
　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 5 　竹之内 満 出・欠

2 伊藤 正則 出・欠 6 　平間 浩幸 出・欠

3 榎本 務 出・欠 7 　日野田 眞由美 出・欠

4 上田 善彦 出・欠 8 　宮崎 晴美 出・欠

5 竹内 嘉洋 出・欠 9 　山崎 治 出・欠

事務局 　益子 敏幸 生涯学習部長 事務局 　　加勢 伸弘
青少年課長補佐
兼
事業係長

事務局 　梅澤 十三男 生涯学習副部長
兼生涯学習課長 事務局 　　森島 啓介 青少年課管理係

長

事務局 　若林 伸英 生涯学習課長補
佐兼係長 事務局 　　西尾 和親 青少年課専門指

導員

事務局 　藤村 岳 生涯学習課主幹
兼北公民館長 事務局 　　小玉 麻未 生涯学習課主事

事務局 　三浦 直美 青少年課長 事務局 　　大輪 あけみ 生涯学習課社会
教育指導員

　（４）その他

主な議題

　傍 聴 人 状 況 　　0名

　　令和元年度　第１回社会教育委員会　会議録

　　令和元年5月27日（月)　午前9時30分～10時30分

　　農業委員会室（7階)

　　委員10名中8名　事務局10名

　（１）平成３０年度事業報告について

  （２）社会教育関係団体に補助金を交付することについて

　（３）令和元年度の方針・計画について

委　員　氏　名 委　員　氏　名

1



           　　会　議　名

議     事 事務局

委　員

事務局

委　員

事務局

委員長

事務局

委員長

事務局

　送迎をお願いしている。高学年についても、行き帰りの安全等を踏まえ、保
　護者が送迎できることが参加の条件としている。

　この内容について一時は「絶対に保護者の送り迎えがないとダメ」となってい
　たが、安全性を考慮した結果、事務局側でも「極力」ということで譲歩したと

　「みずぬま」では２日間の受付日を設け、各会場で登録受付を行っている。

　登録料は市の歳入（公金）となるため、基本的には市の職員が扱うことが適切

　

　である。また、直接お申込みいただいたときに、保護者の方にお子さんの様子
　をお聞きすることもできるため、お手数だが途中申込者については市役所に足
　を運んでいただくことをお願いしている。今年度も既に２日間の申込受付を実
　施したが、その状況等を踏まえて今後の望ましい方法を検討させていただく。

　【質疑応答】
　「わくわく砦」に遊びにきた保護者がその会場で登録申し込みできず、直接
　市役所に行かなければ申し込めないとなっているが、郵送等での登録対応は
　できないのか。

　うという仕組みになっている。

　ているがいかかがか。

　「わくわく砦」の参加方法としては、低学年のお子さんについては「極力」

2．委嘱書交付

1．開    会   　 　(司会進行:小玉主事）  

　　令和元年度　第1回社会教育委員会

6. 議　題(議長:伊藤委員長)
（１）平成３０年度事業報告について（資料1-1、1-2、1-3参照）
　　＊資料1-1、1-2、1-3「平成30年度主な事業の報告」を説明。
　　　生涯学習課（若林補佐）
　　　北公民館（藤村館長）
　　　青少年課（三浦課長）

　思う。

　役所に来なければならない。途中申込のとき、何か他の方法を考えてほしいと
　思うがいかがか。

　越しいただき、登録手続きを行っていただくこととなっている。なお、申込
　の際は、登録用紙と登録料（参加費）の徴収をしている。基本的に登録の段
　階で保護者の方には注意事項をお読みいただいたかの確認や緊急連絡先の確
　認も行っている。登録料については、市の歳入となるため市職員が徴収を行

4. 生涯学習部長あいさつ

5. 職員紹介

　も教室を利用するお子さんは特に低学年の１年生や２年生が多い。昨今、新聞
　等で様々な事件や事故等も取りざたされており、心配な部分もあるため低学年
　については「極力」保護者の方の送迎をしていただくようお願いしている。

　申し込みについて各会場で２日間の申込日を設けているが、この日以外は、市

　「わくわく砦」の申し込み方法は、現在のところ「とうわ」・「たかす」・

　働いている保護者では市役所に来て登録ができない方もいらっしゃると聞い

　安全安心を考えると、当初は「１年生～６年生まで保護者の方の送迎を必須」
　と考えていたが、高学年ではある程度危険を防止できる能力もあるということ
　もあり、「なるべく」お迎えをお願いをしている。しかしながら、放課後子ど

3．委員長あいさつ

　受付日に来れず、「わくわく砦」への参加を希望される場合は、市役所にお
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           　　会　議　名

事務局

委　員

事務局

委　員

事務局

委　員

　　＊資料2「令和元年度社会教育関係団体事業費補助金一覧表(案)」を説明。

　それぞれの学校に現在２０万円の補助金を交付している。補助金交付にあたり、

　中学校のお子さんと今後中学校へ入る小学校のお子さん、所謂「中学校区」の

　めの補助金になってほしい。イベント時の水分配布等で補助金を使用するので
　はなく、その使い道について明確にしていただき、各育成会で揉んでもらって
　活動内容を吟味していくようなアプローチをしていただければいいのかと思う。
　南中学校区のイベント等に参加しているが、この学校区では「地域みんなでコ
　ンサート」を行っており、地域の方からも喜んでいただいている。聞くところ

　【質疑応答】

　でないところでそれぞれによって精査されているのか。例年通りの額で行って
　いるのか、交付金額はよしとしても事業内容についてアドバイス等のアプロー

　総会資料の確認や実際に総会に参加し事業報告を受けている。地域育成会は各

　チはあるのか。

　

　についてはお任せしている。あまりにも不適切な内容であった場合や補助金の

　てもらうための補助金になってほしい。イベント時の水分配布等で補助金を使
　用するのではなく、その使い道について明確にしていただき、各育成会で揉ん
　でもらって活動内容を吟味していくようなアプローチをしていただければいい

　令和元年度　第1回社会教育委員会

　お子さん全体を地域で見守っていこうと活動している団体である。町会や地域

　子ども会が１８団体と昨年度より減っている。この点はどうか。

　って町会との協力により団体を作っていくこととなる。なかなか育成者の方で

　の民生委員といった地域の活動に熱心な方が参加されていて、登下校の見守り

　全体的な子どもの数としては、地区は限定されるが増加しているところもある。
　逆に、古くからの地区で子どもが増えていないところもある。また、子ども会

　子ども会の役員を引き受けていただける方が少し限られてきており、難しい部
　分もある。それについては事務局から保護者の方へ子ども会活動にご協力いた
　だくことを引き続きお願いし、子ども会運営でお手間を取らせないよう事務局
　でも支援を行い、現存する子ども会がなくならないような方向に持って行きた
　いと考えている。

　的を持って活動しているのか、この辺りで経費が補助金と同じのところとそう

　パトロールや学校の行事に協力するということが主な活動となっている。その

　けるよう補助金を交付している。団体によっては、小中学生が自分では体験で
　中での地域の子どもに関する活動会議や各種行事の諸経費として使っていただ

　のかと思う。

　育成会ですのでその学校区にいる子ども達に還元できる活動に使ってもらうた

　て違ってくると思うが、数校、補助金と補助対象経費が同額のところもある。
　この学校区について活動内容を精査しているのか、育成会としてどのような目

　によると他の学校区で、補助金をお茶代や配布物に使用してしまい、言わば補
　助金を消化するために何かを配布しているということもあるようである。やは
　り、青少年育成会ですのでその学校区にいる子ども達に還元できる活動に使っ

　　　青少年課（森島係長）

　（２）社会教育関係団体に補助金を交付することについて

　きないようなことをやっているということも伺っている。補助金の使い道につ

　域の特性等もあり、地域で代表者となっていただいている方と団体さんに内容
　についてはお任せしている。あまりにも不適切な内容であった場合や補助金の

　いては、「これをやってください」といってお渡ししているものではなく、地

　使い道に不明が見られれば事務局から団体へ申し上げていかなければならない
　と思っているが、現状、総会資料の確認や事業報告を受けた限りでは適正な事
　業運営がされていると考えているため、事務局から赴いて指導することは行っ
　ていない。

　　　生涯学習課（若林補佐）

　については、子どもだけでできるものではなく、育成者の方が中に入ってもら

　８中学校区地域青少年育成会について各団体２０万円を補助金交付している。
　各２０万円の交付に対し、補助対象経費は中学校区それぞれの活動内容によっ
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           　　会　議　名

事務局

委員長

事務局

委員長

事務局

委員長

事務局

委員長

事務局

　令和元年度　第1回社会教育委員会

　

　見が委員から質問が出る。消化するだけの２０万円ではなく、活動するための
　２０万円であるということを各中学校区に認識してもらえるように事務局で持
　って行くべきであると思う。お茶代にするのは補助金の使い道として違うと思
　う。学校区の活動費が足りないから廃品回収を行うなど学校区によっては苦労

　ご意見ありがとうございました。

　毎回、学校区への補助金が一律で２０万円を支給することがいいのかという意

　って実行委員会の皆様と協議し、みさと団地センターモールでの開催が難しく

　されているところもあると聞いている。くれるものは使おうというのではなく、

　北公民館職員との調整も必要になってくる。

　国際交流事業など、移転したことによってボランティアが減ったことはあるか。

　有意義に使ってもらうということを事務局からアプローチしてもらわないとま
　ずいかなと思う。来年度も同じ質問が出ると思うので、強く考えてほしい。

　ご意見ありがとうございました。

8．閉会（平間副委員長）
　
　
　

　
　ボランティアで参加されていたかたは生涯学習を兼ねて参加している方も多い。

　　を報告。
　・令和元年埼葛郡市社会教育振興会並びに研修会に平野委員が出席されること

　

7.その他

　

（３）令和元年度事業の方針・計画について（資料3-1、3-2参照）
　　＊資料3-1、3-2「令和元年度事業計画の概要」を説明。
　　　生涯学習課（若林補佐）
　　　北公民館（藤村館長）
　　　青少年課（三浦課長）

　【質疑応答】

　ってきたかと懸念している。瑞沼市民センターとの勤務体系の違い等もあり、

　北公民館では人数が足りないのか。
　
　瑞沼市民センターとの兼務辞令も出ており、北公民館の職員は昨年度からは減
　少した。昨年度行っていた主催事業については現状通り開催するめどがついて
　いるが、新規事業の展開についてはじっくりと練って検討することが難しくな

　国際交流事業の「みさと地球市民フェスタ」については、北公民館の移転によ

　なることや代表者の状況等もあり、一度幕を閉じることとなった。「北公民館
　まつり」についても移転に伴い北公民館の貸館業務がなくなったため、団体の
　登録等も現状と異なってきた。事前に実行委員の皆様にはお話しをし、瑞沼市

　・第５０回関東甲信越静社会教育研究大会埼玉大会について
　・東部地区社会教育関係委員・職員研修会について

　事業の見直しや廃止について大変なこともあったかと思うが、できるだけそう
　いった点も見直して頑張っていただければと思う。
　

　民センターでの開催は難しいということもあり、最後、１２月に縮小版になっ
　たが「北公民館まつり」を開催し、一度幕を閉じることとなった。ご指摘のと
　おり、なかなか現状と同じかたちではいかないが、主催事業については現状通
　り継続していけるようにと考えている。
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