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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では、審議会等の会議は原則公開とし

ており、本日の会議も公開してございます。なお、傍聴者は１０名とし

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、本日の会議を録音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、委員長のほか委員長が指名す

る１名の構成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「島田委員」にお願いします。 

島田委員 はい。 

司会 

中川西主事 

次に、本日の出席委員は１６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、佐伯委員、杉田委員、髙橋良亘委員、

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。 

また、伊藤委員からは、所用のため遅れるという連絡をいただいてお

ります。 

それでは、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２回久喜市社会教育委員会議」の次第が１枚、②「平

成３０年度生涯学習関係事業実施報告」が１部、金子委員長に作成いた

だきました③『「今後の久喜市の成人式のあり方」についての提言』が

１枚、④「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枚、⑤「第１分科会事例発表資料」の冊子が１部、⑥「令和元年度

第３回久喜市社会教育委員協議会の開催について」が１枚、⑦「令和元

年度第３回久喜市社会教育委員協議会」の次第が１枚になります。 

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、柿沼教育長の挨拶でございますが、教育長は本日別の

公務のため不在でございますので、代理で吉澤教育部副部長より挨拶申

し上げます。 

吉澤教育部副部長  ＜ 吉澤教育部副部長挨拶 ＞ 

司会 

中川西主事 

 ありがとうございました。 

ここで、副部長につきましては、この後、別の公務のため、退席をさ

せていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

＜ 吉澤教育部副部長退席 ＞ 

 

 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、議題に入ります。 

初めに、平成３０年度生涯学習関係事業実施報告について、各所属長

より主要な事業等について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、ご意見

等をお伺いいたします。 

堀内生涯学習課長 皆様改めましてこんにちは。着座にて失礼いたします。 

はじめに生涯学習課でございますが、昨年度までは中央図書館という

課がありましたが、今年度から生涯学習課の係になりましたので、本日

実施報告の中では、中央図書館のことにつきましても併せて報告させて

いただきます。 

まず、生涯学習課でございますが、本日いらっしゃっております社会

教育委員の皆様を初めとして多くの社会教育関係団体の皆様のご協力を

いただき、様々な事業を行っております。 

具体的には１ページから２０ページまでの９８事業を生涯学習課が報

告することになってございますが、一つ一つ報告すると時間がかかるこ

とから、主要なものにつきましてご報告させていただきます。 

初めに、２ページの４番「生涯学習推進大会 第９回目」でございま

す。毎年策定いたします大会スローガンのもと、生涯学習に関わる市民

が学習成果の発表等を行っております。昨年度は大会テーマを「新たな

学びの発見！広がる学びの輪」といたしまして、まちづくりフォーラム

では文教大学の栗原保様をお呼びしてご講演をいただきました。期日が

２月２日、３日の２日間で久喜市中央公民館を会場に市民約３,２００人

の参加をいただくことができました。天気にも恵まれ、非常に盛況でし

た。 

続きまして５ページでございます。１５番生涯学習課人権教育係、事



業名「人権教育推進事業」でございます。PTA関係者のほか、広く市民に

人権教育や啓発活動を推進し、人権意識の高揚を図るとともに、人権に

ついて正しい理解を深め、人権を尊重することの重要性や課題について

自ら学び、行動できる人を育むために毎年行っております。昨年度の事

業内容といたしましては、PTA人権教育研修会を４回、社会教育人権教育

指導者養成講座を１回の計５回行っております。場所は、PTA人権教育研

修会につきましては地区ごとに場所を変えて行っております。社会教育

人権教育指導者養成講座につきましては、久喜総合文化会館小ホールで

平成３１年１月１８日に行っております。それぞれ、PTAや市民の方、事

業所、社会教育団体等にお声をかけさせていただき、全部で８６０人と

いう多くの方に参加いただくことができました。成果といたしまして人

権問題に対する正しい理解と人権意識の高揚が図られました。 

 続きまして、８ページ２７番生涯学習課文化振興係でございます。文

化振興係につきましては、各地区の文化団体連合会などのご協力をいた

だきまして、様々な文化活動を行ってございます。今回ご紹介いたしま

すのは、「音楽の街 久喜市街かどコンサート」でございます。市民が

気軽に音楽に触れる機会や活動の場を提供し、音楽文化の創造・発信・

交流を進めることにより、街かどに音楽があふれ憩いと潤いのあるまち

づくりを推進するという趣旨で事業を毎年行っております。昨年度も全

部で９回、場所や時期を変えて行い、出演団体２４団体、観客数延べ 

２,２４５人の方にお集まりいただき、音楽のあふれるまちづくりに貢献

できたと考えております。 

 続きまして、９ページ３１番スポーツ振興係の事業でございます。ス

ポーツ振興係につきましても、スポーツ推進委員やスポーツ推進審議会

にご協力をいただきながら、多くの活動を行っております。ここでご紹

介いたしますのは、「第４回よろこびのまち久喜マラソン大会」でござ

います。市のスポーツ振興と市の認知度の向上を図るため、誰もが気軽

に参加できる久喜マラソン大会を開催するという趣旨で毎年行っている

ものでございます。昨年度のハーフの部、３kmの部、１.５kmの部、 

１.５km親子の４部門におかれまして合計４,２９２人の応募ご参加をい

ただきました。これによりまして、市のスポーツ振興と市の認知度の向

上を図ることができたと考えております。 

 続きまして、中央図書館、菖蒲図書館、栗橋文化会館図書室、鷲宮図

書館でございます。それぞれ、おはなしの朗読ボランティア、読み聞か

せのボランティア、障がい者のための朗読ボランティア、点字ボランテ

ィアの皆さま等々にご協力をいただきながら、多くの事業を行っており

ます。今回はこの中から１２ページ４９番「学校訪問おはなし会・ブッ

クトーク」でございます。図書館職員が学校等を訪れて、クラス等の子

どもたちに絵本の読み聞かせや本の紹介（ブックトーク）を行うこと

で、学校等の教育活動を支援するとともに、子どもの読書活動の推進の



一助とするという趣旨で毎年行ってございます。中央図書館では久喜地

区を、菖蒲図書館では菖蒲地区を、栗橋文化会館図書室では栗橋地区の

小学校を対象に行ってございます。４９番の久喜地区では、全９４回で

延べ４,２６７人のお子様たちにブックトークやおはなし会を行い、子ど

もたちに本との出合いを提供することで、読書活動の推進の一端につな

げることができたと考えております。なお、鷲宮図書館につきましては

昨年度まではこの学校訪問おはなし会が実現できていませんでしたが、

今年度指定管理者に入りまして、全小学校２３校に行うことができるよ

うになりましたので、来年度はすべての小学校のブックトーク・おはな

し会ができたというご報告ができると思います。 

 それから１６ページの７１番、７２番でございます。栗橋文化会館図

書室の「かばさんのおはなし会」というものでございます。これは、同

じようなものを中央、菖蒲、栗橋、鷲宮の図書館それぞれで行っており

ます。それぞれ合併前からたくさんのボランティアの皆様にご協力をし

ていただいております。今回ご報告させていただく「かばさんのおはな

し会」でございますが、栗橋文化会館の視聴覚室で行うものと、子育て

支援センターに出向いて行うものがございます。それぞれ場所を変えて

おりますが、母体のボランティアの方は同じく「かばさんのおはなし

会」のボランティアの方でございます。毎年行っているもので、両方合

わせて昨年は７８３人の乳幼児以上の方にお話しすることができまし

た。これを通じまして絵本やわらべうたを通じた親子のコミュニケーシ

ョンの場を提供することで、図書館に親しむきっかけを作ることができ

るようになったと考えております。 

 概要といたしましては以上でございます。ご審議のほどお願いいたし

ます。  

金子委員長 次に文化財保護課長よろしくお願いいたします。 

丸山参事兼文化財保

護課長 

はい、文化財保護課でございます。文化財保護課は２１、２２ページ

となってございます。文化財保護課及び郷土資料館の社会教育に関係す

る７事業の中の主な事業をご紹介させていただきます。 

まず２番「静御前の伝承」という文化財講座でございます。これにつ

きましては、平成２８年度の末に人物ブックレット「静御前の伝承」を

刊行させていただきました。それの関連事業ということで、筑波大学教

授の白井哲哉氏をお迎えして講演をしたものでございます。 

次に５番「歴史講座」でございます。これにつきましては、４番にあ

ります特別展「祈りと願い彩る獅子―久喜市の獅子舞展―」を開催しま

したが、この期間の中でこの特別展に関連する事業ということで歴史講

座を開催しております。内容につきましては、「獅子舞のオモテとウラ

話」ということで、研究者である講師の方、それから実際に獅子舞をや

っている保存会の会長さんということで、実際の研究者の話と獅子舞の



活動をしている方の話を聞く機会となりました。 

続きまして、７番「郷土の歴史・文化を学ぶ基礎講座」ということで

ございます。全４回を実施しております。考古学の基礎知識、発掘調査

の基礎知識、久喜市の地形と遺跡、鷲宮神社の地形を見るという内容で

実施をしております。この講師に関しましては、文化財保護課、郷土資

料館の学芸員・職員が講師となっております。職員が日ごろの研鑽の成

果を発表する場としても位置付けております。多くの方に参加をいただ

いたところでございます。 

以上でございます。 

金子委員長 はい、ありがとうございました。最後に中央公民館からご説明お願い

いたします。 

齋藤中央公民館長 中央公民館です。着座にて失礼いたします。実施報告の２３ページか

ら４２ページまでとなります。全１００事業中、公民館８館の自主事業

が９３事業ございます。体育祭の８会場分を除いて、１４,２６２人の参

加をいただきました。例年より若干多いような状況でございました。 

まち中散策や施設見学などの郊外事業、また、料理教室やヨガなどの

体験事業などに人気がございました。９３事業中新規事業として１９事

業を実施しましたところ、ほとんどの事業で募集定員以上、募集定員に

近い応募がございました。 

地区体育祭につきましては台風等の影響により江面地区と鷲宮地区の

２会場が中止となりましたが、他の地区につきましては多くのご参加を

いただいた状況でございます。その他にも２４ぺージの９番にあるよう

に地区コミュニティ協議会と共同開催で防災訓練なども実施しておりま

す。地域と連携した事業にも取り組んでいる状況でございます。 

また、４１ページにもありますが、９４番から９６番までの公民館連

絡協議会事業を行っております。こちらにつきましては、公民館全体事

業として地域や社会の課題解決に向けた事業を計画し、３０年度につき

ましては人権教育講座、防災講座、歴史講座を実施いたしました。 

４２ページになりますが、９７番以降の４事業につきましては、市民

が自主的に組織した団体の自発的な学習活動の振興を図るため、団体が

企画した講座を市民企画事業として実施いたしました。 

以上が簡単でございますが、公民館の平成３０年度実施事業の報告で

ございます。どうぞご審議のほどよろしくお願いいたします。 

金子委員長  どうもありがとうございました。ただいま３課長から平成３０年度の

ご報告がございました。 

 委員の皆様には、この報告を踏まえ、先ほどもお話しましたが、令和

２年度事業に向けて、改善案や方向性などのご意見をいただければと幸

いでございます。 

 発言のある方は挙手等お願いしたいと思います。 

岸委員 はい。 



金子委員長  はい、岸委員。 

岸委員 生涯学習課に関することでございますが、ご承知の通り今年指定管理

者制度が導入されています。その中で、１点目といたしましては、指定

管理者制度を受けて、そのご報告いただいた事業の中で新しいものはあ

るのかということ、指定管理者制度に移行したことによって、どういう

変わった面が出てきたのかということ、もう１つは指定管理者制度導入

による図書館全体の変わったところ、改良されたところ、例えば貸し出

し図書数とか、そういうことが分かりましたらご報告いただければと思

います。 

金子委員長 今、図書館の指定管理者制度についてでありますが、この関係でご質

問はありますか。 

 

＜ 意見なし ＞ 

 

それでは、生涯学習課長からお答えいただくことで、併せて関係する

ことがでてくるかもしれませんのでよろしくお願いいたします。 

堀内生涯学習課課長 ありがとうございます。今日は平成３０年度の実施報告ということ

で、指定管理者に移行した後の情報は手元に持ち合わせておりませんの

で、印象としてお話をさせていただきます。 

まず事業につきましては、平成３０年度まで直営の時行っていた事業

を基本的に継続して行っていただいております。それにプラスして指定

管理者の自らの企画提案事業というのが、現段階で１０件以上実施をし

ております。 

ですので、継続して行っている事業プラス１０件以上の事業を新規に

行っているということでございます。 

その辺の事業につきましては、来年度の平成３１年度・令和元年度生

涯学習関係事業実施報告の時に改めてご報告をさせていただければと思

います。 

図書館の変わった部分でございますが、私が言うのも恐縮ですが、非

常にきれいになったのかなということでございます。きれいになって、

整理され、明るくなった。前はなんとなく暗い図書館でございました

が、いろんなところにライトを付けていただいておりますので、比較的

暗い場所がなくなってきたのかなと思っております。 

それから、お子様の安全面を考えて消毒機を導入しております。よく

本を舐めてしまうお子様がいるものですから、４館すべて消毒機を入れ

てあります。これはボタンを押すと１分もかからないうちに消毒してく

れるものです。 

また、託児サービスというのを新たに中央図書館と鷲宮図書館に導入

いたしました。具体的にどういうものかといいますと、１時間だけお子

様をお預かりして、保育士の方に面倒を見ていただきます。時間が１０

時から１３時までの３時間くらいの間にご利用された方はお子様を預け

て、図書館内でちょっと一息ついていただくことができます。育児や家

事から離れて本を読んだり、音楽を聴いたりということができるサービ

スでございます。これも保育士の人数が限られていることから、限りな

くというわけにはいかないのですけど、好評いただいて何度も来ていた

だいている方もいらっしゃいます。 



これらが印象として挙げられる部分でございます。 

以上です。 

金子委員長 ありがとうございました。今課長の話がありまして、一市民として大

変うれしい次第でございます。 

社会教育委員の協議会で、９月に栗橋を会場に行いまして、協議が終

わった後、栗橋の図書館をこのメンバーで見学させていただきました。

今の課長のお話そのものでした。大変すばらしいと思いました。図書館

も明るくなったので、本を選び易いですよね。スタッフの方の対応も良

かったと思いますし、これからもよろしくお願いしたいと思います。 

さっき課長の発表の中で、ボランティアとの関わりがありましたけ

ど、指定管理者になってボランティアの方の動きや変化等ございました

か。 

堀内生涯学習課長 ありがとうございます。ボランティアにつきましても、基本的に直営

でやっていたときと同じように対応していただきたいということで、す

べてのボランティアのご協力をいただきながら行っているところでござ

います。 

今年度検討している中には、各地区のボランティアの横の連携を取れ

る仕組みができないかということを模索しているところでございます。 

これによって、今までは館ごとに行っていたボランティア活動がより

連携していければいいなと思っております。あるいは人との繋がりを作

っていければいいなというように考えているところでございます。 

金子委員長  先月でしたか読解力不足ということで話題になりましたけど、久喜は

そういう面ではこれから本好きがどんどん増えていきますのでよろしく

お願いいたします。 

 他にいかがでしょうか。 

後藤委員  はい。 

金子委員長  はい、後藤委員。 

後藤委員 ちょっと教えていただきたいことなのですけど、１６ページの７１番

と７２番で、栗橋文化会館の図書室で実施している「かばさんのおはな

し会」がありますけど、これはボランティア団体が主になって事業を行

っているのでしょうか。 

いろいろ図書館の方にはボランティア団体がいくつもあると思うので

すけど、これだけ定着している団体は珍しいと思います。ボランティア

団体が出来上がってきた経緯や、どのように活動しているのか、分かる

範囲で教えていただけたらと思います。 

それから先ほどボランティアの連絡会みたいなものというか、私ども

もずっと図書館を利用して読書会で読み聞かせとやっております。今か

ら２０年近く前に図書ボランティアの連絡会みたいなものがありまし

た。それがいつの間にか無くなって久しいと思いますが、こういう連絡

会みたいなものを作ると横の連絡で、いろいろ勉強になる点が多々あっ

たと思うので、よろしくお願いしたいと思います。 

堀内生涯学習課長 ありがとうございます。私も詳細なことが分からない部分があるので

すが、まず、「かばさんのおはなし会」というものが、栗橋地区で合併

前からありました、「かばさんのお話ボランティアの会」ということ

で、毎週土曜日であるとか多くの時間をかけておはなし会をやっていた

だいている方々でございます。一度この「かばさんのおはなし会」の代

表の方につきましては、“クッキーズ”という折り込み紙で取り上げら



れ、一般の方にもご紹介されたことがございました。 

それから菖蒲では「菖蒲おはなしかご」というかつて文部科学大臣表

彰を受けたというおはなしボランティアの会がございます。 

また、鷲宮の方も「たのしいおはなし会」、「かわいいおはなし会」

といったボランティアの会がございます。中央図書館にはそういう会は

ございませんので、ボランティアの方々が中央図書館に登録していただ

いて、協力できる人にそれぞれボランティアとして活動していただいて

いるという「会」という形ではないというところでございます。例え

ば、菖蒲で人が足りない場合には中央図書館に登録している方からそう

いった場所に行っていただくというようなことを直営の時は行っており

ました。 

そんな形で各地区にあるボランティアの会というのは歴史がありま

す。私も概略しか分かっていないのですが、それらの方の歴史とかを踏

まえながら活動していくという状況でございました。 

今、後藤委員さんの方からお話のあったように、横の連携というもの

を取っていきたいと考えております。それによってもっと人の顔が見

え、新しいことに繋げていけますので、まずはそこの横の連携をできる

ように指定管理者と調整していきたいと考えております。 

後藤委員  ありがとうございます。 

金子委員長  他にいかがでしょうか。 

齊田委員  はい。 

金子委員長  はい、齊田委員。 

齊田委員  ９ページの「よろこびのまち久喜マラソン大会」についてお聞きした

いのですが、これは第１回に私も参加している大事業なのですけども、

当初はハーフと３キロの距離しかありませんでした。来年度よりクオー

ターが新しくできることになりましたが、ハーフの２０kmと３kmの間が

なかったので、できて大変光栄だと思っております。しかし、個人的に

は３kmですと物足りないという感じがあり、できればクオーターと３km

の間に７kmとか５kmとかの設定を検討していただければありがたいなと

思っているところです。 

その辺は実行委員会を組織して決定していることなのですよね。なる

べく多くの方に参加してもらうためにも多様な選択肢があった方がいい

のではないかなと思いまして、お話させていただきました。 

金子委員長  堀内生涯学習課長お願いいたします。 

堀内生涯学習課長 ありがとうございます。ハーフの部と３km の間が、ちょっと離れてい

るという委員さんのお話がありました。 

今年度色々な協議を検討し考えながら、クオーターの部という 

４２.１９５km の４分の１の約１０km という部分を新設することができ

ました。この新設にあたりまして大きなネックとなっておりますのが、

警察から出た意見である「時間をできるだけ変えない」「交通規制の時

間を早めたり、遅めたり長くしたりといったことはできない」というこ

とでした。その中でどうやってハーフと３km の間にクオーターを入れて

いくかということで、大分苦心しながら職員が検討し、実行委員会にか

けて今年度からこのクオーターの部ができました。これから数年間はこ



の状況で見守っていきながら、その中で人気があれば引き続きクオータ

ーの部も２年３年と行っていきたいですし、人気がなければ考えていき

たいと思っております。ここ数年はクオーターの部を見守っていただけ

ればなと思っております。ただその間の７km、５km、ハーフの上のフル

マラソンもご意見としてはあろうかと思いますので、いろいろと検討し

ながら中長期的に考えていけたらと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

金子委員長 今、マラソン関係が出ておりますけども、マラソン関係は他にござい

ますか。 

 

＜ 意見なし ＞ 

 

 参考までに今月末に栗橋の関所マラソンがありますけど、参加人数は

１,０００人ぐらいですか。 

堀内生涯学習課長  はい、栗橋のマラソンに関しましては、生涯学習課では詳細を把握し

ておりませんが、栗橋のマラソンを主催している団体に聞いた限りでは

定員数をすでに達成していると聞いております。定員は１,０００人です

ね。 

金子委員長 私の情報と同じでしたね。 

今、生涯学習課関係がたくさん出ておりますけども、他の委員の方い

かがでしょうか。 

塚田委員 ちょっといいですか。 

金子委員長  はい、塚田委員どうぞ。 

塚田委員  この報告書の中に成果という形で報告されているのですけど、この成

果についてどういう形で測定がされて成果の報告がされているのか教え

ていただければと思います。 

 通常だと、計画、実施、チェックし、次のアクションを起こすといっ

たような形で管理サイクルを回されていると思います。この成果という

のは、すべて成果ができたという形で報告されているのですが、未達の

部分というのはなかったのですか。 

金子委員長 それでは、事務局お願いします。 

丸山参事兼文化財保

護課長 

文化財保護課長でございます。文化財保護課、郷土資料館の事業につ

きましては、参加者に対してその都度アンケートをいただいておりま

す。この中で今回の講座は良かったかどうだったかということ、日時等

は適当であったか、どのように知ったか（広報紙とかホームページと

か）、それと今後どんな事業を行ってほしいかといったアンケートをと

っておりますので、それを参考にしながらその時期にあったものを実施

しております。 

評価に関しては、アンケートを元に行っており、それから一般の方の

声が入ってきますので、それらを参考にしております。 

以上です。 

堀内生涯学習課長 今、文化財保護課長からお話がありましたが、今の委員さんのお話の

中で、成果報告で必ずしもここまで到達するという形の事業計画とはな

っておりません。 

その中で文化財保護課のようなやり方をしている場合もあれば、そう

じゃない場合もあって細かすぎてここには書けない部分もございます。

できるだけわかりやすくしていくというのが、趣旨としてお伺いしたい



ことだと思っておりますので、計画と併せて報告の仕方もできるだけわ

かりやすくしていけるか検討させていただければと思います。 

塚田委員 わかりました。 

金子委員長 他にいかがでしょうか。 

塚本委員  はい。 

金子委員長  はい、塚本委員。 

塚本委員 ８ぺージの２７番の音楽の街 久喜市街かどコンサートについてです

が、４月から日程が書いてあって、右のところに場所がずらっと書いて

あるのですが、いつどこで何を行ったかというのを記録として残すため

には、①中央公民館、②文化会館といった形で書き、右の部分に①４月

６日といったように書くような工夫を次回の報告の時にやってほしいと

思います。 

これは記録として非常に重要なものですので、お願いしたいと思いま

す。 

以上でございます。 

金子委員長  それは、次の９ページの３２番や３３番を参考にということになりま

すかね、塚本委員。 

塚本委員  そうですね。 

堀内生涯学習課長 ありがとうございました。ご指摘の通りだと思います。以後気をつけ

ていきたいと思います。 

金子委員長 他にいかがでしょうか。 

朝武委員 はい。 

金子委員長  はい、朝武委員。 

朝武委員  普段から市内の小中学校の子どもたちが、生涯学習事業にお世話にな

りましてありがとうございます。校長会から参っておりますので、何点

かお願いしたいと思います。まず１つはさすが生涯学習のまち久喜だけ

あって、これだけの生涯学習関連事業が報告されたのはすばらしいこと

だと思っております。 

 それで今、塚田委員さんが言われた成果のお話がありましたけども、

成果ではなくて、それぞれの生涯学習課、文化財保護課、中央公民館で

それぞれ大きな課題があるのではないのかと思うのですね。 

 それぞれの課が抱えている問題点があるのではないかなと思うのです

が、端的に、課の問題点はこれだというのがあれば教えていただければ

と思います。 

金子委員長  ではお願いします。 

丸山参事兼文化財保

護課長 
はい。 

金子委員長 丸山文化財保護課長。 

丸山参事兼文化財保

護課長 

文化財保護課でございます。文化財保護課の課題につきましては、本

年度の４月１日から文化財保護法が一部改正になりました。今までは、

どちらかといいますと、文化財は文化財を保護する視点が強かったので



すが、今後は活用の部分も力を入れていきなさいというような流れにな

っております。それがまず１つ大きな課題です。文化財をどのように活

用していくかを市民の方と関わりながら活用すると、そういうのが１つ

の大きな課題であると思います。 

それから他の課、久喜ブランド推進課のような観光関係の部署と連携

することを考えております。 

課題としては、市民の方に文化財をいかに還元、活用していただくか

というところであると思っております。 

以上です。 

金子委員長 では、次に堀内生涯学習課長お願いいたします。 

堀内生涯学習課長  はい、ありがとうございます。課題ということでございますが、ちょ

っと言い方が悪いかもしれないですが、社会教育関係団体、スポーツ関

係団体などすべての部分で、団体の構成員の方の高齢化が進んでいると

認識しているところでございます。そこは自然の摂理でございますの

で、そこが問題というよりは、その後に続く方の育成という部分をどう

していくかというところが、これから課題となってくるのかなと考えて

おります。それが、生涯学習係、文化振興係、スポーツ振興係の課題で

あると思います。 

図書館係につきましても同じような問題があるのですけども、図書館

係の場合には指定管理者との関係が１年目というところで、今、お互い

模索しながら動いているところでございます。市としては、きちんと指

定管理者に要点を、ここはやってほしいということを伝えるべきだと思

いますが、逆に民間のノウハウをいかした運営が指定管理者だという考

えもありますので、あまり細かいところまで市の方でやっていくのはど

うかなというのもございます。この辺のバランスをみながら、市民に正

しく説明できる図書館運営をしていけば、お互い‘win win（ウィン、ウ

ィン）’の関係でできるのかなと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

金子委員長  では、次に齋藤中央公民館長お願いいたします。 

齋藤中央公民館長  はい、公民館は全部で８館ございます。８館で概ね１００の事業があ

り、１０から１５くらいの事業を各館で行っております。その時にどう

いう事業をやるのかということを各館で、職員と運営委員の方で協議を

しながら、来年度の事業の内容を話し合っていくような状況がございま

す。このように話し合いを行っておりますので、人気のある事業がかぶ

ることがあります。例えば、中央公民館と鷲宮公民館と栗橋公民館でか

ぶってしまうというのがありますので、最終的に実施の前にすり合わせ

を行い、少しかぶりを解消させるというようなことを行っております。

その辺が課題としてあるのかなと思っております。 

 例えば今年度、飛行場の見学というのがありまして、その前の年にや

った時に定員の４倍５倍の応募がありすごく人気があったため、「また

やってほしい」という声がありました。公民館の方も先ほど丸山文化財

保護課長の方から話があったように事業をやった時にすべてアンケート

等を取っております。そういう関係で、「またやってほしい」というの

があり、その辺をベースに計画していくと、事業がかぶるとこがよくあ

りますので調整をうまくやっていかなければならないというのが課題と

してあると認識しているところでございます。 

朝武委員 はい。 



金子委員長  はい、朝武委員。 

朝武委員  ありがとうございました。１つご提案ですが、市のホームページを開

けますと、ホームページのところにイベントカレンダーというのが出て

きます。その中を開けるとこれらの生涯学習関係の事業が出てこないの

がほとんどでございます。なんであそこに載らないのかというのかとい

うのが、私はこれだけやっているものを是非イベントカレンダーからア

クセスできるようにしていただくといいなと思っております。そこらへ

んのところを各３課で入れたらどうなのかなと思いますがいかがでしょ

うか。 

金子委員長  今朝武委員から課題や改善案が出されましたので参考にお願いしたい

と思います。 

 今日の大きなテーマが、来年度に向けて社会教育委員の立場から何

か、改善案とか方向性がありますかということで、３課の事業につきま

して、社会教育委員がどう支援するかというのが、私達委員の大きな仕

事となります。そのあたりで委員の皆様、何かご意見提案等ありました

らお願いしたいと思います。 

 まず、朝武委員のことにつきましては、堀内生涯学習課長いかがです

か。 

堀内生涯学習課長  はい、ありがとうございました。今の「ホームページのイベント画面

のトップに入れていった方がいいのか」、もしくは「生涯学習事業のト

ップ画面があった方がいいのか」というのは、ホームページの担当課と

調整しながら、考えていきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

金子委員長  丸山文化財保護課長、齋藤中央公民館長はそこら辺いかがですか。 

同じ方向性でよろしいですか。 

丸山文化財保護課長 はい、一緒にしていった方が市民の方も見やすいと思います。文化財

保護課の方は、現在新着ニュースということで講座や展示をやるたび

に、新着ニュースの方に入れているのですが、朝武委員がおっしゃった

ように１箇所で１課だけではなくて関連するような内容が分かるような

ことができたらいいのかなと感じます。 

金子委員長  はい、先ほど横の連携の話題がありましたので、そういうのがあれ

ば、生涯学習関係のことを紹介するというのができますので、よろしく

お願いいたします。 

 他の委員の方でいかがでしょうか。 

 

＜ 意見なし ＞ 

 

よろしいでしょうか。ないようでしたら、ここで、文化財保護課長、

中央公民館長におかれましては、退席していただきます。 

どうもありがとうございました。 

丸山参事兼文化財保

護課長 

斎藤中央公民館長 

ありがとうございました。 

 

＜ 丸山参事兼文化財保護課長・斎藤中央公民館長退席 ＞ 

金子委員長  続きまして、次に（２）「今後の久喜市の成人式のあり方」について

の提言を私の方から説明させていただきます。 

 昨年度から、社会教育委員の協議会を中心に確認をいただきまして、

今回最終確認となります。 



 お手元に提言書ということで、日にちが入っていないものがあるかと

思います。文言等は、社会教育委員協議会第３回までで、２番、３番、

４番につきまして委員の皆様から了承を得ております。１番の名称につ

きましては、どうするかということでいろいろ協議しまして、やはり

「成人式」が望ましいということを皆さんのご意見をいただきました。

参照として、成人が１８歳であるのに対し、成人式の対象を２０歳にす

るということがありますので、名称については「今後、公募も考えられ

る」という文言も入っております。 

 これにつきましては、今後皆様の了解を得ましたら、１２月２３日に

後藤副委員長と２人で柿沼教育長へこの提言書を提出する方向で進めて

おります。 

 その後の流れにおきましては、木村主幹どのようになっております

か。 

木村主幹兼係長  はい。提言書を出された後は一旦教育委員会に報告いたしまして、そ

ののち市長決裁ということになります。市長決裁が通りましたら、市民

の皆様に広報紙等でご報告ということになります。 

できれば、年度内の３月中には市長決裁をいただきまして、早めに新

成人の方や保護者の方にお知らせしたいと考えております。 

金子委員長  そういう流れになりますので、皆様ご理解等よろしくお願いいたしま

す。 

 最終確認ですけどいかがでしょうか。 

岸委員  ちょっといいですか。 

金子委員長  はい、岸委員。 

岸委員  １箇所開催等についてはどこに記載がありますか。 

金子委員長  裏の４運営方法にございます。 

 今の成人式の流れがありますので、成人式の対象者が減ってきた時の

流れが載っております。１箇所開催でも４箇所開催でもそれぞれ良さが

あります。 

 それでは、他にご意見ございますか。 

 

＜ 意見なし ＞ 

 

それでは、提言書はこのような内容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  皆様了解いたしましたので、この提言書を２３日に後藤副委員長と提

出してきたいと思います。 

 以上で協議を終了させていただきます。皆様の活発なご意見ありがと

うございました。 

進行を司会と交代いたします。 

司会 

中川西主事 

 ＜ その他 ＞ 

・１月に開催される社会教育委員協議会、令和元年度東部地区社会教育

関係委員・職員研修会について 

・平成３０年度生涯学習関係事業実施報告の今後の報告方法について 

 

＜ 諸連絡 ＞ 

中川西主事説明 

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。 

 

令和２年１月１６日 
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