
　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 6 　竹之内 満 出・欠

2 伊藤 正則 出・欠 7 　平間 浩幸 出・欠

3 榎本 務 出・欠 8 　日野田 眞由美 出・欠

4 上田 善彦 出・欠 9 　宮崎 晴美 出・欠

5 竹内 嘉洋 出・欠 10 鏡 宏美 出・欠

事務局 　益子 敏幸 生涯学習部長 事務局 　三浦 直美 青少年課長

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 　加勢 伸弘 青少年課長補佐兼

事業係長

事務局 　若林 伸英 生涯学習課長補
佐兼係長 事務局 　小玉 麻未 生涯学習課主事

事務局 　藤村 岳 生涯学習課主幹
兼北公民館長 事務局 　大輪 あけみ 生涯学習課社会

教育指導員

　（２）その他

　傍 聴 人 状 況 　　0名

　　令和元年度　第2回社会教育委員会　会議録

　　令和2年1月23日（木)　午前10時～11時30分

　　全員協議会室（6階)

　　委員10名中8名　事務局8名

　（１）令和元年度事業の中間報告について

　　　　・関東甲信越静社会教育研究大会埼玉大会について

主な議題

委　員　氏　名 委　員　氏　名
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           　　会　議　名

議     事 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

委　員

事務局

　うである。

　北公民館が瑞沼市民センターに仮移転し、何か影響はあったか。

　プラザ2階に開設した。同じ市に2か所、再視聴施設があるところはおそらく

　いろと工夫しながら講師を探している。

　60代後半から70代の方が多い。男女比では圧倒的に女性が多い状況である。

　「高齢者の学びと生きがいづくり」事業に参加されている方の年齢層と男女
　比はどうか。

　という無料講師派遣事業があり、そこを活用して講師派遣依頼をした。いろ

1．開    会   　 　(司会進行:小玉主事）  

　　令和元年度　第2回社会教育委員会

6. 議　題(議長:伊藤委員長)
（１）令和元年度事業の中間報告について（資料1、資料2参照）
　　＊資料1、資料2「令和元年度事業の中間報告について」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）

　以前の北公民館の場所と離れ、各事業で参加者が減るかと思っていたが、予

　予算等もあるが介護編については福祉関係に携わっている講師をお願いした。
　終活編については、埼玉県金融広報委員会が運営している「知るぽると埼玉」

　約700名の方が来ている。年代別では、瑞沼市民センターでは10代と60代の
　方で8割を占めている。におどりプラザについては、50～40代、30～20代、
　10代の方がそれぞれ約3割来ており、今まで瑞沼市民センターでの利用がな
　かった世代にも利用していただいている。人生100年時代に向け、多世代に

3. 教育長あいさつ

4. 職員紹介

　らなかった。

　「高齢者の学びと生きがいづくり」事業の講師の方はどんな方を選定してい
　るのか。

　そのとおりである。瑞沼市民センターにあった施設に加えて新たににおどり

　想以上に多くの方が事業に参加していただいている。特に「歌声ひろば」は、
　旧北公民館付近にお住まい方が多く参加しており、瑞沼市民センター仮移転
　によって参加者が減る可能性が高い事業だと思っていた。しかしながら、毎
　回100名ほどコンスタントに来ていただいており、心配していた状況にはな

　【質疑応答】
　放送大学は今まで瑞沼市民センターのみだったが、におどりプラザにも設置
　された。両方とも通年で開設しているということでよいか。

　生涯学習の楽しさを感じていただける施設となっているので、皆様にも是非
　活用していただきたい。

　瑞沼市民センターに放送大学が開設された当初は、しばらく利用者がいない
　という時期もあったようだが、今は盛況であるようだ。

　若い方は自習室として活用しており、集中して勉強できる場となっているよ

2．委員長あいさつ

　本市だけである。昨年8月にオープンし、12月末時点でにおどりプラザには
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           　　会　議　名

委　員

事務局

委　員

事務局

委　員

事務局

委　員

事務局

委員長

事務局

　「さくらんぼキッズ」や「いとっこひろば」は月1回だが、「わくわく砦」
　はどのようになっているのか。

　開設回数だが、「わくわく砦　みずぬま」は週3回、「わくわく砦　とうわ」

　放課後子ども教室は「わくわく砦」と題して、瑞沼市民センター、東和東地

　内で展開している「さくらんぼキッズ」、「いとっこひろば」の2つがある。

　課題、また、国や県などの動きを踏まえた市としての長期的展望があれば伺

　目標をもって進めていきたいと考えている。

　区文化センター、高州地区文化センターの3か所で行われているものと学校

　放課後子ども教室はどのようになっているのか。

　ある活動を担ってくれる人材の確保もあるため、予算面や学校の協力のもと、

　広報紙、チラシ、ホームページでご案内している。

　が、内容によっては体育館や校庭で行うこともあるので、学校の協力・支援
　をいただきながらスタッフと協力して行っていきたい。なお、国、県では小
　学校内に開設をしていくという大きな方針がある。市としても、小学校内の

　放課後子ども教室は、桜小学校と彦糸小学校に開設されたが、開催の現状と

　は週1回、「わくわく砦　たかす」は週2回となっている。「わくわく砦」と

　まう。実施回数の頻度が多いとスタッフの負担が増すため、まずは無理なく
　実施することが重要であると考える。また、実施回数よりも1回の質を高め
　てやっていくことをスタッフと確認している。スタッフとの協議や今後の運

　令和元年度　第2回社会教育委員会

　いたい。

　施している。今後については実施スタッフとの協議もあるが、カリキュラム

　地区センターや瑞沼市民センターで行っている放課後子ども教室は、現在も

　桜小学校の「さくらんぼキッズ」と彦糸小学校の「いとっこひろば」の開設
　については、5月から3月まで原則毎月第一月曜、月１回の開催となっている。

　の充実や参加している子どもの意見等を反映しながら実施し、状況によって
　は開設回数の増加も検討していく。課題については、学校内に設けるという
　こともあり、基本的には生涯学習課主体で事業を進めているが、準備等の関
　係で学校の協力が必要な場面もある。なるべく学校の負担を軽減しながら工
　夫をして実施をしていきたい。活動にあたっては、余裕教室を利用している

　計画」というものがあるが、その中で、5年間で小学校2校に開設するという

　存続しているが、今後展望である「5年間で2校」というのは学校内に2校設
　置するということでよいか。

　営がスムーズに行けば、実施回数を増やす可能性もある。

　考えて進めていく。

　開設を目指して引き続き取り組んでいく。今後の見通しとしては、現在、子
　ども政策室で3月に策定する予定の「子どもにこにこプラン　児童指導育成

　「さくらんぼキッズ」等の学校内展開との開設回数の違いについては、学校
　内展開では体験学習を主体としている。そのため毎月実施プログラムを作成、
　スタッフの綿密な打ち合わせや準備等が発生するので作業時間がかかってし

　学校内での展開では体験学習を重視しており、プログラムを作成しながら実

　PR方法はどのようにしているか。

　基本的に当初の放課後子ども教室開設の方針としては、学校の中に開設する

　館や地区センター、公園での開設も状況によっては認める姿勢だった。しか
　しながら近年にあっては、学校内に設置するという旗が鮮明になってきてい

　という大目標がある。今まで、学校内実施が特に難しい場合は、地域の公民

　る。長期的に考えると地区センターで行っている「わくわく砦」も小学校内
　設置に代わっていくことを検討する時期になっている。現在は、小学校内で
　2校だけの開設となっているが「5年で2校」というのは、どの地域、どの学
　校と決めている訳ではない。開設にあたっては余裕教室の状況や一番重要で
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           　　会　議　名

委員長

事務局

委　員

事務局

委　員

事務局

委　員

事務局

委員長

事務局

委員長

委　員

委員長

委員長

　令和元年度は獨協医科大学付属看護専門学校三郷校にお願いをし、「骨から

　令和2年度についても検討中であるが、事務局としては是非協力依頼をしたい

　令和元年度　第2回社会教育委員会

　願いしたい。

　学校内で設置している放課後子ども教室は、「居場所＋体験学習の場」とし
　て子どもたちが楽しく過ごせる場所の提供をしている。実施回数が増えれば
　協力していただくスタッフの数を増やさなければならないが、現状では少し

　当初、子どもの居場所づくりとして「わくわく砦」があると感じていたが、
　学校内での設置となると月1回開催となり、子どもの居場所づくりの場所が
　減っているような気がするがいかがか。

　が、今後もっと多くの学校内に設置する場合、生涯学習課だけでは人材確保

　ずつ進めていくということで行っている。

　青少年課の事業では中高生の参加が減っていることもあるようだが、青少年
　活動をされている委員のご意見はどうか。個人的なご意見でも構わない。

　いる。

　現在、学校内展開している2校は生涯学習課で人材確保を行っているようだ

　協働事業のパソコン講習会は始まってから15年ほど経っていると思う。参加
　者のパソコン技術も上がり、一通り操作ができる方が多くなってきているの
　ではないかと思うが現状はどうか。

　の体験を行った。実施アンケート結果でも子どもたちから好評であったとの
　結果をいただいているので、来年度も要望があればお答えしていければと思
　っている。

　も依頼をしているのか。

　初めて実施したが、子どもたちが何を求めているのか考え、実際に体験を踏
　まえて講義を行った。骨の役割や体の構造等の話とレントゲン写真を見る等

　ところである。

　子どもたちも大変喜んでいる事業であると聞いている。来年度も引き続きお

　申し込み状況は増加傾向にある。講座によっては募集人数以上の応募がある

　のメッセージ」と題して、上田委員にご協力いただきながら講義を行った。

　ものもある。特に人気があるのはエクセル講座で、難易度別に講座展開をし
　ている。ワード講座についても4段階の難易度に分かれて講座を開設してい
　る。パワーポイント講座や学校の授業等でも取り扱いのあるスクラッチ、プ
　ログラミング等の講座も需要が高くなっている。

　学校内で展開している放課後子ども教室開設の企画立案は、地域の方がして

　ている。活動実施内容についての企画立案は、運営スタッフの方が行って

　いるのか、PTAの方がやっているのか。

　放課後子ども事業は基本的に生涯学習課が所管しており、開設については学
　校やPTAが主催しているものではない。生涯学習課で人材の確保を行い、そ
　の中でPTAや地域ボランティアの方が実際に運営スタッフとして活動をされ

　が間に合わないと思うがどうか。

　人材の確保については様々な方法があるかと思う。当課が持っている人材情
　報や他課での情報、学校での情報等、アンテナを張り巡らして情報収集をし
　ながら人材確保に努めていきたい。特に重要なのは、人材の量もそうではあ

　実際に講義を行ったときの様子を委員にお伺いしたい。

　るが、スタッフの中で中心となって活躍してくれる人材の発掘が課題である
　と思う。

　「子ども大学みさと」は獨協医科大学附属看護専門学校三郷校に令和2年度
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           　　会　議　名

委　員

委員長

委　員

事務局

委員長

委　員

　生100年時代を考えていかなければならないと認識させられる議題であった。

委　員

委員長

事務局

　ていることに感心した。人生100年時代に向け、やはり、多くの方とコミュ

　ニケーションを持つことが重要であると思う。勉強になった研修会であった。

　

　関東甲信越静という大きな大会だったが、もっと多くの方に参加いただけれ

　ばよかったかと思う。今後もお時間があれば参加していただければと思う。

　

　＊成人式について

　昨年、民法改正があり、成年年齢が18歳となった。法律施行は令和4年の4月

　からとなる。令和5年の成人式をどのように行うか現在検討しているところ

　多いと感じた。

　基調講演に参加した。文教大学の野島先生のお話の中で、「人の上に立つ人

　は自分で学んで、それを人に広げていく」ということを強調されていた。我

　々の世界でもそうだと思うが、何も分からないでただ上に立っている人が中

　心になって動けるかと言われればそうではない。動けるようになるには様々

　なものを吸収し、初めて動けるようになるというお話が印象的であった。人

　シンポジウムに参加し、様々な立場の方が様々なところで考えながら活動し

（２）その他

　　＊「関東甲信越静社会教育研究大会埼玉大会ついて」を説明。

　第4分科会に参加し、人材発掘についてのグループワークを行ってきた。後

　継者選びに悩まれているのはどこも同じであると感じた。後継者の一本釣り

　等があるが、周りからの様々な意見が発生する。みんなが納得するような一

　本釣りならよいが、それ以外であると問題があるなと改めて感じた。くじび

　きやじゃんけんで決めることやお手伝いするだけならよいがリーダーにはな

　れないと会を脱会する方も出てきているという話も聞く。悩まれている方が

　に多くの高校生ボランティアが参加していた。その子達は意識が高いという

　のもあるが、今の子達は、ボランティア活動の楽しみ方を知らない、どうボ

　ランティア活動に参加していいか分からない、ボランティア活動についての

　教育をあまり受けてないように感じる。また、高校でボランティア活動につ

　いて話す機会があった際にも、ボランティア活動の裏側を知らないため行き

　づらく、行かないという声があり、そのようなサイクルとなっているようだ。

　ボランティアというよりも入り口を優しくし、気軽に参加できる体験が浸透

　していけばよいのではないかと考える。

　いた頃の感覚を整理して、今のニーズに合わせたかたちにしていかなくては

　ならないと感じている。

　ボーイスカウト事業に関わっていたときにも確かに、こちらできちっとした

　プログラムを組まないとやらない子が多く、ほかのことを自分たちで進んで

　やるという子が少ないと感じた。これについて、更にどうしたらよいか何か

　お考えはあるか。

　個人的に過去何回か東京マラソンの審判をやっていたことがあるが、その時

　令和元年度　第2回社会教育委員会

　最近の中高生は昔に比べて忙しいという現状がある。環境の変化もあり、家

　にいてもリアルタイムでSNS等により簡単会話ができてしまい、わざわざ会

　わなくてもいいという感覚があるのだと思う。一緒に事業をやる過程の中で、

　昔は何か組み立てていくということに対して楽しさや面白みを持っていたと

　思う。今の子たちは忙しいということもあるが、自分が参加できるときに楽

　しくありたいというライフスタイルに変化してる。誰かが活動の場をきちん

　と提供してあげて、この範囲でやってくださいというようにやらないと参加

　が難しくなっている。一緒に事業を組み立てようと言ってもその事業に対す

　る責任を感じてしまっている子やそこまでやりたくないけども楽しいくこと

　はしたいといった子たちが多いように思う。今の若い子たちと我々がやって
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           　　会　議　名

事務局

委員長

事務局

委　員

事務局

委員長

委　員

委　員

委　員

　じた。

　成人式の意義が重要であると思う。18歳の成人ということで区切りをつける

　のであれば18歳で行うべきだと思う。しかし、現在のかたちを取るのであれ

　ば文化会館に集まってやる必要があるのかなということも考える。結局、市

　内の成人が一同に集まっても、出身中学校で固まるのであれば、「二十歳の

　る。小中高で成人とはいかなるものかという学習を積み、一成人としてこう

　いうふうにあらねばならないと自覚し、18歳の成人を迎えるケジメとしての

　式として意義を捉えるのであれば、18歳で行うほうが良いと考える。だが、

　集い」でやるに当たり個人的な意見であるが、出身中学校の体育館に集めて、

　近隣の状況や社会状況を考えるとなかなか難しいとは思う。「そもそも成人

　式は」という意義の問い直しの時期に来ていると感じている。今まで通りの

　お祝いということで保護者や祖父母の方への感謝等の場であれば、何歳で行

　くやり方や考え方を変えなければ難しいと思う。この間の成人式では、代表

　者のスピーチが大変よく、参会した成人にも大きく響くものであったと思う。

　あのスピーチをするには20歳じゃないとなかなかできない内容だったかと感

　サテライトで来賓挨拶等を行い、中学校で同窓会の延長線上で祝う会をやっ

　と聞く。そのため今から議題に挙げるのは早くはないと思う。このほか、個

　人的な意見で構わないのでどうか。

　成人式の意義から考えて、何のためにやるかで意見が分かれると思う。18歳

　で成人となり、社会に出て、ある程度自信をつけて再び社会人として大人の

　自覚をもつという意味として捉えるならば20歳で実施かなと思う。しかしな

　がら、成人式の様々なイベント事等を抜いて考えると、各国の状況では18歳

　が成人であり、日本でもそれに倣って成人を18歳とするからには、18歳で式

　を行うのがよいのではと思う。ただ、例年通りの行事を行うことは無理であ

　近隣市町では、今年度中に方向性を決定し、来年度早々に公表することを検

　討していると伺っている。近隣市町から情報が発信されれば、本市はどうな

　のかという関心がますます高まっていくと思われるので、公表のタイミング

　は近隣市町と合わせていきたいと考えている。

　

　女性の場合、振袖や美容院など1年前では予約等が間に合わないこともある

　ってもよいかと思う。

　現在の式典の形をとるならば20歳で行うほうが良い。18歳で行うならば大き

　法改正により18歳が成人年齢となることから、大人の自覚を促すことは重要

　なことと考えるが、成人式発祥である蕨市では、20歳を対象に開催すること

　を表明しており、近隣市町の状況としても、20歳を対象とする方向で検討し

　ているなか、事務局としては、20歳を対象に開催する方向で検討したいと考

　えている。

　来年くらいまでに近隣自治体の状況をみながら「二十歳の集い」や18歳で行

　うかを決定すればよいのでは。

　ことについて、対象年齢のことだけでなく、今年度の成人式に出席された委

　員もいらっしゃるので、成人式でお気づきのこと等を含め皆様のご意見を伺

　いたい。

　まず、担当課としての方向性や考えはどうか。

　4年先ではあるが、対象者には関心が高く、すでに問い合わせもきている。

　総務省では、成人式は各自治体で決定するものとしているが、18歳は高校生

　であり、就職や進学などの時期と重なる等の課題も併せて指摘している。民

　令和元年度　第2回社会教育委員会

　＊成人式について

　である。埼玉県内や近隣市町では、これまでと同じく20歳の方を対象にした

　「二十歳を祝う会」や「二十歳の集い」を検討していると聞いている。この
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　てあげるというのも今のかたちではあるのかなと思う。

8．閉会（平間副委員長）
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