
様式第 1号(第 5条関係) 

 

会 議 概 要 

会議の名称  平成３０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３０年６月５日（火） 

開始・終了時刻  １４：００～１４：４５ 

開催場所  久喜市内下集会所  

議長氏名 諏訪りき 

出 席 委 員 (者) 氏 名 
黒崎里奈、志間佐和、諏訪りき、諏訪晴美 

田中利雄、槇島良治、山下晃司、結城伸子、渡辺保 

欠 席 委 員 (者) 氏 名 坂本利至、髙藤雅治、内司恭子 

説明者の職氏名 生涯学習課人権教育係長 染谷守志 

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 

生涯学習課人権教育係長 染谷守志 

生涯学習課主事 榊原 潤 

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３０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３０年度内下集会所事業計画（案） 

・平成３０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３０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（染谷） 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、只今から、平

成 30 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。 

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、会議録を作成して公開しており

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。 

本市では、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ので、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（染谷） 平成 30年度第 1回内下集会所運営委員会を開会します。 

初めに、正副委員長の選出に入らせていただきます。 

選出にあたしましては、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。 

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（染谷） 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、委員長は諏訪りき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（染谷） 副委員長には、平成 26 年度第 1 回運営委員会より委員をお

願いしております、諏訪晴美委員を提案いたします。 

仮議長 

（柿沼教育長） 

諏訪晴美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、委員長に諏訪りき委員、副委員長に諏訪晴美委員

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（染谷） それでは、正副委員長が決まりましたので、委員長は前のほ

うにお移りいただきたいと存じます。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。 

それでは諏訪りき委員長、よろしくお願い申し上げます。 

諏訪りき委員長 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

おおせつかりました諏訪りきと申します。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が、平成 26 年度第１

回運営委員会より副委員長を行っております。 

これからの２年間、大変力不足ではありますが、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（染谷） 続きまして、諏訪晴美副委員長よろしくお願い申しあげま

す。 

諏訪晴美副委員長 皆様こんにちは。只今、皆様方のご賛同をいただき副委員長

をおおせつかりました諏訪晴美と申します。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が、平成 26 年度第１

回運営委員会より委員を行っております。 

これからの２年間、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（染谷） 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、諏訪りき委員長にお願い

いたします。 

諏訪りき委員長 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。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黒崎里奈委員にお願



いいたします。 

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 30 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（染谷） 〔平成 30年度事業計画について、概略を説明〕 

諏訪りき委員長 ありがとうございました。平成 30 年度事業計画について、

質問をお受けいたします。 

渡辺 仁委員 

 

はい。いいですか。 

あの研修旅行は、今年は予定していないのですか。 

事務局（染谷） 研修旅行とは、今年 2月くらいに実施した研修でしょうか。 

今年も行う予定です。この事業は、主体が野久喜集会所で担

当でして、今のところ未定でございます。内容については、後

日連絡させていただきます。 

交流事業ということで、みなさん初めての方もいらっしゃる

と思いますけど、今年ですと、牛久にあります入国管理事務所

と牛久の大仏など見学に行ったところでございます。今年度、

１月・2 月になってしまうと思いますけど、といった交流事業

は、いつもどおり行う予定でございます。 

諏訪りき委員長 他に何かありますか。 

なければ、（２）その他について、事務局よりお願いしま

す。 

事務局（染谷） 冊子「久喜市の社会人権教育№８」及び平成 30 年度第 1 回

ＰＴＡ人権教育研修会の案内 

諏訪りき委員長 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（染谷） それでは、閉会のあいさつを諏訪晴美副委員長にお願いしま 

す。 

諏訪晴美副委員長 以上で、内下集会所運営委員会を閉会させていただきます。

本日は、お忙しい中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６月２９日    

 

               委 員 長  諏 訪 り き       

        

               署名委員  黒 崎 里 奈       

 

(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。 


