拶を申し上げます。 

渋谷教育部長 ＜ あいさつ ＞ 

司会 

堤生涯学習係長 

＜教育部職員の紹介＞ 

 渋谷教育部長、野原教育副部長、海老島生涯学習課長、木村生涯学習

課主幹、生涯学習係武藤主査を順に紹介。 

＜紹介後、渋谷教育部長及び野原教育副部長退席＞ 

司会 

堤生涯学習係長 

＜本日資料の確認＞ 

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 それでは、議題に入ります。初めに、平成28年度生涯学習関係事業実

施報告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、主要事業について簡潔にご説明をお願いしま

す。すべての課の説明が終わりましたら一括して委員の皆様からご質問やご

意見等お伺いいたします。まず、生涯学習課からお願いします。 

海老島生涯学習課長 

 

＜平成 28年度の生涯学習課の事業実施報告について説明（平成 28年度

生涯学習関係事業実施報告のＰ１～Ｐ９）＞ 

丸山中央公民館長 ＜平成 28年度の中央公民館他公民館の事業実施報告について説明（平

成 28年度生涯学習関係事業実施報告のＰ10～Ｐ30）＞ 

太田中央図書館長 ＜平成 28年度の中央図書館他図書館の事業実施報告について説明（平

成 28年度生涯学習関係事業実施報告のＰ31～Ｐ39）＞ 

堀内文化財保護課長 ＜平成 28年度の文化財保護課の事業実施報告について説明（平成 28年

度生涯学習関係事業実施報告のＰ40～Ｐ41）＞ 



倉持委員長 それでは、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、ございますでしょうか。 

金子委員 ２点ございます。まず１点目ですが、前にも話題になったと思います

が、子ども大学くきで現在、東京理科大学との交流がありますけど、将

来的にはこの子ども大学くきをどうされていくのか。また、加須に平成

国際大学がありますが、そちらとの関わりを深めていくのか、それが１

点目でございます。２点目は各課すべてなんですが、生涯学習推進計画

を検討しておりまして、新たに青少年教育というものを入れてあるので

すが、生涯学習課、公民館、図書館、文化財保護課の事業等の中で、18

歳以上とか高校生までとか、実際にどのくらい参加しているのか。ま

た、そういう高校生、大学生、20代ぐらいを対象とした何か事業を今後

計画されているか、その辺りをお聞きしたいと思います。以上です。 

倉持委員長 では、もう１名、塚本委員さん 

塚本委員 私は要望でございます。１年前にこの実施報告書についての要望事項

５点要望しましたが、２点は今回までに達成されております。もうひと

つここでお願いしたいと思います。例えば、２ページの５番の子ども大

学くきでは、事業内容のところに東京理科大学の藤嶋昭さんとか同じく

村松大陸さんとか講師の方の名前が書いております。４ページの家庭教

育フォーラムでも講師の名前が志賀周子さん。具体的な名前が書いてお

りますので、他の課についても事業内容のところに書いていただければ

という提案がございます。これはホームページで公表されるということ

で、こういうことを記録してもいいんではないかと思います。どなたが

講師として事業を行ったのかと実績にもなりますし。個人的な情報です

ので、個人情報保護の関係で掲載しなくてもいいかと思いますが、来年

度からは１年後の報告書を作成するときは講師の名前を入れてはどうか

という提案でございます。以上です。 

倉持委員長 子ども大学くきの関係と青少年教育といいますか高校生以上の教育の

事業があるかどうかということ。もう１点が塚本委員からの要望で、講

師を学芸員や公民館の職員が対応したりする場合もあるかと思います

が、その辺の講師名の記載が出来れば載せることも必要かなという気も

するのですが、いろんな形でいろんな団体が利用するときの参考にでき

るかなという気もするので、その辺りの考えについて生涯学習課、それ

から中央公民館の館長の方からご回答いただければと思います。いかが

でしょうか。 

海老島生涯学習課長  最初に子ども大学くきの関係でございますが、今現在、東京理科大学

とですが、久喜市と連携して実施していくということで本年度につきま

しては、すでに日程が決まっておりまして、進めている状況でございま

す。場所につきましては、旧東京理科大学久喜キャンパスの校舎です

が、現在、生涯学習センターへと改築工事を進めております。３日間の

うちの１日は鷲宮総合支所を使用する予定です。子ども大学くきは地元

の大学キャンパスや大学教授、地域の専門の先生など、大学や地域の特

色を生かして講義や実習をやるわけでございまして、近くには、加須市

に平成国際大学がございます。久喜市とは包括協定を結んでおりますの

でその辺りも含めてどのように進めていくか検討してまいります。今の

時点では東京理科大学と連携して実施するということです。あと、18歳

以上の青少年に対しての講座なんですけれど、特に今現在では、考えて

おりません。マラソン大会については、エントリーが年齢別になってお



りますので、その辺についてはデータがありますが、それ以外の部分で

ございますと、今現在ではありません。 

倉持委員長  なかなか難しいんですけれども、次の世代を育てる、子育て世代、或

いは、高校生、18歳以上、また新成人に向けて成人式の実行委員も現

在、広報等で募集をかけておりますが、ああいう形での青年の参加とい

うのは行政でも取り組んでるんですけれども、公民館事業の中において

その辺の青年と呼ばれる、或いは30代ぐらいの子育て世代を含めた形で

の、対象にした事業というのはいかがでしょうか。はい、中央公民館

長、お願いします。 

丸山中央公民館長 青少年だけを対象にした事業は現在、実施しておりません。その他、

例えば鷲宮公民館においては、子どもわくわく体験教室という講座で小

学生を対象とした講座なんですけども、その中のリーダーということで

中学生や、場合によっては高校生に来ていただいて小学生の面倒を見て

いただいております。それから体育祭において、中学生のボランティア

等で協力いただいております。青少年だけを対象にした事業というの

は、なかなかその展開が難しい部分もございますので、現在のところは

実施しておりません。 

金子委員  出来れば青年対象の事業を、参加人数を呼べないんですけど、高校等

に連絡を取っていただければ、少しは若者が地域づくりに入ってくると

思いましたので、生涯学習推進計画に標記した次第です。 

倉持委員長  はい。例えば、生涯学習課の事業で「まなびすと久喜」とかこの間の

報告書が出ておりますが、「まなびすとフォーラム」でも中高校生が参

加しているんですけども、そういう人達にこれから主催者として、アピ

ールしていって、呼び掛けをしていく。今、中央公民館長が言っていた

ように、中学生ぐらいが体育祭のボランティアでやってきてるんで。あ

の辺を少し拡大していってくれると段々その地域の事に目を向けてくれ

るんじゃないかなぁと思います。ボランティア手帳を含めて、地域の体

育祭がそれぞれの地域でやってますので、特に中学生が清久地区の体育

祭にボランティアで来てるのを何回も見ているんですけども、ああいう

形で地域に目を向けるような方向に各公民館が、中学生が参加しやすい

体育祭に積極的に呼びかけていただけると地域に目を向けてくれるのか

なと思います。最初から青少年教育といっても集まらないと思うんで

す。昔は公民館でいろんな事業をやって青少年教育ということで若者が

公民館の中で騒いでたというのが、30年、40年前の話ですけども。そう

いう時からすると公民館が変わってきてますので、まず手始めに中学

生、高校生あたりが、地域の体育祭にボランティアとして参加してもら

うところからスタートするのが一番かなぁと思ってます。是非、各公民

館でお願いしたいと思います。 

丸山中央公民館長  私も同意見で、青少年だけを対象にした教室、或いは講座だけだと、

なかなか集っていただくのは難しいと。昔と違って、今いろんな楽しみ

方や学び方がございます。単独の講座というのはどうなのかなと。た

だ、商工会では、婚活みたいな形でやっていたりしますけども。公民館

事業だと、年齢を絞っての対象とするのは、今後検討する必要はあると

思いますが、すぐに実現するのは難しい。今委員長がおっしゃったよう

に、例えば西公民館は、旧コミュニティセンターと同じで地区コミ協と

のつながりが強かったり、清久小学校とのつながりが強かったりします

ので、そういった地域とか学校の連携を深めることによって公民館の存

在を身近に感じてもらうとか、そういった方法も1つの手法かなと思い



ます。それと各公民館でほとんど実施しておりますが、親子を対象とし

たような事業は実施しています。対象は児童と親になりますけども、そ

れはそれで同一の学校じゃなくて、違う学校の子ども達が集まってきた

りしますので、それもまた違った交流があるということで、青少年教育

が非常に大切というのは認識しておりますけども、いろんなアプローチ

の仕方があるんだろうと思います。その辺も公民館として今後検討して

まいりたいと思っております。以上です。 

金子委員 福祉の方で、小学校単位でコミュニティ協議会を設立していこうとい

うんで動きがありますし、今、館長がおっしゃったように、コミ協との

連携、高校との連携、それが今後必要となりますので是非ともお願いし

たいと思います。 

倉持委員長 

 

 他に意見はございますか。よろしいですか。それでは、ご質問もない

ようでございますので、それぞれ公民館の運営委員や図書館の図書館協

議会委員など、それぞれの審議会等がございますので、いろんな立場を

通じて社会教育委員会議の委員の意見も、ひとつの意見として受け止め

ていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。それでは、各所属長におかれましては、お忙しい中、ご出席いただ

き誠にありがとうございました。 

 ＜各所属長退席＞ 

倉持委員長 次に（２）久喜市生涯学習推進計画について、事前に資料をお配りし

ておりますが、事務局より説明をお願いします。 

布施生涯学習課長補

佐 

＜久喜市生涯学習推進計画（まなびすとプラン）平成30年度～34年度

の資料をもとに説明＞ 

倉持委員長 はい。ありがとうございました。そういうことで何かご質問等、ご意

見がございますか。 

古谷委員  前回の会議でも質問したのですが、資料の５ページのアンケートのと

ころで、生涯学習の現状のところで、今回６ページのところの考察のと

ころに、年代別といいますか、かなり何十代ではこうだという情報が分

かるんですけども、アンケート全体としては年齢としてどれくらいの人

が、これをやりたいのかなぁと、分からない部分があります。それで提

案ですが、まず、アンケートを実施しまして、回収するとか書いてあり

ますよね。それぐらいはせめて20代、30代、40代というふうな形で何人

ぐらいの回収があったのかなぁと。年代別に分けていただくと少しはこ

のアンケートが読み取りやすくなると思います。１つ１つの項目につい

てすべて年代別に分けるというのは大変だと思いますので。以上です。 

布施生涯学習課長補

佐 

 はい。アンケートの方が２種類ございまして、生涯学習アンケートは

４地区のまつりで行われたアンケートに関しては、大まかに年代を取り

まとめしているんですけども、市民意識調査のアンケートは、企画政策

課の方で行ったデータとしてもらっただけですので、ちょっとその辺が

情報として把握できていないという状況です。私達の方にはデータとし

ては、この数字しか残っていないので何とも言えないんですけれども。 

塚田委員  はい。このアンケートの件ですが、５年前の平成 23年の夏に、４地

区のまつりのときと聞いておりますが、５年後もう１回取ったらどうか

なぁと思ってご足労ですが。これからまつりが始まるので、推進会議の

メンバーに同じような項目で結構ですので取って、比較したらどうかと

思うんです。 



布施生涯学習課長補

佐 

平成 23年の 10月から 11月に行った４地区のまつりで生涯学習に関

するアンケートのデータはございます。これと今回、比べるかいうこと

を検討部会等でも意見が出たところで、５年前と今回を比べてみて、大

きな変化は特になかったところでございます。比べた時にまたそれを考

察する。何がどう変わったのかというところを明らかにしていくことは

ちょっと難しいのではないかなということでデータを新しく変えていく

というところで今検討部会の方で進めていたところなんですけども。 

倉持委員長  例えば、もう少しテーマを絞って幅広く 23年度はやってますけど

も、もう少しテーマを絞って、何を求めるかというところが、あのアン

ケートだと、ちょっと、つかみどころがないと言ったら大変申し訳あり

ませんけども、具体的に生涯学習推進計画の見直しの中で、例えば音楽

の街を狙っているんだとか、例えば、生涯学習センターの設置で東京理

科大学久喜キャンパス跡地を中心にした生涯学習を考えてみるとか、そ

ういったある程度の目標を設定してみて、それに対するアンケートを聞

いてみるのも１つの手かなと思って。今のままでのアンケートでいくと

こういう形で 50代、60代はレクリエーションで、30代、40代以下では

英会話やパソコンに対して、50代より多くなってるんです。もう少し目

標設定をはっきりしてアンケートを取ってみたら。例えば抽出をして、

４地区全体的にいろんな形で、年代別に集計したり一度は本格的な調査

をやってみた方が良いような気がするんです。市民大学、高齢者大学に

ついても中々、講座の見直しが進まないものがあって、高齢者大学が

今、39期生になるんですが、それくらいやっているわけですからもう一

度、抜本的に見直すために先程、金子委員が言っていた青少年教育で公

民館は、まず取り組むのは難しいと思うんです。青少年というと大きな

枠組みの中で取り組んでいって、20代をターゲットにするとか 30代の

子育て支援をターゲットにするとか、していかないと難しいと思うん

で、せめてアンケートを取っていって、結論を導き出すような形の方が

良いような気がします。他の委員で意見がありましたら。 

丸山委員 結局、４地区のまつりの時に生涯学習推進部のブースでやったアンケ

ートですよね。大規模で行う市民意識調査に対して、生涯学習アンケー

トが同水準なアンケートなのかと思うんですね。生涯学習アンケートの

数値が市民全体の回答ではなく、結果が偏っているんですよね。 

堤生涯学習係長  先程のアンケートのご意見ということですが、実際に今回のまなびす

とプラン、生涯学習推進計画の見直しを図るというのは、平成 29年度

中に実施いうことで昨年度の４地区のまつり 10月から 11月にかけての

まつりのときに、ベースは平成 25年度に策定した計画のアンケート結

果で同じ項目で比較するとかの目線で項目をある程度同一に絞っていっ

た現状がございます。それにプラスして市民大学、高齢者大学それ以外

の事業の市民の方の認識度は把握する内容を付け加えた形で、アンケー

トを実施いたしました。４地区のまつりに参加した方でアンケートにご

協力いただいている方の年齢層は、子どもを持つ親やおじいちゃん、お

ばあちゃんが多い状況でした。その４地区のまつりに生涯学習のブース

を設置しまして、お子さんやそれに付き添うお父さんやお母さん、もし

くはおじいちゃん、おばあちゃんがブース内に展示された例えば放課後

子ども教室の各ゆうゆうプラザの活動パネルや生涯学習事業をＰＲした

パネルを見ていただく。また体験コーナーを設置しておりまして、昨年

は、鉛筆の形をした木を使ってのネックレスやブレスレットの製作を子

ども達に体験していただきました。保護者にはその待ち時間にアンケー



トに回答いただいた状況です。どうしてもそのような状況なので、若い

青年の意見がなかなか取り込めていない状況ではありました。どうして

も年齢層的に偏ったアンケートの回答状況でありましたので、この数値

でアンケート結果として生涯学習推進計画に反映しますと、年齢別での

結果を載せてしまいますとだいぶ偏った結果になってしまって、正確な

生涯学習の意識、意向等がわかる結果が見えない状況にございます。あ

くまでも今回は平成 25年度に行ったアンケートをベースに平成 28年度

にアンケートを実施した状況であります。今度は平成 35年度以降の推

進計画には、アンケートの方法等も検討し、予算措置をとっていく方向

で進めてまいります。ただ、総合振興計画や教育振興基本計画ではアン

ケート調査を市民に無作為に抽出して実施しておりますので、財政担当

課からは同じようなアンケートを実施するような事であれば、今回と同

じように企画政策課で実施した市民意識調査の結果を推進計画の取り込

む可能性もあるかと思います。ただ、その辺りも検討しながら進めてい

かなくてはならないのかと思っております。以上でございます。 

倉持委員長  お願いがありまして、生涯学習推進計画ということで、次世代のこれ

から久喜市を担う若者達の意見を聞くのであれば、成人式の日に簡単な

アンケートを作って推進部の委員なり、各地区の会場で各 100サンプル

ずつですと 400サンプルできるわけです。これが一問一答式でその場で

記入してもらってでもいいですし、先程、金子委員がおっしゃったよう

に青少年教育と言いながらそんなの必要ないよという人もいろんな人が

出てくると思うので、一番手っ取り早くやるのであれば、30年度に今後

も久喜市の次代を担う若者がこの地域に対してどう思っているのかを聞

いてどういうことを学びたいか、どういうことを経験してみたいかを成

人式をうまく活用してみたらいいのかなと思います。というのは、教育

委員会に選ばれて実行委員の人達が、成人式のために集めて考えて。冨

田委員がおっしゃっていましたが、娘さんが実行委員をやったけれども

成人式が終わってしまうとそのあと何も話が来ないというように言って

いたそうです。やっぱりせっかく実行委員になったからには何かその後

のアプローチがあってもいいのではないかと思うんです。例えば実行委

員に今後の久喜市について聞くこともいいだろうし、何か 20代の若い

人達の地域意識というのを本当にどう思っているのか。個々には聞いた

りできますけれども１つはこういう計画の中に生かせるんだと。青少年

教育をやると言うことは簡単ですけどもできないと思うんです。集まら

ないんです人が。どこにＰＲをして人を集めたらいいのか。そうすると

まなびすとフォーラムと同じように、フォーラムに高校生が参加したら

そういう子ども達が今後の生涯学習の中にボランティアとして参加でき

るような下地を作っていく。子どもが一番いろんな意見を吸収しやすい

んじゃないかと思っておりますので、ぜひ生涯学習課でやるのであれば

そういう方向っていうのを１つ地域づくりの核に、将来の核になる人達

の意見というものを積み上げていくことが大切なのかなと思います。ど

うでしょうか。 

金子委員  今のアンケートの関係で、アンケートを生涯学習推進部が大体やって

きましたけれども、推進部のスタッフも減ってきておりまして、社会教

育委員も生涯学習推進会議委員も皆さんがアンケートの手伝いをすると

か、何でもかんでも推進部に持っていってしまうと、益々大変になって

しまいます。 



倉持委員長  それは推進部だけじゃなくて、そういう立場でやるかはまた皆で議論

できるかと思います。公民館の人達にも協力してもらうことも可能であ

りますし、いろんな形で意見を吸い上げていくというのがいいのかなと

思っています。 

後藤委員 私は清久地区に住んでおりまして、公民館だよりとして「きよく」と

いう冊子を２か月に１回発行しておりまして、毎年成人式が行われる１

月には、地域から卒業した 20歳になる子どもさんを対象にアンケート

を、それを 10年ぐらい続けております。ここ１、２年はちょっと休ん

ではおりますがこの地に生まれて良かったとか、将来、何になりたいの

か、この清久地区で生活したいのかなど、アンケートして冊子に載せた

んです。やはり自分が生まれたところに愛着はすごく持っていますよ

ね。ただ、ちょっと生活するには不便だというところはありますけれど

もその地域の交流が良かったというのは結構アンケートからもありまし

た。その 20歳の人にアンケートを取るというのは大事なことかもしれ

ないですね。意識調査をするっていうのは、これから久喜市を創ってい

くうえでは重要なことかなと思います。以上です。 

倉持委員長 他に委員から思っていることを何でも結構です。 

川島委員 まなびすとフォーラムのテーマに、ここずーっと地域と学校と家庭と

いう問題ばかり捉えてやってきております。その中で一番、目標といい

ましょうか、なぜ、そういうことをやるのかということをいろいろ自問

自答してみますと、やはり子どもを守り、育てることだと思うんです。

つい先日もまたフォーラムがありましたけれども、中学生８名が参加し

てくれまして、どうなるのかと心配もしておりましたが、子どもは家庭

にいますと非常に頼りなく思うんですが、いざフォーラムの場に出ます

としっかりした自分の意見を述べまして、とても安心し、感心しまし

た。19グループに分かれていろいろ意見交換をしたんですが、私からの

結論は、やっぱり地域の中に青少年が入る場を早く作ってほしいなと。

対等にいろいろと論じ合えるということが必要ではないかと思いますが

今いろいろと議論されておりますことは、そういうことにつながること

だと思います。ぜひ進めてもらいたいと思います。 

倉持委員長 地域での場が必要なのかなと僕らも思っております。場があると結構

発言してくれるんですね。一番良いのが、地域の僕らも草取りのボラン

ティアをやっておりますが、学生に３回挨拶すれば、今度は向こうから

挨拶するようになります。朝の「おはよう」だけですけども、大体、自

然と挨拶するようになって、不思議ですよ。やっぱり中学生とか若い世

代が地域に行って立つ場所があるといいなと思っております。そういう

ことが清久地区に行ったときに本当に清久の印象が強かったんですけれ

ども、中学生が一生懸命汗かき働いているんですよ。体育祭で見てすご

いなぁと感心してしまいました。これから地域で何かあった時に地域の

仲間に入ってくると災害があっても高齢者のところに行って重い物を中

学生２人で持ち上げると簡単に持ち上がるんですね。助け合いの精神が

生まれてくればいいなぁといつも思っているんですけども。地域の場に

立つ青年達が出てくるのかなぁ。他に何かご意見いただけたらと思いま

すが。 

岡安委員  アンケートの件ですが、この６ページの伝統芸能で獅子舞、提灯祭り

が、0.8％となっていますが、この祭りでは、かなりの人が、10万人以

上の人が見物に来ていますけれど、このアンケートの内容、レベルが高

すぎて低いのか、アンケートを調査する設置場所を検討すれば、アンケ



ートの数値が上がるのではないかなぁと感じました。 

倉持委員長  このアンケートの設問が３つまで選択できますので、おそらくその中

の３つのうちの１つに入ったのが今回の0.8％になったのではないかと

思っております。趣味の範囲が広い分だけ３つを選ぶのでなかなか伝統

芸能の中で少なかったのかなぁという気がします。 

金子委員  ５ページ、６ページのアンケートの関係ですが、今回は、計画の見直

しなので、前回の結果から今回、どう変わってきたのか、それを載せる

ぐらいで、新しい項目等については５年後、大がかりの計画策定になり

ますので、その時に入れていくということでどうでしょうか。今から細

かく項目等を協議しても厳しいので。 

倉持委員長 アンケートのところ以外にも全体を通してもう少しご意見をいただけ

たらと思います。 

山川委員  35ページのまなぶというところで、先程事務局の説明の中で、障がい

者のほうに傾きが行き過ぎているのではないかと記憶していますが、25

年から始まって、このページの下２行は介護福祉課と子育て支援課の内

容が空欄ですが、障がい者福祉課の事業がずーっと続いていまして、人

数はとっているのですか。やはり障がい者の方は、一生涯障がい者のま

まで、生涯を迎えるのだと思います。そういう人達に対しては、やはり

家族だけっていうのはとても難しいことですし、今後４人に１人が高齢

者になっていけば当然手薄になってくると思うし、行政が関わらなけれ

ば、たちまち貧困生活になると。またそれが貧困生活がやむを得ず、今

度は生活保護にいくとか、そういうことも考えられるような気がしま

す。平成25年から始まって５年間の間に障がい者がマイナスになるって

ことよりも増えていく状況があると思うんです。その時には備考欄にど

れくらい増えたのか数値があってもいいのではないか。そこで行政が見

直していくということを考えていけたらいいのではないかと思います。

障がい者でも生まれながらの障がい者と病気等になって障がい者になっ

てしまった方とでは大きく違うので、ここのくくりがはっきりしていな

いんです。平成35年にはやっぱり見直しとかではなくて、増えた数とい

うのは知らしめてもいいのではないでしょうか。 

倉持委員長  こういう形でくくっているんでしょうけど、学ぶという中にそういう

現実を知るということが１つと、それともう１つは、それに対する学習

活動に対し生活支援というかボランティア支援がそのときに来るんじゃ

ないかなぁ。そういったものが具体的にないもんですから。例えば、久

喜市は生活保護を受給している人が、市民15万人の中の１万１千人ぐら

いだったと。障がい者がどんなサービスを求めているのかと含めるし、

健常者がどういう形で支援ができるかという学ぶ場、体験の場、交流の

場というのがこの中にあってもいいのではないかというふうに理解した

んですけれども、なかなか難しい課題ですけれども障がい者とか高齢者

も含めてそういった施設での体験学習とか生涯学習の中でボランティア

もその体験から実践へということで、そういう時期に来ているような気

がしているんです。是非、そういうものを進めていってもいいのかな思

うので、難しいとは思うんですがそういったものの事業が理解を深める

ための体験事業といったものを含めて行政が、市民が支援できるんであ

ったら支援しましょうよという形に進めていければいいかなと思いま

す。 



堤生涯学習係長  先程、山川委員からご指摘がありました35ページの関係は、今回の計

画の作成にあたりましては、検討部会ですとか生涯学習推進会議でいろ

いろと検討している中で、今回の35ページの（３）の共に生きるの５行

の文面が、高齢者、障がい者、児童などと表記している状況ですが、中

身の各事業がどうしても障がい者福祉課の事業は挙がってはいるもの

の、介護福祉課や子育て支援課の事業が挙がってはいない状況でありま

す。そういった部分が生涯学習推進会議委員からご指摘をいただきまし

たので、上記の文章にあった事業を掲載していきましょうということ

で、下の枠に高齢者や子育ての分野の事業を入れる方向で検討しており

ます。ですから障がい者が特に重視されている状況ではなく、このまな

ぶの共に生きるの中で、今現在取り組んでいる事業を回答いただこうと

思っております。また、布施課長補佐からも備考欄について説明があり

ましたが、平成29年度までの実施状況等を掲載していくということです

ので、この計画の中で、備考欄に目標値を定めてという数字化するとい

うのは難しい状況にございます。教育振興基本計画のように、５年間で

達成できるように目標値を定めましょうとか、目標値を定めているので

あれば、この中間年に実績はどうだったかとかという表記はできます

が、当計画は目標値を定めていないので今回の見直しではなく、合併後

２回目の計画の策定のときに、他の計画と同様に進めていく必要がある

のかなと思っておりますので、その時には意見としてお伺いはしたいな

と思います。 

倉持委員長 他にございますか。 

松本委員  35ページを見させていただいて、３番のところに「在宅の心身障がい

者」と書いてあるんですが、この心身もかなり前に使わない、県も使っ

ていないので、ご確認いただきたいと思います。 

堤生涯学習係長  はい、確認します。 

倉持委員長 他にございますか。 

塚本委員 10年間の半分が終わったということで、これから後半の部分だという

ことですが、前半の５年間はどうであったか。見直しをするということ

ですので、是非、評価をしていただきたいと思います。例えば、ＡＢＣ 

のランク付けでも結構です。どうしてうまくいかなかったのかというの

を目標にしっかり入れていただきたいと思います。例えば、24ページの

まなぶのところにＩＴボランティア講師の養成・活用が未実施ですの

で、これはおそらく実施できなかったということでＣランクの評価にな

ろうかと思います。見直しと書いてありますが、どう見直しするのか、

この辺りを今後５年間でどうやっていくのかを記入してはどうか。48ペ

ージのつなぐのところで、１番の余裕教室活用のための状況整備の推進

では、実施中だけれども、見直しとなっていますが、実施中ということ

はＢランクぐらいの評価かな。では残り５年間をどうやっていくのか。

Ａランクにするには、どうしたらいいのか。具体的に書いていただけれ

ばと思います。あと 61ページでも未実施とあります、ささえあうの１

番、生涯学習関連施設の情報化の推進は、それを見直しする。これは評

価としてはＣランクですね。この見直しでは具体的にどうやって行くの

かというのを書いてほしいなということでよろしくお願いします。以上

でございます。 

古谷委員 関連して、私もその未実施ということがどういうことなのかと思っ

て、質問としてどうして未実施だったのかを教えてください。 



倉持委員長  なかなか難しいご意見ですが。 

堤生涯学習係長  １つ１つはお答えできないんですが、やはり５年経過する中で、当初

に広域で久喜市近隣自治体と連携してネットワークを広げていくという

事業があった場合に、その広域で市町村同士の情報の共有ですとか連携

が図れてない中で、他の市町があってどういう形で進めていったかとい

うということになると、もともと久喜市が目指していたその方向性と時

代背景等で全く違う進め方に変わってしまった。その計画を進めること

が効果的ではないという判断に至ってしまったというものもございま

す。場合によっては、そういう判断からその計画が近道ではないのかと

いう考えになり、いろいろと情報を収集した結果、計画の方向でないも

のに変わっていったという状況で未実施という判断した事業等あったも

のと考えております。以上でございます。 

布施生涯学習課長補

佐 

インターネット等の情報教育の分野に関しましては、以前のコミュニ

ティ・スクールのところでお話しさせていただきましたが、10年が１つ

のスパンとして計画を立てたところ、でも実際には時代の流れでそれが

どんどん短くなってきて、10年でやろうとしたことが５年ないし、３年

で対応できてしまって、場合によってはそんなことはやる必要が無いと

いうような判断に至ったということもあると思います。例えば、インタ

ーネットに関しても、10年前ならば各家庭にパソコンが入ってきたとい

うようなところで、その使い方を学ぶ場が必要だろうということで公民

館等で、コンピュータを使ったパソコン教室を開催するというようにな

っていったんですが、今ではパソコンの普及によりご自宅でもできます

し、タブレットでインターネットをという時代になってきております。 

久喜市内の施設を見ますと、今公民館等でそういう講習会ができるパソ

コンを持っていなくて、全部業者にパソコンの手配までお願いしてしま

っている状況で、実際に計画を立てた時にはこれならできるんじゃない

だろうかということで計画したところ、時代の流れが早くて、やる前か

ら未実施で次に新しい何かに変わっていってしまったというものも考え

られるところだと思います。先程、堤からありましたが、他市町との連

携というのは絶対にやった方がいいだろうというのは出てきております

し、体育施設のものに関しては、久喜市民でなくても久喜の施設はイン

ターネット上で予約を取って使うということも可能になってきていると

ころもございます。それがここでいうサービスの連携の強化になってい

るのかというと、どうなのかなと感じたところもあったので、このよう

な実施状況や今後の対応というような形で、見直しというのは、あくま

でも良い方向に何かを変えていかなければならない。その形は検討して

いかなければなりませんが、今回は平成 34年までの見直しの段階であ

り、平成 35年からの 10年間を見据えて進めていこうということで考え

ておりますのでよろしくお願いします。 

倉持委員長 他に意見がございましたら、事務局のほうに。 

小島委員  よろしいでしょうか。学校教育に携わるというところでお話しさせて

いただきます。生涯学習推進計画と直接関係するかわかりませんけれど

も、課題として、学校教育においては本年度からコミュニティ・スクー

ルが、地域の皆様の協力をいただきまして、いろいろなことで快くお引

き受けいただいたり、授業の方に参加していただいたりということで、

本当に感謝いたしております。また放課後子ども教室ゆうゆうプラザの

方でも、実施委員の皆様を中心に子ども達のためにご尽力いただいてお

りますことに、本当にありがとうございます。そうした中で、実施委員



の方々や或いは学校運営協議会の方々の話の中で、そろそろ自分達がも

う引退する身で次の方を育てていかなくてはならないんではないかなぁ

と話が出ております。そういうことで今後の課題ということで聞いてい

ただければと思います。やはり今後の事を考え、そうした指導者の育成

というのもこれから考えていくことが必要ではないかなぁと感じており

ます。 

倉持委員長  全く、ご意見のとおりだと思います。学校運営協議会はようやく今年

から運営が始まったんですけれども、まだまだ、学校によっては、いろ

んな受け止め方がありまして、地域の人達がどれくらい寛容している

か。この間、久喜東小学校の校長先生がなかなか全体的なものまでなっ

ていかないんですということを言われておりました。それにプラスアル

ファして、やはり次のリーダーをどうするかというまちづくりのリーダ

ー、これは学校運営協議会の委員もそうですけれども、正直に言いまし

て、自治会の会長さんがやっているところもありますが、やっぱり積極

的に関わる人に学校運営協議会の委員になっていただくというのが最終

的な理想だと思います。次へのリーダーへバトンタッチの時期、リレー

ゾーンの時期に入ってきているのかなぁという気は私も思っておりま

す。是非、そういう形で学校の立場からもそういう意見を取り入れてま

いりますので、今後ともリーダーの育成に、次世代のリーダーの育成に

努力していかなくてはならない時期に来てるのかなぁと感じておりま

す。はい、長島委員。 

長島委員  ゆうゆうプラザの件なんですが、先程、小島先生がおっしゃったよう

に自分の地元の実施委員は、民生委員とか区長とかが主軸で、今ちょっ

と。今年何回か久喜東小学校にお手伝いに行かせていただいているんで

すが、そこは中心の方がＰＴＡのＯＢというか若い人達がトップで皆や

ってらっしゃるんです。本当に久喜はもともとやっていたところで、私

達は合併してから、いろいろ始めたところとその辺はやっぱり差がある

なぁというふうに思っております。ただ本当にこの小学校のところは、

若いお父さん達が「おやじの会」っていって、すごい協力をしてやって

いますし、若い人達がとにかくいろんなことを計画し、実施し、そこに

サポーターとして私達、高齢な人達がやっています。本当は今おっしゃ

ったようにやっていかなくてはいけないんだろうなぁと感じておりま

す。すばらしいゆうゆうプラザかなというふうに感じながら協力させて

いただきました。以上です。 

倉持委員長  ありがとうございます。また意見がございましたら事務局の方にご意

見を言っていただければと思います。 

司会 堤生涯学習係

長 

＜その他 社会教育委員活動状況の報告については、次回の会議で報告

いただくことを説明＞ 

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。 
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