
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

久喜市地域会議構成員委嘱式

　委嘱書の交付

　（田中市長から１人ずつ委嘱書を交付）

第１回地域会議（４地区合同）

１　開会

司会（尾崎総務管理課長） 　続きまして、４地区合同の第１回地域会議を始めたいと存じます。　

　なお、会議に入ります前に、本日の配布資料の確認をさせていただきます。

　次第でございます。

　資 料 １　久喜市地域会議構成員名簿（地区別）でございます。

　資 料 ２　久喜市地域会議設置要綱でございます。

　資 料 ３　久喜市地域会議（概要）でございます。

　資 料 ４　傍聴要領でございます。

　以上、５点でございます。

　資料に不足はございませんでしょうか。

　　〔確認〕

　本日の議事進行につきましては、お手元の次第に従いまして、進行させていた

だきたいと存じます。なお、本日は、次第３の「地域会議の概要について」までは、

４地区合同の会議とし、その後は、各地区に分かれて会議を行います。

　よろしくお願いします。

　続きまして、会議の開催にあたり、皆様に了承をいただきたいことがございます。

　本市では審議会等の会議の公開に関する条例に基づき、会議は原則公開とし

て、会議の傍聴を認めております。

　また、会議の傍聴にあたりましては、審議会等がそれぞれに、その手続きや遵守

事項を定めることになっております。

　つきましては、他の審議会等にならいまして、久喜地域会議、菖蒲地域会議、栗

橋地域会議及び鷲宮地域会議におきましては、お手元に配布させていただきまし

た「資料４　傍聴要領」のとおり定めたいと思いますがいかがでしょうか。

　〔全員了承〕

　

　それでは、傍聴要領に従いまして、傍聴を許可したいと思います。

　なお、今後の地域会議におきましても、同様に、傍聴を許可してまいりますので、

よろしくお願いします。

　また、会議の内容につきましては、議事録を作成して公開することとしております。

　そのため、会議の録音及び写真撮影につきまして、予めご了解いただけますよう、

併せてお願いします。

　なお、会議録の作成・公開につきましては、地域別会議の中で、改めて説明をさ

せていただきます。

　それでは、傍聴者の入室を許可したいと思います。

　傍聴者を入室させてください。

〔傍聴者入室〕

　ご報告します。

　只今の傍聴者は、１名でございます。

　なお、定員の２０名になり次第、締め切らせていただきます。
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２　市長あいさつ

司会（尾崎総務管理課長）

田中市長

　それでは、会議開催にあたりまして、田中暄二久喜市長より、ごあいさつを申し

上げます。

　皆様、こんにちは。

　改めまして、久喜市長の田中暄二でございます。本日は、久喜地域・菖蒲地域・

栗橋地域、そして鷲宮地域４地区合同の地域会議・構成員の委嘱式、並びに第 1

回会議をご案内したところ、大変お忙しい中、ご出席を賜りまして、心より御礼申し

上げる次第でございます。

　只今、皆様に構成員の委嘱をさせていただきました。また、この後、引き続き第 1

回会議を開催する訳でございます。どうぞよろしくお願い申し上げる次第でござい

ます。

　ご出席の皆様方には、それぞれのお立場で、市政進展に格別なるご理解とご協

力をいただいております。厚く御礼申し上げる次第でございます。

　今日の会場のふれあいセンターでございますが、平成 9 年に出来上がった施設

でございまして、早いもので十数年経過したところでございます。オープニングに

は、当時の土屋知事等々にもお越しいただいたところでございます。建設には 22

億円かかりました。当時の久喜市の福祉政策の拠点施設という位置づけでござい

まして、多くの会議が開かれ、久喜を代表する公共施設の一つとなっております。

　さて、本日の地域会議でございますが、私が、まちづくり重点政策「久喜Ｎｏ．１

宣言」の中で掲げました地域の元気を引き出して市政の進展につなげるというそ

んな取り組みの一つでございます。合併前の４つの地域の個性を尊重した「まち

づくり」を進めるために設置する会議でございまして、平成 27 年度の新規事業の

一つとの位置づけでございます。

　久喜市につきましては、ご案内のとおり合併いたしまして 82.41 平方キロメートル

の中に、約 154,000 人の方々が暮らしておいでになります。合併前の４つの地域

におきましては、それぞれ人口も面積も、そして歴史やまちづくりの経過、あるい

は地域の特色など、それぞれに個性を持ち合わせて地域の皆様がそれぞれ暮ら

しておりました。　

　合併後につきましては、新市の一体化を目指しまして、地域のバランスと平準化、

平等公平を基本として、市政の舵取りにあたってきたところでございます。

　現在、本市は、合併後６年目を迎えたところでございます。これまでの取り組み

の中で、新市としての基礎づくりは、概ね達成できたものと考えておりますが、今

後は、さらに埼玉県東北部の拠点都市として、魅力ある都市づくりとともに暮らし

やすさの充実を図り、地域や住民の皆様に、さらに元気になっていただくことが重

要であると考えております。このようなことから、市の一体的なまちづくりを補完する

取り組みの一つの方策として、それぞれの地域に精通した各分野の皆様にご協

力をいただき、幅広いご意見の中から検討・協議等をいただきまして、それぞれの

地域の思いや地域住民の声を、行政施策の中で具体的な事業として実施してい

くことが、この地域会議に期待するものと考えております。

　市といたしましては、これから皆様に検討・協議をいただき、決定された事案に

つきましては、平成 28年度の予算に計上し、事業化を目指したいと考えています。

地域の個性を尊重し、地域に元気になっていただくことで久喜市全体の活力を押

し上げ、底上げにつながることが、この会議の目指すところでございますので、改

めましてよろしくお願い申し上げます。

　皆様にお願いする内容や今後の会議の進め方等につきましては、この後、事務

局からご説明を申し上げますが、皆様からの多彩なご提案とともに、事業化のため

の合意・意見集約等に対するご理解とご協力をお願い申し上げる次第でございま

す。

　それでは、地域会議にご協力をいただく皆様への御礼の挨拶に代えさせていた

だきます。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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３　地域会議の概要について

司会（尾崎総務管理課長）

落合自治振興課長

  ありがとうございました。

　続きまして、「地域会議の概要について」でございます。

　説明は、落合自治振興課長でございます。

　それでは、次第３の地域会議の概要につきまして、ご説明します。

　資料は、標題に「久喜市地域会議（概要）」と書かれた資料３と、補足として資料

２の「久喜市地域会議設置要綱」を併せてご覧いただければと思います。

　はじめに「１　目的」でございます。地域会議につきましては、住民同士が互いに

支え合い、協力し合いながら、より豊かな共助社会を築き上げ、元気で魅力ある

久喜市の実現を目的に設置する住民主体の組織でございます。合併から６年目

を迎えた本市は、これまで総合振興計画をはじめ、各分野における諸計画を策定

するなど、合併後の久喜市が埼玉県東北部の拠点都市として飛躍、発展を図る

礎は、ほぼ構築することができたものと考えています。しかし一方で、少子高齢化

や人口減少時代が進展する中、拠点都市と呼ぶに相応しい都市を目指すために

は、各種のインフラ整備とともに、誰もが暮らしやすさを、さらに実感できるまちづく

りを進めていくことが必要です。そのため、地域の特色を生かした取り組みや、地

域の課題解決のための取り組みについて、市民目線で検討・協議等をいただくた

めに、市の区域を旧市町単位で４つに分けて、地域会議を設置させていただくも

のでございます。

　続きまして「２　組織」でございます。設置要綱の第４条を併せてご覧ください。

　はじめに（１）地域会議の所管ですが、（２）の名称にございます久喜地域会議は

市民部自治振興課が、菖蒲・栗橋・鷲宮の地域会議は、各総合支所総務管理課

が事務局を担います。

　次に（３）構成員でございます。

　地域会議は、各地域の住民及び市職員で構成され、市長が委嘱又は任命をし

ます。　各地域会議の構成員数につきましては、久喜・菖蒲・栗橋の地域会議は、

団体推薦の方１６人と市職員２人の合計１８人、鷲宮地域会議は団体推薦の方１５

人と市職員２人の合計１７人となっています。

　次に（４）構成員の任期でございます。設置要綱の第５条を併せてご覧ください。

構成員の任期につきましては、原則２年でございます。　皆様には、先ほど市長か

ら委嘱書を交付させていただきましたが、任期満了日は、年度の関係から平成２９

年３月３１日までとさせていただいております。

　続きまして「３　地域会議の運営」でございます。設置要綱の第６条、第７条を併

せてご覧ください。会議の運営方法につきましては、地域の実情に応じて、各所

管及び各地域会議において定めることになっております。会議には、構成員の互

選により座長を置きます。また、座長が指名する副座長１人を置きます。座長は地

域会議を招集するとともに、会議を代表し、会務を総括します。副座長は、座長を

補佐し、座長が不在とき、又は欠けたときはその職務を代行します。

　続きまして「４　地域会議の取り組み」でございます。地域会議の取り組みにつき

ましては、それぞれの地域が求めているものについて、検討・協議することでござ

います。具体的には、設置要綱第３条各号に規定されておりますが、地域の特色

を生かした事業、地域の課題を解決するための事業、その他、地域の活性化につ

ながる取り組みとして必要と認められる事業を所掌事項として、検討・協議等を

行っていただくものでございます。また、地域会議において検討・協議され、決定

した事業については、各事業所管課において予算を措置し、事業を実施していく

ことになります。

　続きまして「５　予算」でございます。各地域における事業につきましては、予算

の範囲内で実施していくということでございます。

　続きまして「６　会議の公開」でございます。地域会議につきましては、久喜市審

議会等の会議の公開に関する条例に基づき、会議は原則公開とするとともに、作
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司会（尾崎総務管理課長）

成した会議録については、市のホームページにおいて公開します。

　続きまして「７　手当て」でございます。構成員の皆様の会議への出席に対しまし

て、謝礼等は支給しないこととさせていただいております。地域会議につきまして

は、地域住民と行政が協力して、地域に密着した、或いは優先順位の高い目的

や課題を共有し、自分たちの地域は自分たちで作り上げていくという協働のまち

づくりの考え方に基づき、高い意識でのご協力をお願いしたいという観点からでご

ざいます。ご理解をお願いします。

　最後に、今後のスケジュールでございます。平成２８年度当初予算要求時期の

１０月末を目途に、月１回程度ペースで計３～４回の会議を開催し、作業を完了し

ていただきたいと考えています。短い時間の中で、平成２８年度実施事業の候補

を決定していただくことになりますが、皆様のご協力をお願いします。「地域会議

の概要について」の説明は、以上でございます。

　以上で、４地区合同による内容は、全て終了いたしましたので、これから各地区

ごとに分かれていただきたいと存じます。

　なお、ここで、大変恐縮ではございますが、田中市長は、次の公務がございます

ので、退席をさせていただきたいと存じます。

　（田中市長退席）

　それでは、これから地区ごとに分かれて会議を進めてまいりますが、準備のため

５分ほど休憩をいただきたいと存じます。

恐れ入りますが、手荷物をお持ちになって、廊下でお待ちいただきますようお願

いいたします。

発　言　者 会議のてん末･概要

４　構成員及び事務局職員の紹介

事務局（山崎主幹） 　再開をさせていただきます。

　ただ今から、菖蒲地区での会議を進めさせていただきます。

 申し遅れましたが、私は、本日これからの進行を務めさせていただきます、菖蒲総合

支所・総務管理課の山崎でございます。

　よろしくお願い申し上げます。

　引き続き、次第に沿って進めてまいります。

　それでは、まずはじめに、「次第の４　構成員及び事務局職員の紹介」でございます。

　お手元の資料１の構成員名簿順に自己紹介をお願いしたいと存じます。

　それでは、始めに　岩野昭雄様からお願いいたします。

〔各委員自己紹介〕

　

　ありがとうございました。

　今日欠席の構成員の方につきましては、次回の会議の際にご挨拶いただきたいと

存じます。続きまして、事務局職員の紹介をさせていただきます。

〔職員自己紹介〕

　どうぞよろしくお願いいたします。

　ここで、今までの説明についてのご質疑をお受けしたいと存じます。

　何かございますでしょうか。

　ないようでしたら、次に移らせていただきます。
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５　座長、副座長の選出について

事務局（山崎主幹）

岩﨑構成員

柴崎構成員

岩﨑構成員

岩﨑構成員

岩﨑構成員

坪井座長

　それでは、次第５「座長、副座長の選出について」でございます。

　会議には、久喜市地域会議設置要綱第６条の規定により、座長及び副座長をそれ

ぞれ１人置くこととなっており、座長は、構成員の皆様の互選により、また、副座長は

座長の指名により決定するとございます。

　本日は、第１回目の会議でございますので、座長が選出されておりません。

　従いまして、座長が決まるまでの間、菖蒲総合支所長に会議を進めていただきたい

と存じます。

　菖蒲総合支所長、よろしくお願いします。

　それでは、座長が選出されるまでの間、僭越ではございますが、私のほうで会議を

進行させていただきます。

　皆様のご協力をお願いいたします。

　着座にて失礼をいたします。

　それでは、ただいま事務局から説明がありましたとおり、この地域会議につきまして

は座長及び副座長をそれぞれ１人置くことになってございます。

　まずは、座長の選出でございます。座長につきましては、規定によりまして構成員の

互選で定めることになっておりますが、一般的には自薦あるいは他薦ということが多い

ようです。そこで、皆様にお諮りしたいと存じますがいかがいたしましょうか。

「事務局一任」の声あり

　事務局一任ということではなく、皆さん全員で選んだという方式が一番いいと思いま

す。

　私は、この名簿の中で２番目の坪井茂さん。区長会の会長でもあります、この方を

座長として推薦したいと思います。区長さんは、全ての事柄について深く関わってお

ります。是非、この方に座長になっていただいて、広く菖蒲地区内の意見集約を図っ

ていただきたいと思います。最適任者だろうと感じておりますので、坪井茂さんをご推

薦申し上げます。以上です。

　ありがとうございます。

　「異議なし」の声あり

　彩愛クラブの柴崎美雄会長から推薦の発言がございました。内容につきましては、

区長会を代表する会長さんが、適任ではないかということで推薦がございました。

　それでは、皆さんいかがでしょうか。

　「異議なし」の声あり

　ありがとうございます。

　それでは、皆さんからご承諾をいただきましたので、座長につきましては、坪井区長

会長さんにお願いするということで決定させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

　早速ですが、座長席にお願いします。

　続きまして、座長につきましては、只今決まりましたが、副座長の選出ということでご

ざいます。先ほどの説明でもありましたように、規定によりまして、副座長の指名につ

いて座長さんにお願いいたします。

　区長会の坪井でございます。

　皆さんにご推薦をいただきまして、座長を勤めさせていただく訳ですが、よろしくお
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岩﨑構成員

柴崎構成員

岩﨑構成員

坪井座長

岩﨑構成員

事務局（山崎主幹）

坪井座長

願いいたします。

　色々お考えもあろうかと思いますが、会議の中で色々とご指導をいただきますので、

大変失礼な言い方になりますが、一番年配者の柴崎さんに経験豊かですので、補佐

をお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。

　よろしくお願いいたします。

　先程申し上げましたとおり、座長指名ということでございますので、柴崎さん、よろし

くお願いいたします。

　座長の指名ということですが、大変申し訳ないのですが、それだけは勘弁していた

だきたい。ご承知のとおり、年配ですから、もっともっと若い活力のある皆さんになって

いただいて、菖蒲地区の発展と充実を図ってもらたい。座長、副座長は何としても勘

弁してください。一生懸命、意見は出させてもらいます。今までの人生経験に基づい

た「なるほどなぁ」という意見を出させて頂きますので、それだけは勘弁してください。

よろしくお願いします。

　少々時間をいただきます。

　私は区長会の方から出ておりまして、これから色々と話しをする訳ですけれども、柴

崎さんにつきましては、色々と意見を出すということで、おそらく副座長になると出せ

なくなるということで、止むを得ないことですので、皆さんご了解をお願いしたいと思い

ます。

　それで、菖蒲町が一体となってやるということで、突然ですけれど、私の考えとしまし

ては、観光協会の荒井さんにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

　地域を良くするのは観光が一番大事と思いますので.よろしくお願いします。

　よろしいですね。

　「異議なし」の声あり。

　それでは、柴崎さんから辞意がありましたので、再度調整した結果、荒井さんが副

座長ということでよろしくお願いいたします。

　荒井さん副座長席にお願いします。

　それでは、改めまして申し上げます。

　菖蒲地域会議の座長につきましては、区長会会長の坪井会長様。また、副座長に

つきましては、観光協会副会長の荒井良夫様になりました。

　今後ともよろしくお願い申し上げます。

　私の役目が終わりましたので、これをもちまして、仮座長の任を解かせていただきま

す。

　今後につきましては、お二人には特段のご配慮をいただくということでよろしくお願

いいたします。

　ありがとうございました。

　それでは、ここで坪井座長様、荒井副座長様から一言ずつ就任のご挨拶をお願い

いたします。

　それでは、座長の坪井様　よろしくお願いいたします。

　それでは、一言ご挨拶申し上げます。

　今日は、地域会議の地域別の会議ということで、皆様方には大変お忙しい中、お暑

い中お集まりいただきまして、大変ありがとうございました。

　先程、田中市長より委嘱状をいただいて、これから地域別に色々な問題や意見を

出し合いまして、より良いまちづくりをしていくということだそうでございます。特にこの
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事務局（山崎主幹）

荒井副座長

件につきましては、田中市長の肝いりだそうですので、皆さん色々ご意見を持ってい

ると思いますので、どのようなまちづくりをしたら良いかといった意見を出していただき

たいと思います。また、それぞれが立場立場で色々な問題を抱えて、あるいはやりた

いこと、そういうことがあろうかと思いますので、今後会議を重ねるごとに座長として取

りまとめをして４地区で一番良い案ができるように頑張っていきたいと思います。

　よろしくお願いしたいと思います。　

　ありがとうございました。

　続きまして、副座長の荒井様よろしくお願いいたします。

　皆さん、改めましてこんにちは。

　ここに参加されている皆さんは、菖蒲地区の中でも行政あるいは地域の活動を通し

て私よりも長い間、菖蒲地区のため尽くされている皆様だと思います。その中で坪井

座長のご指名ということですので、一生懸命、座長をお手伝いできるよう頑張って、ま

た、皆さんのご意見を聞きながら一生懸命勤めさせていただきますので、僭越ではご

ざいますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

６　その他

事務局（山崎主幹）

坪井座長

事務局（山崎主幹）

　続きまして、次第６「その他」でございます

　会議進行につきましては、座長にお願いいたします。

　座長よろしくお願いいたします。

　それでは、規定に基づきまして、会議終了まで座長を勤めさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。誠に申し訳ございませんが、座ったままで進めさせてい

ただきます。

　今日は、特に議題はないようでございまして、色々と事務局の方で今後の進め方、

あるいは意見の調整というのがありますので、事務局の方から説明を申し上げます。

　菖蒲地域会議の構成員名簿の公開、会議録の作成方法などにつきまして、ご確認、

ご協議をいただきたいと思います。　

　１点目は、構成員名簿の公開についてございます。

　市民参加条例で定める名簿の公開でございますが、市のホームページの中の地域

会議のページにおいて、公開する予定でございます。

　公開の範囲につきましては、お手元にお配りした資料１の構成員名簿の備考欄を

除いた氏名及び選出団体となります。

　ご了承をお願いしたいと存じます。

　次に、２点目の会議録の作成及び公表についてでございます。

　本市では、審議会等の会議の公開に関する条例の規定により、審議会等の会議録

は速やかに作成し、その写しを閲覧に供することとされております。

　このため、会議の際は録音をし、発言者の氏名を含めまして、会議録を作成するこ

とになっております。

　また、会議録の作成形式につきましては、全文記録方式若しくは、できる限り全文

記録方式に近い形で作成することとされております。

　ただし、事務局などの説明のうち、添付資料でその内容が把握できるものについて

は、省略が可能とされております。

　事務局としましては、他の多くの審議会等でも採用されている「テニヲハ」や「繰り返

しの発言」などを整理させていただく、できる限り全文記録方式に近い形で会議録を

作成したいと考えておりますが、この方法でよろしいか、ご協議をお願いしたいと思い

ます。
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坪井座長

坪井座長

柴崎構成員

岩﨑構成員

坪井座長

坪井座長

事務局（山崎主幹）

　それでは、その他の中でも最も重要な皆様方の名簿の情報公開だそうでございま

す。これにつきましては、事務局が説明したとおりご了承をお願いしたいと思いますけ

れどもよろしいでしょうか。

　「異議なし」の声あり。

　それでは、皆さんの賛同をいただきましたので、可決決定をしたいと思います。よろ

しくお願いします。

　続きまして、傍聴に関する会議録の作成でございますけれども、これにつきましては、

他の審議会でも色々と意見を出し合って正式に会議録を取っております。他の会議

ともそんなに違わないと思いますけれども、あまり気にしないで自分の思ったことを

はっきりと言っていただくのが良いと私は思います。

　そのようなことで、会議録を作成し、議事録署名人も２名ずつつけるものと思います。

また、議事録署名人も会議前に指名してやっていただくということで、考え方として２

人で順番でやっていきたいと思いますので、よろしくご了解をお願いしたいと思いま

す。

　この点について何かご意見がございましたら、よろしくお願いしたいと思います。

　設置要綱の第７条の第３項に「座長は必要があると認めるときは、構成員以外の者

を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。｣とありますが、事前にこうい

う意見を聞きたいという会議の招集通知がきたときに、その関係者に通告ということを

しておかないと、この人の話しを聞きたいという人が、都合で出席できるとかできない

とかあるでしょうから、それはどのように取り扱いますか。最も聞きたい人に出てもらい

たい。必ず私は、そういうケースが出てくると思います。そのくらいの意見が出なけれ

ば、せっかく作っても何にもならないと思うので、そういうケースは、どのように取り計

らった良いか。その扱い方を十分点検しておいてください。

　構成員以外の出席の話しですが、想定するのがこのメンバーですので、中身によっ

ては、たとえば、道路の話であれば建設課の職員を呼ぶとか、あるいは環境問題で

あったり商工関係のものであれば環境経済課の職員を呼ぶとか。民間団体を呼ぶと

なるとなかなか難しいですが、基本的には関係部署の職員が、出席し、テーマによっ

ては、関係部署の職員とのやり取りをしながらより良い結果を出していきたいと考えて

おります。

　よろしいでしょうか。

　只今の関係ですが、必要によっては部外者、関係部局の職員に出席していただく

ということでよろしいですか。

　「了解しました」の声あり

　それでは、そのように決定させていただきます。

　他に何かありますか。

　ないようですので、今後のスケジュールを概略で結構ですので、事務局、説明して

ください。

　先程の説明の中で不足している点がありましたので、ここで追加説明をさせていた

だきます。

　会議録についてでございますが、事務局が原案を作成した後、構成員の皆様に原

案の写しをお送りします。

　構成員の皆様は、原案がお手元に届きましたら、内容のご確認をお願いします。

　その際、校正期限のお知らせを同封しますので、確認の結果、原案の修正が必要
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岩﨑構成員

小林邦直構成員

坪井座長

坪井座長

坪井座長

小林健一構成員

坪井座長

石井構成員

坪井座長

な場合は、指定の期限内に事務局までご連絡をお願いします。

　校正期限までにご連絡がない場合は、ご了解をいただいたものとさせていただきま

すので、よろしくお願いします。

　なお、会議録のご署名につきましては、本日の資料１の名簿順に、座長・副座長を

除き、お二人ずつでお願いします。

　名簿順で、岩野様、小林様にお願いします。

　次に、座長からありました今後のスケジュールですが、事務局としましては、第 2 回

目の会議につきましては、8月中旬を考えておりますが、座長、副座長と調整の上、

決定してまいりたいと考えております。

　スケジュール全体としましては、先程の全体会の中で説明があったかと思いますが、

予算に絡む事業決定を最終的に目的に持っております。１０月末ぐらいには予算編

成が近いものですから、１０月に向けてこの会議を進めていきまして、事業を決定しい

くということです。全体会の中で今後３回ないし４回程度の中で事業を決定させていた

だきますので、そのような形で会議を進めさせていただきたいと存じます。

　担当の方からは、８月中下旬で座長、副座長と調整させていただいて、改めて連絡

を差し上げたいと思います。

　予算の話が出たけれども、補正予算も可能なのか。当初予算なのか。

　場合によっては前倒しの会議を何回かやらなければならいといけないと思います。

　１つの議案で１回の会議で済むのでしょうか。

　今の小林さんの質問ですが、先程の説明では、来年度の予算に盛り込むということ

で１０月までに方向付けをしていただきたいということでございます。

　私の提案ですが、３、４回でまとまれば良いのですが、おそらく色々な考え方がある

でしょうから、会議とは別に打合せをしたほうが良いと、思うのですがいかがですか。

　「異議なし」の声あり

　それでは、必要に応じて打合せの場を設けたいと思います。

　それから、第２回の会議は、８月の中旬という話がありましたが、出来ればお盆を避

けて、副座長とも相談して日程を決めたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

　「異議なし」の声あり。

　そのように決定させていただきます。

　出来るだけ早く日程を調整をして、通知をいただけるようお願いします。

　日程については、出来るだけ早くお知らせしますのでよろしくお願いします。

　他にご意見ありますか。　

　私の所属団体が久喜市スポーツ少年団本部となっているのですが、コミュニティ推

進協議会にしてほしいのですが。

　所属団体を直すというですか。それは、後で事務局に報告しておいてください。

　他にありますか。

　それでは、特にないようですので、座長を下ろさせていただきます。ご協力ありがとう

ございました。
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７　閉会

事務局（山崎主幹）

荒井副座長

事務局（山崎主幹）

　以上をもちまして、第１回菖蒲地域会議を終了させていただきます。

　それでは、閉会にあたり、荒井副座長より、ごあいさつをお願いします。

　今回は、初めての会議でございますが、今後は大変重要な議案が出されると思いま

すので、出来るだけ早く座長と協議いたしまして、皆さんの都合に合うように、会議を

開いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　今日は、本当にありがとうございました。

　ありがとうございました。

　本日は、大変お疲れ様でした。

　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　８月　３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  岩　　野　　昭　　雄  　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  小　　林　　健　　一  　　　　　　　

　（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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