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審議会等会議録 

発 言 者 会議のてん末・概要 

事務局 

第２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 2 回しょうぶ会館運営委

員会を開会させていただきます。 

今回、運営委員さんは 1 名欠席で、11 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。 

本日は、水島会長をはじめ運営委員の皆様方には、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。 

続きまして、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、藤崎賢宏委員さんと石井哲雄委員さんのお二方

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 

 どうもご苦労さまでございます。本来ならば、7 月に行うわけで

ございましたが、10 月に延びたことについて、事務局は、計画的に

事務を遂行していただきたいと思います。 

 来月で運営委員の任期が切れるので、今後の事業計画について、

運営委員会において中間報告を行っておかないと事業が進まないの

ではないかと思います。 

 運営委員の役割というのは、私の記憶するところでございますけ

れど、昭和 39 年から、この隣保館というものが施行されました。

その時から、運営委員さんの協力と意見を聴きながら、今日までや

ってきた訳でございます。 

 そうしたことを踏まえ、事業を実施していただきたいので、今後

もそのような形でやっていくものと思います。 

我々は諮問されたことに意見を言っていきたいので、どこが良か

ったのか、どこが悪かったのか、事業の成果と今後の目的をしっか

りと事務局の方から説明してもらい、運営委員の皆さんには、諮問

機関でございますので、このしょうぶ会館が益々発展できるよう献

身的なご意見をくださるようお願いして、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。 
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小勝支所長 

小勝支所長あいさつ 

 皆さん、こんにちは。本日はご多用の中、平成 24 年度第 2 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。 

先ほど会長さんが言われたとおり、昨年は 7 月に第 2 回の運営委

員会を行いましたが、今年は、このように遅くなりまして大変申し

訳ございませんでした。 

今年度も、はや半年余りが経過しました。この間、しょうぶ会館

でも大きな事業でありますポピーまつり等を、委員の皆様をはじめ

多くの関係各位のご協力によりまして、開催させていただいた次第

です。 

特に今年のポピーにつきましては、最初は天候などの影響もござ

いまして花が遅れぎみでございましたが、その後、日を追うごとに

花の状態が良くなりまして、例年以上のお花畑になりまして、お陰

様をもちまして、参加人数も前年度を上回る成果を得ることができ

ました。皆様方のご協力のおかげと思いまして改めて感謝申し上げ

ます。 

また、先月行われた稲刈りにおきましても、委員の皆様には大変

お世話になりました。ありがとうございます。 

さて、本日の委員会は、本年度のこれまでの事業実績のご報告と

今後の事業計画につきまして、改めてご審議いただきたいと思いま

す。委員の皆様には、慎重な審議とご指導をお願いしたいと存じま

す。 

 結びに、委員の皆様のますますのご健勝、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。どうぞよろしくお願い

いたします。 

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（1）事業中間報告について、成果と課題を

踏まえて、事務局の方からご報告をお願いします。 

事務局 
〔事業中間報告について、事業をどのように計画して、どのよう

に募集して、どういう成果があったか、概略を説明〕 

水島議長 

今の事務局の説明は、成果の報告はありましたが、事業を行う上

で、成果と課題はセットで説明する必要があろうかと思いますの

で、追加説明を求めます。 

事務局 〔事業中間報告について、事業の成果と課題について説明〕 
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水島議長 

しょうぶ会館の利用率は、全体では上がっているが、個別にみる

と下がっている事業もあります。なぜ、利用率が下がったのか、原

因を説明してください。 

事務局 

隣保館事業につきましては、既存の事業はもとより、新規事業と

して、卓球、カラオケ教室を実施したことにより、利用者が増加し

ました。 

一方、児童館事業につきましては、夏休み期間中の子ども学習会

や小ホール開放などにより、20％増加した月もございましたが、近

年における幼児・児童数の減少等により、9 月末時点における児童

館の利用者数は、若干減少となりました。 

今後の事業につきましては、年度当初に計画した事業につきまし

ては、継続いたしますが、会館利用者のみなさんのご意見を取り入

れながら、事業の見直しを検討してまいりたいと考えております。

また、多くの子どもたちが参加するよう、魅力ある新規事業を計

画してまいりたいと考えております。 

水島議長 

 先ほどの説明では、学校の児童数も減ってきている。成果と課題

を検証し、従来のやり方では今後も良くなっていかない。今までの

過程を反省していただきたい。 

事務局 
それぞれの事業について、成果と課題を検証し、反省を行い、事

業計画に反映していきたいと考えております。 

水島議長 

 菖蒲地区の人口は、どんどん減っている。高齢化して、児童・生

徒の数も減っている。だから、ここで何か考えなければならないと

思います。 

それには、学校さんにも協力をお願いする。学童保育と児童館の

違い。そういうことをしっかりと受け止めてやっていかなければな

らないと思います。お互いの領域を分担していかなければならない

と思います。そのために、ふれあい教室というものを実施している

のではないのですか。他の委員さんはご意見ございますか。 

藤崎委員 

 児童館事業の募集人員数が資料に載っていないことが私は気にな

りました。 

 児童館事業は、対象をどのようにして実施しているのか。ある程

度、募集人員数を定めて、関心を高めて実施したほうがいいと思い

ます。どこに、どのように協力してもらって実施しているのかお聴

きしたい。 

水島委員 

 児童館事業の、ほほえみクラブ、わくわくタイム、親子でファイ

ティングというのは、以前にも、名称を変更してお母さん、子ども

たちが参加してみたいという気持ちになるような名称にしたらどう

かという意見が 3 年位前の運営委員会で出ましたが、改善されてい

ないようなので、その点についてお聞きします。 
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事務局 

 児童館事業につきまして、広報紙に募集人員を載せてない事業が

ございます。事業計画を立てる段階では、募集人数を定めて計画し

てございます。来た人全員受け入れておりますので、募集人員は載

せてございません。今後、募集人員を広報紙に掲載し、魅力ある事

業の企画・立案を策定してまいります。 

 また、事業を実施する上で、小学校・中学校・幼稚園・保育園等

に、参加募集のチラシ、パンフレットを配布し、参加・協力を呼び

掛けているところでございます。今後は、学校関係にお願いするだ

けでなく、会館職員みずから、幅広く参加・協力を呼び掛けてまい

りたいと思います。 

水島議長 他に意見はございませんか。 

藤崎委員 

 事業の内容は、資料に書かれているのでわかります。事業の反省

点、課題等もざっくばらんに資料に載せたらいいのではないでしょ

うか。その上で委員さん方の意見を聴けば、違った色々な意見が出

て、次のステップに繋がると思いますので検討してみてください。

事務局  検討してまいります。 

水島委員 

 4 月の運営委員会の資料で事業の年間計画が出ています。運営委

員会の開催計画も出ています。計画どおりに進んでいるのでしょう

か。 

さわやかルームの利用者数は、最近、増えています。 

 人権教育推進事業のふれあい教室は、子どもたちがとても喜ん

で、楽しんで料理を作ったりしています。 

児童館事業について、児童指導員が、どのような形で努力して事

業を実施しているのか、皆さんに来ていただいて、喜んで、楽しん

で、遊んでいっていただくという企画が乏しいのではないでしょう

か。児童指導員が何の計画を立てて、どのように実施しているのか

お聞きしたい。 

事務局 

成果と課題につきましては、事業が終わるごとに職員・児童指導

員が、作成するようにいたします。 

児童指導員の職務につきましては、子どもたちが喜んでたくさん

集まる事業の企画・立案を立てるよう、指示してまいります。 

水島委員 4 月から今までそれを行ってきたのですか。 

事務局 

指示が徹底されていなかった部分は確かにございます。 

それを反省いたしまして、事業の企画・立案について児童指導員

に指示しているところでございます。 
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水島委員 

 稲刈りの時に、中学生のボランティアさんが、大束のわらを小さ

くする作業を、チクチクすると言いながらも楽しいと言って一生懸

命にやってくれている姿が目に焼き付いています。心を打たれまし

た。それとポピーまつりについて、無償で協力してくれている多く

の人がいます。大変ながらも、今まで頑張ってきています。 

 職員にも、これまで以上に頑張ってしょうぶ会館を運営してほし

いと思います。 

事務局 

 しょうぶ会館は、多くのみなさんの協力のもとに事業が成り立っ

ていることを忘れることなく、これからも運営委員さんと協力・連

携を密にすると共に、会館利用者の皆さんのご意見を取り入れなが

ら、会館を運営してまいります。 

水島議長  事業報告について、他に意見はありますか。 

藤崎委員 

埼玉県内でも隣保館が減ってきている状況ですが、このしょうぶ

会館はいい隣保館であるという声を聞きます。 

埼葛 12 市町の中でも、隣保館はこのしょうぶ会館しかない。児

童館と併設になっていることもいい。しょうぶ会館は、施設もいい

し、内容も充実していて大勢の人が集まってくるいい場所であると

評判がいいです。 

私は、しょうぶ会館は地域の集会の場になっていると見ていま

す。でも、そのことがこの資料では伝わってこないのが残念です。

しょうぶ会館は注目されている施設であるということを自覚して運

営してほしいと思います。 

小勝支所長 

 会長さん、委員さんの方から色々ご意見をいただきました。 

これらのご意見について、改善してまいりたいと思います。 

 各種事業につきましても、私も 10 年程前にこのしょうぶ会館の

館長をやらせていただきましたが、その当時は、学校の方にもチラ

シの配布をお願いした経緯はございますが、今のように学校の先生

をはじめ、子どもたちに手伝っていただいて実施した事業は、ほと

んどなかった状態でした。それでも、今くらいの人数は出ていたと

思います。それは、今より子どもの数も多かったので、そういうこ

ともできたのかと思います。 

 しかし、今は子どもの数も随分少なくなってきまして、学校や地

域の方々の助けがないと事業が継続していけないと思います。 

 委員さんから言われたとおり、反省、課題等を資料に記入して、

その上で委員さんから色々な意見をいただいて、それを会館職員が

受け止めて、より良いしょうぶ会館にこれからもしていきたいと思

います。 

 児童館事業につきましても、指導員が子どもたちに喜んでもらえ

るような事業を企画・立案し、多くの人に参加していただけるよ

う、徹底して参りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

水島議長  他に意見はございますか。 
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若山委員 
 緑のカーテン作り（観察会）と夏をがんばろうの事業の実施時間

が、8月 11 日の 11:00 から 12:00 と重複しているのは何故ですか。

事務局 

 訂正させていただきます。 

緑のカーテン作り（観察会）の実施時間が 11:00 から 11:30 で、

夏をがんばろうの実施時間が 11:30 から 12:00 です。 

水島議長 
はい、他に意見はございますか。ないようでしたら、議題（2）

今後の事業計画に入りたいと思います。 

 （各委員から、「はい」の返答あり） 

水島議長 

 それでは、12 月までのことを論議したいと思います。それ以降の

ことは、12 月の運営委員会で行いたいと思います。事務局から説明

をお願いします。 

事務局 〔今後の事業計画について、概略を説明〕 

水島議長 
 12 月に餅つき大会が計画されていますが、具体的な日程案はある

のですか。 

事務局 

 12 月 15 日の土曜日、16 日の日曜日を候補日と考えていますが、

小中学校に協力をお願いする予定ですので、学校側の行事予定等を

確認し、相談して行きたいと思います。 

水島議長  菖蒲地区人権のつどい作品発表では、何を展示するのですか。 

事務局 
 今年度、しょうぶ会館の教室で行った作品を展示する予定です。

具体的には、ベスト、陶芸作品、干支の編みぐるみなどです。 

水島議長  何か意見はございますか。 

田島委員 

 稲刈りの時は、はんでを作る竹が太く大変でしたが、子どもたち

は、いい体験ができて良かったと思います。 

 資料については、空いている部分、余白を、写真を載せるなどし

て、有効活用したほうがいいと思います。 

樋口通雄委員 
 事業で行ったこと、苦労したことなどを活字にして資料に載せた

ほうがいいと思います。 
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青木委員 

 学校としても、しょうぶ会館との関わり方が少しずつ変わってき

ている部分もあるので、資料に載せて記録として残してもらいたい

と思います。 

梓澤委員 

 中学校では、ボランティアに参加した生徒を全校集会の時に表彰

しています。参加したいという子どもも増えてきている状況です。

今後もしょうぶ会館の事業に参加させていただき、生徒たちの意識

を高めていきたいと考えています。 

 ただし、ボランティアを募集する際、募集期間が短いと集めるの

が大変ですので、できれば早めに予定を知らせていただけると有難

いと思います。 

水島議長  予定は、早め早めに学校に知らせてください。 

水島委員 
 会館職員 3 人で、早め早めによく相談して運営してほしいと思い

ます。 

水島議長 
 他に意見はありますか。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） 

水島議長  事務局から説明はありますか。 

事務局 
 しょうぶ会館の駐車場の改修工事を行います。この工事により 14

台程度、駐車台数が増えます。契約が終わった状況です。 

水島議長 

 しょうぶ会館の鯉のぼりのポールが、先日の台風の影響で倒れて

しまいました。 

 今後、新しい鯉のぼりのポールを建てるのか、国旗掲揚塔も兼ね

たポールを建てるか、来年度の対応となりますが、検討していただ

きたいと思います。 

 それと、現在旧菖蒲高校脇の道路を工事しています。子どもたち

の安全のため、今後 2 月末までは子どもたちの通行はさせないほう

がいいと思いますので、しょうぶ会館にも事故防止の張り紙をお願

いいたします。子どもたちへの注意喚起もお願いいたします。 

事務局  張り紙を貼り注意喚起いたします。 

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。 
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 （各委員から、「はい」の返答あり） 

 ご審議ありがとうございました。 

事務局  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、小勝支所長にお願いいたします。 

小勝支所長あいさつ 
委員の皆様からの貴重なご意見ありがとうございました。早め早

めに事業計画を立ててまいります。 

今回、12 月までの大まかな日程につきましては、ある程度決めさ

せていただきましたので、それに沿って事業については進めさせて

いただきたいと思いますので、今後とも運営委員さんのご協力をお

願いしたいと思います。 

小勝支所長 

今度、12 月に運営委員会も新しくなる訳でございますけれど、引

き続きやっていただける方が多いと思いますので、今後ともしょう

ぶ会館へのご指導、ご協力をお願いいたします。本日は、どうもあ

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１１月２１日 

  しょうぶ会館運営委員 藤 崎 賢 宏 

                     

 しょうぶ会館運営委員 石 井 哲 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。 


