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様式第３号（第７条関係） 

 

会  議  録 

 

 １ 附属機関の会議の名称 水戸市新荘市民センター運営審議会 

 

 ２ 開催日時 平成27年７月30日（木） 午後１時30分から午後２時50分まで 

 

 ３ 開催場所 水戸市新荘市民センター 大会議室 

 

 ４ 出席した者の氏名 

 （１）委  員  青木  實， 川又 一郎， 仙波 正之，中村 恵美子， 

仁平 良治， 袴塚 禮子 

 （２）執行機関  高林 誠也， 三宅 晴美 

 （３）その他 

 

 ５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）平成 27 年度運営方針及び重点目標について(公開) 

 （２）平成 27年度事業計画について(公開) 

 （３）平成 27年度定期講座の受講生募集状況について(公開) 

 （４）その他(公開) 

 

 ６ 非公開の理由 

 

 ７ 傍聴人の数  ０名 

 

 ８ 会議資料の名称  平成27年度第１回水戸市新荘市民センター運営審議会 

 

 ９ 発言の内容 

執行機関  定刻となりましたので，ただ今から平成 27 年度第１回水戸市新荘市民センタ

ー運営審議会を開催いたします。 

      このたび，委員６名のうち３名の委員が代わりましたので，御紹介いたしま 

す。  委員でございます。  委員でございます。  委員でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。なお，新委員の委嘱期間につきましては，前任

者の残期間であります平成 28 年３月 31日までとなっております。 
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      それでは，市民センター条例第 12 条第１項の規定に基づき  会長に議事の

進行をお願いいたします。 

会  長  皆さん，こんにちは。 

本日は，お忙しい中，御出席いただきましてありがとうございます。 

それでは，お手元の資料に基づき会議を進めてまいりますので，皆様からの 

活発な御意見をお願いいたします。 

最初に，本日の会議録署名人の選出をします。私のほうから指名したいと思い

ます。 今回は  委員と  委員に会議録署名人をお願いできますでしょうか。 

両 委 員   はい。 

会  長   よろしくお願いします。 

それでは，早速，議事に入りたいと思います。 

本日の会議の進行の仕方ですが，事務局から提案された議題が３件ございます。 

１件ごとに事務局から説明を受け，それぞれ御意見・御質問を頂きたいと思い 

ます。 

最初に議題（１）「平成 27 年度運営方針及び重点目標」について，事務局から

説明願います。 

執行機関  資料１ページを御覧願います。 

      最初に運営方針について説明いたします。市民が安心して暮らし，幸せを感じ

られるまちを形成していくためには，地域コミュニティ活動と生涯学習活動の推

進が必要と認識しております。市民センターにおいては，地域コミュニティ活動

の拠点として，その継続や発展に向けた支援に努めるとともに，生涯学習活動の

拠点として，その充実や成果を生かす環境づくりに努め，さらには，地域防災活

動の拠点としての機能充実を図っていくものであります。 

      次に重点目標でございますが，大きな二つの目標を掲げております。 

      大きな目標の一つであります地域コミュニティ活動の支援について説明いたし

ます。 

      １番目といたしまして，地域コミュニティプランに基づく自主的な活動を推進

し，地域力の一層の進展に努めてまいります。 

            ２番目といたしまして，町内会への加入促進，地域リーダーづくりの推進，及

び広報誌による情報発信の強化等地域コミュニティ推進体制の連携強化を図っ

てまいります。 

       ３番目といたしまして，コミュニティルームの設置を推進し，市民センターの

機能充実を図ってまいります。 

      ４番目といたしまして，地域における防災組織との連携を図ってまいります。 

続きまして，大きな目標の二つ目であります生涯学習活動の推進について説明
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いたします。 

生涯学習活動の１番目といたしまして，市民センターの一般教養講座・教室・

クラブ等が市民に親しまれ，生涯学習が市民のライフスタイルに定着し生涯にわ

たって学び続けることができるような学習機会の充実に努めてまいります。市民

の学習ニーズを把握し，それぞれの世代にあった学習機会の提供をするとともに，

女性学級や高齢者学級等の講座には現代的課題を取り扱ったテーマを組み入れ，

連続性のある講座を開催して参ります。茨城県教育委員会が作成・発行している

家庭教育ブック等を活用し，小学校との共催により，就学時健康診断に合わせて

子育て学習講座を開催してまいります。 

２番目といたしまして，生涯学習の成果がボランティア活動や地域づくりに生

かせるよう支援するとともに，地域内の人材の掘り起こしを進め，地域の活性化

や特色あるまちづくりにつながっていくよう環境づくりに努めてまいります。市

内には歴史的な資産や史跡を始め，博物館，歴史館などの文化施設，学校や大学

などの物的資源やそれぞれの施設に所属する職員などの人的資源があるため，こ

れらの地域資源の有効活用に努めてまいります。また，常陽銀行末広町支店を会

場に開催している定期講座の展示会や市民センターで開催している新荘ふれあ

いまつり等，学習の成果を発表できる場を提供してまいります。 

３番目といたしまして，異年齢集団との交流事業など学校，家庭，地域が相互

に連携を図りながら子どもたちが直接体験する場を提供し，社会全体で時代を担

う子どもたちの生きる力を育む活動の推進に努めてまいります。学校，家庭，地

域が一体となって子どもたちの成長を温かく見守りながら，家庭教育を社会全体

で支える仕組みづくりに努めてまいります。 

会  長  ただ今，事務局から平成27年度運営方針及び重点目標について説明がありまし

たが，御意見，御質問等ございますか。 

  委員  重点目標は，毎年同じようなものなのでしょうが，去年と今年で特に違うとこ

ろはありますか。 

執行機関  27年度は，「コミュニティルーム設置の推進」を重点目標の一つとして掲げてお

ります。 

  委員  コミュニティルームは今年度予算化されているのですか。 

執行機関  市民センターを管轄している市民生活課のほうで予算措置しております。コミ

ュニティルームは年次的に市内全市民センターに設置する計画です。 

  委員  コミュニティルームを使用したいときは予約が必要ですか。 

  委員  予約なしで使用できます。ただし，コミュニティルームを使用できるのは，地

区会や女性の会や高齢者クラブ連合会等の新荘地区の各種団体に限られます。 

  委員  新荘市民センターは，いつも部屋が空いていないと聞いていますので，コミュ
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ニティルームが新たにできるといいですね。 

  委員  新荘市民センターは，定期講座が多いので地区の人が部屋をなかなか借りられ

ないと聞きますが，部屋貸しの割振りの仕方はどのようにしているのですか。 

執行機関  一般利用団体への部屋貸しは，使用日の前月の初日から予約を受けますが，定

期講座は一般利用団体よりも優先して部屋を利用できます。定期講座については

年度当初に１年分の部屋の割振りを行い，空いている部屋を一般利用団体に月ご

とに貸し出します。新荘市民センターは定期講座の数が他の市民センターよりも

多く４０講座もありますので，その分一般の方に貸し出す部屋が少なくなってお

ります。 

  委員  新荘市民センターの定期講座で特徴的なものはありますか。 

執行機関  新荘地区内には県の歴史館がありますので，その職員等に講師を依頼している

歴史関係の講座が３講座あります。また，石州流茶道クラブや手まりクラブ等，

新荘独自の講座もあります。 

会  長  ほかにありませんか。 

      重点目標にあります学校，家庭，地域の連携ですが，言葉で言うのは簡単です

が実際問題として難しいですね。 

  委員  新荘地区は学校と市民センターが隣り合っているので，各々の機能をお互いに

使えるようになればいいと思います。学校と父兄と地域が市民センターの事業を

通してつながりを深めることで子育てや青少年の健全育成に役立つと思います。 

会  長  それから，運営方針の中で，市民センターが地域防災活動の拠点ということで

すが，災害は突然やってきますので，土曜，日曜などセンターが休日の時は職員

がいないため機能しないのではないでしょうか。災害時においては，土日でも夜

間でも市民センターに行けば最新の情報が得られたり，緊急時に対応ができるよ

うな体制が整えられるといいですね。 

ほかにありませんか。ないようでしたら，続いて（２）「平成27年度事業計画」

について，事務局から説明願います。 

執行機関  それでは，平成27年度の事業計画について説明いたします。 

資料の４ページを御覧願います。 

最初に生涯学習事業について説明いたします。 

１番目の定期講座については，教室が２講座，クラブが38講座，合計40講座で

５月から３月まで開催します。講座数については本年度はコーラスＢクラブがな

くなったので昨年度より一つ少なくなっております。また，10月から３月までの

間は山野草，絵手紙，刺しゅう，手まり，書道，及びペン習字の各クラブが交替

で，常陽銀行末広町支店のロビーにて作品展示発表会を開催します。 

      高齢者学級については，地区内の高齢者を対象に６月から11月まで毎月１回ず
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つ合計６回開催します。 

       女性学級については，地区内の女性を対象に５月から７月まで及び10月から11

月まで月１回ずつ合計５回開催します。 

      小学生を対象とした講座については，４講座予定しております。子供エコクラ

ブは５月から３月まで月２回ずつ毎月開催します。夏休み親子料理教室は，新荘

地区の食生活改善推進員を講師に招いて，小学生と保護者を対象に８月４日に予

定しております。今のところ８組16名の参加申込みがあります。夏休み子ども絵

画教室は，８月20日及び21日の２日間にわたり開催します。かるた大会について

は，新荘学区の小学生を対象に１月に開催します。子ども会育成会との共催事業

で，優勝・準優勝のチームは２月に開催される水戸市の中央大会に出場します。 

家庭教育学級については，10月の就学時健康診断に合わせて，新荘小学校を会

場として未就学児の保護者を対象に子育て学習講座を開催します。 

教養講座移動学習については，新荘地区にお住まいの方を対象に12月10日に開

催します。行先はつくば方面を予定しております。 

続いて，コミュニティ活動推進事業について説明します。 

新荘夏まつりについては，新荘小学校の校庭を会場に７月26日の日曜日に開催

しました。 

市民運動会は，10月11日の日曜日に開催します。雨天時は，例年ですと新荘小

学校の体育館を使用しておりましたが，今年は体育館が耐震工事で使用できない

ため翌日に延期します。 

歩く会は，11月８日の日曜日を予定しております。行先は未定です。 

防災研修会は，新荘地区にお住まいの方を対象に２月に予定しております。当

研修会は，市民センターと住みよいまちづくり新荘会との共催事業で市役所のバ

スを利用した移動学習です。行先については，福島県いわき市の仮設店舗の浜風

商店街を予定しております。 

新荘ふれあいまつりは３月６日の日曜日を予定しております。定期講座の受講

生及び市民センターの一般利用団体の発表に加えて，バザーや模擬店等を出店し，

たくさんの方に御来場いただける賑わいのあるまつりにしたいと思っています。 

ユニカール大会については，３月を予定しております。 

27年度の事業計画については以上でございます。 

会  長  ただ今，事務局から平成27年度事業計画について説明がありましたが，御意見，

御質問等ございますか。 

会  長  小学生のかるた大会がありますが，小学生のオセロ大会があってもいいのでは

ないですか。 

  委員  そうですね。新荘の小学生が行く水戸一中は，オセロを発明した人の出身校で
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すからね。  

  委員  小学生と高齢者が対戦するのもいいのではないですか。 

  委員  夏まつりの時は，小学生と高齢者がやってますよね。 

  委員  夏まつりのオセロは，小学生にはオセロが目的ではなく景品が欲しくてやって

いるのでしょう。 

  委員  小学生を対象に夏休みの絵画教室と料理教室がありますが，子どもたちは夏休

みの課題になっている自由研究に困っています。例えば，楽しい理科教室を開催

してみてはどうですか。 

  委員  生涯学習センターのおもしろ理科先生などもいいのではないですか。 

  委員  他市では，いろいろ理科の講座をやってますね。 

  委員  今年度はもう無理でしょうが，来年度からでもいいですから，ぜひ企画してほ

しいですね。 

執行機関  はい。検討してみます。 

会  長  小学生を交えた定期講座なんかがあってもいいですね。 

  委員  今の小学生はみんな習い事をやっていて忙しいですね。 

  委員  週に４日，５日の習い事は当たり前みたいですね。子ども会でさえ集まらない

ようですね。 

  委員  今どき，暇な小学生はいないのですね。 

会  長  ほかにありませんか。 

  委員  市バスによる移動学習は，県内より県外のほうが見学先の範囲が広がっていい

と思いますがどうですか。 

執行機関  市バス利用には，９時出発１６時着という時間の制限があります。高速道路を

利用することで県外の一部までは可能ですが，やはり県外は時間的に限度があり

ます。 

  委員  市バスによる移動学習は年何回ですか。 

執行機関  市バスの利用は年２回までです。 

会  長  ほかにありませんか。 

      ないようでしたら，続いて（３）「平成27年度定期講座受講生募集状況」につい

て，事務局から説明願います。 

執行機関  それでは，平成27年度の定期講座受講生募集状況について説明いたします。教

室２講座，クラブ38講座，合計40講座について，４月６日から市民センターの窓

口にて新規申込者の受付をしました。各講座の定員，継続者数及び新規申込者数

については，資料５ページに記載しておりますので御覧願います。40講座の定員

総数1,012名に対しまして，継続受講者703名，新規受講者159名，総受講者は延

べ862名です。新規受講者は受講者総数の約18％です。囲碁，古文書輪読会，刺
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しゅう，卓球Ａ，ダンススポーツ，フォークダンスＡ・Ｂ・Ｃの８講座について

は新規の申込者がなく，いずれも定員割れの状況です。40講座のうち定員を充た

しているのは，１才児親と子の音楽あそび，２才児親と子の音楽あそび，ウォー

キング，英会話，手まりＢ，童謡，ヨーガＢ・Ｃ・Ｅの９講座のみです。定期講

座の募集状況については以上でございます。 

会  長   ただ今，事務局から定期講座の受講生募集状況について説明がありましたが，

御意見，御質問等ございましたらお願いいたします。 

会  長  和裁クラブがありますが，今も和裁を習う人が多いのはすごいですね。 

執行機関  はい。和裁クラブには21人の受講生がいます。 

  委員   和裁クラブは，ほかの市民センターにないので新荘に来るのではないでしょう

か。  

  委員  いきいきヘルス体操クラブは男子と女子の二つありますが，女子50名に対して

男子11名と男子のほうは寂しいですね。 

執行機関  男性は，いきいきヘルス体操クラブに限らず，全体的に市民センターの利用が

少ないです。 

会  長  男女別の市民センターの利用者数は出ないのですか。 

執行機関  男女別の利用者数は把握しておりません。 

  委員  昔は利用者の８割が女で，男は２割くらいでしたね。 

  委員  今でも，そうではないですか。 

  委員  囲碁クラブは35名と人数が多いですが，全員男性ですか。 

執行機関  女性が２名入っております。 

  委員  男子料理は男性だけですよね。月に何回開催しているのですか。 

執行機関  男子料理クラブは男だけです。月１回です。 

会  長  男性も一人者になった時に備えて料理を習っておくといいですね。 

  委員  童謡クラブは69名とすごい人数ですね。 

執行機関  童謡クラブはホールを使用しており，運動系のクラブと違い，動き回ることが

ないので，座る席さえあれば大人数でも可能です。 

  委員  定期講座の新規受講者の割合が継続受講者と比べてすごく少ないのですが，ず

っと前から入っている人と後から入った人とでコミュニケーションを図れるの

ですか。新たに入るのには勇気がいるのではないですか。 

執行機関  今のところ特に問題はないようです。新規受講者の中には継続受講者の知り合

いが入ってくることが少なくありません。 

  委員  調理室に「窓を開けないでください。」という貼紙がありますが，理由が書いて

いないので意味が分かりません。調理室だけに，利用者は窓を開けて空気を入れ

替えたいと思いますが。 
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執行機関  調理室は民家と隣接しているため，話し声がうるさいという苦情がたびたび寄

せられております。調理中は騒々しいため，自然と話し声が大きくなるようです。

苦情がある旨を表示すると苦情の相手が特定されますので，あえて理由を表示し

ておりません。 

会  長  ほかにありませんか。 

  委員  定期講座に新しいクラブが欲しいですね。古いクラブをやめて新陳代謝をする

ことによって市民センターに若い人を呼び込めるのではないですか。若い人が来

たくなるようなクラブが欲しいですね。 

執行機関  定期講座は平日の昼間の開催が多いので，若い人は平日の昼間に働いている人

が多く，講座への参加は難しいと思います。 

  委員  今年度やめた定期講座はありますか。 

執行機関  コーラスＢクラブがやめました。人数が少ないのと，講師の都合が悪くなった

ためです。 

  委員  受講生が少なくなってクラブをやめましょうとなった時，定期講座を取りやめ

る判断基準はありますか。受講生が何人以下になった時はやめるとか決めていま

すか。 

執行機関  明確な基準は定めておりません。ただ，講師の謝礼金は受講生が負担しますの

で，１クラブ当たり受講生が１０名以下ですとクラブの運営が厳しいと思います。 

会  長  人数が少ないと，受講料を値上げしなければ講師謝金が賄えなくなりますね。 

  委員  定期講座のクラブを解散した後，自主的に活動したい時は部屋の取扱いはどう

なりますか。 

執行機関  クラブを解散した後は一般の利用団体と同じ扱いになりますので，自分たちで

毎月部屋の予約を取るようになります。 

会  長  ほかにありませんか。ないようでしたら，その他として事務局で何かあります

か。 

執行機関  御報告が３件あります。まず１件目ですが，かねてから要望のありました飲料

水の自動販売機を４月22日に市民センター玄関前に設置しました。災害対応型で

容量は最大600本です。 

続いて２件目ですが，５月27日に図書室の本を一部入れ替えました。新荘市民

センターの図書室には全部で4,400冊ありますが，そのうち児童用の絵本1,700冊

を今回入れ替えました。 

最後に３件目ですが，７月１日から一般利用団体の部屋の予約に抽選方式を導

入ました。これまでは，市民センターを使用する団体が部屋の申請をする場合は，

先着順で受付をしておりましたが，月の初日の早朝から並ぶ方がおり，その方の

負担が大きいことから，月の初日のみ抽選方式を導入することで，負担と責任を
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軽減することにしました。抽選方式は市内の全市民センターにおいて一斉に導入

しました。 

会  長  ただ今，事務局から３件ほど報告がありましたが，御質問ありますか。 

  委員  災害対応型の自販機ということですが，災害時に使えるのですか。 

執行機関  新荘市民センターに設置された自販機は補助電源を設置していないタイプな

ので，災害等にはセンターの職員が鍵操作により，自販機の扉を開けて中の飲料

水を配布します。 

  委員  部屋の抽選は公開ですか。 

執行機関  公開です。月の初日の午前８時30分に，皆さんの前で利用申込者が各々くじを

引き，予約の順番を決めます。 

  委員  市民センターは利用者が多く予約を取るのが大変そうですが，使用料が無料だ

からではないですか。定期講座や地域の団体は無料でもいいでしょうが，一般の

団体については使用料を有料にすれば利用者は減るのではないでしょうか。部屋

貸しの有料化は考えていませんか。 

執行機関  水戸市では，市民センターを気軽により多くの人に利用してもらうために，使

用料を無料にしております。 

  委員  ひたちなか市では施設の利用は有料と聞いています。水戸市は無料なので，わ

ざわざ水戸まで来るのでしょう。 

執行機関  ひたちなか市に隣接している地区の市民センターでは，ひたちなか市の団体も

利用されているようですが，新荘の場合は市内の中心部のため，利用者の大半が

水戸市民です。 

  委員  他市では，施設を利用する時に，市内は無料で市外は有料と区別しているとこ

ろがあるみたいですね。 

執行機関  水戸市は，市内の団体も市外の団体も，部屋の利用は全て無料です。 

  委員  市民センターは，市外の団体にも市内の団体にも新荘地区の団体にも全て公平

なのでしょうが，部屋の予約は，せめて市内の団体を優先してもいいのではない

ですか。 

  委員  一般の利用団体は，水戸市民だけではなく市外の人が混じっている団体が多い

と思います。大半が水戸市民でも代表者が市外の人という団体もあります。 

会  長  利用する団体が「市内の団体」であるという定義は難しいですね。代表者が水

戸市民ならいいのか。水戸市民が何人か入っていればいいのか。市内の団体かど

うかの判断は難しいですね。 

会  長  ほかにありませんか。ないようでしたら，これにて平成27年度第１回新荘市民

センター運営審議会を閉会します。御苦労様でした。 


