
 

 

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 
皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、平成 26 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、水島会長様をはじめ、運営委員の皆さまには、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。 

私は、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

の森田でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

本日、運営委員さん 10 名にご出席いただき過半数に達しておりま

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、開

会できますことをご報告申し上げます。 

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、若山喜一郎委員さんと根本ゆみ子委員さんのお二方

にお願いいたします。 

次に、本日の資料の確認、説明をさせていただきます。お手元の資料

をご覧ください。資料の 1 ページから 6 ページにつきましては、平成

26年度の事業計画でございます。7ページと 8ページにつきましては、

平成 26 年度の事業予算でございます。9 ページにつきましては、地域

交流事業「しょうぶポピーまつり」の開催についてでございます。10

ページから 14 ページにつきましては、久喜市しょうぶ会館条例、15 ペ

ージから 17 ページにつきましては、久喜市しょうぶ会館条例施行規

則、18 ページから 19 ページにつきましては、久喜市しょうぶ会館運営

委員会規則となっております。 

また、別添でＡ４版両面刷りで１枚、「隣保館が対象とする利用者

（住民）の範囲について」、「社会福祉法（第２条）に定められる隣保

事業について」の資料を配布しております。ページのもれ、印刷もれ、

配布もれはございませんか。資料についてはよろしいでしょうか。 

それでは、次第に従いまして進めさせていただきたいと存じます。 

最初に、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 

 おはようございます。どうもご苦労さまでございます。 

26 年度の第 1回目ということで、今後、一年間の事業計画並びに予

算を、皆さま方の意見を拝聴して会館の運営していく訳でございます。 

資料の後ろの方に、しょうぶ会館の条例と規則が付いております。そ

の中にありますように、運営委員会とは、事業に協力して運営していく

ということが謳われております。ですから、皆さま方が事業の理解と予

算の理解をしながら、共に一緒に協力してやっていかなければならない

と思います。 

また、別添の資料は、2010年、今から 4年前に厚生労働省が出した

注釈を、隣保館とは、という形で抜粋したものでございます。隣保館を

利用する人は、久喜市民、どこの地域の人でも利用していいというのが

原則でございます。ただし、事業に際しては、近隣地域住民を対象とし

て、無料又は低額で事業を行いなさいということでございます。そのこ

とを踏まえて事業計画を立てている訳でございます。 
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ですから広報紙等で広く事業をお知らせしない場合があるのは、近隣

地域を対象としているからでございますので、ご理解の程お願いいたし

ます。そうすると、近隣地域の住民が利用する学校はどこかというと、

菖蒲小学校、菖蒲中学校ということになりますので、菖蒲小、菖蒲中に

お願いして、お互いに連携しながら事業を行ってきたというのが今まで

の現状だと思っております。 

やはり、しょうぶ会館というものは、この地域の、しいては菖蒲地区

の拠点でなければならないと思いますので、各委員さん方のご意見を拝

聴しながら、計画を実施していきたいと考えております。 

ご存じのように、公開の原則ということで、毎回傍聴席を設けており

ますが、傍聴する人がいなく寂しい限りでございますけれど、遠慮なく

忌憚のない意見を言っていただいて、事業に尐しでも反映していければ

いいのではないかと思っております。 

予算につきましては、去る 3 月に平成 26年度当初予算が久喜市議会

を通過しておりますので、ご報告といった形になりますけれども、最小

の経費で最大の効果があがるように、皆さま方のご意見を拝聴しながら

運営を進めていってもらいたい、ということを申し上げまして、会長と

してのあいさつに代えたいと思います。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、菖蒲総合支所長の森田支所長より、ごあいさつをお願い

いたします。 

森田支所長 森田支所長あいさつ 

 皆さま、おはようございます。菖蒲総合支所長になりました森田と申

します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

本日は、ご多用の中、平成 26 年度の第 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。 

また、委員の皆さまには、日頃より運営委員会でのご審議をはじめ、

会館事業などに多大なご指導・ご協力を賜りまして、誠にありがとうご

ざいます。この席をお借りして、心から感謝とお礼を申し上げるしだい

でございます。また、人事異動により、菖蒲中学校の服部校長先生に運

営委員を委嘱させていただきました。服部先生、どうぞよろしくお願い

いたします。 

今年度も、しょうぶ会館が、より一層地域の皆さまに親しまれる会館

となるよう、職員一同、努力してまいりますので、ご指導・ご鞭撻をよ

ろしくお願いいたします。 

なお、本日の委員会では、先程、会長さんのごあいさつにもありまし

たが、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。委員の皆さまには、慎重なご審議をよろしくお願いした

いと存じます。 

結びに、委員の皆さまには、時節柄ご自愛いただきますとともに、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。 
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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 26年度事業計画について、また、(2)平成 26年度事業予算

につきまして、関連があり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 26年度事業計画について 

平成 26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 

資料のページは 1ページと 2 ページになります。 

デイサービス事業につきましては、毎週月曜日から金曜日までの午前

中を主に、足湯につきましては、毎週月曜日、水曜日、金曜日の 10 時

から 15 時まで、卓球につきましては、利用者さんの希望により随時、

カラオケにつきましては、主に月曜日と木曜日に、さわやかサロンにつ

きましては、毎月第 2、第 4木曜日に行っていきたいと考えています。 

さわやか講座につきましては、6 月にポプリ教室、7 月に手芸教室と

して毛糸を使ったベスト作り、10 月に干支の編みぐるみ作り、11 月に

わら細工教室を計画しています。 

また、10 月には、ボールやチューブなどを使い、運動が苦手な方で

も気軽にできる健康体操教室を予定しています。 

地域の高齢者の方々や日頃、会館を利用してもらっている方々の交流

を図るふれあい交流会を年 4回計画しています。第 1回目につきまして

は、今月 7日に既に実施させていただきました。田中市長も出席くださ

り、さくらお花見会、カラオケ交流会、料理教室、懇親会などで交流を

図っていただき、参加者の方々には楽しんでいただけたと思っておりま

す。 

5 月 11 日に予定しております、じゃがいも土寄せ、さつまいも植付

け、落花生種まき、トウモロコシ種まきにつきましては、子どもたちに

土の恵みを理解してもらい、作物育成の喜びを体験してもらうために計

画しています。いずれも、収穫もしてもらい、収穫した作物を参加者と

会食したいと考えています。調理については、農園にあるわら小屋の釜

戸、萩小屋の囲炉裏を活用したいと思います。 

じゃがいもは、例年植えている、北あかり、メークイーン、男爵の他

に、新しい試みとして収穫時期が早い、インカのめざめという種類のも

のを植えています。収穫時期が早いので、ポピーまつりに合わせて活用

できればと考えています。 

さつまいもは、今年も、種類、色の違うものを植える予定で、紫色の

パープルスイートロードは加工用として、オレンジ色の安納芋は焼き

芋、蒸し芋として、黄色のベニアズマは干し芋、焼き芋として利用した

いと考えています。また、食味のよいなると金時も植える予定です。 

落花生は、子どもたちに落花生が土の中にできるということを体験し

てもらうため、昨年度初めて実施して、実際、収穫の時には子どもたち

は、落花生が土の中にできているのを不思議がっていました。今年度も

土の中にできるということを体験して学んでもらいたいと思います。 

トウモロコシは、焼きトウモロコシに向いているスイートコーン系の



 

 

発 言 者 会議のてん末・概要 

甘みのあるものを栽培したいと考えています。 

 ビーズ飾り作り教室につきましては、定員 20 名で、ビーズを使った

アクセサリー作りを計画しました。 

 お正月用花飾り作り教室につきましては、定員 20 名で、お正月に家

に飾る花飾りを作っていただこうと 12月に計画いたしました。 

 コサージュ作り教室につきましては、例年実施している人気のある教

室で、今年度も卒業を迎える 3 月に、定員 20 名で、生花と造花、2 種

類のコサージュ作りを計画しました。 

資料のページは 9 ページになりますが、第 13 回のポピーまつりにつ

きましては、まつり期間を 5月 11日から 5月 31日までとし、メインイ

ベントを 5 月 18 日に予定しています。今年度も委員の皆さまには、メ

インイベントの式典へのご出席と各コーナーのご指導、ご協力をお願い

いたします。 

メインイベントの式典時には、昨年も行いましたが、ペットボトルロ

ケット、7 基の打ち上げを計画しています。ロケットの先に子どもたち

の夢や希望を描いた旗をつけて、ワイヤーを張ってそれに這わせて約

50メートル飛ばす予定で、菖蒲地区の小中学校、7校に旗の作成を依頼

しています。 

また、会場には、久喜市の「人間尊重・平和都市」宣言の啓発のた

め、今年度も看板や吹き流しの設置を考えています。 

吹き流しには、「人間尊重・平和宣言都市」の文字を入れ、子どもた

ちに愛をテーマにした文言や絵を描いてもらう予定で、菖蒲地区の小中

学校、7校に作成を依頼しています。 

会場のメイン看板についても愛をテーマに、地域の学校である菖蒲

小、菖蒲中の児童・生徒に書いていただく予定です。 

◆児童館事業について 

 資料のページは 3ページと 4ページになります。 

5 月 5 日のこどもの日に、お楽しみ会として、かしわ餅作りを計画し

ています。昨年度は、苺のケーキ作りを実施しましたが、今年度は季節

を感じてもらおうと、かしわ餅作りを計画しました。また、駐車場を活

用したしゃぼん玉遊びや落書き遊び、職員との卓球対決なども予定して

います。 

 なかよしタイムにつきましては、毎月第 2火曜日に実施している絵本

のへやの終了後に、参加者同士の交流を図るため、体操やゲームを計画

しています。 

 ゆうゆうプラザにつきましては、昨年度から始まった菖蒲小学校のゆ

うゆうプラザに、今年度も地域の会館として参加したいと考えていま

す。内容につきましては、菖蒲小、実施委員会と連携をとり、今後決め

ていく予定で、今年度の 1 回目の会議が今週の金曜日、25 日にありま

す。昨年度、ゆうゆうプラザは、年 6回、土曜日の午前中に実施され、

しょうぶ会館は、そのうちの 2 回、会館の特色である農園のわら小屋・

萩小屋のかまど・囲炉裏を活用した講座を実施しました。今年度も土曜

日の午前中に同程度実施される予定ですが、開催回数などは、他の講座

との兼ね合いもありますので、今後、実施委員会と相談、調整しながら

実施していきます。 

 毎週土曜日は、会館に多くの子どもたちが来ますので、プロジェクタ

ーを活用したこども映画会や紙芝居会、工作教室として、会館 1階の壁
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面の飾り制作やイルミネーションの飾り制作、提灯飾り制作などを計画

しています。 

 ふれあい教室につきましては、今年度も地域の小中学校である菖蒲

小、菖蒲中の協力をいただきながら、教育委員会と連携し、学期ごとに

計画を立てて、学習会や料理教室などを実施していきます。 

 また、毎年盛大に実施しているこどもまつりにつきまして、今年度

は、8 月 7 日、木曜日の 16 時から実施する予定ですので、委員の皆さ

まのご参加、ご協力、よろしくお願いいたします。 

 なお、児童館事業の周知方法につきましては、館内掲示はもとより、

会館利用者への声かけ、チラシの配布、小中学校や公共施設への周知を

図り行っていきたいと考えています。 

◆しょうぶ会館運営委員会開催計画について 

 資料のページは 5ページになります。 

本日が第 1 回の運営委員会でございます。第 2 回については 7 月中

旬、第 3 回につきましては 12 月上旬、第 4 回につきましては 3 月下旬

を予定しており、今年度は合計 4回の運営委員会を予定しています。 

 また、農園事業のご指導や、ポピーまつりのメインイベント、餅つき

大会につきましても、ご指導をいただきたいと考えています。 

◆会館管理運営事業について 

 資料のページは同じく 5ページになります。 

通年で会館の管理を実施していきます。反省点として、1 階の男子ト

イレの手すりがゆるんでいるのを職員が気づかなかったことがありまし

た。利用者の視点に立った管理をしていきます。 

◆人権教育推進事業について 

 資料のページは 6ページになります。 

全て継続事業でございますが、ふれあい教室につきましては、先ほど

も説明いたしましたが、学期ごとに計画を立て、内容を変えて実施して

いく予定です。 

夏休みこども学習会につきましては、今年度は、7 月 23 日、28 日、

30日、8月 4日、5日、6日、7日の日程で全 7回を予定しています。 

 

議題 平成 26年度事業予算について 

◆平成 26年度しょうぶ会館予算について 

 資料のページは 7ページになります。 

歳入につきまして大きく変わった点は、補助金でございます。平成

25 年度当初と比較しまして、12 万 5 千円の減額となっております。こ

れは、平成 25年度の補助金実績額が 3百 89万 9千円でしたので、その

実績に基づいて予算を組んだためでございます。 

 この隣保館運営費補助金につきましては、毎年、国の補助基準額が変

更されます。基準額が下がるのがここ数年の傾向で、その影響で補助金

額も減ってきているのが現状です。 

隣保館運営費補助金は、いくつかの項目に分かれて基準額が設定され

ています。つい最近、今年度の基準額が示されましたので説明いたしま

すと、しょうぶ会館が該当する項目は、隣保館運営費、基準額 3 百 58

万 8 千円、研修会参加経費、基準額 1万 5千円、デイサービス事業費、

基準額 1百 19万 1千円、休日等開館事業費、基準額 29万 9千円。休日

等開館事業費につきましては、基準額は日額 5千 992円で、しょうぶ会
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館は休日について、土曜日とこどもの日を開館していますのでその日数

の合計が今年度は 50 日、日額に 50 をかけますと 29 万 9 千円というこ

とです。 

しょうぶ会館が該当する項目の基準額の合計が、5 百 9 万 3 千円で、

これに補助率 3/4 をかけたものが補助金額となりますので、今年度は 3

百 81 万 9 千円になる見込みです。昨年度の算出基準と比べ、若干の

減、8 万円の減の見込みとなります。なお、補助率の内訳は国 1/2、県

1/4 となっております。また、県からは、今年度は県の予算の都合で満

額支給するのは難しいとの説明を受けています。 

 歳出につきましては、全体で見ますと若干の増額となっております

が、増減の大きいものを説明させていただきます。 

 職員手当につきましては、約 18 万円の増となっておりますが、これ

はポピーまつりやこどもまつりなどのイベント時において、他課職員に

協力をお願いした際に、代休で対応できない部分について、手当をイベ

ント主催課が負担するため、実績に基づいて予算を組んだためでござい

ます。 

 賃金につきましては、約 18 万円の増となっておりますが、これは児

童指導要員 2 名の勤務時間を 15 分延ばした分と通勤手当を実績に基づ

いて予算を組んだためでございます。 

 消耗品費につきましては、約 60 万円の増となっておりますが、主な

理由といたしましては、ポピーまつりののぼり旗の劣化がひどいため、

新しいのぼり旗の購入を予定していること、図書室の幼児・児童用の図

書の購入を予定していること、農園の土壌改良のための肥料の購入数を

昨年より多く予定していることなどです。 

 修繕料につきましては、約 28 万円の増となっておりますが、農園で

使用するトラクターの修繕を計上したためでございます。 

 工事請負費につきましては、約 100万円の減となっておりますが、こ

れは工事内容の違いによるもので、昨年度は、外構整備工事や街路灯設

置工事を実施しましたが、今年度は会館の設備工事を予定しています。 

◆平成 26年度人権教育推進事業予算について 

 資料のページは 8ページになります。 

 歳入につきましては、特にありません。 

歳出につきましては、前年度と同額で事業を実施していきます。 

 以上です。 

水島議長  説明が終わりましたので、委員の皆さま、ご意見がありましたら、よ

ろしくお願いします。 

神部委員  今は核家族化が進んで、高齢者とふれあう機会が減っているので、し

ょうぶ会館はふれあいができる会館として運営してもらいたいと思いま

す。子どもたちと高齢者の方々がふれあえる事業をより多く実施してほ

しいと思います。 

 昨年度のふれあい交流会の県外視察では、参加者が楽しみにしていた

買い物ができなかったと伺いました。参加した人たちに喜ばれるよう事

業を行ってほしいと思います。 

事務局  子どもたちと大人、高齢者の方々とのふれあいにつきましては、農園

事業では、保護者の方の参加もあり、また地域の大人、高齢者の方々に

も声かけをして参加してもらい、事業を実施しています。 
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 また、先月開催したみんなの広場でも、メインの対象は子どもたちで

したが、高齢者の方々の参加もあり、コーラスやパントマイムショーを

一緒に鑑賞して楽しんでいただきました。 

 今後も子どもたちと高齢者の方々がふれあうことのできる事業を計画

し、よくＰＲして事業を実施していきたいと思います。 

 ふれあい交流会の県外視察につきましては、参加した方々に喜んでも

らえるよう、よく確認して実施していきますのでよろしくお願いいたし

ます。 

神部委員  資料についてなんですが、各事業の反省点もそうだが、良かった点な

ども記載してもらうと、事業内容が分かりやすいと思います。 

事務局  事業内容がより分かるように記載方法を検討いたします。 

水島議長 他にご意見はございますか。 

神部委員  ポピーまつりのＰＲはどのように行うのでしょうか。 

事務局  広報の 5月 1日号に掲載します。また、チラシを菖蒲地区に全戸配布

する予定です。菖蒲地区内の各小中学校には、作成してもらった吹流し

や行灯、ペットボトルロケットなどを見にきてもらうようお願いして、

全児童・生徒にもチラシを配布する予定です。菖蒲地区内の幼稚園にも

チラシを配布します。 

 久喜市内の各地区の主な公共施設、総合支所等にポスターやチラシを

掲示します。 

 （各委員から、チラシを菖蒲地区内の小中学校の全児童・生徒に配布す

るのであれば、菖蒲地区内の全戸配布は止めて、回覧でいいのでは、と

の意見あり） 

事務局  ご意見のとおり、菖蒲地区内へのチラシの全戸配布は止めて、回覧で

ＰＲしたいと思います。 

若山委員  ポピーまつりのチラシについて、メインイベントの日の時間は載って

いるが、まつり期間中の時間が載っていません。何時から何時までなの

か、チラシに記載したほうが良いと思います。 

事務局  時間は 9時から 16時までです。 

 ご意見のとおり、時間を載せたチラシを作ります。 

若山委員  ポピーまつりのポスターの掲示について、マミーマートさんには既に

お願いをしてあります。見やすく、ＰＲになるよう、できるだけ大きめ

なものを作ってもらいたいと思います。 

 また、お願いする際には、依頼文書があると頼みやすいので、依頼文

書も作ってもらいたいと思います。 

事務局  ポスターにつきましては、Ａ２版というサイズの大きなものを作りま

す。依頼文書につきましても作成いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

水島議長 他にご意見はございますか。 

神部委員  ポピーまつりのメインイベント日について、運営委員への協力依頼が

ありましたが、当日の出欠、役割を確認しておいたほうが良いと思いま

すが。 

青木委員  私事で申し訳ありませんが、法事のため欠席させていただきます。代

理として教頭が出席しますので、よろしくお願いします。 
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事務局  各委員様の役割については、資料の 9ページに昨年度の協力状況を載

せてありますが、昨年度と同じ役割での協力をお願いいたします。 

 服部委員様につきましては、生き物つかみ取りコーナーへのご協力を

お願いいたします。 

水島議長  他に意見はございますか。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  児童館の閉館時間につきまして、委員さんに検討いただきたいと存じ

ます。現状は 17 時が閉館時間となっておりますが、冬場につきまして

は、日が暮れるのが早く、17 時では暗くなり子どもたちが帰るのに危

ないと感じているため、冬場については、防災無線の流れる時間、16

時と合わせて児童館は閉館としたいと考えています。 

委員さんのご意見を伺いたいと存じます。 

青木委員  月曜日と火曜日に行っているふれあい教室の時間が 15 時 30 分から

16 時 45 分までとなっていますので、その兼ね合いもよく検討してもら

いたいと思います。 

根本委員 学校の時間割は年間で変わらないので、ふれあい教室の時間を変更す

るのは難しいと思います。 

事務局 ふれあい教室との兼ね合いもあるので、今後さらに調整していきたい

と思いますが、子どもたちの安全のため、台風や雷雨など天候の悪い時

や冬場の暗い時期に早めに帰すことにご理解をお願いいたします。 

水島議長 他にご意見ございますか。 

水島委員 

ポピーまつりについて、ポスター、チラシを持って、近隣住民へのあ

いさつをしたいと思っていますが、ポスター、チラシはいつ頃できるの

でしょうか。 

事務局 
二、三日中には作って、各委員さんにお届けしますので、ＰＲ等よろ

しくお願いいたします。 

水島議長 他にご意見ございますか。よろしいですか。 

 （各委員から特に意見はなし） 

水島議長  それでは、その他も終わりましたので、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 

今日は、ポピーまつり前の委員会ということで、色々な審議ができ

て、そうやって審議されることによって、しょうぶ会館運営委員会もよ

り一層活発になり、いい方向に向いていくと思います。 

時節柄、青葉の時季は体調を崩しやすいということですが、ポピーま

つりを控えて、皆さん体調には十分気をつけて過ごしてもらいたいと思

います。 

それでは、これをもちまして閉会といたします。皆さん、お疲れさま

でした。 
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平成２６年５月２１日 

  しょうぶ会館運営委員 若山 喜一郎 

                     

            しょうぶ会館運営委員 根本 ゆみ子 
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