
教 育 長 部     長 副部長 課　　　長 課長補佐 係　　　長 係 合議

　開　催　場　所

　出　席　状　況

席次番号 　摘要 席次番号 　摘要

1 石田 高幸 出・欠 9 平野 琴子 出・欠

2 伊藤 正則 出・欠 10 平間 浩幸 出・欠

3 上野 久爾夫 出・欠 11 星野 敏男 出・欠

4 大久保 安憲 出・欠 12 堀切 友子 出・欠

5 小川 悦雄 出・欠 13 水谷 穣 出・欠

6 篠宮 尚 出・欠 14 山﨑 祐子 出・欠

7 高野 功 出・欠

8 竹之内 満 出・欠

　事務局 榎本 幹雄 教 育 長 　事務局 土屋 和慶 生涯学習課生涯
学習係長

　事務局 中村 和代 生涯学習部長 　事務局 染谷 篤仁 生涯学習課主幹
兼市立図書館長

　事務局 戸張 道夫 生涯学習部理事 　事務局 園田 久美子 生涯学習課主幹兼早稲
田図書館長

　事務局 馬場 郁夫 生涯学習部副部長兼
生涯学習課長 　事務局 土屋 かおり 生涯学習課主幹兼

北部図書館長

　事務局 園田 朝清 青少年課長 　事務局 関根 弥生 生涯学習課長補
佐

　事務局 加勢 伸弘 青少年課長補
佐

　事務局 中山 昭雄 生涯学習課北
公民館長

　傍 聴 人 状 況 　　０名

委　員　氏　名 委　員　氏　名

　（１）社会教育関係団体に補助金を交付することについて

  （２）平成２４年度事業報告について

主な議題   （３）平成２５年度事業の方針・計画について

　（４）その他

　　平成 25年度　第１回社会教育委員会　会議録

　　平成２5年７月４日（木)　午後３時～５時１５分

　　全員協議会室（６階)

　　委員14名中12名（欠席2名）　事務局12名

開  催  期  日
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           　　会　議　名

議     事 事務局

事務局

伊藤委員

事務局

高野委員 　８中学校区の活動に対し、補助の割合はどの程度が適切であるのか。活

事務局

上野委員

石田委員長

竹之内委員

　のか。

伊藤委員 　中学校区の活動は、青少年育成市民会議の地域青少年育成会として位置

　ところは活動費も大きくなっている。

　活動内容を把握するのは困難である。

平野委員

議　長

各委員 　異議なし

議　長

高野委員

事務局

竹之内委員

事務局

　ついては、現在ではどのように捉えられているのか。様々な人権課題の

　小学校４年生から２０歳までを対象に、段階的にリーダー育成を行っている。

　現状では、多岐にわたる人権課題の一つとして、関係課を中心として

　青少年課のカミングリーダー養成等の事業で育った子が、ＯＢとして活

　躍する場はあるのか。また、戻ってきているとしたら何人くらいか。

　一つとしてか、あるいは、同和問題については、別個のものとしているのか。

　全庁的に取り組んでいる。

　各々の段階が終了すると次の段階に進み、養成が終わると後輩の指導に

　あたるというよい流れができており、活躍していただいている。

　議題(1)社会教育関係団体に補助金を交付することについて、承認

　　＊資料２　平成２４年度主要な施策について説明。

　いただきましたのでご報告いたします。

　見守り活動などで必要なベスト等は既に購入済みであり、経費はかから

　ないが、活動自体は行われているものも多い。計上された経費だけでは、

　一律の金額による補助はやむを得ないのではないか。

（２）平成２４年度事業報告について

　自身で活動していた時にも感じたが、必要経費を一つひとつ全て請求す

　るとなると、煩雑なうえに雰囲気もぎすぎすしたものになる場合がある。

　社会教育関係団体に補助金を交付することについて承認を求めます。

　付けられている。地域と共に講演会や演奏会などを積極的に行っている

   ＊当日資料「平成25年度社会教育関係団体事業費補助金要綱」について説明。 

　して金額を決定する場はどこになるのか。

　動の中で不足する分について補助を受けるのが本来であると思う。

　見守り活動等、事業経費をかけずに行っているものも多くある。市から

　【質疑応答】

　毎年ほぼ同じ金額だが、増額の要請はないのか。また、要請があった場合に審議

　要請もいただいており、予算計上しているがなかなかとおらない状況で

　ある。来年度も引き続き、予算の要望を続けていく。

　交付する補助金については、事業補助に切り替える中で、青少年団体のみ

　事業経費以上に活動していても、全てを会計に反映させていないところもある

　団体の規模が様々であるのに、補助は一律であることに不満は出ていな

　青少年の健全育成という目的から、事業補助ではなく団体補助としている。

　各団体の取り組みは活発であり、補助金額に差を付けて交付することは

　内容から定額補助にならざるを得ないことは理解できる。三郷市だけではない。

　のではないか。

　現状では困難。

　人権セミナーの中で、同和問題をテーマとした回がある。同和問題に

　　平成２５年度　第１回社会教育委員会

３．議　題(議長:委員長)

　　＊資料１の説明　平成２５年度社会教育団体活動（育成）補助金団体一覧表を説明。

１．開    　会   　 　(司会進行:生涯学習課長）  

　　　　　　　　　三郷市教育委員会教育長　榎本幹雄

（１）社会教育関係団体に補助金を交付することについて(資料１参照）

２．あいさつ　　　三郷市社会教育委員長　　石田高幸　
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           　　会　議　名

議　　事 上野委員

事務局

伊藤委員

事務局

星野委員

事務局 　ジュニアリーダー養成キャンプは子ども会のインリーダーを養成する

平間委員

事務局

平間委員

篠宮委員

事務局

水谷委員

事務局

平野委員

事務局

平野委員

事務局

上野委員

事務局 　学校、図書館とも各々県を代表して表彰を受けているので、４７校、４７館。　

　実践されている朝比奈先生に実習を交えて講義いただいた。

　やはり人数が少ないと感じている。子どもたちの安全のためにも学校

　文化財めぐりは応募者が多く、人気の事業のようだが、参加者数が３０名前後

　なのは、何か制約があるのか。

　公用バスを利用しているため、乗車人数が限られている。以前は年１回

　開催だったが、応募者が多いため２回に増やした経緯がある。開催回数

　８月２４～２７日の予定（＊この後、８月２３～２６日と訂正）。

  各キャンプは何歳くらいからを対象としているのか、また、キャンプと

　市内の読み聞かせグループ（約３５団体）を対象として、長年読み聞かせを

　朝比奈先生を迎えての読書支援ボランティア対象の講座について

  もう少し詳細に教えていただきたい。

　内に設置することは難しいのか。方向性等を教えていただきたい。

　導入等を予定している。

　　平成２５年度　第１回社会教育委員会

　　＊資料３・資料４について説明

　に来ることもある。今後は子育て３法の改正との関連もあり、教室数の

　「読書のまち宣言」は児童中心の印象を受けるが、大人に向けた読書啓

（３）平成２５年度事業の方針・計画について

　発等は予定されているのか。

　今後、図書館サービスの総合計画を策定予定。また、データベースの

　　＊「あつまれ！みさとの子」（当日配布資料）について説明

　図書館の開館時間延長について、４月以降の利用状況はどうか。また、

　子どもたちの利用は何時頃までよいのか。たまり場になる心配もある。

　利用者数の増加にはまだ結びついていない。利用時間が分散している様

　るが、１７時以降の子どもたちだけでの利用はない。中学生の利用は

　読書活動優秀実践校は、毎年どのくらいの数が表彰を受けているのか。

　今年度は三郷高校、三郷北高校の２校の予定だが、次年度は検討したい。

　２５年度は、三郷工業技術高校との協働事業は行わないのか。

　　＊市立図書館・郷土資料館移転新築事業について説明

　市民会議につながるようになっており、既に卒業生が活躍中である。

　キャンプのつながりなど教えていただきたい。

　ことを目的としている。次のジュニアリーダーセミナーは、地域のア

　ウトリーダーを育てることを目的としており、市のイベント等でも活躍

　していただいている。カミングリーダー養成プロジェクトでは、中学

　１年から２０歳までを対象として、多様なプログラムを準備している。

　増加や学校内での設置も視野に入れ検討している段階である。

　「とうわ」については年度途中での開室だったため、登録者数も少な

  図書館の開館時間を延長されたのはよかったと思うが、さらに利用を

　のばすために２０時３０分くらいまで開館することを要望したい。

　放課後子ども教室について、新しく開室した「わくわく砦とうわ」は、

　かったが、今年度は新規の登録も増えつつある。「みずぬま」は実行委

　員の工夫もあって、非常に利用が増えており、１日に４０人以上が遊び

　子。小学生は夕焼けチャイムの指導により、保護者を伴っての利用はあ

　今年度のジュニアリーダーセミナーの開催時期はいつになる予定か。

 このキャンプを経て青少年の各種団体へ、また将来的には青少年育成

　、現状ではほとんどないが、今後、日没までの時間がのびるにつれ利用

　増に結びつくと考えている。

　については今後検討していきたい。

　　＊「日本一の読書のまち三郷」宣言（当日配布資料）について説明
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           　　会　議　名

　　＊埼玉県市町村社会教育委員連絡協議会総会・研修会について

伊藤委員

事務局

上野委員

事務局

篠宮委員

事務局 　（「（４）その他」における伊藤委員の質問に対して）現在三郷市で

　社会教育主事として発令されているのは２名。

　等について分かったことがあれば、情報提供や周知をしていただきたい。

４．事務連絡

　＊絵本『だいくとおにろく』読み聞かせ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　答申の中で、災害を想定した防災体験学習について触れられているが、

　三郷でも楽しいだけのキャンプではなく、ぜひ取り入れてほしい。

　　平成２５年度　第１回社会教育委員会

　青少年を対象とした施設等や事業費の獲得は、非常に厳しい状況にある

　８月の「あつまれ！みさとの子」は、サバイバル体験を目的として、空

　き缶での調理や、広野町職員に避難当時の話を聞くなどを予定している。

　埼葛地区ＰＴＡ連合会の理事会で、インターネット選挙の際に、子ども

　が知らずに選挙違反に巻き込まれる可能性があるとの話が出た。詳細

　　＊埼葛郡市社会教育振興会総会及び研修会について：水谷委員

　　　：上野委員・堀切委員

　　＊「今後の青少年の体験活動の推進について」（答申）：星野委員

　　＊生涯学習の推進について思うこと：竹之内委員

　三郷市で、青少年の体験活動をできるような施設を所有しているのか。

　三郷市で、社会教育主事として活動している職員は何人いるのか。また、

５. 閉　　会　　（上野副委員長）　

　以前はあったが、現在は所有していない。宿泊施設となると法的な規制

　が非常に厳しい。瑞沼市民センターの校庭にテントを設営して宿泊する

　ことは可能。

　と思うが、工夫しながら、ぜひがんばっていただきたい。

（４）その他
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