
様式第１号（第５条関係） 

会  議  概  要 

会議の名称 令和元年度第１回久喜市社会教育委員会議 

開催年月日 令和元年７月１１日（木） 

開始・終了時刻 午前１０時００分 から 午前１１時５分 まで 
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議長氏名 金子雄司（久喜市社会教育委員長）  

出席委員（者）氏名 

伊藤秀、大熊仁枝、金子雄司、齊田保彦、齋藤幹雄、 

佐伯慶子、島田博、高橋達也、塚本烈史、朝武紀雄、 

長島一枝、山川美智子 

欠席委員（者）氏名 
岸輝美、後藤悦子、杉田栄子、髙橋良亘、玉置政美、 

塚田静夫、中里厚子、丸碆正樹 

事務局職員職氏名 
柿沼教育長、木村生涯学習課主幹兼係長、渡辺課長補佐、 

尾柴主任、中川西主事 

会議次第 
（１） 「今後の久喜市の成人式のあり方」についての提言 

（２） 選任された各種委員の状況について 

配布資料 

・令和元年度第１回久喜市社会教育委員会議（次第） 

・「今後の久喜市の成人式のあり方」についての提言 

・社会教育委員の提言に向けて（２） 

・久喜市立中学校３年生 生徒数の推移 

・各種委員会等への社会教育委員選任名簿（Ｈ３０委嘱） 

・第５０回関東甲信越静社会教育研究大会埼玉大会 

（開催要項） 

会議の公開又は非公開 公 開 

傍聴人数 ０ 人 

 



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 

中川西主事 

皆さんこんにちは。定刻となりましたので、令和元年度第 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。本日の司会を務めさせて

いただきます、生涯学習課の中川西と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

初めに、会議の進め方等について説明させていただきます。久喜市審

議会等の会議の公開に関する条例に基づき、審議会等の会議は原則公開

とさせていただきます。公開の会議につきましては、傍聴の希望者がい

れば認めることとしております。 

次に、会議録の作成についてでございます。会議録は、概ね１か月以

内に、公文書館閲覧室への配架及び市ホームページで公開することとし

ております。会議録作成のため、録音をさせていただいております。 

また、会議録作成後の署名については、委員長及び委員長が指名する

1 名の委員に署名をお願いしたいと考えておりますので、委員長からの指

名をお願いします。 

金子委員長 今回の会議録の署名は「齊田委員」にお願いします。 

齊田委員 はい。 

司会 

中川西主事 

ありがとうございます。 

それでは、本日の会議録の署名は、金子委員長と齊田委員にお願いい

たします。 

次に、本日の出席委員は１２名でございます。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。 

本日の欠席者でございますが、岸委員、後藤委員、杉田委員、髙橋良

亘委員、玉置委員、塚田委員、中里委員、丸碆委員は所用のため、欠席

する旨の連絡をいただいております。 

会議に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

本日配布いたしました①「令和元年度第１回久喜市社会教育委員会

議」の次第が１枚、金子委員長に作成いただきました②『「今後の久喜

市の成人式のあり方」についての提言』が１枚、③社会教育委員の提言

に向けて（２）」が１枚、④「久喜市立中学校３年生生徒数の推移」が

１枚、⑤「令和元年度 第２回久喜市社会教育委員協議会の開催につい

て」が１枚、⑥『「第５０回関東甲信越静社会教育研究大会埼玉大会」

における基礎資料調査について』が１枚、⑦「社会教育委員での関わり

について」が１枚、⑧「平成３０～３１年度 各種委員会等への社会教

育委員選任名簿」が１枚、⑨「第５０回関東甲信越静社会教育研究大会 

埼玉大会（開催要項）」が１部になります。 



お手元にございますでしょうか。 

 それでは、次第に従いまして、会議を始めさせていただきます。 

はじめに、金子委員長からご挨拶をお願いします。 

金子委員長 ＜ 金子委員長挨拶 ＞ 

司会 

中川西主事 

 ありがとうございました。 

 つづきまして、柿沼教育長よりご挨拶を申し上げます。 

柿沼教育長  ＜ 柿沼教育長挨拶 ＞ 

司会 

中川西主事 

 ここで、教育長につきましては、この後、別の公務がございますの

で、退席をさせていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上

げます。 

 それでは、次第３の議事に入らせていただきます。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、金子

委員長にお願いいたします。 

金子委員長 それでは、議事の進行を務めさせていただきます。 

まず始めに『「今後の久喜市の成人式のあり方」についての提言』で

すが、私の方からご説明いたします。 

お手元にある教育長お名前宛のものが、提言書の見本になります。そ

れから２枚目の（２）の方が皆様方からいただいたアンケートをまとめ

たものでございます。流れとしましては、今日皆様方のご意見をいただ

いて９月に協議会がありますので、そこで提言書を事務局と相談して作

成いたします。文言等を皆様に確認いただいて、１１月の社会教育委員

の定例会議で最終承認を得て、教育長へお届けしたいと思いますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

それでは、アンケートの結果をご説明いたします。大きく５つに分け

てありますが、対象年齢につきましては、皆さん２０歳ということで出

ておりました。 

開催時期につきましては、１３名の方から成人の日の前日の日曜日と

いうご意見がでました。また、成人式と別な名称をつけたらどうかとい

うご意見が２名いらっしゃいました。 

会場につきましては、１か所開催、４か所開催まちまちなのですが、

１か所開催が１４名、４か所開催が５名おります。その５名のうち３名

につきましては、数年後には１か所にというご意見でございます。 

まず、１か所開催ですが、久喜の総合文化会館大ホールという意見が

１０名おりました。久喜の総合体育館という意見も出ました。こちらは

アリーナがありますが、椅子を並べる等の作業等が出てまいります。 

１か所開催のメリットは、準備がスムーズにできる等があり、人数が

多いときは午前午後に分けたらどうかという意見もあります。これは横

浜では対象者が２万人もいるということで、午前午後に分けてやってい

ますね。 



デメリットは、家族が参加できない、遠いところは大変といったよう

なご意見でした。 

４か所開催ですが、完全な４か所開催は２名の方がいらっしゃいまし

た。対象者が全員入れる、家族も参加できる、自宅から近いので集まり

やすいといったご意見がありました。 

この会場の関係で、事務局から中学校３年生の生徒数の資料が出てお

ります。久喜総合文化会館大ホールでやる場合のキャパシティは 

１，１００名でしたか。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 

１，２１８名です。 

金子委員長 １，２１８名ですか。それが限界ですので、そうした場合に見学者の

親の扱いをどうするか等が検討課題になってくると思います。対象者全

員が参加することはあまり無いと思いますけど、やはり限界で考えてお

かないとまずいということはありますよね。 

それから、次第につきましては、従来どおりの式典＋αということで

意見が１２名出ております。企画ものを実施する、誰かお呼びして講演

いただく、コンサートを行うなどといったご意見もあります。 

記念品についてもご意見がありました。記念品は、今はないのですよ

ね。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 

一応、記念品という名でボールペンがでています。 

金子委員長 そうですか。それと式典のみという意見が２名いらっしゃいました。

担当につきましては、従来通りという方が１０名いらっしゃいました。 

従来は、新成人と行政で実施しておりますので、「新成人の意見を取

り入れた方がいいじゃないか」ということもありました。中学校は市内

に１１校ありますので、１か所にした際の実行委員が課題になってきま

すね。 

また、行政で担当者を決める。これは２名の方ですけど、「行政だけ

でやるのかどうか」というご意見等をいただきたいと思います。 

それと、成人式の対象者と外部団体等で担当するというご意見もござ

いました。外部団体は、青年会議所とか世代間の近い団体など公募によ

る実施委員を設けるなどというご意見がありました。 

これらがアンケートの結果です。これらを踏まえて提言書の内容につ

いて説明します。 

令和元年何月何日、これは社会教育委員の皆さんに最終的に了解を得

たところで日付を入れたいと思います。宛名は教育長、名義は私で、作

成、提出する予定でございます。 

「今後の久喜市の成人式のあり方についての提言」ということで作成

します。 



内容は、【改正民法が平成３０年６月１３日に成立し、令和４年４月

から成年年齢が１８歳となり、施行される。また合併して１０年、新久

喜市では成人式を旧４市町４地区で分散開催し、行政担当者並びに対象

成人の有志による実行委員会がそれぞれの地区で運営してきた。そして

この形式では、分散型ならではのメリット・デメリットがあり、課題で

もあった。併せて、今後の成人式を開催するにあたり、成人対象者の減

少、学校の統廃合等も予測される。】 

これらの文章はアンケート結果をまとめたものでございます。併せ

て、今後の成人式を開催するにあたり、成人対象者の減少、学校の統廃

合等も予測されます。 

内容に戻ります。【そこで久喜市社会教育委員では、標記について協

議を重ね、まとめましたので、ここに今後の久喜市の成人式のあり方に

ついて、以下の提言をいたします。】 

提言は４つにまとめ、１名称、２対象年齢、３実施日、４運営方法で

考えております。これはあくまで例ですので、付け足し等あるかもしれ

ませんし、皆様のご意見等いただいてまとめていきたいと思います。 

何かご質問等ございますか。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 

１点補足をよろしいですか。 

金子委員長  どうぞ。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 

この提言ということにつきましては、あくまでも提言でございますの

で、こちらで決定したことがそのまま反映されるというものではないこ

とをご理解いただければと思います。 

お気分悪くされたら申し訳ないのですが、あくまでも決定するのは市

長でありますので、市長に対して「こうした方がいいのではないか」と

いうものが提言であります。 

断定的な書き方をするよりも、「このようなことが好ましい」といっ

た書き方もあると思います。 

例えば、「対象年齢は 20 歳が好ましい」とかという書き方もあります

し、実施日や運営方法についても、「いずれは１か所開催にすることを

望む」とかという書き方もあります。 

一応提言の性質というものを考えながら、ご提案いただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

金子委員長  はい、提言の意味合いはそういうことでございますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

塚本委員 １つよろしいですか。 

金子委員長 どうぞ。 

塚本委員 最初の文言のところで久喜市社会教育委員とあって、委員長 金子雄

司とありますが、久喜市社会教育委員会ではないかと思います。 

それと文言の途中で、久喜市社会教育委員とありますが、久喜市社会



教育委員会ではないでしょうか。 

会ということを入れるのはどうかと思いましたので、確認でございま

す。 

金子委員長 正式名は、行政の方ではどうなっております。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 

はい、条例上では社会教育委員で止まっています。 

委員の集まるこの場が会議になりますので、条例で定めている名称は

久喜市社会教育委員で止まり、ここにいる集まりが会議になりますの

で、ご理解いただければと思います。 

塚本委員  はい、わかりました。 

金子委員長  委員会の名前は、そういう意味で会を落としてあります。 

塚本委員そういうことでよろしいですか。 

塚本委員  はい、了解しました。 

金子委員長 それでは、文章はこのような形でよろしいでしょうか。 

山川委員  すみません、私もお尋ねしてよろしいですか。 

金子委員長  どうぞ。 

山川委員  山川です。今、委員で切ってあるとお答えされたのですけど、「第何

号」と番号が付いた時には、会ということで文書をお渡しされますよ

ね。 

でも、先ほど塚本さんが言われたことには、協議会のお知らせには、

第何号というのはございません。第何号とついた時にだけ、会がつくの

でしょうか。 

 実は、手元に社会教育、教生第何号、何月何日発令をいうものには、

社会教育委員会と書いてあるのですよね。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 

ちょっと書類を見せてもらってよろしいですか。 

＜書類を確認＞ 

これは教育委員会についての記載ですね。社会教育委員は社会教育委

員で止まっています。 

それでは他の文章として、第５０回関東甲信越静社会教育研究大会埼

玉大会（開催要項）を見てみましょうか。 

こちらでも、社会教育委員と記載されていますね。例えば、２ページ

の参加者のところでは、関東甲信越静各都県及び政令指定都市の社会教

育委員とありますよね。教育委員会の委員さんは、教育委員会委員と言

いますが、社会教育委員さんは社会教育委員で止まります。 

今回の金子委員長の表記については、委嘱書などには社会教育委員と

なっていると思いますので、よろしくお願いいたします。 

金子委員長 それでは、社会教育委員の会はいれないということでよろしくお願い

いたします。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 

条例も社会教育委員条例となってございます。今、条例を回覧します

のでよろしくお願いいたします。 

金子委員長  具体的に提言書の下の１から４の話に入りたいと思います。 

名称につきましては、この成人式という名称を継続するか、新たに募

集するかということになってくると思いますが、ご意見等いかがでしょ



うか。 

＜意見無し＞ 

蕨市だけは成年式ですけど、あそこから始まりですからね。 

名称については検討課題ということでよろしいでしょうか。 

社会教育委員一同 はい。 

金子委員長  また、次回にそのあたりを相談したいと思います。 

続いて対象年齢についてですが、対象年度の２０歳が望ましいという

ことでよろしいでしょうか。 

社会教育委員一同 はい。 

金子委員長 それでは、その年度の２０歳が望ましいという文言にしたいと思いま

す。 

実施日につきましては、皆さんのアンケートを見ますと成人の日の前

日である日曜日という意見が多いのですが、この日が望ましいというこ

とでよろしいですか。 

社会教育委員一同 はい。 

金子委員長  それでは、成人の日の前日である日曜日が望ましいということでいき

たいと思います。 

 それから運営方法について事務局に確認したいのですが、今年度につ

いては、すでに４か所開催で動いているのですよね。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 

はい、今年度につきましては例年通り４か所開催で進めております。 

金子委員長 今年度は４か所開催で進んでおりますので、来年度あたりからどうす

るかということなのですが、１つ目が４か所開催、２つ目が１か所開催

です。 

そして３つ目が、４か所開催を何年か実施し、対象者がある程度減っ

てきたら１か所開催にするというものでした。 

これらの３案ありますが、その辺についてはいかがでしょうか。 

塚本委員 はい。 

金子委員長 どうぞ、塚本委員。 

塚本委員 はい、私は３番の数年後に１か所開催にしていくということで書きま

した。 

３年後の令和４年に１８歳から成人になり、それに併せて人数も少な

くなりますので、３年後に併せて１か所開催にしていくということで提

案したいと思います。 

金子委員長 他の委員の方いかがですか。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 

 すみません、事務局からよろしいですか。 

金子委員長 どうぞ。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 
 参考資料、横長の「久喜市立中学校３年生 生徒数の推移」をご覧く

ださい。こちらは、市立の中学校の生徒数でございますので、私立の中

学校３年生はこの中に含まれておりません。 

今回はこの平成２６年度に３年生だった方達が対象になるわけです

が、実際の対象人数は１,３００人でございます。ですので、この中学校

の対象者に１００名ほどを加えた人数が対象者になると思っていただい

て結構でございます。それと一般的な少子化ということで、対象者が減



るだろうという予想はつくのですが、実際のところ来年度の対象者は増

える可能性があります。それは、平成２６年の対象者は１,２１９人だっ

たのですが、平成２７年の対象者が１,３０６人、平成２８年の対象者は

１,２９３人ということで、この２年間は対象者の増える可能性も視野に

いれていただければと思います。 

今年度の中学校３年生が１,１６４人でございますので、このくらいか

ら減少傾向に転じる予測がつく資料でございます。 

金子委員長  木村主幹、今年の対象人数は１,２１９人ですか。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 
はい、市立の中学校はそうですね。 

長島委員 私立に行った人は入っていないので、それをいれなきゃいけないので

すよね。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 

そうですね。目安として１００人ほど増えると思ってください。 

今年度の対象者は１,３６２人でございます。住民基本台帳から追った

数字ですので、私立に行った方もいれば、引っ越してきた方もいらっし

ゃいます。 

また、学生さんでアパートに引っ越してきた方というのも考えられま

すし、逆に引っ越した方というのも考えられます。 

ただし、引っ越された方の中には、久喜で成人式をやりたいという方

もいらっしゃいますので、プラス１００人ほど見込んだ数字で皆さんご

検討いただければと思います。 

最後に申し上げますと、今年度の対象者は１,３６２人でございます。 

金子委員長 先ほど、塚本委員からは、令和４年度という具体的な数字が入ってき

ました。数年間というぼかしもできますけど、皆さんいかがでしょう

か。 

島田委員  はい。 

金子委員長  はい、島田委員。 

島田委員  成人式の対象者の人数的な問題と、家族が参列できないという問題が

あると思います。 

 私も今年鷲宮の成人式に参加させてもらったのですけど、家族の見学

者もいました。お子様の様子を見るというのも、家族にとって意味があ

ると思うのですよね。 

ただ、成人者が自覚をもつために参加するという目的であれば、家族

の参加の有無についても考える必要があると思います。 

 また、会場のキャパシティの問題で話し合っていますが、前回の会議

でいただいた資料だと、どの地区の参加率も、６０％後半から７０％ほ

どですよね。行政の立場だと、参加率で考えることはできないと思いま

す。 

 私は久喜総合文化会館でいいと考えますが、キャパシティが足りない

という意見もでてくると思います。しかし、補助椅子を出せば全員入る



可能性があるということであれば、意見が通ると思います。これまでの

参加率を考えると補助椅子を使うまではないと思いますが、そういうこ

とも視野にいれながら、提言を考える必要があります。 

 もう一つの家族の見学の問題です。家族に子供達が成人している姿を

見てもらうということですが、現実的には、子供の晴れ着をみたいとい

う方がほとんどだと思います。 

成人者の椅子については、補助椅子も考えられますが、保護者の椅子

まで準備するのは大変だと思います。そのあたりも考えた提言にしてい

く必要があると思います。 

金子委員長 はい、私も今年久喜市の成人式に初めて行ったのですが、知り合いの

保護者のお子さんが実行委員をされていて、久しぶりに話すということ

もありました。 

例えば久喜総合文化会館で実施した場合に、大ホールは１,２００名ほ

ど入れて、保護者の方は小ホールでパブリックビューイングのような形

で映像を見てもらうのができるかなと思いました。その辺は島田委員も

おっしゃいましたけど、今後の検討課題としましょう。 

とりあえず、１か所にするか、４か所にするか、４か所で数年実施し

てから１か所にしていくか、そのあたりはいかがでしょうか。 

山川委員 はい。 

金子委員長 どうぞ山川委員。 

山川委員  山川です。成人式はあくまで成人を迎えられる方達のために用意され

た日だと思います。いつかは１か所になるというのであれば、その準備

をそろそろ始めた方が良いと思います。 

もう合併して１０年になるわけですから、いつまでも自分の地区とい

うのにこだわるのではなく、将来的にまとまって実施していくことを考

える必要があると思います。 

 もちろんご家族がご自身の家族の晴れ姿を見たいと思うでしょうが、

それは個人の考えですので、社会教育委員としてそこまで考えるとまと

まらないと思います。 

１つの方向で的を絞っていかなければ、なんでも課題が先送りになる

という危惧を感じます。 

私としての結論は、次年度以降に４地区が一緒になって実施すること

が必要だと考えます。 

金子委員長  山川委員、４地区一緒というのは別々に実施するということですか、

それとも１か所で実施するということですか。 

山川委員  １か所です。 

金子委員長  他の方はいかがですか。 

長島委員  はい。 

金子委員長  はい、長島委員。 

長島委員  はい、合併しましたので、いずれは１か所という思いはあるのです

が、私も栗橋地区の成人式に参加させていただき、保護者の方もお見受

けしております。 

 そんな中で実行委員さんが、中学校の担任の先生をお呼びしたりする



など工夫を凝らしているのは、４か所の良さではないかなと思っており

ます。 

 先ほど委員長がおっしゃった通り、実行委員になった家族の方の中に

は、「実行委員になったから見に来て」と成人者から誘われるといった

ような良さもあります。 

 栗橋は２校しかございませんが、その２校が仲良く競い合いながら第

２部を実施しておりましたので、この前話し合った際には４か所でもい

いと思っていました。 

それも合併した特色でないかと思っていましたが、今年１０周年とい

う節目の年であれば、次の１５周年という節目の年に１か所開催にする

といったように、いい時期を見て１か所にしていくというのが良いと考

えております。１か所にするのは、１～２年では考えられないと思って

います。 

金子委員長  長島委員の考えは、数年後に１か所ということでよろしいですね。 

長島委員  はい。 

金子委員長  他の委員の方いかがでしょうか。 

 大熊委員、菖蒲地区の代表としていかがでしょうか。 

大熊委員  はい、今年度も従来通り実施することが決まっておりますが、来年す

ぐというのはちょっと様子を見て考えて実施した方がいいじゃないかな

と考えております。 

 会場を 1 か所にすると保護者の人が入れないといった問題等も出てき

ますので、もう少し様子を見た方がいいかなという考えです。 

金子委員長  今、何人かの方は数年後には 1 か所という意見が出たのですが、他の

方はいかがですか。 

齋藤委員  はい。 

金子委員長  はい、齋藤委員。 

齋藤委員  はい、私もアンケートには数年後と書いたのですけど、保護者の方も

参加するという前提で考えますと、大ホールをメインでやって、小ホー

ルに保護者を集めて、ビデオかなんかを設置して上映するという方法で

あれば、ゆったりできると思うのですよね。 

金子委員長  他の委員の方いかがですか。 

 だいたい、皆さん数年間４か所でやって、１か所にまとめるというこ

とでよろしいですか。 

社会教育委員一同  はい。 

金子委員長 それで提言を出していきたいと思います。１か所の場合には久喜総合

文化会館が一番大きいのですが、久喜総合文化会館で実施するというこ

とでよろしいでしょうか。 

社会教育委員一同  はい。 

金子委員長  それでは、以上のように進めたいと思います。 

 続いて次第の方ですが、そのあたりについてはいかがでしょうか。式

典のみにするのか、式典＋αにするのか。これは数年先になりますが意

見等いかがでしょうか。 

朝武委員 はい。 

金子委員長 はい、朝武委員。 

朝武委員 今、開催場所の話があり次の話になったわけですけど、私も以前成人

式を担当し、久喜の成人式の良さはこの第２部にあると思っています。 

社会教育委員の皆様も来年１月の成人式を見に行かれたらいいのでは



ないかと思います。式典の部分は市の行政側としては大事な部分かもし

れませんけど、新成人にとっては２部の部分がすごく工夫をされて、良

いことをやっていると思うのです。それぞれ皆さんも見てもらって、ど

うすれば残せるかなということを考えてもらった方が新成人のためにな

ると思います。 

１か所開催にするとそういうのができなくなるのではないかというこ

とがありますが、市の一体感を出すためには将来的には１か所でやるべ

きだという考えがあります。 

また、１か所でやった場合には、市役所周辺で大混乱することが予想

されるのですよね。千何人が来ますので、駐車場問題などあると思いま

す。「市役所のすべての駐車場は新成人の方が止められますよ」とか、

「市の職員が止めている駐車場はすべてその日は開放しますよ」くらい

はしないと、１か所開催にした時の不満が一杯出るような気もしますの

で、そこらへんも考える必要があります。 

金子委員長  主役は成人を迎えられる人達ですので、そちらの意見を聞くことも重

要だと思います。次第につきましては、式典＋αということで進めてい

くということでよろしいですか。 

社会教育委員一同 はい。 

金子委員長  担当につきましては、朝武委員から出たように卒業生プラス行政とい

うことになってくると思いますが、他の意見等いかがでしょうか。 

市内中学校は１１校ありますけど、将来的に１１校すべてから実行委

員を出すかは、その時が近づきましたら検討していただくことになりま

すかね。 

朝武委員  実際には、実行委員を選ぶというのはすごく大変ですね。 

生涯学習課の担当者は、校長会に実行委員について話してから、中学

校の担当者に実行委員の選出についてお願いします。 

しかし、その当時の生徒会の役員なんかに成人式の実行委員をお願い

しても、地元にすでにいないことや、大学生で会議に出られないと断ら

れてしまうことがあります。そのような中、今まで乗り越えてきたので

すよね。 

 誰か一人がやるとなると、その子から誘ってもらうことができるので

すが、従来通り実行委員を探すこともできなくなることも考えていただ

く必要があると思います。 

ところで、今年は集まったのですか。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 

はい、これから集めるところです。今、朝武委員からあったように実

行委員を集めるのは大変ですが、最近は、中学生のころからＬＩＮＥで

連絡先を交換していますので、連絡が取りやすく比較的集めやすいで

す。 

我々の世代は、家の電話しかありませんでした。私も２０数年前に実

行委員をやって大変な思いをしましたが、今は、誰か核となる子がつか

まればそこから集まりやすいという時代になっています。 

 ただ、集まり方は中学校に偏りができてしまいますので、偏りがなく

満遍なく集めることは難しいところではありますが、そこら辺は事務局

の方で頑張りますのでよろしくお願いします。 

金子委員長  はい、それでは１の名称以外は、ある程度案が出てきましたので、そ

ちらをまとめて９月の協議会に出したいと思います。意見の方はよろし

いでしょうか。 



社会教育委員一同  はい。 

金子委員長  時間が１１時近くなってきましたので、協議につきましては、これで

終わりにしてよろしいでしょうか。 

齋藤委員  はい。 

金子委員長  どうぞ。 

齋藤委員  ちょっと質問なのですが、この提言は教育委員会に提言して教育委員

会が決めるのですか。それとも教育委員会に提言して市のどこかで決め

るのですか。 

木村生涯学習課主幹

兼係長 

 はい。この提言をいただきまして、事務局等で揉むわけなのですけ

ど、この成人式自体は、久喜市と久喜市教育委員会の共催となってござ

います。 

最終的な判断は市長の決裁を仰ぐということになってございますの

で、事務局が「このような形で成人式を行いたいです。」ということを

市長に伺いを立てて市長が決定するという形になりますので、最終決定

者は市長になります。 

齋藤委員 わかりました。 

金子委員長  では、以上で協議を閉じさせていただきます。 

ありがとうございました。 

司会 

中川西主事 

 金子委員長司会進行ありがとうございました。本日協議できなかった

『選任された各種委員の状況について』は別の日を設けますのでよろし

くお願いいたします。 

長島委員 ＜ 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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