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会 議 概 要 

会 議 の 名 称  平成２９年度 第４回久喜市野久喜集会所運営委員会 

開 催 年 月 日  平成３０年３月６日（火） 

開 始 ・ 終 了 時 刻  ９：３０～１０：３３ 

開 催 場 所  久喜市野久喜集会所 ホール 

議 長 氏 名  武井宣明 

出 席 委 員 (者 ) 氏 名 
黒須一男、髙橋二郎、武井逸郎、武井宣明、武井正之 

巽陸司、中里厚子、細川宏、穂村憲久、宮内征枝 

欠 席 委 員 (者 ) 氏 名   村田文雄、渡邊仁 

説 明 者 の 職 氏 名 

生涯学習課長 海老島正純 

生涯学習課課長補佐兼人権教育係長 大野実 

教育委員会久喜分室 担当主査 鈴木功 

社会教育指導員 武井正博 

事 務 局 職 員 職 氏 名 

教育長 柿沼光夫 

生涯学習課長 海老島正純 

生涯学習課課長補佐兼人権教育係長 大野実 

生涯学習課人権教育係主事 小出愛夏 

教育委員会久喜分室担当主査 鈴木功 

社会教育指導員 武井正博 

会 議 次 第 

 1 開会  2 あいさつ 

3 議題 

（1）平成２９年度事業報告について 

  （2）平成３０年度事業計画（案）について  （3）その他 

4 閉会 

配 布 資 料 

・会議次第 

・平成２９年度野久喜集会所利用状況 

・平成２９年度野久喜集会所実績 

・平成２９年度野久喜集会所事業まとめ 

・野久喜・内下集会所交流事業実施結果について 

・平成３０年度野久喜集会所事業のご案内（案） 

会議の公開又は非公開 公開 

傍 聴 人 数  ０人 



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（大野） 定刻になりました。ただいまより、第４回野久喜集会所運営委員

会を開会させていただきます。 

本日は、お忙しい中、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、生涯学習課

人権教育係の大野と申します。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

はじめに、本日の配布資料の確認をさせていただきます。 

本日の会議次第と資料が一式でございます。その他としまして、

みなくるフェスタ及び久喜マラソン大会のチラシでございます。 
不足しているものがございましたら恐れ入りますが事務局までお

申し出ください。よろしいでしょうか。 

本日の欠席委員ですが、渡邊仁委員、村田文雄委員から欠席のご

連絡をいただいております。 

それでは次第にしたがいまして会議を進めてさせていただきま

す。はじめに武井委員長様からごあいさつをいただきたいと思いま

す。 

武井委員長 皆さん、おはようございます。本日はお忙しい中、集会所運営委

員会に出席いただきありがとうございます。  集会所の平成２９年度事業も皆様のご協力によりまして、あとわ
ずかとなりました。問題点や反省点も多々あるかと思いますので、

今後のためにも十分に議論していただきたいと思っております。 
さらに、平成３０年度の事業計画も審議していただくことになっ

ております。 
また、先日の内下集会所との合同視察研修会には、多くの皆様の

ご参加をいただきましてまことにありがとうございました。 
本日も、よろしくお願いいたします。 

事務局（大野） ありがとうございました。続きまして、久喜市教育委員会柿沼教

育長よりごあいさつを申し上げます。 

柿沼教育長 皆様、おはようございます。武井委員長様をはじめ、運営委員の

皆様方には、日頃から野久喜集会所の円滑な事業運営のためにお力

添えをいただいておりますことに心から感謝を申し上げます。  今年は、例年になく、寒い冬でございましたけれども、今日は
「啓蟄」だそうです。冬篭りをしていた虫が這い出てくるという暖

かさがようやく参ったかなという時期でございます。  本日は、皆様方にご出席をいただきましてありがとうございま
す。運営委員の皆様方のお力添えで多くの事業をやっていただいて

おります。特に昨年８月、毎年恒例でありますが野久喜地区ののど

自慢大会、また、１０月の野久喜集会所まつりではお蕎麦を頂戴い

たしまして本当にありがとうございます。 
また、先ほど委員長様からお話ありました、内下集会所との交流

事業を数年前から始めておりますところ、内下集会所ふれあいまつ

りにもご参加をいただきましてありがとうございます。 
本当に子どもたちからご高齢の皆様方まで、この集会所をご利用



いただき、皆さん方が本当に楽しんでいただいておりますことに感

謝を申し上げたいと思います。  話は変わりますが、よろこびのまち久喜マラソン大会も３回目に
なります。今年は、３月２５日の日曜日に開催をいたします。この

すぐ近くを走りますのでご協力をいただければと思っております。 
また、来年は、久喜市を会場に、埼玉県教育集会所文化交流会み

なくるフェスタが開催されます。今の予定ですと、平成３１年の３

月１６日ということでございますが、皆様方のご協力をいただきた

いと思っております。  本日は、平成２９年度の事業報告と平成３０年度の事業計画
（案）でございます。 
皆様方の委嘱期間が今年の５月末で終了となりますけども、ぜ

ひ、引き続いてそれ以降もご協力をお願いしたいと思っておりま

す。 
どうぞよろしくお願いいたします。  結びになりますが、皆様方のますますのご健勝とご活躍をご祈念
申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 

事務局（大野） ありがとうございました。  これより、次第の３、議事に入りたいと思います。 

議事の進行につきましては、久喜市教育集会所運営委員会条例第

６条第２項の規定によりまして、武井委員長様にお願いいたしま

す。 

武井委員長  それでは、皆様方のご協力をいただきまして、議長を務めさせて
いただきます。はじめに、本日の議事録署名委員の指名でございま

す。署名委員は、私の他に名簿順に一名となっております。 
前回は宮内征枝委員さんにお願いいたしましたので、今回は名簿

順ですと村田委員さんですがお休みです。次の渡邊委員さんもお休

みなので黒須委員さんにお願いします。 
後日、会議録作成いたしますので、よろしくお願いいたします。  それでは議題（１）平成２９年度事業報告について、を議題とい
たします。事務局より説明をお願いいたします。 

事務局（鈴木） 〔平成２９年度事業報告について、資料に基づき説明〕 

武井委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事業報告につき

まして、質問をお受けしたいと思います。よろしくお願いします。 
細川宏委員 カラオケ機器について、具体的な購入予定はありますか。それ

と、いろいろな事業でここを使わせていただくのですが、ちょっと

狭い感じがあるのです。新築の予定等はないでしょうか。 
事務局（鈴木） カラオケ機器の購入につきましては、新年度に更新を予定してお

ります。４月のカラオケ教室には間に合わせたいと考えておりま

す。 
事務局（海老島） 集会所の新築につきましては、未定でございます。今後、計画し

て欲しいというようなご意見もあるのですけれども、今のところ計

画はない状況でございます。内下集会所と一緒というような話も出

ております。その先駆けで、合同の事業を行っているような状況で

す。その辺の意見も含めながら考えていきたいと思います。 
先ほどの音響の関係につきましては、昨日、議会で予算が承認さ

れましたので更新していきたいと思います。 
武井委員長 他にございますか。 
武井正之委員 直接この会議の内容とはちょっと違うのですけども、私は、集会



所の鍵をお預かりしています。先だって、夜１０時過ぎに電話をい

ただいて電気を消しに来ました。これは大した問題ではないと思い

ますが、年内に入って３回ぐらいありました。消し忘れは、トイレ

の電気が多いのです。トイレの電気がわからないので直したほうが

よろしいのではないかと思います。 
集会所の鍵は、区長の私ともう１人が預かっております。私は、

近くですからすぐに来られますが、今度、私は区長を退任いたしま

す。新区長が万が一、留守の場合は、もう一人の方に連絡がいくの

かと思うのですけども、何かあったときにこの鍵を誰が保持してい

るのかわからないということが問題なのかなと思います。 
ですから、何かのところに、広報でもいいですからチラシを入れ

る必要があると思います。 
提案ですけども、鍵の所持については、近くの方が良いと思いま

す。一番良いのは隣の方が良いのではないかと思います。 
武井委員長 ありがとうございました。では事務局で回答をお願いします。 

事務局（鈴木） トイレの電気の消し忘れにつきましては、大変申し訳ございませ

んでした。 
武井委員長 いえいえ、当然のことだと思います。皆さんがお忘れになるのは

当たり前で、それが鍵を持っている者の責任ですから、当たり前の

ことだけれども。 
事務局（鈴木） 事務局といたしましても、センサー付きのライトがあると思いま

すので、それに交換すれば、先ほど言われた電気のつけっぱなしは

なくなりますので新年度になりましたら、早急に対応してまいりた

いと考えております。  それから、緊急の連絡先につきましては、何か連絡をいただける
ような形で、区長さんのところでもありがたいところですけども、

もし、役所に連絡していただければ、役所から他の担当者に電話が

来るような形が取れれば、例えば外から気づいた方でも連絡してい

ただければ、来られるというような状況がとれると思います。そう

いった形の連絡網の整備を図っていきたいと思います。 
武井正之委員 私はどうと言うことはないのですよ。ただ、いつも私が留守にで

きないわけですよ。いろんな方が鍵を借りに来られたり、返しに来

られたりするわけです。万が一、誰もいない、待っているようにし

ていますけどね。誰もいなかった場合は、他の方のところに鍵を借

りに行く。そのために２人いらっしゃるのだと思うのですね。その

方が、南の方ですよね。なんであっちのほうの方が管理をしている

のかなっていうのが、ちょっと疑問に思っただけです。 
事務局（鈴木） 宮内建材にお預けしていただいて、そこに借りていただければ大

丈夫ということなので、その辺のことを区長さんがご存知なかった

というところも、私どもの周知が足らないところもあります。 
宮内征枝委員 鍵は、前から、区長さんが１個と宮内建材が１個持っているとい

うのは、私は子供が小さいときから子供会で使っていたので、建材

屋さんのほうが近いから、区長さんのところ行くより、建材屋さん

で借りようということが多かったのですよ。 
武井正之委員 もっと便利なのは、両隣にしたほうが、一番身近でいいのではな

いですかと言っているのです。何も固執することはないのではない

かということを言いたいわけです。それだけです。すみません。ご

検討ください。 
武井委員長 では、次に進みたいと思います。他にご質問、ご意見があります



か。 
算数教室でお世話になっております穂村先生何かございますか。 

穂村憲久委員 子供の数が減ってきているのでこの参加人数が減っているという

ことですができるだけ、せっかくの機会なのだから有効に活用する

ように子供たちに働きかけてまいります。 

武井委員長 はい、ありがとうございます。他に何かありますか。 
黒須一男委員 ことぶき学級というのは、どういう制度になっているのでしょう

か。 
事務局（鈴木） 申込み制度ということになっておりますので、人数の制限はござ

いません。今現在ですと、平成２９年度は７名の申込みということ

になっております。平成２８年度が８名ですので、１名減ってし

まっているような形になってございます。特に年齢制限は設けてお

りませんので、入りたいということであれば、どこからでも入れる

ような形になっております。 
黒須一男委員 やっぱり登録制になっているのですね。 
事務局（鈴木） いえ、申込みをしていただければ、前期、後期申込みありますけ

ども、そのときに申し込んでいただければ、ことぶき教室は参加す

ることは可能です。 
黒須一男委員 前年度から比べると、３４名減となっていますとかなりの減とい

うふうに見えるのですけど、実際、会員登録されている方は、７名

という中でこれだけの減と。 
私も参加させてもらっています。改めて登録というのはないわけ

ですけど、運営委員としてということでよろしいですか。参加する

のはどなたでも、別に会員ではなくても、参加できるわけですよ

ね。 
事務局（鈴木） 大丈夫です。野久喜地区に住んでいれば、それは可能でございま

す。 
黒須一男委員 登録制ではないのですね。 
事務局（鈴木） 申込み制です。最初に、年度の始めに申込書を配布させていただ

きますけども、そこで、一応申込みの方をしていただいているとい

うような形です。 
黒須一男委員 事業については、参加は自由ということですね。 
事務局（鈴木） 途中参加も出来ます。 
武井委員長 他に何かありますか。 
武井正之委員 
 

そば打ちの件なのですけども、先だって、東鷲宮の花と森の集会

所というのがある。東鷲宮の反対側にあります。そこでそば打ち会

をやって来ました。２年目になるのですけども、非常に設備が整っ

ているのです。ざるとか、のし棒とか設備が整っているのです。 
同じ久喜市になって、ここももう少し設備を整えたほうがいいの

かなという気がしました。道具ですね、包丁なんかも６本くらいあ

りましたね。 
事務局（鈴木） 道具については、不足したらということで足しているような状況

です。ご意見がありましたので、徐々にそろえて行きたいと考えて

おります。 
武井委員長 他に何かございますか。  それでは、私から１つお願いです。そば会で、今までと手順の

違ったことを実施する場合は、この運営委員会に謀っていただきた

いということです。具体的には、うどんとそば両方やるわけですけ

ども、今までは、そばを先に茹でます。ところが今回は、そばは後



でうどんが先になりました。少しでもおいしいのを食べていただき

たいという前向きな姿勢で非常に良いことなのですけども、そうす

ると時間的に間に合わなくなります。茹でる人とか、盛り付けする

人がまだ来ないのと待っているわけです。どうしてかと言うと誰も

知らされていないものですから、突然そういう変更をされると非常

に困りますし、遅れた場合には、大変問題になります。 
事前に運営委員会があるわけですから、運営委員会にかけていた

だきたいということをお願いします。  他にございますか。ないようでしたら、次の議題に進みたいと
思います。 
それでは、（２）平成３０年度事業計画（案）につきまして、議

題といたします。事務局から説明お願いします。 
事務局（鈴木） 〔平成３０年度事業計画（案）について、資料に基づき説明〕 

武井委員長 ありがとうございました。それではただいまの説明について、ご

質問のある方はお願いします。 
細川宏委員 のど自慢大会は、防災訓練と重なる事はないわけですね。８月末

か９月のはじめごろでした。 
事務局（鈴木） ９月の第１週です。 
事務局（海老島） 第１土曜日です。８月はないです。 
細川宏委員 組織が変わるのですか。久喜市役所のほうに申し込むのではな

く、教育委員会に申し込むのですか。 
事務局（海老島） ３月１日号の広報くきで、組織の見直しのお知らせしているとこ

ろです。今まで、集会所事業は教育委員会久喜分室が担当しており

ましたが、今度、理科大の跡地にみらい創造プレイスということで

教育委員会が入っております。４月１日からは、教育委員会にご連

絡いただければと思います。 
久喜分室だけではなくて、菖蒲総合支所内の教育委員会がこちら

に移動しております。鷲宮、栗橋の教育分室が一緒になります。 
４月１日からなくなるということでございます。一括して、教育

委員会で受けるような形になりますので、よろしくお願いします。 
細川宏委員 集会所の申込みも、市役所ではできないのですか。 
事務局（鈴木） 集会所の申込みにつきましては、電話で仮の予約をしていただ

き、今まで記載している様式は、こちらの集会所に置かせていただ

く予定でございます。皆さまについてはこちらに集会所に申込み様

式を置いておきますので、そちらを記入していただくというような

形にして、事前に、必ず電話で予約だけはしていただきたいという

ことでお願いしたいと思っております。 
事務局（海老島） 今の久喜市役所には、教育分室ということで１階に分室ができま

す。ただし、集会所業務としては、生涯学習課で受けますのでよろ

しくお願いしたいと思います。 
黒須一男委員 市役所ではやらないということですね。 
事務局（海老島） そうですね。教育分室ということでは、今のところやらない方向

です。また何か変わるようなことがあれば、随時お知らせしていき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
黒須一男委員 これは４月１日以降ですね。 
事務局（海老島） そうです。今度１階のほうに移ります。教育分室は、栗橋、鷲宮

は、分室はなくなってしまいます。 
武井委員長 生涯学習課というだけで、何係とかっていうのはないのですか。 
事務局（海老島） 生涯学習課の人権教育係が担当しています。 



事務局（大野） 人権教育係に事務が集約されてくるわけですね 
武井委員長 申込みも、そこへいったん電話を入れるということですか。 
事務局（大野） そうです。 
武井委員長  便利になりますね。我々は、電話だけで向こうへ行かなくて済み

ますから。  はい、ありがとうございました。他にございますか。 
武井逸郎委員 
 

この集会所は、朝何時から夜何時まで、私は確認ができていない

ので申し訳ないのですけども、改めて聞きたいのですが。 
事務局（鈴木） 朝９時から夜９時まで。 
髙橋二郎委員 常時、職員がいるわけではないですよね。 
事務局（武井） 職員は常時いないです。事業がないとこちらには来ないです。入

口に看板があるときにはおります。 
武井逸郎委員 野久喜地区に住んでいれば借りられるのですよね。 
事務局（鈴木） おっしゃるとおりです。 
武井正之委員 全員が住んでなくてはならないのか。 
武井逸郎委員 他のところから来て、例えば青葉から、ここ貸してというわけに

はいかないのですね。 
事務局（鈴木） はい。 
武井逸郎委員 野久喜に住んでいれば。 
武井正之委員 全員が野久喜に住んでなくちゃ行けないの。 
武井委員長 今の質問ですけど、例えば、環境保全会という組織があるので

す。青毛掘の川をきれいにしましょうとかね。そういうことで使い

たいというと、全員が住んでないですよね。それは、限られますよ

ね。 
武井正之委員 
 

例えば、何人かが野久喜に住んでいて、野久喜以外の方が来て

やってもかまわないのですか。３月はどこでも総会なのですけど

も、コミュニティを借りようとしたらいっぱいで、どこか空いてい

ませんかとたずねたら青葉の集会所が空いているといわれたとのこ

とです。ここはだめなのですね。 
事務局（鈴木） 久喜市に住んでいれば、例えば公民館ですと久喜市に住んでいれ

ば借りられるような形になっております。こちらの施設につきまし

ては、原則という形になってしまうかもしれないですけど、基本的

には野久喜地区に住んでいる方という形になっております。 
今、委員長からお話しされた青毛掘保全会というのが、地区外の

方がいらっしゃるというのは、私もそれは全然存じ上げてなかった

ので、おそらく、知っていたとすれば、公的なところ、そういう保

全をするということで、公的な役割が大きいということで、貸し出

しをしているかと思っております。 
武井委員長  一回借りたことがあるのですけど、また、今回も武井委員さんと

同じで、３月や４月はじめは大変なのです。それで、ここも候補に

上ったのですけども、とりあえず他で間に合いました。 
貸していただけるというようにしていただきたいですね。市役所

から補助をいただいて、環境保全のために、努力している団体なの

で、会議やるだけですから、借りられるという明言していただきた

い。 
事務局（鈴木） わかりました。 
武井委員長 ありがとうございます。 
宮内征枝委員 ここは他の集会所とは違うのですか。私、他のことをやってい

て、栗原記念館とか綺麗な施設がありましたよね。ああいうとこ



ろ、地域交流センターとか、ほとんど地域交流センターで行動して

いるのですけど、たまたま借りられなくて、青葉の公民館使ったり

するのですけどここは借りられないのですね。 
事務局（鈴木）  この施設の設置目的は、教育集会所として市が設置しており、地

区外の人がただ普通に借りるというわけにはいかないような形に

なっております。 
宮内征枝委員 青葉地区の人が多いから、青葉のどこかが取れちゃうからいいの

ですけど、本当に取れなかったらここも考えますよね。 
黒須一男委員 野久喜地域ということで限定されるわけですよね。ということ

は、やはり野久喜以外の人も一緒に入ることもできないわけですよ

ね。あくまでも、野久喜地域の方のみの利用ということで、限定さ

れる。 
事務局（鈴木） 原則的には、そういう形になります。 
髙橋二郎委員 そうするとね、大変困るのは、４２区の場合は吉羽が入るのです

よ。 
事務局（鈴木） 区の中は大丈夫です。 
武井委員長 よろしいですか、質問が無いようなので、皆様の参加協力をお願

いいたしまして次に進みたいと思います。それでは、（3）その他

に入ります。事務局から何かございますか。 

事務局（海老島） ３月１７日にパストラルかぞでみなくるフェスタが開催されま

す。来年は、久喜市で開催されます。お時間が空いているようであ

れば、ご覧になっていただければと思っております。  それから、教育長のお話にもありました、くきマラソン大会が３
月２５日、日曜日に行います。現在、エントリー数、４，９４５人

の参加が見込まれています。 
また、この地域の皆様方もボランティアとして出ていただける方

がいらっしゃるかと思います。当日は、交通規制がこちらの新幹線

のほうの通りが９時４０分から１２時。ランナーが通過してしまえ

ば解放しますのでよろしくお願いします。逆側の踏み切りのほう、

が９時から１０時３０分の予定となっています。 
新幹線沿いが１６ｋｍくらいの地点なのですけども、１５か１６

ｋｍぐらい。選手がばらけてくると思うので、場合によっては車で

も選手がいない間は通行はさせていただけるようにはしてあります

ので、ご協力のほか、大勢の方が全国から来ますので、ぜひ応援の

ほうもよろしくお願いしたいと思います。 
武井委員長 全体を通して、何かご質問がありましたらお願いします。 
武井正之委員 このみなくるフェスタは、パストラルかぞで今年で終わりなので

すか。 
事務局（海老島） 持ち回りで開催されています。 
事務局（大野） 最初が熊谷で、次が鴻巣、今回は加須で開催されます。来年は久

喜が開催地になりますということです。 
内容は、教育集会所事業の発表等となります。以前は、県主催の

事業がありました。 
事務局（鈴木） 県民のつどいです。最後の開催地は加須市でした。 
武井委員長 全体を通して、質問よろしいですか。  それでは、以上で議事を終了いたします。進行を司会と交代させ

ていただきます。ご協力ありがとうございました。 
事務局（大野） ありがとうございました。それでは、閉会のあいさつを黒須副委

員長にお願いいたします。 



黒須副委員長 第４回野久喜集会所運営委員会が開催されまして、平成２９年

度の事業報告と平成３０年度の事業計画について、話し合いが行

われました。 
これから新たな年度に入りますが、皆さんで協力して、さらな

る野久喜集会所の盛りあがりに協力したいと思いますので、よろ

しくお願いします。本日、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３０年３月２３日       委 員 長  武 井 宣 明        署名委員  黒 須 一 男    

 

(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。 


