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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 ただ今から、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。なお、出席委員は 10名であり、定足数に達しております。 

なお、本日の会議録の署名ですが、古澤委員と木村委員にお願いした

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、開会にあたりまして、会長からごあいさつをいただきたい

と思います。水島会長、お願いいたします。 

水島会長 水島会長あいさつ 

 皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがと

うございます。 

 今年度より、しょうぶ会館では、再任用でありますが、職員が 1人増

えました。職員が増えたのですから、夜まで事業を行ってもよいのでは

なかろうかと考えています。 

合併により、公共施設が増えましたが、その多くの施設は老朽化して

おります。いつまでも、市がこれら全ての施設を運営していくわけにい

かないと考えますので、公共施設は減っていくことになると思います。

新たにこども図書館や児童館が理科大跡地にできますけれども、今後、

菖蒲地区においては、しょうぶ会館を改修して有効利用していくことが

大変重要と考えております。 

このようなことから、皆さんとは早い時期からじっくりと事業計画を

練っていきたいと考えておりますので、今後ともご協力をお願いしま

す。 

また、予算、事業計画の策定が遅れたことを、前もって、お詫び申し

上げます。 

運営委員の皆様には、会館が実施する事業に様々な側面からご協力を

お願いしたいと思いますが、行事等を今後やっていく上でも、支障をき

たさないように皆様と調整していきたいと思います。今回、「こどもま

つり」が出ていますけれども、この「まつり」は、委員会に諮ってやっ

ていくものと思っています。「こどもまつり」は、学校の子ども達が一

番参加しやすい日程を選択することが重要だと考えています。昨年のこ

どもまつりの来場者は約 600人でした。菖蒲小学校・菖蒲中学校をメイ

ンに子ども達で実行委員を組んでいます。今までも子ども達が一生懸命

やっていましたので、今年も自主的にやらせてみようと思います。当日

はできるだけ子ども達を集めて、一日にぎやかに開催したいと思ってい

ます。菖蒲町は、お祭りもひっそりとなってきましたし、子ども達が大

勢集まる所もなくなりましたので、運営委員の皆様にも力を貸していた

だきたいと思います。 

この後、「こどもまつり」を含めて、議題を提出させていただきます

が、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

また、本年 3月末をもって定年退職された菖蒲小学校の高砂校長に代

わり、後任の矢島校長に、先日、委嘱書が交付されました。また、菖蒲

中学校の根本先生に代わり、後任の外山先生にも、同様に委嘱書が交付

されております。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、先ほど申しましたように、退職した高砂校長が副会長になって

おりましたので、副会長を互選したいと思います。副会長の選任は、委
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発 言 者 会議のてん末・概要 

員さんが推薦するわけですが、高砂校長にやってもらっていましたの

で、菖蒲中学校または菖蒲小学校にご協力をお願いしたいと思います。

できれば先輩校長であります、小山菖蒲中学校校長にお願いしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

（拍手） 

拍手をいただきましたので、小山校長に副会長をお願いしたいと思い

ます。小山副会長にご挨拶をいただきたいと思います。 

小山委員 

（副会長） 

失礼します。菖蒲中 3年目、運営委員 3年目と退職した高砂校長のあ

とを埋めるにはまだまだ力不足ではありますが、皆さんの推薦をいただ

いたということで、努力してまいります。よろしくお願いいたします。 

水島会長 ありがとうございました。 

次に、今年度４月の人事異動により、職員に異動がございましたの

で、事務局から職員を紹介していただきたいと思います。 

事務局 それでは、４月の人事異動で、しょうぶ会館の職員に異動がございま

したので、紹介をさせていただきます。 

はじめに、主任の野川憲久でございます。次に、主任の鈴木順子でご

ざいます。次に、主任の福島直衛でございます。次に、主任の小河原勝

巳でございます。最後に、本日の司会を務めさせていただきます館長の

山口裕次でございます。 

なお、鈴木主任以外は、しょうぶ会館勤務１年目でございます。お世

話になりますが、どうぞよろしくお願いします。 

それから、本日は、関係部署の職員にも出席をいただいておりますの

で、ご紹介をさせていただきます。 

はじめに、人権推進課長の田中寿久でございます。次に、教育部生涯

学習課人権教育係長の染谷守志でございます。次に、同じく主事の小出

愛夏でございます。 

以上でございます。 

水島会長 それでは、議題の事業計画に入りたいと思います。 

事業計画と予算は関連がございますので、あわせてご提案いたしま

す。全部読み上げますと大変ですので、変わったもの、特徴のあるもの

を説明していただきたいと思います。 
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発 言 者 会議のてん末・概要 

事務局  事業計画について、ご説明します。 

まず、平成 29年度の会館の年間利用者数でございます。 

別紙の月間利用者数をご覧いただきたいのですが、年間利用者数は、

61,887人で、昨年より 1,063人の減となっております。  

内訳は、サークル活動が 16,885人、隣保館事業が 23,641人、児童館

事業が 16,880人、貸館事業が 4,481人です。 

また、しょうぶ会館の予算については、別添資料のとおり基準単価に

基づき、隣保館運営費等補助金をいただいており、5ページの歳入の補

助金は昨年と同額ということになっていますが、本年度につきまして

は、こちらの基準単価を使いまして増額が見込まれております。 

 その理由については、昨年度までは館長が児童館長を兼任していたた

めで、本年度は館長を単独にし、また、指導職員として 1名配置してお

りますので、基準単価で言いますと 889万 4,000円という単価を使いま

して、計算される見込みです。資料 5ページにあります補助金額は、

324万 3,000円となっておりますが、前年度より多く、歳入が見込まれ

ることとなります。 
館長は、本来、507万 5,000円の基準額でしたが、今まで隣保館と児

童館の館長を兼ねておりましたので、今年度から隣保館だけの館長とな

りましたので、兼職が解かれ、基準額が変わりました。 

 今までの兼職だと 395万 3,000円で、その 4分の 3になっておりまし

た。 

水島会長  増額した金額について、きちんと説明していただかないと、どれだけ

増えたか分からない。それがこの資料を見て分かるのですか。 

委員さんには、よく聞いてほしいのですが、この小ホールは隣保館で

あり、隣の遊戯室は児童館です。 

廊下は共有スペースで、1階事務所は共有スペースになっています。

ですから、2階にもうひとつの事務所があります。隣保館では、運営事

業費として、4分の 3の補助金をいただいています。 

また、職員についても 4分の 3の補助金をいただいています。4月か

ら山口君は隣保館の館長として置かれています。その下に企画立案をす

る指導員を置く。指導員を置くと、4分の 3加算されます。もうひとつ

生活指導員がありますが、去年は大塚君がいた。大塚君が福島君であれ

ば、小河原君か増えている分をこの補助金でいただいている。それが基

準額のいくらになるのか、880万円のうちいくらになるのですか。 

事務局 はい。今回計算すると、昨年の所要額で計算したところ 345万 6,000

円だったところ、30年度は、指導員を配置し、館長を専任にしたという

基準単価で計算すると、780万 6,000円で、435万円の増額と試算して

います。 
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発 言 者 会議のてん末・概要 

水島会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度より約 400万円の増額ということですね。 

その次にある 2番の隣保館デイサービス事業基準額の 4分の 3が

もらえる。その次にある 3番の（1）の休日等会館事業は、土曜日曜

に会館を開くともらえる。土曜・日曜を利用すれば、この事業でも

もらえる。大体年間 200日近くあるのだから、それを有効活用して

いくことによって、約 500万円の補助金がいただけます。 

また、今、この会館が手狭になっており、こどもが夏休みに卓球

等をやりに来ますが、狭いので小ホールを会場にしようかと思って

います。 

エレベーターも付けようかと思っています。改修にあたっては、

補助金について厚生労働省に聞いてみると、県へ要望してくれれば

よいですよと言われました。 

仮に、事業費が 2億円とした場合、補助率が 4分の 3だから、市

が 5千万円負担することによって、2億円の工事ができることになり

ます。 

仮に、設計額が約 1千 500万円だとすると、5千万円と合わせて、

市単独費が 6千 500万円となります。 

そうしますと、市単独でやった方がよいだろうということも考え

られます。今あるシャワー室等は使っていないので、区画の見直し

を行えば、もう一つ遊戯場ができます。そうした方がよいのか、単

独で行えばよいのか、今後検討していくことになります。 

そのために、前年度、会館北側に土地を買ったのです。そこに物

置等を置けば、上手に利用することができます。 

現状のままですと、長期休みのときなど子どもが集団で来たとき

には、手狭であるため、子どもの遊び場をどのように増やしていこ

うかということです。それについて、今後委員の皆様の意見を聞き

ながら検討していきたいと思っています。 

購入した土地に置く物置は、子どもが泊まることではないので、

私はプレハブでもよいと思います。今は、プレハブも昔と違って大

分しっかりしたものとなっていますので、そういう形でもよいので

はないでしょうか。 

来年度に補助金が 400万円くらい増えたとして、10年間で 4千万

円になり、5年間だと 2千万円になりますので、それを事業費に充て

た方がよいと思います。 

この表だと補助金がどれくらい増えているか分かりにくい部分が

ありましたので、補足で説明いたしました。皆さんよろしいでしょ

うか。何かございますか。 

よろしければ、事業計画に移ります。なお、しょうぶ会館事業と

なっておりますが、隣保館事業と児童館事業が入っているというこ

とでご理解ください。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度事業計画について 

それでは、平成 30 年度事業計画のうち、新規事業についてご説明さ

せていただきます。 

◆しょうぶ会館事業 

「事業番号 8 番の夜卓球事業」でございますが、毎月 2 回、年間を通

して 24 回、午後 7 時から午後 8 時 30 分まで、小ホールで行います。卓

球を日中できない人に夜間できる時間を設け、健康増進を図るものでご

ざいます。 

「事業番号 9 番のグラウンドゴルフ事業」でございますが、6 月から

9 月は除く毎週木曜日の午前 9 時から午前 11 時 30 分まで、（仮称）菖

蒲運動公園メイングラウンドで行います。グラウンドゴルフを通して、

健康増進を図るものでございます。 

「事業番号 17 番のベビーマッサージ教室事業」でございますが、年

間を通して 3 回から 4 回、午前 11 時から 12 時まで、ひよこルーム等で

行います。親子で楽しみながら身体を動かすことにより子どもの情緒の

安定を図るものでございます。 

「事業番号 25 番のさわやか講座 リボンネックレス事業」でござい

ますが、5 月 18 日・25 日の 2 回、午前中、生活改善室で行います。制

作の楽しみと参加者同士の交流を図るものでございます。 

「事業番号 33 番のこども食堂事業」でございますが、夏休み期間中

の 3 回、正午から午後 1 時まで、小ホール等で行います。来館した子ど

も達に食事を提供し、楽しくおしゃべりしながら交流を図るものでござ

います。 

「事業番号 34 番の人権等映画会事業」でございますが、夏休み期間

中の 3回、午後 1時から午後 2時まで、小ホール等で行います。人権啓 

発等の映画を子どもたち等に鑑賞してもらうことで、人権尊重の普及を

図るものでございます。 

「事業番号 38 番のお月見会事業」でございますが、9 月 22 日の 1

回、午後 4 時から午後 5 時まで、事務所前等で行います。お月見をしな

がら子どもたちに季節行事を楽しんでもらい交流を図るものでございま

す。 

「事業番号 41 番のレクリェーション吹き矢事業」でございますが、 

10 月から、午前中、小ホール等で行います。レクリェーション吹き矢を

通して、健康増進を図るものでございます。 

「事業番号 54 番の凧作り・凧揚げ教室事業」でございますが、12 月

中旬から 1 月中旬の 4 回、午後 1 時 30 分から午後 3 時 30 分まで、小ホ

ールや（仮称）菖蒲運動公園で行います。凧を自ら作り上げ、広い公園

で存分に凧揚げを行うことで、時節に合った情操を育ませるものでござ

います 

以上 9件が新規事業となっております。 
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水島会長  ありがとうございました。ここまでで何かご意見はありますか。 
夜卓球は、何人くらい来ているのですか。 

事務局 

 

 

 

 現在のところ、6 人から 10 人くらい来ています。そのときによって違

いますが、卓球台 5台全てを用意して対応しています。 

親子連れが来たときは、かなりの人数になるのですが、大体平均する

と 8人位になります。 

水島会長 

 

夏休み等長期の休みを利用して、親子がこの冷暖房が効いているとこ

ろで、何か親子遊びができるようなことはしないのですか。 

旅行へ行くのは大変だけど、ここへ来れば何か楽しめるようなものは

ないですか。親子で遊べるような形、親達が健康的に遊べる形で考えら

れませんか。 

加須市では、親子で吹き矢を行ったり、ある市町村ではダーツを行っ

たりしています。田ヶ谷総合隣保館は、社交ダンスを 10 年くらい行っ

ています。行田の地域交流センターは、年に一度お祭りを行っていま

す。そのお祭りには 1,500 人位集まるらしいです。そういうことをやっ

ているところがあるのです。 

今は、地域の人が少なくなってきています。昔は、そこに秋祭りや灯

篭、天王様があったとすると、そこでガキ大将が生まれたりしていまし

た。親子が来たときに、何か一緒に遊べるようなものを公共的に行って

いかないと、親子が集まる場所が無くなると思います。 

また、子どもはもとより、親だけではなく、その上のおじいさんやお

ばあさんも取り入れるような世代間交流を図る事業を考えていかなくて

はいけないと思います。 

卓球で６人くらいだったら、それに合わせて、何か違う事業を一緒に

やった方がよいのではないですか。1 階 2 階で違うものをやるとか、そ

こに違う事業を同時にやって来た人に選択させることもできるのではな

いですか。そうでないと、いつまでも同じではないでしょうか。 

今、9 項目の新規事業を実施すると説明がありましたが、新しいとは

言えない。これに何か付加価値を付けないといけないと思います。 

 昔、この小ホールでテニポンやバドミントンをやったことがありま

す。利用者を 2万人集めたこともありました。そのときは、外でグラウ

ンドに投光機を照らしてテニスやバレーボールを企画した。菖蒲での社

交ダンスも行いました。当時は、会員が 300人近くいました。 

ただ、企画する人が楽しくないとだめです。やる気になって企画すれ

ば、人が人を呼んで増やしてくれます。 

菖蒲小学校でも児童数が年々減少しています。あと 2 年も経つと複式

学級になってしまいます。ですから子どもを増やさないとなりません。 

そのためには、その周辺に何かないとだめです。あそこなら住みやす 

いとか、子どもが遊べる場所があるとか、そういう環境づくりをしない

といけないし、この会館もそれに便乗しなければならないと思います。 
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 ここの小ホールのガラスを全部取り替えることもよい。ガラスを強化

すれば、ボールが当たっても大丈夫ということです。カーテンを付けた

のはそのためで、後ろの鏡は自分の姿が見えるようにしたものです。 

室内カーリングだってよいと思います。菖蒲小学校でも室内カーリン

グ大会を始めるようです。地域間交流を深めていかないといけません。

何かよい方法はないのでしょうか。 

今は、機械を使ってプログラミングする時代でもあります。アイパッ

ドの導入だと 200 万円位かかるようですが、今の時代に合った感覚を持

っていないといけない。学校でできないものを様々な形で考えていく必

要があると思います。 

また、今は、小学校低学年でも子どもに携帯を持たせている時代で

す。このように時代はどんどん変わっています。昔に比べて、親子で何

かをやる機会が少なくなった気がします。親子でゲームをしたり、マー

ジャンをしたり、何か、そういう団らんがあってもよいと思います。 

ですから、何か流行っているものを応用して、うまく工夫して遊べる

ようなものを取り入れていく必要があります。しょうぶ会館へ行ってみ

ようと思われるようなことを発想した方がよいと思います。 

事務局 はい、わかりました。事業内容について改めて検討したいと思いま

す。 

水島課長 次に、予算について事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 平成 30年度事業予算について 

◆しょうぶ会館事業予算 

 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。 

 まず、歳入でございます。 

 はじめに、「使用料」でございますが、平成 30 年度 1,200 千円、平

成 29年度 1,200千円、比較 0、しょうぶ会館使用料でございます。 

 次に、「補助金」でございますが、平成 30 年度 3,243 千円、平成 29

年度 3,243 千円、比較 0、補助金（隣保館運営費・デイサービス事業・

休日等会館事業）でございます。 

次に、「コピー使用料」でございますが、平成 30 年度 10 千円、平成

29年度 10千円、比較 0、コピー使用料でございます。 

次に、「事業参加費」でございますが、平成 30 年度 151 千円、平成

29年度 151千円、比較 0、しょうぶ会館事業への参加費でございます。 

 合計いたしますと、平成 30 年度 4,604 千円、平成 29 年度 4,604 千

円、比較 0となっております。 

補助金につきましては、先程、会長からご説明いただきましたとおり

でございますが、予算上は、3,243千円を計上させていただいておりま

す。 

歳入につきましては以上でございます。 
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続きまして、歳出でございます。 

はじめに、「1 報酬」でございますが、平成 30 年度 648 千円、平成

29年度 648千円、比較 0でございます。委員報酬でございます。 

次に、「3 職員手当」でございますが、平成 30 年度 1,469 千円、平成

29 年度 2,200 千円、比較 731 千円の減となっております。時間外勤務手

当（職員分）でございます。 

次に、「7 賃金」でございますが、平成 30 年度 3,851 千円、平成 29

年度 5,724 千円、比較 1,873 千円の減となっております。臨時職員賃金

（4人分）でございます。 

次に、「8 報償費」でございますが、平成 30 年度 550 千円、平成 29

年度 550 千円、比較 0 となっております。講師に対する謝金、協力者に

対する謝礼でございます。 

次に、「9 旅費」でございますが、平成 30 年度 22 千円、平成 29 年

度 86 千円、比較 64 千円の減となっております。研修旅費でございま

す。 

次に、「11 需用費①消耗品」でございますが、平成 30 年度 4,649

千円、平成 29 年度 4,403 千円、比較 246 千円の減となっております。

デイサービス事業、ポピー祭り等の事業で使わせていただいたものでご

ざいます。 

次に、「11 需用費②燃料費」でございますが、平成 30 年度 172 千

円、平成 29 年度 171 千円、比較 1 千円の増となっております。公用車

ガソリン代、イベントにおけるガス代でございます。 

次に、「11 需用費③食糧費」でございますが、平成 30 年度 15 千

円、平成 29 年度 15 千円、比較 0 となっております。各種事業用で主に

お茶代として使わせていただいたものでございます。 

次に、「11 需用費④印刷製本費」でございますが、平成 30 年度 50

千円、平成 29 年度 0 千円、比較 50 千円の増となっております。主にポ

ピー祭りの事業で使わせていただいたものでございます。 

次に、「11 需用費⑤光熱水費」でございますが、平成 30 年度 1,950

千円、平成 29 年度 1,705 千円、比較 245 千円の増となっております。

電気料金、上下水道料金、ガス代でございます。 

次に、「11 需用費⑥修繕費」でございますが、平成 30 年度 367 千

円、平成 29 年度 367 千円、比較 0 となっております。農機具と会館の

修繕でございます。 

次に、「11 需用費⑦新聞雑誌購読料」でございますが、平成 30 年

度 10 千円、平成 29 年度 10 千円、比較 0 となっております。新聞代で

ございます。 

次に、「11 需用費⑧図書費」でございますが、平成 30 年度 20 千

円、平成 29 年度 20 千円、比較 0 となっております。幼児用図書代でご

ざいます。 

この需用費の①から⑧までを足したものが、11 需用費の合計となってお

ります。 
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次に、「12 役務費」でございますが、平成 30年度 304千円、平成

29年度 304千円、比較 0となっております。汲み取り料、電話料金など

でございます。 

次に、「13 委託料」でございますが、平成 30 年度 4,446 千円、平成

29 年度 4,801 千円、比較 355 千円の減となっております。清掃業務、施

設管理、警備業務、設備保守の委託料でございます。 

次に、「14 使用料及び賃借料」でございますが、平成 30 年度 446 千

円、平成 29 年度 1,478 千円、比較 1,032 千円の減となっております。

県外視察バス代、仮設トイレ借上料、放送受信料などでございます。 

次に、「15 工事請負費」でございますが、平成 30 年度 2,000 千円、

平成 29 年度 2,000 千円、比較 0 となっております。外構整備、設備整

備にかかる工事でございます。 

次に、「16 原材料費」でございますが、平成 30 年度 76 千円、平成

29 年度 76 千円、比較 0 となっております。農園事業用、砂場用砂でご

ざいます。 

次に、「17 公有財産購入費」でございますが、平成 30 年度 0 千円、

平成 29 年度 3,900 千円、比較 3,900 千円の減となっております。こち

らにつきましては、会館北側の土地の購入を昨年度行ったものでござい

ます。 

次に、「18 備品購入費」でございますが、平成 30 年度 98 千円、平

成 29 年度 108 千円、比較 10 千円の減となっております。事務用備品で

ございます。 

次に、「19 負担金補助及び交付金」でございますが、平成 30 年度

183 千円、平成 29 年度 198 千円、比較 15 千円の減となっております。

埼玉県隣保館連絡協議会負担金料などでございます。 

合計いたしますと、平成 30 年度が 18,742 千円、平成 29 年度が

26,476千円、比較 7,734千円の減となっております。 

 平成 30年度の事業別の内訳で説明いたしますと 

はじめに、「委員会報酬」でございますが、平成 30 年度 648 千円、

平成 29年度 648千円となり差異はございません。 

次に、「会館事業」でございますが、平成 30 年度 7,941 千円、平成

29年度 9,994千円で、2,053千円の減となっております。 

次に、「管理事業」でございますが、平成 30 年度 8,684 千円、平成

29年度 13,634千円となり 4,950千円の減となっております。 

次に、「職員給与」でございますが、平成 30 年度 1,469 千円、平成

29年度 2,200千円となり 731千円の減となっております。 

 歳出につきましては、以上でございます。 
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水島会長 

 

 事業計画並びに予算についての説明が終了いたしました。それでは、

質疑があれば伺いたいと思います。 

水島会長 平成 30年度予算の歳入は、いつ確定するのですか。  

事務局 例年ですと、確定するのは、11月頃となっております。 

水島会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助にあたり、埼玉県隣保館連絡協議会があります。この協議会の上

部組織には、全国隣保館連絡協議会があります。そこにまた厚生労働省

と埼玉県があり、それぞれ言うことに違いがあります。 

例えば、埼玉県隣保館連絡協議会が要綱集を出しています。また、大

宮に三ツ和会館というところがあります。ここは、さいたま市で政令市

です。政令市の場合、県は関係ないので補助率は 2分の１です。  

その 2 分の１の 4 分の１は、国から来るのでしょうか。そのような場

合、埼玉県隣保館連絡協議会で話し合わないのでしょうか。全国にある

政令市は国の直轄型ですが、どのようにやっているのでしょうか。県の

補助金はないのです。国は、生活援護局が隣保館を管轄しています。 

そこで、全国隣保館連絡協議会の説明を聞いたところ、埼玉県で補助

金要望を上げてくださいと言われました。しかし、全国隣保館連絡協議

会の要綱を見ると補助要望の様式が無いわけです。ただ、県からの通知

では、確約書等を出すことになっています。簡単に言えばその様式を求

められているわけですよね。 

 その様式が無いのではないですか。 

事務局 無いです。 

水島会長 

 

さいたま市は、国への申請だから国の様式があります。例えば、何年

度からやりたいとか、増築ですか改築ですか、欄に○を付けるくらいの

様式があります。 

国の場合は、様式があって、県の場合は様式がない。県は、まだ様式

を作っていないのでしょうか。 

様式を作っていなければ、例えば、確約するとかしないとだめでしょ

う。県が求めていることはそういうことなのではないですか。 

この運営委員会で、そういうことが望ましいという意識を持っている

かどうかとか、今、集まって聞いているのではないですか。 

県にいつ頃までに提出するのですか。 

4月末までに提出するのではないですか。 

事務局 4月末までに提出しようと思っています。 

水島会長 4 月末までに間に合うのですか。それであれば、単独事業でやるので

すか。 

例えば、全体で 2 億円の事業費だとします。2 億円で行うとすると単

独分がその 4 分の 1 になるので市の持ち出し分が 5 千万円、県が 5 千万

円、国が 1億円となります。 

政令市であるさいたま市は、県の補助金がないのだから 1 億 5 千万円

のものを 5 千万円出して事業を行えばよいのか。それとも、さいたま市

が 1億持つこととなるのでしょうか。 

久喜市で行う場合、1 千 500 万円設計費がかかるという積算だとする

と、5千万円の単独費に設計費の 1千 500万円を足すと 2億円の事業を 
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行うのに合計 6 千 500 万円となります。運営費補助金の館長単独で増額

となる補助金 400 万円のことを考慮すると、どちらが得なのかというこ

とを考えるべきだと思います。 

単独費の 6 千 500 万円について、プレハブで充分かどうかとかよく内

部で協議をして、将来的にどうするのか方向性を示さないと意味がない

のではないでしょうか。 

また、今、会館事業で何が必要なのか考えるべきだと思います。 

越谷では、科学の実験で窒素を使って実験するところもあったり、月

面歩行の疑似体験ができる施設があったりするわけです。ですから、今

どういうものが必要で、この会館にどのようなものが求められているの

か考えなくてはいけないと思います。 

学校へ行かなくても、ここに来ればこういう実験ができるとか、時代

に合ったことができればよいのです。パソコンのプログラミングやアイ

パッド等は、家でそんなにできるものではありません。何かそういうも

のを１年から２年くらいかけて、学校間と連携しながら考えていく必要

があると思います。いろいろ申し上げましたが、県へは早急に相談した

方がよいと思います。 

運営委員会の委員は、各セクションから選出されているので、住民の

声になり得ます。パブリックコメントをやる代わりに運営委員会がある

のですから。委員会に諮問をするべきかどうか、事務局から様々な提案

を出していかなければ分からないのではないでしょうか。よく調べて取

り組んでください。 

事務局 はい、取り組みます。 

水島委員 「しょうぶ会館事業 33 番のこども食堂」についてですが、子どもがこ

こに食事をしに来るのですか。 

事務局 はい。こども食堂は、子ども達がしょうぶ会館に来て集まり、こちら

で考えたメニューを提供いたします。 

時期については、夏休み期間中が一番集まると考え、その時期にしま

した。 

水島委員 しょうぶ会館で料理を作り提供して、食べさせて 12 時から 13 時まで

の 1 時間になっておりますが、子ども達は、ただ食べておしゃべりをす

るだけなのですか。 

事務局  

 

 

食べるだけではなく、映画会などを合わせて行いたいと思います。 

もちろん映画だけ参加するということも可能です。そういう形で事業

をつなげて実施したいと考えております。 
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水島会長 

 

 

こども食堂というのは、厚生労働省管轄の補助金制度もある事業では

ないでしょうか。 

こども食堂の目的というのは、恵まれない人に、例えば保護を受けて

いる人たちに、無償で提供することをいうのではないですか。久喜市で

も 1件鷲宮地区で食堂を利用して既に行われていると聞いています。 

実施時期は、やはり夏休みだそうです。なぜかというと、夏休みだと

給食が出ないし、親もいないので食事ができなくなり痩せてしまうとい

うことになるからです。 

本来、こども食堂というのは、そういう目的で始まっているから、イ

ンターネットで調べてみてください。 

事務局 確認をさせていただきます。 

水島委員 

 

 

 

水島会長 

こども食堂の目的がちょっと分かりませんでした。 

子ども達がみんなで料理を作ったりして、おしゃべりをしながらやる

事業だと思いましたが、結局、会館で作ったものを食べてもらうだけで

すと子ども達にとってプラスになるのでしょうか。 

ただ、それで子ども達を集めるのであれば、方法を変えてやった方が

よいのではないですか。 

先程も言ったように、場所だけ提供してくれれば、無償で食事を提供

してくれる。今、熊谷でも行っている。その人に聞いたところ、なぜや

っているかというと、最近貧困者が増えてきているし、夏休み期間中は

給食が出ないため痩せてしまうので、そういう人たちを助けたいという

思いからだそうです。事務局は、調べていないのでしょうか。 

事務局 こども食堂という名前は知っていましたが、その内容について詳しく

は知りませんでした。 

水島会長 無償で食事を提供するシステムはどこにでもあります。その中で賞味

期限が切れそうなものを企業が慈善事業で寄付するということもありま

す。なぜかというと企業は、その処分費を抑えることができるからで

す。それで埼玉県にはフードセンターというものができているのです。 

ですから、ただ食事を提供しているだけでは、意味がないということ

になります。 

こども食堂は、マスコミ等でも取り上げられているので、こども食堂

と聞くと、そちらのイメージが強くなることも考えられるから、名前を

付けるときは、教育委員会とよく相談しないといけないと思います。目

的をはっきりさせないと勘違いされるおそれがあります。 

事務局 こども食堂のネーミングについて、よく調べてみます。 

 

水島委員 

 

 

事務局 

せっかくやるのであれば、しっかりとした目的をもってやってほしい

と思います。 

 

しっかりと検討して実施したいと思います。 
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水島会長 

 

自分たちが作って料理を出すのは、既にふれあい教室でやっているの

ではないですか。同じような事業であれば教育委員会と協議をしなくて

はいけないと思います。子ども食堂は、できたものを提供する。もう一

方は、料理をみんなで作る。いずれの目的か、はっきりさせなければな

りません。 

ただ食事をして映画を見るというのは、良くないように思います。 

それから、7 ページその他のポピーまつりにお魚コーナーが入ってい

ないのではないですか。一生懸命準備している方に失礼なことだと思い

ます。 

事務局 

 

7 ページのその他のポピーまつりの主な内容に、お魚コーナーが抜け

ておりましたので、追記させていただきます。 

水島会長 ポピーまつりに関するものについては、ホームページからポスターに

至るまで、全部確認すればよいのではないですか。 

事務局 はい。全て確認いたします。 

水島会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業に協力してくれる人は、前々から準備をしてくださり、待ってい

ますので、そのような思いを自分たち自身で感じなければならないと思

います。 

ポピーまつりの準備をされている方は、半年くらい前から計画をされ

ていますので、私達もその人達の気持ちを踏まえたうえで、内容の見直

しをしなければなりません。よろしくお願いします。 

以上で、質疑を打ち切ります。 

事務局は、本日委員から出された意見を十分踏まえ、事業を進めてく

ださい。 

他に何かございますか。 

特に無ければ、以上をもちまして、議事を終了いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

事務局 

 

 

 

ここで、事務局から皆様に、お願いがございます。 

後日、ポピーまつりのチラシをお届けします。学校選出の運営委員さ

んにつきましては、学校内のなるべく目立つような所に掲示してくださ

るようお願いします。 

それでは、閉会の言葉を小山副会長、お願いいたします。 

小山副会長 本日は、ご多用の中ご出席いただき、誠にありがとうございました。 

昨日、ポピー畑を見に行きましたら、赤い花がいくつか開いていたよ

うでした。 

ただ今年は、桜の開花が例年より早く、地方によっては、桜まつりの

時期がずれてしまった所もあるようなので、今後、ポピーの生育状況を

注視していきたいところです。 

また、ポピーまつりでお世話になりますが、ご協力の程よろしくお願

いいたします。 

以上をもちまして、閉会といたします。大変お疲れさまでした。 
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（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。 

 

 

 

 

 

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） 
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