
　開　催　期　日

　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 9 平野 琴子 出・欠

2 伊藤 正則 出・欠 10 平間 浩幸 出・欠

3 林 雅敏 出・欠 11 堀切 友子 出・欠

4 村岡 隆光 出・欠 12 山﨑 祐子 出・欠

5 山﨑 治 出・欠

6 高野 功 出・欠

7 竹之内 満 出・欠

8 日野田 眞由美 出・欠

　事務局 有田 るみ子 教 育 長 　事務局 藤村 岳 生涯学習課主幹兼北公
民館長

　事務局 大石 京子 生涯学習部長 　事務局 三國 博子 生涯学習課主幹兼市立
図書館長

　事務局 三瓶 正宣 生涯学習副部長 　事務局 石井 哲也 生涯学習課社会教育指
導員

　事務局 加藤 厳 生涯学習部参事
兼青少年課長 　事務局 小玉 麻未 生涯学習課主事

　事務局 染谷 篤仁 生涯学習課長 　事務局 雨宮 聡子 生涯学習課社会教育主
事

　事務局 若林 伸英 生涯学習課長補
佐

　　平成29年度　第２回社会教育委員会　会議録

　　平成30年2月28日（水)　午前10時～11時30分

　　農業委員会議室（7階)

　　委員12名中11名　事務局11名

　（１）各種事業報告について

  （２）その他
主な議題

　傍 聴 人 状 況 　　0名

委　員　氏　名 委　員　氏　名
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           　　会　議　名

議     事 事務局

事務局

高野委員

事務局

平野委員

事務局

平間委員

高野委員

　

委員長 　事務局としての考えはどうか。

事務局 　放課後子ども教室は、学校の余裕教室等を活用して設置し、放課後児童クラブに参加する

　児童で、「放課後子ども教室」に参加希望する児童は、そこに参加できるものが、「一体

　型放課後子ども教室」である。なお、放課後児童クラブは、共働きの家庭の保育の場所で

　あるのに対し、放課後子ども教室は児童の居場所や多様な体験を行える場という点で、目

委員長

事務局 　そのとおりである。地域の方々が無理なく運営していく考えである。

　　（資料１-１、資料１-２、資料１-３、資料２、資料３参照）

　前９時から午後４時３０分の範囲内での実施である。放課後子ども教室の運営は、地域住

　民の参画を得ることであり、例えば、熱意のある学生や成人、高齢者等への周知・情報収

　集を通じた人材確保に力を注ぐ必要があると考える。参加費用は、参加児童の保険料とし

　て年間２００円を徴収するものとし、大規模なイベント等を実施する場合は、別途実費相

　

　

　的が異なる。また、放課後児童クラブのスタッフは、職員であるのに対し、放課後子ども

　はないことが示されている。

　

　「一体型放課後子ども教室」の開室時間や参加費用を伺う。また、教室ごとで安全管理者

　や学習アドバイザーで実行委員会を組織するとあるが、学習アドバイザーに関して、例え

　館利用のしおり」（資料１-３）、「一体型放課後子ども教室について」（資料２）、

　「平成３０年成人式式典事業報告」（資料３）を説明する。

　放課後子ども教室と放課後児童クラブの違いを伺いたい。また、三郷市では、１年生から

　６年生まで放課後児童クラブに参加できるのか。

　課後児童クラブは、保護者が就労している児童が対象であるが、放課後子ども教室は、就

　労の有無に関わらず参加可能である。そのため、放課後子ども教室は、毎日開催する必要

　終了時刻が午後５時頃であると共働きの家庭が参加しにくくなるのではないか。

　

　毎日開催するものではないと理解してよいか。

　

　１年生から６年生とあるが、高学年は６時限目があり、午後４時くらいまで学校にいる。

　教室は、地域の方々がスタッフとなる点で、運営方法が異なる。

　ば地元学生のボランティア参加は、想定しているか。

　当市の全ての小学校に放課後児童クラブがあり、１年生から６年生を受け入れている。放

　開室時間の標準的な考えとしては、５月から９月の平日は放課後から午後５時、１０月か

　ら３月の平日は、放課後から午後４時３０分、土曜日は午前９時から午後５時、同じく午

　当分を徴収することも想定される。

　

　*「みるよむきくバリアフリーコーナー＆三郷市電子図書館の案内チラシ」（資料１-１）、

　「みるよむきくバリアフリーコーナー利用のしおり」（資料１-２）、「三郷市電子図書

2．社会教育委員会委員長あいさつ

（１）各種事業報告について

3．教育長あいさつ

1．開会   　 　(司会進行:小玉生涯学習課主事）  

　　平成29年度　第2回社会教育委員会

4. 議題(議長:伊藤委員長)
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委員長 　県内市町村での放課後子ども教室運営状況を教えてほしい。

事務局 　近隣市町村の状況として、吉川市は、三輪江小学校の中で実施されている。八潮市は、各

　小学校で土曜日に開設しており、基本的にはほぼ全ての小学校で実施している。草加市は、

　学校の中で実施しており、開室状況については週５日実施している場所が１校だけで他の

　学校は週１回か２回。時間は、放課後から午後５時、冬場だと午後４時３０分まで。松伏

　町は、金杉小学校 １校で実施している。越谷市は、一部の小学校と地区センター、公民館、

　公園で実施しており、時間は、当市と同様である。春日部市は、ほぼすべての小学校にて

　

村岡委員 　既存のわくわく砦は学校内に統合されるのか。また、放課後児童クラブに通う児童は、放

　るのか。

事務局

村岡委員

事務局

日野田委員

事務局

平間委員

事務局

副委員長

委員長

　帰宅後にわくわく砦に向かうという時間的制約から参加が難しい児童も存在する。小学校

　学校一体型放課後子ども教室の開設にあたって、一度にスタッフの確保をすることは難し

　課後子ども教室に参加した後、午後６時３０分まで放課後児童クラブにて過ごすことにな

　

　わくわく砦への参加が減少すると考えられるが当面は閉鎖することは考えていない。放課

　実施しており、時間は、当市と同様である。

　室時間を設定している。

　ととなる。

　早稲田小学校で月１回程度行っている放課後子ども教室をベースに考えてみてはどうか。

　取り調査等を行い、少しづつ設置していきたい。

　られており当市としても今後は、小学校内で展開していく方針である。各小学校への聞き

　ることもあると思う。平成２６年７月に国の方針が出され、他市の様子を見ても徐々に各

　　平成29年度　第2回社会教育委員会

　学校では、夕焼けチャイムに合わせた帰宅を促しており、それに対応したわくわく砦の開

　校内に設置が多い状況だと思う。小学校内に展開する方針を伺いたい。

　新設が大変な実情は理解できる。特に小学校の余裕教室等という部分がネックになってい

　

　いるか、今年度は諸事情で厳しいので今後３年以内と考えているのか伺う。また、越谷市

　学校に設置が広がっていくと思う。事務局では、今年度に１校又は数校設置を予定されて

　は小学校、地区センター、公民館、公園等様々な活動場所があるが、他の近隣市町では学

　の展開にあたっては、放課後子ども教室運営の共通となる方針のもと、進めていきたい。

　く、段階的に展開していくと考える。わくわく砦への登録が多い小学校に開設されれば、

　後児童クラブの参加児童は、放課後子ども教室終了後は、放課後児童クラブにて過ごすこ

　小学校内で放課後子ども教室を行う方針が国の「放課後子ども総合プラン」内に位置づけ

　内の放課後子ども教室でボランティア受け入れの可能性があれば、対応したいと思う。

　

　会場に入りたい親御さんも嬉しい取り組みであり、来年も継続願いたい。

　

　う。昨年よりも多くの来場者があったことからも来年も継続願いたい。

　

　成人式での観覧用のライブビューイングは家族の方にとって、嬉しい取り組みであると思

　早稲田小学校では、地域のニーズにより子ども会にて主導的に運営している。小学校内で
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事務局

山﨑委員

委員長

村岡委員

竹之内委員

日野田委員

平間委員

高野委員

委員長

高野委員

事務局

委員長

高野委員

　地域に根差したPTA活動ということで大変よい発表であったと思う。この取り組みの継続

　と発展を期待している。また、心の教育の大切にした実践だと感じた。近年、学力重視

　の教育傾向の中、地域に根差した活動として、注目される。

　来年度第１回の社会教育委員会で、社会教育関係団体補助金の議題が出ているが、詳細な

　孫も気に入り何度も絵本を読み、気に入っている。

　久喜市の放課後子ども教室の発表は、行政、社会教育委員、学校、全てがボランティアで

　　平成29年度　第2回社会教育委員会

　

　タ等、広く市内全体を対象とした事業があるが、市内の活性化に向けて、個々に事業展開

　集まり運営されていた。長い年月の実績とキーマンの方の強い推進力があったからこそで

　また、スポーツ推進課での外国人と楽しむスポーツ大会や生涯学習課での生涯学習フェス

　世代が地域の核となりけん引する必要性を感じた。八木郷小学校ＰＴＡの取り組みを市内

（２）その他

　・北公民館の検討状況、「平成２９年度東部地区社会教育関係委員・職員研修会」（資料

　４）について、説明する。

　堂々とした発表で、三郷が誇らしかった。八木郷小学校の場合は、今まで培った地域の力

　各校でも参考にしていただき、市内全体の活性化に少しでも貢献できれば幸いである。

　皆様の協力により、無事に発表することができた。自らの活動について、振り返るよいき

　っかけとなった。PTAを離れて地域と学校がいかに関わって、地域を盛り上げていくか我々

　堂々と発表いただいた。参加者から意見を伺いたい。

　をフルに活用した取り組みで、各校にも応用可能であると思う。行事に、中高生や卒業生、

　地域の専門的な技術や知識を持った方など広く参加し、学校の子ども達を地域で育てる大

　きな視野を感じた。自分の子どもが中学、高校、社会人になっても地域を支え、支えられ

　素晴らしい活動を地域と一体となってやられている。私もいろんなかたちでPTAや地域と

　

　一体となった取り組みに協力できればと思う。小規模校の八木郷小学校にて地域と一体

　となる機運の醸成は、日々の努力の積み重ねがあったからと思う。

　はないかと感じる。三郷市では、これから時間をかけて実績を重ねていく必要がある。

　各団体からは決算報告の提出をいただいている。また、事業及び決算報告は、各団体での

　日本一の読書のまちということで、以前、絵本を作成したと思う。孫にも読み聞かせたが、

　を図るべきか、一体で行う必要があるのか、難しい課題と感じた。

　での好事例だと思う。

　る関係は続く。「ふれあい夏祭り」は、毎年１，０００人のかたが集まり、櫓の設営等は

　おやじの会、運営は、地域の参画を得るなど創意工夫を感じた。

　近年、学校とＰＴＡとのコミュニケーションが図られている場面を見聞することが多い中

　来年度の第１回社会教育委員会にて、決算を事務局より報告願いたい。

　使途が分からない部分がある。各団体から決算報告は提出されているのか。

　総会での承認を得たものである。

　学校と家庭は比較的つながりやすいが、地域との連携は、実際は難しく、地域と一体とな

　ったイベントの実施は素晴らしく感じた。
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委員長

委員長

事務局

副委員長

　

5．閉会

　　平成29年度　第2回社会教育委員会

　陸上競技場について、進捗状況をお聞かせ願いたい。

　地域の方々のコミュニケーションの場としての利用も可能である。

                                                                            以　上

　整備については、まちづくり推進部が担当をしている。現在、ブルートラックの整備に入

　２月１５日に平成２９年度埼葛郡市社会教育振興会　正副会長・理事幹事会が吉川市にて

　開催された。来年度の総会は５月１７日に春日部市中央公民館にて開催される。当市から

　平野委員が表彰されるということが提案され、承認されたので報告する。

　のブルートラックの他、投てきや棒高跳び、ラグビー、サッカーなどの競技のみならず、

　り、５月の連休あたりに日本陸連の認定、オープンは６月上旬を想定している。４００ｍ
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