
様式第２号（第５条関係）

審議会等会議録

発 言 者 会議のてん末・概要

事務局 第１回しょうぶ会館運営委員会

皆様こんにちは。開会に先立ちまして、新しくなられました、しょう

ぶ会館運営委員会の副会長をご紹介いたします。菖蒲小学校校長の高砂

光延様でございます。前任の青木副会長の後任でございます。

続きまして、本日出席しております職員をご紹介いたします。

4月より、菖蒲総合支所長となりました岩﨑栄でございます。総務部参

事兼人権推進課長の木村栄でございます。教育部生涯学習課課長補佐兼

人権教育係長の大野実でございます。同じく主任の大八木正浩でござい

ます。しょうぶ会館、担当主査の大木秀一でございます。同じく 4月よ

り会館職員となりました担当主査の上松純司でございます。

本日の進行を務めさせていただきます、しょうぶ会館館長の林でござ

います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

　ただ今より、平成 27年度第 1回しょうぶ会館運営委員会を開会させて

いただきます。

本日は、水島会長をはじめ、運営委員の皆様には、ご多忙の中、ご出

席いただきまして誠にありがとうございます。

なお、本日、委員の過半数が出席されておりますので、委員会規則第6

条第2項の規定によりまして、開会できますことをご報告申し上げます。

会議録の署名ですが、今回の会議録にご署名をいただきく委員は、高

砂光延委員さんと稲場義雄委員さんのお二人にお願いいたします。

会議録が完成次第、指名された委員さんにはご署名をお願いしたいと

存じます。

続きまして、本日の資料のご説明をいたします。先日、委員会通知と

共に資料を配布いたしました。本日、ご検討の上、持参していただいて

いる事と思いますが、お手元に資料のない委員のない方がいましたら挙

手をお願いします。いない様なので、お手元の資料をご覧いただきたい

と思います。

資料の1ページから4ページが平成27年度の事業計画で、5ページ、6

ページが平成27年度の事業予算、7ページ、8ページは「しょうぶポピー

まつり」について、となっております。

それでは、次第に沿いましてご挨拶をいただきたいと存じます。

しょうぶ会館運営委員会会長の水島輝彦様、どうぞよろしくお願いい

たします。

水島会長 水島会長あいさつ

　どうもご苦労さまです。本日はお忙しい中ありがとうございます。

　昨日までは、大変な天気でありまして、土砂崩れがあったり、塚田の

ほうでは竜巻があったり、防災無線がストップしたりと非常に天候が安

定せず、また、世の中も安定せず、衆議院議長が今度、交代する等いろ

いろなことがありました。。

　しょうぶ会館では、職員も一新され、館長も新しくなり、今後1年間

頑張っていければと思います。

　しょうぶ会館の行事もたくさんありますが、中でも 5月 17日のポピー

まつりには大勢のお客さんがくると思いますので、委員の皆様には当
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日まで、お骨折りかけるかもしれませんがよろしくお願いします。

　また、小中学校７校の児童、生徒の皆さんにはいろいろ応援をお願い

をしなければなりませんが、他の市町から訪れて来られた方からは、子

供たちがこんなにできるのはすばらいいと言われております。

　おとなりの加須市からはこういったことを見習いたいといわれており、

見習いたいと言われていることを誇りに思います。

　これから皆様方に、事業計画のご意見をいただきながら立派な事業運

営ができますようよろしくお願いいたしまして、あいさつに代えさせて

いただきます。

　本日は大変ご苦労様です。

事務局 ありがとうございました。

続きまして、菖蒲総合支所長の岩﨑支所長より、ごあいさつをお願い

いたします。

岩﨑支所長 岩﨑支所長あいさつ

　あらためまして、こんにちは。

　4月の異動に伴いまして、菖蒲総合支所長の岩﨑でございます。

　今後ともどうぞ、よろしくお願いします。

　本日はご多用のなか、平成 27年度第 1回しょうぶ会館運営委員会にご

出席いただきまして、誠にありがとうございます。

　平成27年度が始まりまして早くも 3週間が経とうとします。昨年度、

委員の皆様には、地域交流事業をはじめ、多くの会館事業に多大なご指

導・ご協力を賜りまして、改めて感謝申し上げます。

　今年度も委員の皆様には、しょうぶ会館事業の円滑な推進のために、

さらなるご指導・ご支援を賜りますよう、改めてお願い申し上げます。

　また、職員一同、しょうぶ会館の利用者が増えますよう、いろいろな

事業を推進するなかで、親しまれる会館となるよう、今後も一生懸命に

努力してまいりますので、ご支援をよろしくお願いいたします。

　さて、本日の委員会では、年度当初ということで、本年度の事業計画

並びに事業予算等に関してご審議いただくものでございます。

　本年度の諸事業がたくさんの参加者に参加いただき、実りある事業に

向け委員の皆様には、慎重なご審議とご指導をお願いしたいと存じます。

　結びに委員の皆様には、時節柄、先ほど会長からもありましたが、天

候が不安定なことから、健康には十分ご留意いただき、委員皆様のます

ますのご健勝、ご活躍をご祈念申し上げまして、簡単ではございますが

あいさつとさせていただきます。

事務局 　ありがとうございました。

　それではこれより議題に入りたいと存じます。しょうぶ会館運営委員

会規則第6条第1項の規定によりまして、水島会長に議長をお願いいたし

ます。

水島議長 　はい。それでは「第1号議案、平成 27年度事業計画」並びに「第 2号

議案、平成27年度事業予算」について関連がでございますので一括して

上程いたします。

　それでは、事務局より説明がありますので、よろしくお願いします。
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事務局 議題　平成 27年度事業計画について

それでは、平成27年度事業計画について、ご説明させていただきます。

資料の 1ページをご覧ください。隣保館事業についてご説明させてい

ただきます。

◆隣保館事業について

　「事業番号 1番のさわやかルーム事業」から「事業番号 4番のカラオ

ケ」までにつきましては、昨年度と同様の内容で事業を進めさせていた

だきたいと思います。

「事業番号 6番のカラオケ大会、7番の懇親会」については、今月 10日

にふれあい交流会として同日開催させていただき、当日は多くの方々に

参加いただきました。また委員の皆様にもご参加していただきありがと

うございました。今後の予定としましては、6月、10月、12月に予定し

ておりますので、日程が決まりましたら、ご案内させていただきますの

で、ご参加のほどよろしくお願いします。

　「事業番号8番じゃがいも土寄せ」、「事業番号 9番さつまいも植え」、

「事業番号10番落花生種まき」については5月 10日に予定しております

ので、委員の皆様にはご指導のほどよろしくお願いしたいと存じます。

　また併せて「事業番号12番自然ふれあい教室」につきましても同日開

催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

　また「事業番号11番しょうぶポピーまつり」につきましては、お手元

の資料7，8ページに掲載しておりまして、後ほど説明させていただきま

す。まつりの期間として、5月 10日から6月 6日の28日間を予定してお

ります。

　「事業番号14番田植え」、お手元の資料2ページ「事業番号15番じゃ

がいも収穫」について、6月 14日を予定しており、また併せて「事業番

号12番自然ふれあい教室」についても同日開催を予定しておりますので、

こちらもご指導のほどよろしくお願いいたします。

　日程が決まっているものといたしましては、「事業番号28番菖蒲地区

人権のつどい」が11月 21日にアミーゴで開催されます。

　しょうぶ会館の事業 PRや教室で製作した作品の展示をしていきたいと

存じます。

　また、「事業番号 29番人権を考える「県民のつどい」」が 11月 28日

に鴻巣市にあります「クレアこういのす」で開催されます。

　こちらも、菖蒲地区人権のつどい同様、しょうぶ会館の事業 PRや教室

で製作した作品の展示をしていきたいと存じます。

　教室等で日程が決まっておらず、上旬等の記載があるものについては、

講師と日程調整をして進めさせていただければと存じます。

◆児童館事業について

　お手元の資料 3ページをご覧ください。

　「事業番号 35番めばえ広場」でございますが、昨年度は毎月第 3月曜

日に開催しておりましたが、毎月第 1木曜日に変更させていただきまし

た。対象児に変更はありません。

　「事業番号 36番すくすく広場」でございますが、昨年度は毎月第 3水

曜日に開催しておりましたが、毎月第 2木曜日に変更させていただきま

した。同じく対象児に変更はありません。
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　「事業番号 37番絵本のへや」でございますが、昨年度は毎月第 2火曜

日の月1回の開催としておりましたが、毎月第 2・４火曜日の月2回の開

催に変更させていただきました。

　「事業番号 39番わくわくタイム」でございますが、昨年度は毎月第 3

金曜日のほほえみクラブ終了後に開催しておりましたが、毎月第 4木曜

日に変更させていただきました。

　「事業番号40番から事業番号51番」については、資料のとおり事業を

実施させていただきたいと存じます。

　なお「事業番号42番こどもの日おたのしみ会」については、遊びを中

心にすることを考えております。

　内容としましては３つの柱としまして「キックボードのタイム計測」、

「職員との卓球対決」、「ドミノのはや積み競争」を予定しております。

　「事業番号 44　長期休業中の子ども事業」につきましては、夏休み、

冬休み、春休みについては、暑さや寒さから快適に勉強会や卓球などが

できるよう会館の利用状況をみながら空いている部屋を活用していきた

いと存じます。

　例えば、土曜日の午前中でありますと、小ホールの利用率が低く、こ

の時間帯で、卓球、バドミントンの実施を予定したいと存じます。

　また併せて、研修室、和室等も空き状況を見て勉強会に活用していき

たいと存じます

　児童館事業では、掲載事業のほかに、会館の利用状況を見て、計画的

に全館の利用を図っていきたいと存じます。

◆しょうぶ会館運営委員会

　お手元の資料4ページをご覧ください。

　順番にご説明させていただきます。

　「１　第1回運営委員会　4月21日」本日でございます。

　内容は平成27年度事業計画及び事業予算についてでございます。

　「2　じゃがいも土寄せ等　5月10日」

　「3　ポピーまつり（イベント）5月17日」

　「4　田植え・じゃがいも収穫等　6月14日」

　「5　第2回運営委員会　7月21日」

　内容は事業中間報告及び今後の事業についてでございます。

　「6　先進地視察研修」から「11　第 3回運営委員会」については今後

日程を決めて進めさせていただきたいと存じます。

　◆会館管理運営事業

　今年度も、年間を通して、会館の適正な管理運営を実施していきたい

と存じます。

◆人権教育推進事業について

　人権教育推進事業につきましては、地域の学校である菖蒲小学校、菖

蒲中学校の協力により、人権担当教諭の指導のもと実施いたします。

　「事業番号52番ふれあい教室」から「事業番号57番工作教室」まで資

料のとおり実施していきたいと存じます。

　なお、「事業番号55番アンサンブル教室」につきましては、午前中と

記載しておりますが、募集対象小学校が菖蒲区域 5 校であるため、午前、

4



発 言 者 会議のてん末・概要

午後のどちらかで実施するか調整し進めさせていただきます。

◆平成27年度事業予算について

お手元の資料5ページをご覧ください。

　前年度との比較で大きな差がある箇所を中心にご説明させていただき

ます。

　まず、歳入でございます。

　補助金でございますが、平成 27年度 3,752千円で平成26年度 3,899千

円で、147千円の減でございます。

　こちらにつきましては、隣保館運営費、デイサービス事業、休日等開

館事業の平成26年度実績を計上しているため、差があるものでございま

す。

　事業参加費でございますが、平成 27年度151千円の内訳としまして、

隣保館事業の各種教室参加費として 100千円、児童館事業の参加費とし

て51千円を見込んでおります。

　歳入については以上でございます。

　続きまして歳出でございます。

　「11需用費」でございますが、平成 27年度 4,432千円で平成 26年度

4,712千円で、280千円の減でございます。

　「11需用費」は「①消耗品費」から「⑤修繕料」を計上しておりまし

て、なかでも、「⑤修繕料」が平成 27年度 373千円で平成26年度637千

円で、264千円の減でございます。

　こちらは、平成26年度に小ホールの緞帳修繕を計上しておりまして、

平成27年度はこの修繕がなくなりまして、例年通りの予算額に戻ったと

いった内容でございます。

　次に「13委託料」でございますが、平成 27年度 5,164千円で平成 26

年度5,293千円で、129千円の減でございます。

　こちらについては、工事設計委託料がなくなったことによる減でござ

いまして、それに伴いまして、「15工事請負費」についても平成 27年度

2,800千円で平成26年度 3,300千円で、500千円の減になりました。

　歳出については以上でございます。

　しょうぶ会館事業の平成27年度歳入として5,113千円、歳入 23,219千

円でございます。

　以上が、しょうぶ会館事業予算でございます。

　次に、人権教育推進事業予算でございます。

　お手元の資料６ページをご覧ください。

　歳入はございません。

　歳出でございますが、「11需用費」でございますが、平成 27年度 328

千円で平成26年度100千円で、228千円の増でございます。

　こちらについきましては、平成26年度はふれあい教室事業の予算のみ

を計上しておりましたが、平成 27 年度は「ふれあい教室」、「工作教

室」、「夏休み子ども学習会」、「アンサンブル教室」、「習字教室」

の事業の予算を計上することとなり、増となったものでございます。
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水島議長 　予算までの説明が終わりました、先ほど説明を後に回したポピーまつ

りについて説明をお願いします。

事務局 　ポピーまつりについて改めて説明させていただきます。

　お手元の資料7ページをご覧ください。

　平成26年度第 3回運営委員会で決まっていなかった箇所について、ご

説明させていただきます。

　開催期間としましては、平成 27年 5月 10日から 6月 6日の 28日間を

予定しております。

　次に花摘みにつきましては、5月 10日から16日までは 1人 5本までと

し、17日からは、提供する袋に1人一袋までとします。

　また、実施体制としまして、メインイベントの 5月 17日は、受付や接

待など、菖蒲中、菖蒲南中のボランティアの協力を得て行うことといた

します。

　お手元の資料8ページをご覧ください。

　メインイベントについてご説明させていただきます。

　メインイベントは平成 27年 5月 17日午前 9時からでございまして、オ

ープニングを 9時 20分からオカリナ演奏を大橋信様にお願いを予定して

おります。

　全 6曲のうち、最後の久喜市の歌を参加者全員での合唱を予定してお

ります。

　次に PRでございます。

　広報「くき」の5月1日号に掲載いたします。またホームページにも掲

載いたします。

　ポスター、チラシについては、各公共施設などに掲出、配架を依頼い

たします。

　また菖蒲地区の各小中学校にチラシの配布の依頼もいたします。

　菖蒲区域のチラシの回覧も依頼をし、区長さん、班長さんを通じて回

覧予定でございます。

　次にイベントの内容でございます。

　赤飯、豚汁、つきたて餅、甘酒のふるまいを予定しております。

　次に、花摘みのはさみ貸し、朝とり新鮮野菜の販売、お魚つかみ取り

コーナー、むかし遊びコーナーとしてベーゴマ、メンコを予定しており

ます。

　また、スナップ写真サービスは先着 200名を予定しております。

　最後にペットボトルロケットでございますが、菖蒲地区の小中学校 7

校の協力を得まして、実施する予定です。

　学校ごとに旗の色分けをし、旗には感謝をテーマに文字やイラストを

描いていただくものでございます。

　吹流しにつきましても、小中学校７校に文字やイラストを描いていた

だくようお願いをしております。

　以上がポピーまつりの説明でございます。

水島議長 事務局から説明が終わりました。

これから、委員の皆さんの意見を伺います。
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藤崎委員 　事業の計画を立てる際には、昨年の実施状況を見ていると思います。

　われわれ委員は、昨年の会館の貸出し状況、空き具合を見ていないの

でわかりません。

　職員３人で、昨年どういったことができて、どういったことができな

かったかをよく話しあって事業計画を立ててほしいと思います。

事務局 　昨年度の利用率から申し上げますと、小ホールが約 65％、生活改善室

が約 50％、和室が約 45％、研修室が約 32％となっております。

　利用率をどう上げるかと申しますと、会館に来た子どもたちの状況を

みて、空いている部屋を確認し、その空いている部屋でできるものを、

実施していくといったことを計画しております。

水島議長
　空いている部屋とういのは、いつの時点の事か合わせて説明をする様

に。

事務局 　週 1週間前にどの部屋が空いているか貸出し状況を確認し、空いてい

る部屋でできるあそびなどを決め、玄関などに掲示物を掲示し事業を実

施していきたいと存じます。

水島議長 　次に質問ありますか。

水島委員 　児童館事業について、毎週木曜日に幼児向けの教室が小ホールに集中

していますが。

事務局 　さわやかサロン、卓球が毎週月、水、金曜日に入っており、前年実績

の会館の空き状況や他事業との予定を鑑み、木曜日を設定いたしました。

水島委員 　長期休暇中も幼児向けの教室は、小ホールで実施するのですか。

事務局 　夏休み期間中は、会館の貸出し状況をみて、生活改善室、プレイルー

ム等で柔軟に対応したいと存じます。

水島議長 　「事業番号 13　緑のカーテンづくり」について、説明が不足している

ので、説明を求めます。

事務局 　緑のカーテンづくりで、植えるものでございますが、ゴーヤー、ひょ

うたん、へちまを予定しておりまして、植え付けから収穫までの成長を

観察するといった内容でございます。　

水島議長 「事業番号 8　じゃがいも土寄せ」、「事業番号 9　さつまいも植え」、

「事業番号 10　落花生種まき」と同日開催であるが、どういった計画な

のですか。

もう一度説明をする様にして下さい。

事務局 　ふれあい教室とあわせて実施するなど、再度検討して、計画します。

水島議長 　他に、質問はありますか。

若山委員 　各事業で食材を購入していると思うが、予算科目は消耗品費、食糧費

どちらなのか。

事務局 　消耗品費でございます。

水島議長 　他に質問はございますか。

若山委員 　「事業番号14　田植え」は誰を参加対象者としているか。

　あまり、小さい子はすぐ転んでしまい、危険な場合もあると思います。
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事務局 小学生以上を参加対象とします。

水島議長 他に質問はありませんか。

水島委員 「事業番号 43　夏の昆虫観察会」について昨年の実施状況も含めて今

年度の計画を説明してください。

事務局 　鈴虫については、大きな飼育ケースで飼育し、来館者に鈴虫の鳴き声

を聞いてもらいました。

　カブトムシ、クワガタムシについては飼育ケースで飼育し、実際に触

れてみたい子どもたちには、ケースから出して、カブトムシ、クワガタ

ムシに触れてもらいました。

　今年度は、時間を決めて、観察できるよう計画しております。

水島委員 　観察記録のような記録をとることはしなかったのですか。

事務局 　観察記録や日記などの記録はつけておりませんでした。

　鈴虫の鳴き声を聞いたり、カブトムシ、クワガタムシに触ったりする

ことを観察会としておりました。

　今年度は見に来てもらった人にノートに感想等書いてもらえるようし

たいと思います。

水島議長 　他に質問はありますか。

水島委員

「事業番号 42　こどもの日おたのしみ会」が 5月 5日、「事業番号 8

じゃがいも土寄せ」、「事業番号 9　さつまいも植え」、「事業番号 10

落花生種まき」が 5月 10日の開催となっているが、どのように募集する

のですか。

事務局 　「事業番号 42　こどもの日おたのしみ会」にきましては会館にて、ポ

スター掲示し、小チラシを配布し、声かけをします。

　「事業番号 8　じゃがいも土寄せ」、「事業番号 9　さつまいも植え」、

「事業番号 10　落花生種まき」についてはポスター掲示し、菖蒲小にチ

ラシの配布を依頼し、参加者を募集します。また、会館でもチラシを配

り、声かけをします。

水島議長 　他に、質問はありますか。

　事業の計画は、早く立てるように、なるべく 3ヶ月前には立てるよう

にしないと、間際になって小中学校に参加者の依頼をするのでは、学校

側は大変である。

　他に、質問はありますか。

若山委員 駐車場が広くなりまして、駐車場内の事故、盗難などについての注意

喚起を促すような、周知看板が必要だと思います。

事務局 検討いたします。

水島議長 他に質問はありますか。

無いようなので、以上で、事業計画並びに事業予算について質疑を打

ち切ります。

事務局は本日委員からでた意見を十分踏まえ、事業を進めてください。
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事務局 わかりました。

水島議長 　その他ということで、他に何かありますでしょうか。

事務局 　ポピーまつりのチラシ、ポスターをお渡しします。委員のみなさまの

ご近所ご友人などにチラシを配布していただき、またポスターの掲示も

お願いします。

　次に、5月 10日のじゃがいもの土寄せの案内を配付しますので、当日

のご参加をお願いします。

　最後に、次回の第 2回運営委員会でございますが、7月 21日火曜日午

後2時からでお願いします。

（各委員から、はいの返答あり）

水島議長
それでは、その他も終りましたので、これで議長の任を解かさせてい

ただきます。ありがとうございました。

事務局
ありがとうございました。それでは、閉会のご挨拶を高砂副会長様に

お願いしたいと思います。

高砂副会長 　たくさんの貴重なご意見をありがとうございました。

　これからも、みなさまのお力添えをいただきながら、進めさせていた

だきたいと思います。以上をもちまして、平成 27年度 1回しょうぶ会館

運営委員会を閉会といたします。

ありがとうございました。

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。（注）

平成２７年５月１５日

　　しょうぶ会館運営委員　高砂　光延
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 しょうぶ会館運営委員　稲葉　義雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注）特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。
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