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会 議 録

会 議 名
平成29年度第１回野田市人権施策推進協議会福祉会館等部

会

議題及び議題毎

の公開又は非公

開の別

１ 平成 28 年度各福祉会館事業及び予算執行状況につい

て（公開）

２ 平成 28 年度集会所利用状況及び予算執行状況につい

て（公開）

３ 平成 29 年度各福祉会館事業計画及び予算について

（公開）

４ 平成 29 年度集会所予算について（公開）

日 時
平成29年６月28日（水）

午後２時から午後３時07分まで

場 所 市役所５階 511・512会議室

出 席 委 員 名

部会長 松本 清 副部会長 木名瀬 セキ

委 員 加藤 宏明 委 員 近藤 博雄

委 員 田中 勝次 委 員 寺嶋 光子

委 員 福田 昭治 委 員 森田 邦子

欠 席 委 員 名
委 員 原 和子 委 員 加藤 重雄

委 員 上林 陽子

事 務 局

関根 徹（児童家庭部長）

大倉 純（社会教育課長補佐）

戸 卓哉（人権・男女共同参画推進課長）

広仲 真（人権・男女共同参画推進課主幹兼七光台

会館長）

鈴木 和子（人権・男女共同参画推進課長補佐）

鈴木 利明（谷吉会館長）

早川 茂（島会館長）

富澤 充（関宿会館長）

大塚 崇史（人権・男女共同参画推進課主任主事）

傍 聴 者 無し

議 事
第１回野田市人権施策推進協議会福祉会館等部会の会議

結果（概要）は、次のとおりである。

人権・男女共同参

画推進課長

＜開会＞

ただ今より平成 29 年度第１回野田市人権施策推進協議

会福祉会館等部会を開会させていただきます。

現時点では傍聴者はございませんが、審議途中で傍聴希

望があった場合には、入室いただくことになりますので、
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松本部会長

児童家庭部長

人権・男女共同参

画推進課長

松本部会長

松本部会長

御了承願います。

挨拶

挨拶

続きまして、本日は、今年度第１回目の福祉会館等部会

ということでございますので、議題に入る前に、本日出席

している委員の御紹介を行いたいと思います。

お名前をお呼びしますので、お手数ですが、その場でお

立ちいただければと存じます。

＜部会長から名簿順に委員を紹介する。＞

また、今年度、新しく委員となられました方を御紹介い

たします。

加藤 宏明様が委員となられましたので、よろしくお願

いします。

続きまして、本日出席している職員の自己紹介を行いた

いと思います。

＜職員自己紹介＞

なお、本日欠席の御連絡を頂いております委員の方は、

原和子委員、上林陽子委員、加藤重雄委員でございま

す。

本日の会議の出席者について御報告いたします。

委員 11 名中８名の方が出席していただいておりますの

で、人権施策推進協議会設置条例第６条第２項の規定によ

り、本日の会議は成立していることを報告いたします。

また、設置条例第８条第５項の規定により｢部会長が議

長となる｣となっておりますので、松本部会長、｢議長｣を

よろしくお願いいたします。

それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただき

ます。

＜議題＞

平成 28 年度各福祉会館事業及び予算執行状況について
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谷吉会館長

七光台会館長

島会館長

関宿会館長

松本部会長

松本部会長

松本部会長

社会教育課長補佐

松本部会長

松本部会長

松本部会長

谷吉会館長

七光台会館長

島会館長

関宿会館長

を議題といたします。

＜資料（平成 28 年度野田市立福祉会館事業報告（総

括）、平成 28 年度野田市立谷吉会館事業報告、平成 28 年

度野田市立七光台会館事業報告、平成 28 年度野田市立島

会館事業報告、平成 28 年度野田市立関宿会館事業報告、

平成 28 年度野田市立福祉会館予算執行状況）により、平

成 28 年度福祉会館事業及び予算執行状況について各会館

長より説明する。＞

委員の質問、意見等を求めます。

（質問、意見等無し）

質問、意見等がないようですので、平成 28 年度福祉会

館事業及び予算執行状況については了承いたしました。

平成 28 年度集会所利用状況及び予算執行状況について

を議題といたします。

＜資料（平成 28 年度野田市集会所利用状況（総括）、

平成 28 年度野田市七光台集会所利用状況報告、平成 28 年

度野田市島集会所利用状況報告、平成 28 年度野田市親野

井次木集会所利用状況報告、平成 28 年度野田市西町集会

所利用状況報告、平成 28 年度野田市集会所予算執行状

況）により、平成 28 年度集会所利用状況及び予算執行状

況について説明する。＞

委員の質問、意見等を求めます。

（質問、意見等無し）

質問、意見等がないようですので、平成 28 年度集会所

利用状況及び予算執行状況については了承いたしました。

平成 29 年度各福祉会館事業計画及び予算についてを議

題といたします。

＜資料（平成 29 年度野田市立福祉会館事業計画（総

括）、平成 29 年度野田市立谷吉会館事業計画、平成 29 年

度野田市立七光台会館事業計画、平成 29 年度野田市立島

会館事業計画、平成 29 年度野田市立関宿会館事業計画及
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松本部会長

近藤委員

人権・男女共同参

画推進課主幹

近藤委員

人権・男女共同参

画推進課主幹

松本部会長

福田委員

び平成 29 年度野田市立福祉会館歳入歳出予算）により、

平成 29 年度各福祉会館事業計画及び予算について各会館

長より説明する。＞

委員の質問、意見等を求めます。

各福祉会館の各種講座の回数についてですが、平成 27

年度は概ね 18 回、平成 28 年度は概ね 16 回、平成 29 年度

の事業計画では概ね 13 回となっています。

各種講座の回数を削減していき、なくしていきたいの

か、ひいては福祉会館の利用人数を減らしていきたいとい

うことなのか伺いたい。

御指摘のございました、開催回数を減らした講座の中に

は、前々から開催してきた講座もございますが、開催回数

や講座の開催そのものの見直しを行いまして、サークル化

できるものはサークル化し、より活発に活動できるように

していきたいと考えております。

ですので、各種講座の開催回数の減少は、福祉会館利用

人数を減らすために行っているものではございません。

御説明は分かりましたが、そうは言っても、現実とし

て、各種講座の開催回数削減に伴って利用人数は減ってい

るので、福祉会館の利用人数を減らそうとしていると捉え

られても仕方がないと思います。

一般的には、活動を活発にしたいのであれば、各種講座

の開催回数を増やす方が良いと考えられますが、いかがで

しょうか。

各種講座以外に、自由に、活発に活動されているサーク

ルもございます。

現在は過渡期にあり、福祉会館利用人数が減ってはおり

ますが、今後見直しを行うことで活動が活発なサークルを

増やして福祉会館利用人数の減少に歯止めをかけたいと考

えております。

ほかに委員の質問、意見等を求めます。

谷吉会館及び関宿会館の各種講座の中にカラオケが入っ

ておりません。

と申しますのも、市内のいきいきクラブでバス旅行を野

田市のバスで行っておりますが、そこには谷吉、関宿の方
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谷吉会館長

関宿会館長

松本部会長

松本部会長

松本部会長

社会教育課長補佐

松本部会長

松本部会長

人権・男女共同参

画推進課長

も参加されておりまして、みんなで一緒に歌を歌えるよう

にしたいけれども、教室がないと練習ができません。

対応をお願いします。

谷吉会館では、各種講座としてはカラオケを実施してお

りませんが、サークル活動として８団体の方が福祉会館の

設備を利用して毎週練習されております。

関宿会館におきましても、毎週三つの団体がサークル活

動をされておりまして、会館まつり等で練習成果の発表を

行っておりますので、各種講座としてではなく、サークル

化して実施している状況です。

ほかに委員の質問、意見等を求めます。

（質問、意見等無し）

質問、意見等がないようですので、平成 29 年度各福祉

会館事業計画及び予算については了承いたします。

平成 29 年度集会所予算についてを議題といたします。

＜資料（平成 29 年度野田市集会所歳入歳出予算）によ

り、平成 29 年度集会所予算について説明する。＞

委員の質問、意見等を求めます。

（質問、意見等無し）

ほかに質問、意見等がないようですので、平成 29 年度

の集会所予算については了承いたします。

本日の議案審議は終了しましたが、その他意見等ありま

すか。

事務局から御連絡させていただきます。

野田市人権施策推進協議会委員の任期が平成 29 年６月

30 日をもって満了となることから、現在、各団体に候補者

の推薦を依頼しております。

また、今年度第１回目の人権施策推進協議会を、当初、

８月４日（金）に予定しておりましたが、８月 24 日
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松本部会長

（木）の午後２時から市役所８階で開催することを予定し

ております。

後日、改めて会議の開催通知及び資料を送付させていた

だきますので、よろしくお願いします。

以上でございます。

ほかにありますか。ほかになければ福祉会館等部会を閉

会いたします。

＜閉会＞



