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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 

   水戸市石川市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   平成 28 年６月 24日（金） 午後３時 00分から午後４時 23 分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市石川市民センター 大会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員 

飯田 康一，金井 香代子，櫻井 盛二，後藤 宣弘，加藤木 忍 

（２）執行機関 

谷津 宗一郎，林 里江子 

（３）その他 

欠席委員：萩谷 孝男 

 

５ 課題及び公開・非公開の別 

（１）平成 27 年度石川市民センター利用状況について       （公開） 

（２）平成 28 年度石川市民センター運営方針及び重点目標について  （公開） 

（３）平成 28 年度石川市民センター定期講座募集状況について   （公開） 

（４）平成 28 年度石川市民センター事業計画（案）について     （公開） 

（５）その他                           （公開） 

 

６ 非公開の理由 

   なし 

 

７ 傍聴人の数 

   ０人 

 

８ 会議資料の名称 

   平成 28 年度第１回水戸市石川市民センター運営審議会 
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９ 発言の内容 

 

執行機関   本日は大変お忙しい中，御出席をいただきありがとうございます。会議

に先立ちまして，資料の確認をさせていただきたいと思います。 

       本日の資料は，１ページから 20 ページの綴りになっておりますので，

御確認をお願いします。 

       落丁等がございましたらお申し付けください。よろしいでしょうか。 

 

ここで，（市民センター職員紹介） 

 

執行機関   それでは，ただ今から，平成 28 年度第１回水戸市石川市民センター運

営審議会を開催いたします。 

なお，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

公開の会議とさせていただきます。 

また，議事録作成のため，録音をさせていただきますので，よろしくお

願いいたします。 

 

執行機関   まず始めに，水戸市市民センター条例第 11 条第２項により，委員の任

期が平成 28 年３月 31日で満了となりましたので，新たに任命の交付をい

たします。代表といたしまして   委員にお渡しいたします。   委

員お願いいたします。 

 

       （任命書を読み上げ，手渡す。） 

 

       各委員の皆様におかれましては，既に，テーブルの上に置いてあります

ので，名前の御確認をお願いいたします。 

       続きまして，水戸市市民センター条例第 11条第３項に，「委員の互選に

より会長・副会長を置く」となっておりますので，選任をお願いいたしま

す。 

 

       （会長に   委員，副会長に   委員の指名の声） 

 

       はい，それでは会長に   委員，副会長に   委員で，御異議ござ

いませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは，会長に   委員，副会長に   委員を承認いたします。 

それでは，会長の   様から御挨拶を頂きたいと思います。よろしく 

お願いいたします。 
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会長挨拶   皆さん，こんにちは。本日は，お忙しいところお集まりいただきまして，

ありがとうございます。皆様の推薦を頂き，会長ということで今後，進め

させていただきます。円滑に審議できるよう，よろしくお願いいたします。 

 

執行機関   ありがとうございました。 

       続きまして，副会長の   様から御挨拶を頂きたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

副会長挨拶  副会長ということですが，初めてなのでよろしくお願いいたします。  

 

執行機関   ありがとうございました。 

本日の委員の出席状況を御報告いたします。 

委員数６名のうち，５名の委員に御出席いただいております。 

会議の定数の過半数に達しておりますので，本日の会議は有効に成立い 

たします。 

 

執行機関   それでは，水戸市市民センター条例第 12 条第１項の規定により，会議

の議長を   会長にお願いいたします。 

会長よろしくお願いいたします。 

 

議長(会長)  しばらくの間，会議の議長を務めさせていただきます，委員の皆様の御

協力をよろしくお願いいたします。 

 

議長(会長)  それでは，本日の議事に入りたいと思いますが，本日の会議の議事録署

名人を   委員並びに   委員にお願いしたいと思います。 

それでは，「平成 27 年度市民センター利用状況について」，事務局より 

説明をお願いします。 

    

執行機関   はい，それでは御説明いたします。１ページをお開きください。 

平成 27 年度の団体別利用状況で利用者数は，2,096 件 33,988 人です。

平成26年度が2,201件 34,681人でございます，昨年と比較いたしまして，

105 件の減，693 人の減となっております。 

表の区分につきましては，市民センター，社会教育団体，市・県，その

他となっております。市民センターは，定期講座や市民センター主催の講

座などです。社会教育団体は，子ども会や女性会，高齢者クラブ・地区会

等です，市・県につきましては，市・県の各部局の各課などが行う，会議

や主催事業となっております。その他は，社協支部・食生活改善推進委員・

保健推進委員や自主活動のサークルなどです。 

図書の貸出状況につきましては，平成 27 年度が 85人 276 冊と，昨年度

と比較いたしまして，利用者数・冊数ともに減少しております。 

       次に２ページをお開き願います。部屋別利用状況については，ホール・
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和室・会議室・調理室と図書室の月別利用状況となっております。図書室

については，前ページの図書利用人員です。 

以上でございます。 

 

議長(会長)  ただ今，利用状況についての説明がありましたが，これについて，御質

問等がありましたらお願いいたします。 

 

  委員   いいですか。初めてで分からないのですが，図書室の利用状況は，図書

を申告して借りに来た人の数で，図書室で本を読んだりしていた人は，数

に入ってはいないのですか。 

 

執行機関   はい，そのとおりで，本の貸出しの際に，お名前，電話番号，本の番号

等の申請をしていただいた数です。 

 

  委員   図書室で本を読んでいたりして使用した人数は，出てこないのですね。 

 

執行機関   はい，図書室は，他の部屋のような申請をして貸出しをしているお部屋

ではないので，利用者の把握はしていません。 

 

議長(会長)  前回３月の運営審議会の時は，２月末までの数字でしたが，今回は３月

分までの数字ですか。 

 

執行機関   はい，３月末までの数字です。年度切替えの数字となっております。 

 

議長(会長)  利用者数が 693 名の減については，何か理由があるのですか。 

 

執行機関   はい，利用件数と利用者が減ったのは，駐車場が狭く，トラブルや苦情 

があったため，昨年度からお部屋の貸出しの制限をしたと，前職員から報

告を受けております。そのための減少と思います。 

 

議長(会長)  お部屋の利用者は別として，窓口に証明書を取りに来た方が，駐車場 

に車を止めるところがなくて，大分苦情が出ていたようです。 

また，部屋取りの時など，朝の６時半頃から夏でも冬でも並んで順番待

ちをしていて，女性会の会長が整理を何年もしていた状態だったので，予

約制にしました。予約制（抽選）にしたのは，市内で石川が最初だと思い

ます。 

        

  委員   部屋貨しは，１か月前からなのですか。 

 

執行機関   はい，１か月前の１日から受付を行います。１日の日に多くの団体が，

受付に来ますので，来た順番に抽選をいたしまして，順番にお部屋の空き
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状況を確認しながら，お部屋を取っていただいております。朝早く来て１

番に並んでいても，抽選で最後になることもありますので，早く来て順番

取りをする必要ないと思います。 

 

  委員   毎回，毎月１日に，次の月の受付をするということですね。 

 

  委員   前は，早く来た人から受付をしていたわけで，「早いもの勝ち」だった

わけですね。 

 

執行機関   はい，そのとおりです。 

市民センターは，８時 30 分に開きますので，来た順番に順番札を渡し，

８時 45分から抽選をしています。 

 

議長(会長)  他に何かございますか。よろしいですか。 

なければ，続きまして，「市民センター運営方針及び重点目標について」

と「平成 28 年度石川市民センター定期講座募集状況について」まで，事

務局より説明願います。  

 

執行機関   はい，資料の４ページをお開きください。 

まず，運営方針については，今年度においても，地域コミュニティ活動，

生涯学習活動，地域防災活動の充実が柱となっております。次に，重点目

標ですが，市民センターが担う役割は大きく分けて２つございまして，第

１に「地域コミュニティ活動の支援」，もう１つが「生涯学習活動の推進」

となっております。 

第１の地域コミュニティ活動の支援につきましては，１自主的な地域コ

ミュニティ活動の推進，２地域コミュニティ推進体制の充実・連携強化，

３市民センターの機能充実，４地域防災活動との連携，の４つの項目を設

定し，このうち，３市民センターの機能充実については，コミュニティル

ームの設置を推進することと，狭あい駐車場の解消に努める。特に，当石

川市民センターは，駐車場については，十分とはいえない状況がございま

すので，担当課の方に整備を進めるように伝えてまいりたいと思います。 

第２の生涯学習活動の推進につきましては，１学習機会の充実，２学習

の成果を活かす環境づくり，３学校，家庭，地域の連携の強化の３つの項

目は，昨年度と同様となっておりまして，記述されている内容も，おおむ

ね昨年度から引き続きの記述となっております。このうち，２学習の成果

を活かす環境づくりの中の（４）が追加になっておりまして，事業評価に

基づく事業の推進が新たに加えられました。内容としましては，「市民セ

ンターで学んだ成果をどのように活かし，また，地域の中で活動に関わっ

ているかなど，検証し，効果的な事業運営に努める。」というものであり

ます。 

運営方針及び重点目標については以上でございます。 
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続きまして，（３）平成 28 年度石川市民センター定期講座募集状況につ

いて御説明いたします。資料の７ページを御覧ください。 

今年度の定期講座は，教室数８，クラブ数 19 の計 27 の講座を開設し，

昨年度と比較して，教室が１の増（フラワーアレンジメントＢ）で，クラ

ブが１の減（お菓子作りクラブ）となっております。 

お菓子作りクラブにつきましては，４月に募集をいたしましたが，受講

者がいませんでしたので，開講できませんでした。 

受講生の数につきましては，５月末現在で 548 名となっております。 

以上でございます。 

 

議長(会長)  ただ今，「市民センター運営方針及び重点目標について」と「定期講座

募集状況について」までの説明がありましたが，これについて，御質問等

がありましたらお願いいたします。 

 

  委員   昨年ですが，高齢者クラブが何団体かなくなったお話を聞いたんですが，

石川地区は小さい組織が何団体もあって，それぞれ会長さんがいて，人材

不足もあって，その会長さんを引き受ける人がいなくて解散したと聞いて

いるんですが，この重点目標の中にも，地域コミュニティの各団体との連

携を図ってとの内容の中，これから高齢者社会を迎え，私たちが高齢者ク

ラブに入る頃にはなくなってしまうようなことがないように考えていか

なくてはならないのかなと思っています。断言はできませんが，今のやり

方に何かしらの問題があるのではないかと思います。私の親なども年に数

回，安全に連れていってくれるし，出かけられることをとても楽しみにし

ています。これからの在り方を模索して高齢者の楽しみを奪わないような

やり方を，市民センターを中心に皆様のお知恵をお借りし，考えていかな

くてはならないのかと思います。 

 

議長(会長)  前は，高齢者クラブが７つあったが，今は５つに減ってしまった。高齢

者クラブの会員が既に高齢になっていて，80 歳以上の人が多く，若い人

たちがなかなか入ってこないし，高齢者クラブの活動の実態もよく分から

ないのが実情ですね。 

 

執行機関   先日，市民センターで寿大学がありまして，回覧や高齢者クラブの会長

さんに声をかけて集めていただいたのですが，なかなか希望の人数に達し

ませんでした。高齢者クラブがうまく機能していないように感じました。

高齢者クラブ会員の意識改革や単高齢者クラブ同士の連携の取り方やＰ

Ｒの仕方を考えていきたいと思います。 

 

議長(会長)  コミュニティ（地区会）でもスマートシニアとして，60 歳以上の方に

「素敵で元気な高齢者をめざして」として，レクリエーション大会などを

企画しているので，その機会を利用してＰＲなどしていくようにする方向
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で，考えましょう。 

 

議長(会長)  他に何かなければ，続きまして，「平成 28 年度石川市民センター事業計

画（案）について」事務局より説明願います。  

 

執行機関   （４）の平成 28 年度石川市民センター事業計画（案）について御説明

いたします。資料の８ページをお開きください。 

１の定期講座につきましては，先ほどの募集状況で御説明いたしました

が，27 の講座を開設いたしております。 

２の一般教養講座につきましては，（１）の寿大学から（８）文化事業  

まで実施する予定であり，既に（１）寿大学の第１回６月 21 日及び（３）

家庭教育学級①おおぞら学級の第１回６月８日，②ふれあい学級６月 21

日について実施済みとなっております。 

（１）寿大学については，７月 15 日に第２回，９月８日に第３回，10

月 12 日に第４回，10 月 24 日に移動学習を開催する予定で，準備を進めて

おります。 

（２）女性教養講座については，７月 22日に第１回，９月５日に第２回，

10 月３日に第３回として移動学習， 10 月 31 日に第４回，12 月９日に第

５回を開催する予定で，準備を進めております。 

（３）家庭教育学級については，①のおおぞら学級と②ふれあい学級を

行います。 

（４）夏休み子ども教室については，今年度も，絵画教室２日間，書道

教室２日間で開催いたします。７月４日から受付を開始いたします。 

（５）子供講座は，子ども将棋教室，（６）生活講座，味噌作り教室，（７）

手作り講座は，正月飾りづくり教室を開催できるよう，調整しております。 

（８）文化事業につきましては，市民センターにおける文化活動の１年

間の締めくくりとして，作品の展示や発表を，平成 29年２月 18日，19日

に，第 30回石川ふれあいまつりに合わせて開催いたします。 

３の関連事業について，（１）の子育て広場については，平成 27 年度は

23 回開催いたしまして，延べ保護者 276名，子ども 300 名の合計 576人の

参加がありました。 

（２）いきいき健康クラブや（３）かるた大会（４）の文化事業とし，

いしかわのひなまつり・第 30 回石川ふれあいまつりが開催される予定で

す。 

以上で事業計画（案）についての説明を終わります。 

 

議長(会長)  はい，以上で事業計画（案）についての説明を終わりましたが，何かご

ざいますか。 

 

  委員   はい，初めてで分からないので，一般教養講座の寿大学や女性教養講座

は，毎年実施しているのですか。 
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執行機関   はい，毎年実施しております。 

 

  委員   内容は，どのようにして決めているのですか。 

 

執行機関   はい，寿大学は，高齢者クラブの会長と，女性教養講座は，女性会の会

長と実施日，内容等を協議しなから決めております。 

 

  委員   家庭教育学級も同じような決め方なのですか。 

 

執行機関   はい，おおぞら学級・ふれあい学級については，各幼稚園のＰＴＡさん

が企画をしますが，内容等の相談は受けております。また，夏休み子ども

教室やその他講座については，市民センターの企画となります。 

 

  委員   夏休みの子ども教室は回覧で回しているようですが，学校にチラシなど

を出しているのですか。集まり具合はどうですか。 

 

執行機関   学校には出していないです。 

 

議長(会長)  学校に出していなくても，毎年，募集人数は集まっているようですね。 

 

  委員   子どもたちが市民センターを利用する機会が少ないので，このような教

室などは，すごく良いことだと思います。今，子どもたちの居場所がなく

なってきている中で，市民センターは防災時の拠点にもなるので，なじみ

を持たせておくことも大事なことだと思います。 

 

議長(会長)  他に何かございますか。なければ，その他ですが，４ページの重点目標

の中にコミュニティルームの設置とありますので，事務局のほうから説明

をお願いします。 

 

執行機関   はい，参考といたしましてお配りいたしました，市民センターコミュニ

ティルーム設置状況一覧を御覧ください。既に，平成 27 年度までに 18

か所の市民センターにおいて設置済みとなっております。市の担当課では，

平成 29年度内に全ての市民センターに設置をしていく計画をしています。

石川市民センターは，平成 28 年度内に設置予定となっております。 

 

議長(会長)  他の地区の役員に聞いたら，あまり使われていないようで，図書室を半

分にして設置しているみたいで，図書室が狭くなっているみたいです。石

川とすれば，コミュニティルームよりも先に，重点目標の中の駐車場の整

備を優先して整備してほしい。 

 



 9

  委員   その，コミュニティルームは，予約をしなくて自由に使えるのですか。 

 

執行機関   コミュニティルームは，地区会の構成団体において，使い方については，

話し合って決めて，使っていただくようになると思います。 

 

  委員   駐車場にプレハブで作ることはないのですか。又は，会議室をコミュニ

ティルームにするとか，誰がどのように作るか決めるのですか。あとは，

図書室に作る場合，図書室が狭くなり図書が少なくなりますが，どのよう

に対処するのですか。 

 

執行機関   はい，最終的には担当課において決めますが，所長が地区会の会長や役

員さんと調整しながら進めることとなります。担当課では，会議室やプレ

ハブについては考えていないようです。図書室に設置した場合は，書棚を

作って，書籍が少なくならないようにしたいと思います。 

 

議長(会長)  今年は，市民懇談会も８月 26 日にありますので，駐車場の整備も含め

て，市長に見てもらいながら検討していきましょう。 

 

議長(会長)  他に何かございますか。特にないようですので，以上で本日の会議にか

けられました案件の審議は全て終了しました。それでは，進行を事務局に

お返しいたします。 

 

執行機関   以上をもちまして，平成 28 年度第１回水戸市石川市民センター運営審

議会を閉会いたします。 

       本日はお忙しい中，ありがとうございました。 

 


