
　開　催　場　所

　出　席　状　況

席次番号 　摘要 席次番号 　摘要

1 石田 隆博 出・欠 8 日野田 眞由美 出・欠

2 伊藤 正則 出・欠 9 平野 琴子 出・欠

3 林 雅敏 出・欠 10 平間 浩幸 出・欠

4 村岡 隆光 出・欠 11 堀切 友子 出・欠

5 山﨑 治 出・欠 12 谷口 正和 出・欠

6 高野 功 出・欠

7 竹之内 満 出・欠

　事務局 有田 るみ子 教 育 長 　事務局 土屋 和慶
生涯学習課生涯学習課
長補佐兼市立郷土資料
館長

　事務局 大石 京子 生涯学習部長 　事務局 若林 伸英 生涯学習課生涯学習課
長補佐兼生涯学習係長

　事務局 三瓶 正宣 生涯学習副部長 　事務局 藤村 岳 生涯学習課主幹兼北公
民館長

　事務局 髙橋 有加里 日本一の読書のまち推
進室長 　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 加藤 厳 生涯学習部参事
兼青少年課長 　事務局 若木 宏之 青少年課係長

　事務局 染谷 篤仁 生涯学習課長 　事務局 小玉 麻未 生涯学習課主事

　事務局 土倉 知子 日本一の読書のまち推
進室長専門員 　

　事務局 石川 広数
青少年課専門指
導員

　（６）その他

主な議題
  （３）平成29年度事業計画について

　（４）社会教育関係団体に補助金を交付することについて

　傍 聴 人 状 況 　　1名

　（５）東部地区社会教育関係委員・職員基礎研修について

　　平成29年度　第１回社会教育委員会　会議録

　　平成29年6月30日（金)　午後2時30分～5時

　　全員協議会室（6階)

　　委員12名中10名　事務局14名

　（１）平成28年度事業報告について

  （２）平成29年度三郷市教育行政の基本方針について

委　員　氏　名 委　員　氏　名
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           　　会　議　名

議     事 事務局

高野委員

事務局

高野委員

事務局

平間委員

事務局

平間委員

事務局

　理由を伺いたい。

　4講座の中で1番参加者が少なかった原因は、PR不足が響いたと思われる。

　今年度は広報紙のほか、ツイッターやメールマガジン、フェイスブックも

　新規事業として行われた「子ども大学みさと」が挙げられる。獨協大学附属

　冊数に余裕があるようなら、接骨院にも設置してはどうか。接骨院であれば

　検討させていただきたい。

　　　生涯学習課（生涯学習係：若林補佐）

　　　（図書館：園田館長）

　　　（公民館：藤村館長）

　　　青少年課（若木係長）

　三郷市医師会、三郷市歯科医師会、三郷市薬剤師会を通して、配布をしてい

　る。待合室に設置している例が多いと思われるが、設置場所は、病院等によ

　り異なる。

　活用し、PRに努めている。例年、三郷高校と三郷北高校に協力頂いているが、

　本年度は、三郷工業技術高校も協力頂き、「迷路抜けロボットを作う」とい

　うテーマで講座を開催することとなり、現在参加者を募集しているところで

　ある。

　前年度と比べ、特に成果が挙がったものを伺いたい。

　

　看護専門学校三郷校の校長である林委員の協力により、今年度も開催の準備

　を進めている。また、今年度は4回シリーズの講座にリニューアルした。委員

　各位には、周知方協力願いたい。

　

　「読書推進PR絵本」について、2,500冊を小学校、中学校、保育所、公共施設

　市内の病院に配布したとの説明であったが、病院で絵本を見かけたことがな

　　　日本一の読書のまち推進室（髙橋室長）

（１）「平成28年度事業報告について」（資料1参照）

　　＊資料1「平成28年度主要な施策の成果」を説明。

　学校開放講座の三郷高校学校開放講座で「英語で読む世界がもし100人の村

　だったら」は参加者が２名と残念な結果だった。同時期に開催しているほか

　受付そばに待合室となるため、人目につきやすいと思う。

　の講座はある程度人数を確保していたようだが、この講座で参加者が少ない

　かったので、状況を伺いたい。

　【質疑応答】

6. 議　題(議長:伊藤委員長)

4．職員紹介

2．委嘱書交付　

3．教育長あいさつ

1．開    会  （司会進行:若林生涯学習課生涯学習課長補佐兼生涯学習係長）  

　　平成29年度　第1回社会教育委員会
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           　　会　議　名

竹之内委員

高野委員

事務局

村岡委員

事務局

村岡委員

谷口委員

事務局

山﨑委員

副委員長

高野委員

　の市町と比較しても高い数値ではないかと感じている。

　なると思う。電車の車内で本を開いている人が少ない状況の中で、大人が率

　との比較を伺いたい。

　なり、今年度は一人当たり100冊増の38,300冊を目標に掲げている。4月、5月

　お褒めの言葉を励みに、取り組んでまいりたい。

　であると思う。

　北公民館にも設置されていた。孫も何度も絵本を読んでおり、よい取り組み

　目標をどのように考えるか。

　

　瑞木小学校では昨年3万4千冊程の貸出冊数であった。一昨年よりも約3倍に

　学校での数値は、貸出冊数については年々伸びている。昨年度は、子ども

　一人当たりで83冊という高い数値がでている。また、第4次三郷市総合計画

　信用金庫でも絵本を見たことがある。

　の達成率は、174％、208％であった。6月は、110％程度の達成率になると想

　

　日頃本を読んでいる人もいれば、読んでない人もいる。校長先生や教育委員

　

　の「施策5－1　日本一読書のまち三郷の推進」では、平成32年度までに82万

　冊をを数値目標として設定している。平成28年度貸出冊数が849,483冊であり

　成人式に社会教育委員として毎年出席しているが、モニターで家族のかたが

　定される。おそらく各学校とも昨年度比を上回る数値になると想定され、他

　一方、大人が読んでないことが非常に多く、市民一人当たりの数は大人も含

　めた数値であるので数は減る。いかに大人が読む機会を増やしていくか鍵に

　数値目標は達成している。

　

　「日本一読書のまち」を目指す中で、子どもや市民の読書量が国や県レベル

　勢で参加しているのがわかる。180人の方がモニターで見ることができた報

　分かれば、成人式に出る人が増えるのでないか。

　テレビや携帯を離れて、読書の楽しさを教えてあげる大切さを実感した。

　先して読書に親しむことで、全体の底上げになる。そのことが親側に伝わる

　

　一人何冊読んだかという数値よりも、本を読んで心を育てるという点で、日

　本一の名に相応しい実績を有していると思う。

　市民一人当たりの貸出冊数が6.1冊とあるが、小学生の読書量などの数値

　わるよう、PTAとしてもアピールしていければいいと思う。

　見られるようになったのは、素晴らしいことである。子どもがどのような姿

　小学生・中学生はよく本を読んでいるが、高校生から読書離れが進む傾向が

　見られる。また、大人になると読む人とそうでない人の二極化が見られる。

　会の関係者各位の努力により、子どもたちが本を手にする機会が増えている。

　告を受け、よかったと思う。親も兄弟もモニターで見られることが口伝えで

　　平成29年度　第1回社会教育委員会

3



        　　会　議　名

平間委員

事務局

平間委員

事務局

副委員長

委員長

竹之内委員

事務局

委員長

事務局

高野委員 　「思いやりの心を育む研修会」は、前年度と内容は同じであるのか。

事務局

高野委員

　に還元していくか肝要である。

　

　「思いやりの心を育む」とあるが、要するに心の教育であり、相手の立場に

　カミングリーダー養成プロジェクト事業で、「リーダーとしてやる気を起こ

　ことは素晴らしいと思う。併せて、以前から気になっていたが、女性がホー

　【質疑応答】

　う人がいるのが現状であることから、式の途中でも再度注意を促すアナウン

　スを検討してまいりたい。

　けているかたがいれば司会に伝えるようにすれば、周知徹底ができるのでは

　式の中で同じことを繰り返し伝えるより、受付で注意をし、それでも身に着

　検討させていただきたい。

　ル内に入ってきてもショールを身に着けてことがある。注意をして取っても

　らうが、また着けて座っている。受付時点で、ホール内ではショールを取る

　

　声掛けにより、そういう方が減ると思う。

　ろ、以前よりは外してくれる方が増えた。しかし、時間が経つと着けてしま

　騒々しい場所で伝えるより、静まった雰囲気で司会の新成人から伝えたとこ

　ショールの件は、課内でも協議を行い、司会シナリオの変更を行った。

　

　

　

　　＊資料3事業計画（概要）を説明。

　成人式について、堀切副委員長がおっしゃったとおり、モニターで見られる

　　平成29年度　第1回社会教育委員会

　の成果が表れている。

　させることができた」とあるが、どのような点でやる気が起きたと思うか。

　市職員として第一線で働いてくれるなど活躍しているケースが見られ、育成

（２）「平成29年度三郷市教育行政の基本方針」（資料2参照）

　　＊資料2「三郷市教育行政の基本方針」を説明。

　ージにも掲載している。

　テーマがあり、前年と同様の内容もあれば違うテーマを扱う場合もある。

　地域の民生委員や一般の方などを対象に研修会を開催している。様々な人権

（３）平成29年度事業計画について（資料3参照）

　リーダーの研修を経た方が、市の事業でボランティアに応募して頂いたり、

　

　

　立ち、考え、行動することが求められる。人権の研修成果をどのように地域

　ないかと思うがいかがか。

　外で着るものと教えられない親御さんもいる時代になってきたと感じる。

　男性でも室内で帽子をかぶったままの方が多くなっている。式典でのショー

　ルは、取るのが当たり前というマナーを何らかの方法で考えてほしい。

　私は、ショールを身に着けている方に直接声かけを行っている。ショールは

　

　「きらりきらきら読書だより」の設置場所を伺いたい。

　図書館や学校、市役所、地区文化センターに設置している。また、ホームペ
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         　会　議　名

事務局

竹之内委員

事務局

　　＊資料4「平成29年度社会教育関係団体事業費補助金一覧表」を説明。

高野委員

事務局

委員長

山﨑委員 　八木郷小学校は、南中学校区育成会に所属している。「地域みんなでコンサ

　ート」という事業をこれまで6年前から始めている。学校持ち回りでの開催

　で、内容としては、子どもたちの出し物披露や地域の輪を広げるコンサート

　を行っている。今年の会場校は高州小学校で一番南の学校となり、八木郷小

　学校は一番北の学校ということで移動をどうするかという声が挙がった。

　バスを借り上げると市の補助金では賄えず、町会や商店からの寄付を募り開

　催にこぎつけている状況である。市補助金で賄える程度に縮小する意見も出

　されたが、地域に根差した事業として楽しみにされている声が多いことから

　従来どおり行うこととしている。学校・保護者の負担を乗り越えて、地域の

　絆を大切にしたいとの関係者の思いの表れでもある。他の学校区でもコンサ

　ート等を実施し、成果を上げている面も見て頂ければありがたい。

高野委員

山﨑委員

　

高野委員

　

山﨑委員

　幼稚園も参加することもあり、そこの生徒・児童の1クラスが出し物を披露

　し、保護者や地域の方の来場もあって、非常に活気のあるイベントである。

　参加者を伺いたい。

　

　行っている事業である。

　8中学校区地域青少年育成会の活動状況や予算、決算、活動成果を伺いたい。

　【質疑応答】

　は、彦成中学校区である。最後に出来たのは平成8年度で、北中学校区、早稲

　デリバリーカレッジは実行委員会形式で行っており、特別講座は市主導で

（４）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4）

　パトロール、祭礼時の巡視、子ども110番の家の委嘱と訪問活動、地区懇談会

　での講演会やコンサートで募金を行い、被災地への支援等も行っている。

　ているという認識を持っている。

　生きいき大学は、市主導の講座もあるのか伺いたい。

　　平成29年度　第1回社会教育委員会

　

　参加者が、知識を地域に持ち帰り還元できるよう考慮し、実施している。

　コンサートではどのくらいの費用がかかっているのか。

　資料がなく、正確な金額が言えないが、市補助金額の倍以上の費用はかかっ

　ていると思う。

　

　

　南中学校、八木郷小学校、高州小学校、高州東小学校、鷹野小学校の5校。

　8中学校区地域青少年育成会は、平成4年度から始まり、最初に出来た学校区

　

　田中学校区、瑞穂中学校区である。活動内容は、見回りが中心であり、地域

　事務局からの説明のとおり、各中学校区でのボランティア活動等に活かされ
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           　　会　議　名

事務局 （５）東部地区社会教育関係委員・職員基礎研修について

　 　平成30年1月25日（木）吉川市中央公民館にて、東部地区社会教育関係委員

事務局

　

事務局 　・北公民館の今後の方向性について

　北公民館は昭和52年に開館して以来、40年を経過しており、近年特に設備や

　施設の老朽化が進んでいる。平成13年に実施した耐震診断では、北公民館・

　北児童館の耐震指数であるIS値が低い位置となっている。市の内部でもこれ

　までに北公民館のある建物の改修や移転などについての話し合いが持たれた

　経緯があるが、平成23年3月の東日本大震災や昨年4月の熊本大地震など近年

　大きな地震が起こっていることから、北公民館の建物の耐震面と老朽化の対

　応については、生涯学習課として移転、建て替え、新築など何らかの方向性

高野委員 　個人的に様々なサークル活動を北公民館で行っているため、移転となると厳

　しいものがある。場所を確保し、公民館を作り替えて移転するのがよいと思

　うが、施設を取り壊しの間の活動場所がネックになる難しい問題である。

　時期的に何年も前に動きがあればよかったが、場所を確保し、公民館そのも

　のを作り替えて移転するのがベターと考える。

平間委員

事務局 　北公民館の現状は、建設後40年を経過し、設備と施設の老朽化が著しく進行

委員長

事務局

　

　　＊協議の結果、全会一致で山﨑委員が発表することに決定した。

　他の場所を確保し移転というのも、決まっていない状況であるか。

　「学びの循環のある地域社会をめざして」をテーマに昨年度優良PTA文部科学

　大臣表彰を受賞した地域・学校・家庭が一体となった八木郷小学校PTAの取組

　みを題材に山﨑委員が発表することで如何か。

（６）その他

　を模索していかなければならないと考えている。今後、北公民館が移転など

　をした場合、どのような機能が必要かについてのご意見をお聞きしたい。

　未定である。

　北公民館は、相当耐震面で課題があるのか。

　している。建物面では、外壁のひび割れが原因で雨漏りが頻繁に発生し、設

　備では、排水管、一番ネックになる部分が空調設備であり、現在2部屋でエア

　コン1台が使用不能な状態である。さらに昨年は、メインの室外機が故障した

　時に部品の入手により対応できたが、今後は修理できない事態が予測される。


　また、最近の施設は、ユニバーサルデザインを考慮した構造が求められてい

　るほか耐震工事＋αという部分を考えると相当な費用を要すると考える。

　開催されたことを報告。

　・平成29年埼葛郡市社会教育振興会並びに研修会において、伊藤委員、平間

　委員、村岡委員、山﨑委員が出席されたことを報告。

　　平成29年度　第1回社会教育委員会

　・職員研修会が開催され、今年度は、三郷市が実践発表の担当になっている。

　

　

　・平成29年度埼玉県市町村社会教育連絡協議会総会・研修会が5月30日に

　

　

6



           　　会　議　名

平間委員

委員長

竹之内委員

伊藤委員

石田委員

委員長

山﨑委員

　　平成29年度　第1回社会教育委員会

　隣地への土地購入が無理であれば、同じ場所に立て直すことが地域の皆さん

　今の北公民館の建物を維持するのは難しいと思う。建替えている間に災害が

　は、ご高齢のかたも多く、バリアフリーでない状況は解消すべきと思う。

　現在利用している団体の移転先は、瑞沼市民センターになると思うが、そこ

　また、新たな場所に作り替えるのであれば、避難所機能も絶対に必要であり、

　に全サークルが入れるのかどうか。曜日がかち合うこともあるのではないか。

　いのではないか。

　があればいいと思うものをお聞かせ願いたい。

　現行と同様の施設を新規に作った場合、規模の面で大丈夫であるか、移転し

　

　―スも必要と感じる。予算面で考えれば移転された方がよいと考える。

　ミュニティの場でもあるので、それを含めて考えることが一番だと思う。

　色々な楽しい設備が必要になってくると思う。また、安心、安全で地域のコ

　発生する可能性もあり、移転先を用意し、建て替えるのも1つの方法ではな

　いか。現在の施設では、部屋数も不足しており、近隣の方が避難できるスペ

　公民館と児童館の機能を含めているのであれば、やはり、新しく作る際は、

　バリアフリーも含め、みんなで相談して一番いい形で持って行ったほうかい

　社会教育委員として移転や建て替えの際の意見として皆様に挙げて頂きたい。

　石田委員は幼稚園を運営されている経験上、建て替えの際に、こういうもの

　考えた上で決めてもらうのが一番よいと思われる。地域にそのような施設が

　ない身としては、身近にほしい気持ちである。移転場所で、地域同士の綱引

　きがでてくると想像するが、上手に調整頂ければと思う。

　にとって利用しやすいと考える。

　公民館は地域にあっての施設であり、移転を考えた際には、難しい面がある。

　電気、水道等の設備をつけると当然何百万、何千万の費用がかかり、それだ

　けの費用を別にかけられるのか検討が必要である。費用と利便性のどちらを

　優先するかということが、一番のネックと考える。現在の利用されている方

　や場所が離れていたため利用できなかった方の移転するのであればこの辺に

　てほしいということになる。周辺の皆さんにもご意見頂き、プラス費用面を

　々がどうしたらよいか、そういったことも考えていかなければならない。現

　在地の近くに仮設の建物をつくることも1つの方法とは考えるが、漠然とし

　てて意見を出すのは難しい。

　

　公民館の土足化などで便利になってはきたが、北公民館周辺のみさと団地で

　

　果たして、耐震補強で解決できるのか、耐震補強だけならば非常にローコス

　トで納まると思う。建替の場合は、同じ場所に建てるのが利用者の方にとっ

　て利用価値が高いと思う。プレハブ等の3階建ての仮施設を作るとしても、

　移転してほしいという声が、別のあたりに眠っているかも知れない。

　今現在、その地域で利用している方に、意見を伺えば当然現在の場所に作っ

　た場所で現在と同様の活動ができるのか考えることも必要と思う。

　ただ、現在の場所で建て替えするとなると、その期間、現在利用している方
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事務局

委員長

事務局

　

　

　頂いたご意見を参考に考えていきたい。

　

　北部図書館の近くに増築する考えはないのか。

　そのようなことは検討していない。

　　平成29年度　第1回社会教育委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

8．閉会（堀切副委員長）
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