
様式第 1号(第 5条関係) 

 

会 議 概 要 

会議の名称  平成２８年度 第１回久喜市内下集会所運営委員会 

開催年月日  平成２８年６月１日（水） 

開始・終了時刻  １５：００～１５：４０ 

開催場所  久喜市内下集会所  

議長氏名 山﨑一司 

出 席 委 員 (者) 氏 名 

加藤寿彦、坂本利至、諏訪晴美、諏訪りき、髙藤雅治、 

永橋正好、村田文雄、諸橋美津子、山﨑一司、結城伸子、

渡辺保 

欠 席 委 員 (者) 氏 名 小室栄美子 

説明者の職氏名 

生涯学習課課長補佐兼人権教育係長 大野実 

教育委員会鷲宮分室副主幹 福島賢 

教育委員会鷲宮分室主任 蓮見実 

事務局職員職氏名 

教育長 柿沼光夫 

教育部長 関根武視 

教育部副部長兼教育総務課長 真田稔 

教育部参事兼生涯学習課長 宮内敦夫 

生涯学習課課長補佐兼人権教育係長 大野実 

教育委員会鷲宮分室副主幹 福島賢 

教育委員会鷲宮分室主任 蓮見実 

会議次第 

○久喜市内下集会所運営委員委嘱式 

1 開式 

2 委嘱書の交付 

3 教育長あいさつ 

4 自己紹介 

5 閉式 

○第１回久喜市内下集会所運営委員会 

 1 開会 

 2 正副委員長の選出 

3 委員長・副委員長あいさつ 

4 議事 

  （1）平成 28年度事業計画について 

  （2）その他 

 5 閉会 

配布資料 

・会議次第 

・内下集会所運営委員会委員名簿 

・平成２８年度内下集会所事業計画（案） 

・平成２８年度内下集会所事業｢夏休み仲良しクラブ｣開催要 

項（案） 

・平成２８年度野久喜・内下集会所交流事寄せ植え教室開催 

要項（案） 

・傍聴要領 

・久喜市教育集会所運営委員会条例 

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） 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、只今から、平成 28

年度内下集会所運営委員委嘱式及び第１回内下集会所運営委員会を

始めさせていただきます。はじめに、本日の配布資料の確認をさせ

ていただきます。 

〔資料確認〕 

今回は初めての運営委員会でございます。事前に皆様にご了承を

いただきたいことがございますので説明させて頂きます。 

はじめに、「会議の公開及び傍聴要領について」でございます。

市では、「審議会等の会議の公開に関する条例」に基づき、会議は

原則公開とし会議の傍聴を認めております。この運営委員会も公開

しております。 

会議の内容につきましては、会議録を作成しております。会議録

の作成につきましては、当運営委員会では、できる限り全文記録方

式に近い形で事務局が作成し、委員長及び予め指名された委員 1 名

に内容等をご確認していただいたうえで、会議録に署名をしていた

だき公開しております。そのため、録音をさせていただきますこと

を予めご了解を頂きたいと存じます。 

なお、傍聴者につきましては、お手元の資料のとおり傍聴要領を

定めてございます。定員は 10人でございます。 

最後に、「委員名簿の公開について」でございます。 

市では、公職者名簿を作成しております。掲載内容は、職名、氏

名、住所、電話番号、任期でございます。住所、電話番号につきま

しては非公開とすることが出来ます。皆様の掲載内容を表記した

「公職者名簿掲載内容（案）」をご用意させていただきました。こ

ちらに住所、電話番号について公表を「希望する・希望しない」の

いずれかを選択し、会議終了後に事務局までご提出をお願いしま

す。 

それでは、次第に沿いまして、はじめに委嘱書を交付した後に、

会議を進めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ○委嘱式 

柿沼教育長から委嘱書を交付する。 

 ・柿沼光夫教育長あいさつ 

 ・委員自己紹介 

・職員の紹介 

事務局（大野） 続きまして、次第に沿いまして、平成 28 年度第１回内下集会所運

営委員会を開会します。 

はじめに、正副委員長の選出に入らせていただきます。選出にあ

たりましては、柿沼光夫教育長を仮議長として進めさせていただき

たいと思いますがよろしいでしょうか。 

委員全員 〔異議なし〕 

仮議長 

（柿沼教育長） 

それでは、委員長、副委員長を選出するまでの間、暫時議長を務

めさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

久喜市教育集会所運営委員会条例第 6 条第 1 項の規定によりまし

て、「委員会に委員長 1 人及び副委員長 1 人を置き、委員の互選に

より定める。」ということになっております。 

それでは、正副委員長の選出につきまして、どのようにお取り計



らいしたらよろしいでしょうか。 

どなたか立候補、もしくは推薦がありましたらお願いいたしま

す。 

ないようでしたら、事務局に案があるようでしたら、その案を発

表させていただきます。 

事務局（大野） 委員長には、平成 24 年度第 3 回運営委員会より、運営委員長代行

を経て、委員長をお願いしております山﨑一司委員を提案いたしま

す。 

仮議長 

（柿沼教育長） 

山﨑一司委員にお願いしてはどうかという案ですが如何でしょう

か。 

委員全員 〔拍手〕 

仮議長 

（柿沼教育長） 

それでは、委員長は山﨑一司委員にお願いします。 

続いて、副委員長についての事務局案はどうでしょうか。 

事務局（大野） 副委員長には、平成 26 年度第 1 回運営委員会より副委員長をお願

いしております、諏訪りき委員を提案いたします。 

仮議長 

（柿沼教育長） 

諏訪りき委員にお願いしてはどうかという案ですが如何でしょう

か。 

委員全員 〔拍手〕 

仮議長 

（柿沼教育長） 

それでは、委員長に山﨑一司委員、副委員長に諏訪りき委員と決

定させていただきます。 

皆様のご協力をいただきまして、正副委員長を選出することがで

きましたので、これをもちまして、仮議長の任を解かせていただき

ます。ご協力ありがとうございました。 

事務局（大野） 新しく委員長､副委員長になられた方々から、就任のご挨拶をいた

だきたいと存じます。 

それでは山﨑委員長、よろしくお願い申し上げます。 

山﨑委員長 皆様こんにちは。只今、皆様方のご賛同をいただき委員長をおお

せつかいました山﨑一司と申します。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

先程事務局からの説明にもありましたけれども、運営委員は通算

すると 20年ぐらいになります。 

以前は公民館長でしたので、あて職で運営委員になっておりまし

た。 

これからの 2 年間、力不足ではありますが、今まで同様委員の皆

様方には暖かいご指導とご鞭撻をいただく中で、皆さんと伴に事業

の効果を上げるべく努力してまいりたいと存じます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

事務局（大野） 続きまして、諏訪副委員長よろしくお願い申しあげます。 

諏訪副委員長 山﨑委員長様と同様に一生懸命がんばりますので、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

事務局（大野） これより、議事に入りたいと思います。 

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、議事の進行につきましては、山﨑委員長にお願いいたします。 

山﨑委員長 それでは、皆様方のご協力を頂きまして、議長を務めさせていた

だきます。どうぞご協力をよろしくお願い申し上げます。次第によ

りまして進行させていただきます。 

それでは、議事に入ります。(1）「平成 28 年度事業計画につい

て」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局（蓮見） 〔平成 28年度事業計画について、概略を説明〕 

山﨑委員長 ありがとうございました。 



なお、本日の議事録署名委員の指名でございますが、お手元の委

員名簿により上から順に加藤寿彦委員にお願いいたします。 

それでは「平成 28 年度事業計画について」ご意見等をお受けいた

します。 

山﨑委員長 只今説明いただいた内容は、砂原小学校、鷲宮中学校に関係があ

ることが多いかと思います。鷲宮中学校校長の村田文雄委員如何で

しょう。 

村田文雄委員 例年の事業の中で、非常に実績もあり、子ども達にとっても映画

会などもあり非常に充実しておりますのでこの案でよろしいかと思

います。 

山﨑委員長 砂原小学校校長の髙藤雅治委員は今年が始めてであります。何か

分からないことがございましたお尋ねください。 

髙藤雅治委員 子ども達に積極的に声掛けをしてまいりたいと思いますのでどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

山﨑委員長 諸橋美津子委員何かございますか。 

諸橋美津子委員 昨年度、夏休み仲良しクラブの開催時間について提案させて頂き

ました。午後 3 時からということで、プールの時間もあり午前中と

いうのは難しかったのかなと思いました。 

事務局（福島） そのとおりでございます。午前中ということでご提案をいただき

ました。砂原小学校に相談しましたが、7 月の下旬から 8 月上旬にか

けましては、プールの授業が入っているということでどうしても仲

良しクラブの時間が取れないということでございました。午前中と

なりますとお盆明けになるとのことでございました。今年は夏休み

も短くなる関係で 16 日以降に 10 日間の予定は無理であるとのこと

で昨年同様の 3時からということで案を作成いたしました。 

諸橋美津子委員 わかりました。 

山﨑委員長 結城伸子委員は如何でしょうか。 

結城伸子委員 事業の趣旨を理解したうえでの参加が一番望ましいと思います。

子ども達もとても楽しみにしていると思いますので協力させて頂き

たいと思います。 

山﨑委員長 他に何かありますか。 

なければ、議事（２）その他について、何かございますか。 

事務局よりお願いします。 

事務局（大野） 冊子「久喜市の社会人権教育№６」及び平成 28 年度第 1 回ＰＴＡ

人権教育研修会の案内 

山﨑委員長 ありがとうございました。 

本日予定されておりました全ての議事が皆様方のご協力によりま

して進行することが出来ました。ありがとうございました。 

これをもちまして、進行を事務局にお返しいたします。 

事務局（大野） それでは、閉会のあいさつを諏訪副委員長にお願いします。 

諏訪りき副委員

長 

本日は、大変お忙しいなかご苦労様でございました。 

本年度も、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 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 ６月２８日    

    委 員 長  山 﨑 一 司    

    署名委員  加 藤 寿 彦    

 

(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。 


