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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

うぶ会館運営委員のご紹介をいたします。菖蒲中学校校長の小山隆二様

でございます。前任の服部勲委員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小林弘でございます。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。しょうぶ会館の担当主査の上松純司でござ

います。同じく 4 月より会館職員となりました鈴木順子でございます。

同じく 4月より会館職員となりました大塚俊雄でございます。 

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 28 年度第 1 回しょうぶ会館運営委員会を開会いた

します。 

本日は、水島輝彦会長様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、委員の全員が出席されておりますので、委員会規則第 6

条第 2 項の規定に基づきまして、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く委員は、田島

寛委員さんと古澤京子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の前に、資料の訂正をお願いいたし

ます。1 ページの事業番号 3 の卓球の時間ですが、10 時から 15 時の 15

時を 12時に訂正をお願いします。 

それでは、本日の資料のご説明をいたします。 

資料の 1 ページから 4 ページが平成 28 年度の事業計画で、5 ページ

から 6ページが平成 28年度の事業予算となっております。 

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。 

最初に、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 

 おはようございます。本日はお忙しい中ありがとうございます。 

 しょうぶ会館もずっと今まで運営を続けてまいりまして、また合併し

ましても約 6万人の市民の皆様から愛され利用される、埼玉県でも優秀

な館であると思います。 

 しょうぶ会館の行事もたくさんありますが、運営委員の皆様におかれ

ましては、前もって資料をお配りしております。目新しいものはござい

ませんが、これから皆様方には事業計画のご意見をいただきながら、中

身の充実のために、より良い事業運営ができますようよろしくお願いい

たします。 
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発 言 者 会議のてん末・概要 

連休明けの来月からはいよいよ「ポピーまつり」が始まります。子ど

もたちにとってポピー畑で摘み取りをしたり、生き物に触ったり、ボラ

ンティアに協力する等、色々なことに携わることによって仲間作りや異

学年との交流が生まれつつあります。今年は根本先生の協力によって菖

蒲南中学校から参加していただけることとなりました。交通の面が心配

ですが、充分に注意をして、できるだけ多くの子どもたちに参加しても

らえるとありがたいと思います。幸いにして菖蒲区内の小中学校７校の

児童、生徒の皆さんがペットボトルロケットや吹流しを作る等、色々と

協力をしていただいております。 

10月は久喜総合文化会館で「人権のつどい」が行われます。その時に

は児童・生徒の皆さんに折り鶴を折る等のお願いをしなければなりませ

んが、先般、教職員が非常に大変だと聞いて憤慨しております。教職員

とは何のためにあるのかと吉川市の教育長とも論議をしましたが、教職

員は子どものためにあるのだと私は思います。我々もしっかりとした計

画を立て、学校長と連携を図りながら、学校に無理がないように、子ど

もたちが一字一句書くことにより、または折り鶴を折ることによって何

らかの意義があると伝えていかなければならないと感じているところで

ございます。ご存知のように東日本大震災が起こってから 6年が経過し

ました。また、今月には熊本地震が起こり、益城町の支援のために先般

土曜日に我々も会見をやりまして、水と食料は間に合っているが、ブル

ーシートは足らないということで、皆で 100枚ばかり持って行こうじゃ

ないかという形で、福岡を本部にして対策本部を作っているところでご

ざいます。阪神・淡路大震災から約 20年、新潟県中越地震から約 10年

が経過しましたが、震災というものは長く続くことから、余震への恐怖

から建物内に入れない、学校もほとんど休校し、学校へ通えない子ども

たちが多い中で、我々ができる支援として、菖蒲区内の小中学校の児

童・生徒の皆さんが心を込めて折り鶴を折ることによって被災地に向か

って何らかの心のメッセージを届けるべきではなかろうかということ

で、先生方にはその心を伝えていって欲しいと思っております。また、

子どもたちが何らかの形で被災した皆さんに自分の気持ちや心を伝える

ということは、成人になってからも思いやりの心が育ちますので、是非

とも実施していただきたいと思います。 

また、ポピーまつりにつきましても同じことが言えるのではないかと

考えております。先日も私の妻が、暑い中で花の手入れを一生懸命やっ

ております。皆様の心があって花が咲き、皆様の助けがあって花が大き

く成長し、皆様が花を摘み取り家に持ち帰り眺めることでひと時の安ら

ぎを得ると思っております。是非とも両校の校長先生を始め、先生方の

ご協力を得て成功裏に終わりますよう、並びに職員の皆様にも特段のご

協力を得て何とか無事に終わるようにお願い申し上げて、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、菖蒲総合支所長の小林支所長より、ごあいさつ申し上げ

ます。 
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発 言 者 会議のてん末・概要 

小林支所長 小林支所長あいさつ 

 しょうぶ会館運営委員会の皆様、おはようございます。 

 4 月の異動に伴いまして、岩﨑支所長の後任の菖蒲総合支所長の小林

でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 本日はご多用のなか、平成 28 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 28年度が始まりまして間もなく 1月になろうかと存じます。 

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、誠にありがとうございました。 

 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、年度初めにあたり、改めてお

願い申し上げる次第でございます。 

 また、職員一同も、しょうぶ会館が多くの来館者で賑わい、楽しまれ

る会館となるよう、決意を新たにしておるところでございます。 

 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。 

 本年度の諸事業が実り多い成功に向け、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。久喜市しょうぶ会館運

営委員会規則第 6 条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「第 1 号議案、平成 28 年度事業計画」並びに「第 2

号議案、平成 28 年度事業予算」について関連がございますので一括し

て上程いたします。なお、事業については昨年度と同様な内容がござい

ますので、変更点を説明しながら、また委員の皆様には事前に資料を配

布してご検討いただいておりますので、職員に主だった事業を説明させ

まして後ほどご意見をいただきながら進めていきます。 

 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。 
事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題 平成 28年度事業計画について 

それでは、平成 28 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主だったものを

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 5 番のさわやかサロン」でございますが、今年度につきま

しては生活改善室前のベランダにプランターを配置しまして、料理がで

きる食材の一部をプランター等で栽培し、育てる喜びやおしゃべりを楽

しんでもらうというものになっております。 

「事業番号 6 番、7 番のふれあい交流会」につきましては、今月 6 日に



4 

 

発 言 者 会議のてん末・概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催させていただき、当日は委員の皆様に参加していただきありがとう

ございました。 

 「事業番号 8 番じゃがいも土寄せ」から「事業番号 10 番落花生種ま

き」につきましては、ポピーまつりの初日である 5 月 8 日に予定してお

り、植える苗も昨年と同じものを用意してございます。委員の皆様には

ご指導のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 「事業番号 11番しょうぶポピーまつり」につきましては、5月 8日か

ら 6 月 4 日の 28 日間を予定しております。イベント日は、5 月 15 日で

ございます。期間中は午前 9 時から午後 4 時までの間にポピーの花摘

み、朝取り新鮮野菜の販売を実施いたします。また、イベント前には周

知をはかりまして、たくさんの参加を募りたいと思います。イベントに

つきましては、開式が午前 10 時からとなっておりますが、開式前のオ

ープニングにオカリナ演奏ということで元菖蒲総合支所長の大橋信様に

お願いをしてございます。 

「事業番号 12 番自然ふれあい教室」から「事業番号 13 番緑のカーテ

ンづくり」につきましては、昨年同様の内容となっております。 

「事業番号 14 番じゃがいも収穫」につきましては、ポピーまつりの

最終日である 6月 4日に実施いたします。 

「事業番号 15 番さわやか講座（ポプリ教室）」と、次のページにな

りまして「事業番号 16 番さわやか講座（パンフラワー教室）」につき

ましては、昨年同様の内容となっております。 

「事業番号 17 番さわやか講座（健康体操等）」につきましては、昨

年度に 1回実施しましたが、今年度は 5回、6月下旬から各回 20人程度

の参加者を募りまして、健康体操や、高齢者の方が参考になるような話

を、社会福祉協議会に検討していただき、実施したいと思います。 

「事業番号 18 番さわやか講座（フラワーアレンジメント教室）」に

つきましては、昨年同様の内容となっております。 

「事業番号 19 番レザーアクセサリー教室」につきましては、今年度

新規の事業となっております。ブローチやブレスレットに各自が装飾

し、制作の楽しみと参加者同士の交流を図ることを目的としたものでご

ざいます。 

「事業番号 20 番ふれあい交流会（県外視察）」につきましては、10

月上旬に圏央道を利用して山梨県方面を考えております。 

「事業番号 21 番さわやか講座（干支の編みぐるみ作り）」から「事

業番号 23 番手芸教室」につきましては、昨年同様の内容となっており

ます。 

「事業番号 24 番ポピー種まき」から「事業番号 26 番さつまいも収

穫」につきましては、10 月下旬に実施予定でございます。「事業番号

27番秋の味覚体験」につきましても、同時期に実施したいと思います。 

「事業番号 28 番菖蒲地区人権のつどい」が 11 月 12 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

していきたいと思います。 

 また、「事業番号 29 番人権を考える「県民のつどい」」が 12 月 3 日

に越谷市の「越谷レイクタウン」で開催されますが、今年度につきまし

ては、作品の展示等は実施いたしません。 

「事業番号 30 番もちつき大会」から「事業番号 32 番じゃがいも植
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発 言 者 会議のてん末・概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

え」につきましては、昨年同様の内容となっております。 

「事業番号 33 番みなくるフェスタ」は昨年度新規の事業でしたが、

今年度につきましては、生涯学習課と連携し、会館で制作した作品の展

示等を検討したいと思います。実施時期と会場については未定となって

おります。 

「事業番号 34 番ドライフラワー教室」につきましては、昨年度はコ

サージュ教室として実施しておりましたが、今年度は新規の事業として

3月上旬に実施したいと思います。 

 隣保館事業の説明につきましては以上でございます。 

◆児童館事業について 

 児童館事業についてご説明させていただきます。 

 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」から「事業番号 41 番げんきタイム」に

つきましては、昨年同様の内容で実施させていただきたいと思います。 

 「事業番号 42 番いきもの体験」でございますが、昨年度から始めた

事業です。お気づきとは存じますが、ガラ・ルファ（ドクターフィッシ

ュ）という小さな熱帯魚を飼っておりますが、子どもたちに水槽の中に

手を入れて直接触れることができるものとなっております。毎週火・

木・土に実施しております 

 「事業番号 43 番こどもの日おたのしみ会」につきましては、毎年 5

月 5 日に実施いたします。なお、今年度は遊びを中心にすることを計画

しております。内容につきましては、卓球やバトミントンのラリーや、

紙飛行機作り等を行い、子どもたちと楽しく交流を図っていきたいと予

定しております。 

 「事業番号 44 番夏の昆虫観察会」につきましては、昨年同様の内容

で実施させていただきたいと思います。 

 「事業番号 45 番長期休業中の子ども事業」につきましては、夏休

み・冬休み・春休みの長期休業中に、小ホールをはじめ各部屋や駐車場

等を計画的に使いまして、卓球や勉強で異学年との交流を図っていきた

いと予定しております。 

 「事業番号 46番こどもまつり」につきましては、8月 9日に実施いた

します。この事業は隣保館事業と合同で行いますが、実行委員会形式を

取っておりまして、小・中学校の実行委員が中心となってお祭りを実施

し交流を図るものでございます。 

 「事業番号 47 番赤ちゃんとママの体操教室」から「事業番号 50 番お

正月あそび」につきましては、昨年同様の内容で実施させていただきた

いと思います。 

 「事業番号 51 番ゆうゆうプラザ」につきましては、年間 2～3 回、菖

蒲小学校のゆうゆうプラザ実施委員と連携をとり、農園にある、かま

ど・いろりを活用し、交流を図るものでございます。 

 「事業番号 52 番みんなの広場」につきましては、昨年同様の内容で

実施させていただきたいと思います。 

 児童館事業の説明につきましては、以上でございます。 

◆しょうぶ会館運営委員会 

 しょうぶ会館運営委員会について、ご説明させていただきます。 

 お手元の資料 4ページをご覧ください。 
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発 言 者 会議のてん末・概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 27日」本日でございます。 

 内容は平成 28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 8日」 

 「3 ポピーまつり（イベント）5月 15日」 

 「4 第 2回運営委員会 7月 21日」 

 内容は事業中間報告及びこどもまつりを始めとする今後の事業計画に

ついてでございます。 

 「5 ポピー種まき 10月下旬」 

 「6 第 3回運営委員会 12月上旬」 

 「7 もちつき大会 12月中旬」 

 「8 第 4回運営委員会 3月下旬」 

 内容は事業報告及び今後の事業についてでございます。 

 しょうぶ会館運営委員会の説明については。以上でございます。 

◆会館管理運営事業 

 会館管理運営事業について、ご説明させていただきます。 

 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

と思います。 

◆人権教育推進事業について 

 人権教育推進事業について、ご説明させていただきます。 

 人権教育推進事業については、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 53 番ふれあい教室」から「事業番号 58 番工作教室」まで

ご覧の内容で実施していきたいと思います。 

 人権教育推進事業の説明については、以上でございます。  

◆平成 28年度事業予算について 

 しょうぶ会館事業予算についてご説明させていただきます。 

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 28 年度 3,423 千円で平成 27 年度 3,752

千円で、329千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 27 年度実績を計上しているため差がありますが、全体的

に基準が下がったことと、補助対象となる経費が少なくなったことによ

り減額となったものでございます。 

 歳入につきましては以上でございます。 

 続きまして歳出でございます。 

 「3 職員手当」でございますが、平成 28 年度 1,504 千円で平成 27 年

度 752 千円で、752 千円の増でございます。こちらは、職員の時間外勤

務手当となっております。 

 「7 賃金」でございますが、平成 28 年度 6,966 千円で平成 27 年度

7,232千円で、266千円の減でございます。 

 「13委託料」でございますが、平成 28年度 4,801千円で平成 27年度

5,164千円で、363千円の減でございます。 

 歳出につきましては、以上でございます。 
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 しょうぶ会館事業の平成 28 年度歳入として 4,784 千円、歳出 23,417

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。 

 歳入はございません。 

 歳出について説明させていただきます。 

「11 需用費」でございますが、平成 28 年度 205 千円で平成 27 年度

328 千円で、123 千円の減でございます。こちらは平成 27 年度はパソコ

ン用ソフトを計上している分、平成 28年度は減額となっております。 

 人権教育推進事業予算につきましては以上でございます。 
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。  

藤崎委員  しょうぶ会館の職員同士で 1 日の始まりに打合せを実施しています

か。朝の打合せでお互いの仕事について共通理解が必要だと思います。 

事務局 月初めに 1 回、当月の事業予定等の打合せを会館全職員で実施してお

ります。また、個別の事業についても打合せをしております。今後も打

合せを密にし、職員同士の共通理解を図ろうと思います。 

水島議長 ご意見として事務局は検討してください。 

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。 
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。 

無いようですので、議事全て、了承願えたということでご理解くださ

い。 

事務連絡がありますので、お願いします。 
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。また、5 月 15 日当日は 9 時 30 分集合でのご参加をお願

いします。 

 以上、事務連絡でございます。 
 （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 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  貴重なご意見をありがとうございました。 

 これからも、運営委員の皆様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 28 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。 
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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２８年 ５月 ２５日 

  しょうぶ会館運営委員 田島 寛 

                     

            しょうぶ会館運営委員 古澤 京子 

                      

（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。 

 
  

 


