
 

 

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 

定刻になりましたので、平成 24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。 

次第に基づきまして進めさせていただきます。 

今回、運営委員さんは 2名欠席で、10名出席されております。

しょうぶ会館運営委員会規則第 6条第 2項の規定によりまして、過

半数に達しておりますので、会議を開会させていただきます。 

さっそくですが、本日の会議の会議録署名委員さんを決めさせて

いただきます。今回は、樋口通雄委員さんと梓澤恒夫委員さんのお

二方にお願いいたします。 

それでは次第に従いまして、しょうぶ会館運営委員会会長水島輝

彦様からごあいさつをいただきたいと思います。水島会長よろしく

お願いいたします。 

水島会長 水島会長あいさつ 

（概要) 

 おはようございます。平成 24年度の第 1回目ということで、1年

間の事業計画、並びに事業予算を委員の皆様方にお諮りして、ご意

見を頂戴して諮問していきたいと考えております。 

 今、節電ということがマスコミでも話題となっておりますが、こ

のしょうぶ会館については、ご存じのとおり 17％電気代が上がる予

定でございます。どのような状況になるか、まだはっきりとはわか

りませんが、ご家庭にも影響が生じてくると思います。 

 また、それに輪をかけて原油高ということで、季節の変動によっ

て、まだトマトでもキュウリでも暖房を使わないとならない状況で

野菜の高騰が続いている訳でございます。 

 しょうぶ会館では、昨年 4月は計画停電の影響により夜間の貸館

利用を中止しましたが、年間での利用実績を見ますと横ばいの実績

を保ってきたところでございます。 

 本年度は、このような状況で夜間の貸館利用をどうするのか、非

常に悩むことがあると思います。 

 しかし、節電というのは、いくら公共施設が節電しましても、一

般家庭が節電しない限りは、全体的に節電できる状況にはなりませ

ん。 

できれば昨年同様、このしょうぶ会館を涼しく、暖かくして、家

庭のお子さんたち、お年寄りの方々が、このしょうぶ会館に集う、

そして心身共に健康になるということを目標に会館の運営にあたっ

てもらいたいと思います。 

 各委員さんのご意見を踏まえながら、しっかりと事業計画に沿っ

て運営してもらうということをお願い申し上げ、また今後とも運営

委員さんのご指導・ご協力を得ながら、一年間、しょうぶ会館の管

理・運営にあたってもらいたいということをお願いして、あいさつ

とさせていただきます。本日は大変ご苦労さまでございます。 

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、小勝支所

長、ごあいさつお願いします。 



 

 

発 言 者 会議のてん末・概要 

小勝支所長 小勝支所長あいさつ 

（概要) 

 皆さん、おはようございます。菖蒲総合支所、支所長の小勝でご

ざいます。 

 本日はご多忙の中、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。委員の皆様には、委員会で

のご審議をはじめ、地域交流事業や会館事業等に、ご指導・ご協力

を賜り厚くお礼申しあげます。 

 私も十年位前に、このしょうぶ会館の館長をさせていただいてお

りました。また、これまでも毎年しょうぶ会館の大きな催しには出

席させていただいておりましたけれども、十年前と比べますと、各

種事業の規模が大きくなっており、多くの参加者で賑わっている様

子を拝見しますと、しょうぶ会館に関係した者として大変うれしく

思っております。これもひとえに運営委員の皆様のご指導・ご協力

によるものでございまして、改めて深く感謝申し上げます。 

 本日の運営委員会では、しょうぶ会館の事業計画、並びに事業予

算等について、ご審議いただくことになっております。委員の皆様

には慎重なご審議とともに、今年度もよろしくご指導・ご協力をい

ただきますよう、お願い申し上げます。 

 結びに、しょうぶ会館がより一層、地域の皆様に親しまれる会館

になりますことと、委員の皆様のご健勝、並びに今後のご活躍をご

祈念申し上げまして、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、これより本日の議題に入り

たいと思います。 

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、

水島会長様に議長をお願いいたします。 

水島議長 はい。それでは議題に沿って議事を進めていきたいと思います。

議題（1）平成 24年度事業計画について、また（2）平成 24年度事

業予算につきまして、関連がありますので一括提案したいと思いま

すので、一括して事務局の説明を求めます。 

事務局 議題 平成 24年度事業計画について 

平成 24年度の事業計画について、ご説明させていただきます。 

◆隣保館事業について 

 主な事業について説明させていただいます。 

 デイサービス事業については、例年どおり通年で毎週月曜日から

金曜日まで実施させていただきます。 

 足湯については、通年で毎週月曜、水曜、金曜日に実施していき

たいと考えています。 

 ふれあい交流会については、県外視察も含め年間で６回、予定し

ています。お楽しみ会では、さわやかルーム利用者や近隣の住民の

方をお招きして、料理を振舞い、皆さんで食事をしながら交流をい

たします。なお、今年度１回目のお楽しみ会については、しょうぶ

会館の桜を観賞しながら、お食事をして交流するということで、４

月１３日に実施させていただきました。 

 また、会館の各種教室で制作した作品を、菖蒲地区の人権のつど

いや埼玉県の県民のつどいで展示したいと考えています。 
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 次に、農園関係の事業については、じゃがいも、きくいも、さつ

まいもの植付けや収穫を予定しています。田植えや緑のカーテン作

り、そばの種まき・収穫等も予定しています。 

 むかしの生活体験教室では、主にしょうぶ会館の農園で収穫した

ものを材料として、農園に設置してあるかまどを活用して料理をす

る予定です。 

 こどもまつりについては、例年どおり７月末か８月頭に、児童館

事業と合同で実施したいと考えています。日程については、学校の

行事予定との兼ね合いもありますので、今後学校さんと連絡調整し

て決めていきたいと考えています。 

 かしわもち作り教室については、５月５日のこどもの日に、児童

館事業のこどもの日お楽しみ会と合同で実施したいと考えていま

す。 

◆児童館事業について 

 児童館事業については、めばえ広場やすくすく広場など多数の事

業を、例年どおり継続して行っていく予定です。 

 ふれあい教室などの人権教育推進事業についても、教育委員会と

協力して共催で実施していきます。 

 また、今年度も、旧菖蒲高校のグラウンドを活用したげんきタイ

ムなどの事業を行っていく予定です。 

◆しょうぶ会館運営委員会開催計画について 

 第１回の運営委員会が本日でございます。運営委員の皆様には、

主にじゃがいもの土寄せや田植えなどの農園関係の事業への指導協

力をお願いしたいと考えています。 

 第２回の運営委員会につきましては、８月上旬を予定していま

す。第３回は１１月上旬、第４回は３月下旬を予定しています。日

程につきましては、今後相談し調整させていただきたいと思いま

す。 

◆会館管理運営事業について 

 会館管理運営事業については、通年で会館の管理運営を行いま

す。 

◆人権教育推進事業について 

 今年度も、教育委員会菖蒲分室と、地域の小中学校である菖蒲

小、菖蒲中の先生方に協力をいただいて実施させていただきたいと

思います。 

 事業内容につきましては、全て継続事業となっておりますが、通

年で行うふれあい教室で、学期ごとに担当者や先生方と内容を相談

して新規のものも取り入れて実施していく予定です。 

議題 平成 24年度事業予算について 

◆しょうぶ会館予算について 

歳入につきましては、前年度と比較しますと合計で５３万円増の

５７４万８千円となっております。 

 増加理由は、隣保館運営費等補助金を５３万円増で組んだためで

ございます。しょうぶ会館使用料、事業参加費等につきましては、

前年度と同額で予算を組んでおります。 

 隣保館運営費等補助金につきましては、当初予算額ベースで比較
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しますと５３万円の増となっておりますが、２３年度の実績額と比

較しますと同程度であり、４３８万５千円となっております。 

 歳出につきましては、合計額で前年度と比較しますと、３１９万

７千円増の２，３６３万７千円でございます。 

 主な増加理由については、委託料が約１５０万円、工事請負費が

約２１０万円増加したためでございます。 

委託料増加の内訳は、しょうぶ会館の駐車場を整備するための設

計業務委託料が約５０万円、太陽光発電の設備を設置するための設

計業務委託料が約１００万円でございます。 

 工事請負費は、駐車場整備工事の予算でございます。駐車場は、

しょうぶ会館砂場の南側の砂利地部分を整備して、駐車スペースが

１０台分増える予定です。現在整備されている駐車スペースが２８

台分ですので、合計で３８台駐車可能にする予定です。 

◆人権教育推進事業予算について 

 歳出につきましては、前年度と変更なく同額の予算、３５万８千

円で組んでおります。歳入につきましては、計上しておりません。 

 説明は以上でございます。 

水島議長 はい。事務局の説明が終わりましたので、委員さんのご意見を求

めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

神部委員 緑のカーテン作りについて、昨年度も実施したと思うが、昨年度

の実績と今年度は何を作るのか種類を教えてもらいたい。子どもた

ちが喜びそうなものを検討しているのか。 

事務局  昨年度は、ひょうたんとゴーヤで実施しました。カーテンの面積

は、昨年度と同程度を予定しています。 

 ひょうたんについては、観察会を行い、できたひょうたんに絵を

描いてもらい、工作教室を実施しました。 

 ゴーヤについては、収穫したものを、ふれあい教室やふれあい交

流会で料理を実施する際に食材として活用しました。 

 今年度も、種類については、ゴーヤとひょうたんを予定していま

す。ひょうたんの工作教室が、子どもたちに好評だったので、ひょ

うたんの方を多めにして実施する予定です。 

 また、収穫したものについては、今年度も教室等で活用したいと

考えています。 

神部委員 ひょうたんの工作教室で作った作品は展示してあるのか。 

事務局 基本的には、子どもたちが自分で作ったものは持って帰ってもら

いましたが、作品の一部は１階の展示コーナーに展示してありま

す。 

神部委員 展示の仕方は。緑のカーテンで作ったひょうたんで作ったとＰＲ

しているのか。そうでないと、せっかく実施したのに意味がないと

思う。展示する際は、そういった経緯も標記した方がいいと思いま

すので、そのようにしていただきたい。 

事務局 そのような方向で検討していきます。 

神部委員 緑のカーテンの管理について、ひょうたんの場合、成長してくる

と重みがあるので、カーテン、ネットが下がってしまうなどの弊害

はなかったのか。 

事務局  若干、下がりましたが、特に支障はございませんでした。 
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神部委員  台風の影響で緑のカーテンがダメになってしまったという話を他

の所で聞いたことがあります。ひょうたんは重みがあるので、せっ

かく育てたものがダメにならないよう、台風のことも想定して補強

等の対策を踏まえて実施してもらいたいと思います。 

事務局  十分、気をつけて実施していきたいと考えています。 

神部委員  もう１点、そばの種まき、収穫について、昨年度も実施したと思

うが、雑草の管理ができていないように感じました。 

また、収穫量も、もう尐しあった方がいいと思いますので、私も

そばのことは詳しくわかりませんが、まく種の量やそばの種類など

も検討して実施してもらいたいと思います。 

事務局  昨年度の反省を踏まえて、種をまく時期、まく前の土壌の管理、

まくそばの種類をよく検討して実施したいと思います。 

水島議長  そばでいいのか悪いのか、なぜ、そばなのか。そばに固執するこ

となく考えてもらいたいと思います。 

事務局  もう一度検討いたします。 

水島議長  はい、他に意見はありますか。 

若山委員  着付け教室について、対象者は女性か男性か。また、内容につい

ては、着付けだけなのか、着物の片付け方も教えてもらえるのか。 

事務局  女性を対象として考えていますが、細かい内容はまだ決まってお

りません。今後、講師の先生と相談して決めていく予定です。 

水島議長  はい、他に意見はございますか。 

神部委員 事業や教室のＰＲについて、色々な教室を予定していますが、固

定された参加者ばかりにならないよう、多くの人たちに参加しても

らうよう、ＰＲの仕方を検討してはどうでしょうか。 

事務局  市の広報紙・ホームページは活用します。 

神部委員  広報紙に、しょうぶ会館の催しとして載っていることは知ってい

ますが、それを見ていない人が多いように感じています。 

 広報紙だけでなく、会館利用者からの口こみなど、他のＰＲ方法

を検討してもらいたいと思います。 

事務局 会館にＰＲのチラシを掲示しておく、会館利用者への声かけ、チ

ラシの配布などを検討して実施していきたいと思います。 

水島委員 ＰＲとして広報紙に載せることは、しょうぶ会館の主旨と異なる

と思います。2010年 12月 13日の厚生労働省の通達によると、隣保

館が対象とする利用者は地域住民となっております。隣保館である

しょうぶ会館は近隣地域が対象の施設なので、会館利用者の口こみ

や、窓口での声かけなどで事業参加の呼びかけを行ったほうがいい

と思います。 

水島議長 はい、他に意見はございますか。こういった教室をやってほしい

などの要望でも構いません。 

若山委員  事業や教室の決め方は。職員が決めているのか。アンケートをと

って決めているのか。 

事務局  今までの実績を踏まえて計画を立てています。 

水島議長  他にご意見はありますか。ないようでしたら、議題（３）その他

に入りたいと思います。 

 （各委員から、「はい」の返答あり） 



 

 

発 言 者 会議のてん末・概要 

水島議長  事務局から説明はありますか。 

事務局  今後の日程調整をさせていただきたいと思います。 

 じゃがいもの土寄せを５月１９日の土曜日、予備日は翌日２０日

の日曜日。 

 田植えを６月３日の日曜日、こちらは予備日はなしで。 

 さつまいもの植付けを６月９日の土曜日、予備日は翌日１０日の

日曜日。 

 じゃがいもの収穫を６月２３日の土曜日、予備日は翌日２４日の

日曜日。で計画しておりますが、よろしいでしょうか。 

 （各委員から、特に異議はなし） 

水島議長 東京電力の電気料金が１７％上がるといわれております。しょう

ぶ会館の節電の方向性について、事務局に説明を求めます。 

事務局  照明の間引き等、今まで行ってきた節電対策は引き続き行ってま

いります。 

 電気料金が上がる予定ではありますが、夜間の貸館の休止は考え

ておりません。貸館については、通常どおり行いたいと考えていま

す。 久喜市全体としての節電の方向性は今後確認します。 

水島議長  委員さんの方から何かご意見はございますか。 

神部委員  太陽光発電の工事はいつ行うのか。 

事務局  まだわかりません。今年度は、設計を組むだけの予定です。 

水島議長 他に何かございますか。ないようでしたら審議を終了したいと思

います。 

 （各委員から、「はい」の返答あり） 

事務局  ご審議ありがとうございました。 

 それでは次第の最後、閉会でございます。閉会にあたりまして

は、神部副会長にお願いいたします。 

神部副会長 神部副会長あいさつ 

（概要） 
皆様、お疲れ様でした。本日は、色々なご意見が出て、皆様方の

ご協力ありがとうございました。 

これから暑い季節となりますが、今後も皆様方には、健康に留意

いただきまして過ごしていただきたいと思います。 

以上で閉会といたします。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２４年 ５月２４日 

  しょうぶ会館運営委員 樋 口 通 雄 

                     

            しょうぶ会館運営委員 梓 澤 恒 夫 
                      

 

（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。 


