
 

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30年６月28日（木）午後１時30分から午後２時20分まで 

 

３ 開催場所 水戸市新荘市民センター 小会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委  員  青木 實，田口 允彦，川上 利通，矢萩 賢一， 

袴塚 禮子，渡邉 妙子 

（２）執行機関  細谷 潤，小貫 雅子 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）平成 30 年度運営方針及び重点目標(公開) 

（２）平成 30 年度事業計画(公開) 

（３）平成 30 年度定期講座（教室・クラブ）申込状況(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30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  ただいまから，平成 30 年度第１回水戸市新荘市民センター運営審議会を開会

いたします。はじめに，水戸市市民センター条例第 12 条第２項の規定により，

半数以上の委員の出席がございますので，成立したことを御報告いたします。

また，本日の審議会につきましては，水戸市附属機関の会議の公開に関する規

程第３条により，公開とさせていただきます。 

会議に先立ちまして，水戸市新荘市民センター運営審議会委員の皆様を御紹 

介いたします。お手元の委員名簿の順番に御紹介いたします。 

       （ 名簿順に紹介 ） 

以上の６名でございます。委嘱状につきましては，お手元にお配りしており 

ますので，これをもって委嘱状の交付に替えさせていただきます。なお，委員

の任期につきましては，平成 32 年３月 31 日までとなります。 



 

それでは，運営審議会の会長と副会長を選任していただきたいと思います。

会長と副会長の選任につきましては，同条例第 11 条第３項の規定に基づき，

委員の互選により選任していただきたいと思います。 

委  員  会長は，地区全体をよく知っている  委員へお願いしたいと思います。 

執行機関  ただいま，会長に  委員が挙がりましたが皆様よろしいでしょうか。 

（ 委員全員 よろしくお願いします との声あり ） 

執行機関  続きまして，副会長はどなたがよろしいでしょうか。 

委  員    委員が良いと思います。 

執行機関  それでは，会長は  委員，副会長は  委員にお願いしたいと思います。

それでは，これより本日の議題に入ります。議事進行につきましては，条例第

12 条第１項により，  会長にお願いしたいと思います。 

会  長  ただいま御推薦をいただきまして運営審議会の会長に任命されました  で

ございます。２年間の任期ということで，どうぞ皆様よろしくお願いします。

本日の会議は，水戸市附属機関の会議の公開に関する規程により，会議録を作

成いたしますが，２名以上の署名人が必要になります。私の方から指名させて

いただきます。 

会議録署名人を  委員と  委員にお願いしたいと思いますがいかがで 

しょうか。 

（ よろしくお願いします との声あり） 

会  長  それでは，議事に入りたいと思います。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て，御意見等審議したいと思いま

す。議題（１）平成 30 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   平成 30年度運営方針及び重点目標について，御説明いたします。まず，

運営方針につきましては，地域コミュニティ活動の支援，生涯学習活動

の充実やその成果を生かす環境づくり，地域防災活動の機能充実の３つ

が方針の柱となっております。次に，重点目標につきましては，大きく

２つを掲げております。第１の地域コミュニティ活動の推進につきまし

ては，住みよいまちづくり推進協議会を中心とした自主的な活動の推進

を支援すること，また地域コミュニティ推進体制の充実と，その連携強

化を図ること，さらには町内会・自治会の加入率の向上に努めることと

しております。また，あわせて地域における防災組織との連携を引き続

き深めて参りたいと考えております。  

第２の生涯学習活動の推進につきましては，学習機会の充実や，学習

の成果を活かす環境づくり，また学校・家庭・地域の連携の強化に努め

ることとしております。特に，重点目標では，平成 28年 12月施行されま

した「茨城県家庭教育を支援するための条例」により，水戸市でも昨年

度より，未就園児などを対象とした家庭教育学級を重点に行うこととし

ております。  



 

会  長  ただいま，平成 30 年度運営方針及び重点目標について事務局より説明があり

ました。質問等がありましたら，お願いします。 

委  員  この運営方針及び重点目標は全て市民センターで同じものなのですか。 

執行機関  運営方針及び重点目標は全て市民センターで同じものとなり，この運営方針

及び重点目標に沿って，それぞれの市民センターで，次に御説明する事業計画

を進めていくこととなります。 

会  長  それでは，質疑等がないようですので，議題（２）平成 30 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  平成 30年度事業計画について，御説明いたします。「生涯学習事業」

として，定期講座について説明いたします。平成 30年度におきましては，

教室が２講座，クラブが 35クラブ，合計 37講座で，５月から３月まで開

催しております。作品展示会として， 10月～３月に，常陽銀行末広町支

店ロビーにおきまして，絵てがみ・山野草・刺しゅう・書道・手まり・

ペン習字の６つのクラブが交替で，展示をいたします。また，昨年度か

らですが，市民センター市民サロンにおいても，絵てがみ・書道・ペン

習字・山野草の４つのクラブによる展示を行う予定です。  

次に，「生涯学習事業」として教養講座について説明いたします。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，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 11月まで，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，５講座を予定しております。「新荘地区こどもエコクラブ」

は，５月から４月まで毎月２回開催します。夏休み期間中は３講座予定

しております。「親と子の料理教室」は，食生活改善推進員の方々に講

師をお願いして，小学生とその保護者を対象に行います。「おもしろ理

科教室」は，今年は「光のオブジェ  オンリーワンディスプレー」とい

ものを実施予定で，光ファイバーや光通信の原理を楽しく学んでもらお

うというものです。「夏休み子ども絵画教室」は，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。未就学児の保護者を

対象にした講座ですが，子育て学習講座を９月 14日に開催予定です。こ

れは，重点目標でお話ししました家庭教育強化事業です。未就園児の保

護者を対象に行い，講演のあいだ，託児ボランティアをお願いする予定

です。教養講座移動学習については，新荘地区にお住いの方を対象に来

週，７月４日に開催します。行先は「すみだ北斎美術館と亀戸散策」で

す。  

続きまして，「コミュニティ活動推進事業」について説明いたします。

ユニカール大会については，年２回実施し，１回目は５月 20日に実施し，

第２回目は２月 10日開催を予定しております。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 29日に開催します。エコ・リサイクル

研修は，新荘地区にお住いの方を対象に９月６日に移動学習を予定して

おります。行先は「霞ヶ浦環境科学センター」です。市民運動会は， 10

月７日の日曜日に開催します。雨天時は，新荘小学校の体育館をお借り

する予定です。歩く会は， 11月 11日に開催します。行先は未定です。新

荘ふれあいまつりは，３月３日の日曜日を予定しております。定期講座

の受講生の発表の場ですが，バザーや模擬店等の出店も予定しておりま

すので，沢山の方の来てくれることを願っております。  

会  長   ただいま，事務局から平成 30 年度の事業計画について説明がありましたが，

何か御意見等ございますか。 

委  員   事業計画に「おもしろ理科教室」とあるが，どういったことをやるのですか。 

執行機関   実験を通して理科に親しんでもらおうということで，今年は，「光のオブ

ジェ  オンリーワンディスプレー」といものを実施予定で，光ファイバ

ーや光通信の原理を楽しく学んでもらおうと考えています。  

委   員    昨今，子供たちの理科離れが進んでいるとのこともあり，良い事業だ

と思う。  

会  長   平成 30 年度に実施予定の「こころの健康講座」をコミュニティ活動推進事

業に加えてはどうですか。 

執行機関  わかりました。コミュニティ活動推進事業に追加します。 

委  員  市民センターサロンの作品展示会は，常陽銀行末広町支店ロビーより目に留

まりやすいので，もっと展示方法や周知方法を検討したほうがよいと思います。 

執行機関  昨年度より行っている市民センターサロンは，実際に展示をしたクラブへの

新規加入にもつながっているので，有効だと感じています。今年度は，展示方

法等を展示クラブの方々と相談して実施していきたいと思います。 

会  長  他に何かありますか。なければ続いて，議題（３）平成 30 年度定期講座申込

状況について，事務局から説明願います。 

執行機関   平成 30年度定期講座申込状況について，御説明いたします。教室２講

座，クラブ 35講座，合計 37講座について，４月 10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，資料のとおりですので，お目通しをお願いします。

平成 30年度は，前年度より２クラブ減っております。具体的には，古文

書輪読会と中国語クラブが減っており，39講座から 37講座となっており

ます。37講座の定員総数 909名に対しまして，継続受講者数 628名，新規

受講者数 106名，総受講者数は延べ 734名です。新規の申込者がない講座

は，11講座ありましたが，新規申込者数は，平成 28年度が 94名，平成 29

年度が 101名で，今年度が 106名と着実に伸びている状況です。講座数は

前年度より２講座減っておりますが，新規申込者は着実に増えておりま

すので，傾向的には，講座の種類，その数とのバランスがよくなってき

ているのかなと思っております。  



 

会  長   ただいま，事務局から定期講座の受講生申込状況について説明がありました 

が，何か御意見等ございますか。 

委  員   随分と多いですね。 

執行機関   はい，市民センターの中でも多いですね。 

委  員   クラブで定員以上に募集することはあるのですか。 

執行機関   クラブの先生の指導上，あるいは部屋の大きさの都合上，定員以上に募集す

ることはありません。 

会  長   そのほか，何か御意見はありますか。なければ，「その他」で事務局より何

か説明することはありますか。 

執行機関  「市民センターにおける土曜執務体制の見直しについて」御説明しま

す。昨年度から土曜日勤務の見直し作業を進めておりますが，平成 31

年４月から，市民センターの土曜日午前中の執務を見直すというもので

す。具体的には，今まで，土曜日の午前中は事務室に職員がおりました

が，その土曜日の午前中も職員不在とし，結果土曜日・日曜日の両日，

職員が不在になるというものです。これまでに，市民センターの土曜日

の利用実態調査，あるいは，見直しにあたっての課題抽出作業，また，

利用者の皆様にはアンケート調査を行ってまいりました。土曜日の利用

実態調査や課題抽出作業では，31市民センターに調査をした結果，土曜

日の来所者が少なかったり，また土曜日は一人での勤務となるために防

犯上に問題があったり，あるいは土曜日の出勤分を平日に休みを取るた

め，平日の人員が不足することもあり，結論的には「見直しは必要であ

る」との内容となっております。また，アンケート調査については，全

地区の地区会長と 31市民センターの運営審議会委員の皆様に回答をお

願いし，その結果，「変更はやむを得ない」が 85.8％，「土曜執務を見

直しても支障がない」が 66.7％となっており，見直しに対してはおおむ

ね理解をいただいている状況です。これらの結果を踏まえまして，今後

は，個別の課題への対応・協議を行っていきたいと考えております。具

体的には，本日の委員の皆さまへの説明後，夜間管理人への説明，土曜

日午前中開催しているクラブへの説明など，進めていきたいと思います。 

委  員   夏祭りや敬老会等の地区の行事を実施する際，土曜日午前中閉所となると大 

丈夫なのか。 

執行機関   基本的に土日は全日閉所となりますが，地区の行事の際には個別に対応して

いきたいと考えています。行事準備のため，土曜日開けてほしいとの申し出

あれば，その場合は事前に申し出いただければ，出勤して対応していきたい

と考えています。現状は，行事の有無にかかわらず，来客があろうとなかろ

うと職員が出勤していなければならない状況を改善したいとの内容です。 

委  員   現在，土曜日午前中に活動しているクラブはありますか。 

執行機関   午前中活動しているクラブはありますが，土曜日午後に活動しているクラブ 

が現在ありますので，午後のクラブと同様に，夜間管理人に鍵を借りてきて，



 

帰りには施錠してもらうということになります。 

委  員   現在騒がれている働き方改革の流れもあるので，やむを得ないと思う。 

会  長   他になければ，以上をもちまして平成 30 年度第 1 回新荘市民センター運営

審議会を閉会します。 

執行機関   貴重な御意見ありがとうございました。 


