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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 29年３月８日（水）午後３時 00分から午後４時 06分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市石川市民センター 小会議室 

 

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，萩谷 孝男，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： ０人 

 

５ 課題及び公開・非公開の別 

（１）報告事項 

・平成 28年度 市民センター事業実施状況について       （公開） 

・平成 28年度 市民センター利用状況について         （公開） 

（２）協議事項 

・平成 29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） 

・平成 29年度 市民センター事業計画（案）について       （公開） 

・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２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 22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２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。 

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。 

 

会長挨拶    皆さん，こんにちは，本日は，お忙しいところ市民センター運営審議

会に出席いただきまして，誠にありがとうございます。この後，センタ

ー所長から平成 29 年２月末までの事業実施状況や利用状況の報告及び

来年度の事業計画案等の説明がありますので，皆様の御意見等を頂きま

して今後の市民センター活動等の参考にしていきたいと思いますので，

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，委員の出席状況をご報告いたします。 

委員数６名全員に，御出席を頂いておりますので，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，報告事項の「平成 28 年度市民センター事業実施状況につ
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いて」及び「平成 28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。 

報告事項の平成 28 年度市民センター事業実施状況について，１の定期

講座でございますが，教室８，クラブ 19の合計 27の講座数でございま

す。水墨画教室と書道愛好会クラブについては，活動人員が少ないので

来年度検討の余地があると思います。続きまして，２の教養講座（１）

寿大学は５回実施いたしましたが，移動学習以外参加者が少ないので，

来年度については高齢者クラブ連合会の会長と協議しております。（２）

の女性教養講座につきましては，参加人数も募集人数を上回り盛況です。

（３）家庭教育学級について，①おおぞら学級は赤塚幼稚園ＰＴＡと共

催で４回実施いたしました。12月に実施したクリスマスリース作り教室

など，とても好評でした。②のふれあい教室は，石川幼稚園ＰＴＡと共

催で２回実施し，親子体操など楽しくできました。（４）夏休み子ども

教室につきましては，絵画教室２日と書道教室を２日開催いました。

（５）子ども講座は，子ども将棋教室を９月から 12 月にかけて６回実

施いたしました。例年，参加人数は減少しております。（６）の郷土史

講座から（９）の生活講座までを実施いたしました。（10）の文化事業

につきましては，２月の 18 日・19 日に利用団体の作品展示及び発表を

行いました。参加団体は，展示の部 10団体・発表の部 15団体・体験の

部４団体で，約 2,000名の参加動員がありました。続きまして，３関連

事業の（１）子育て交流支援事業は，毎月，第１・第３水曜日に子育て

広場を開催しております。２月末現在で登録者数子ども 90名，親 82名

で，延べ人数 543 名の参加がありました。（２）いきいき健康クラブか

ら（８）の三世代交流事業を開催いたしました。 

続きまして，７ページを御覧ください。平成 28 年度市民センター利

用状況について御説明いたします。団体別利用状況で２月末現在の利用

者数につきましては，1,785 件 30,696 人です。平成 27 年度の２月末現

在が 1,892件 29,784人でございます，昨年と比較いたしまして，107件

の減，912 人の増となっております。次の図書利用状況ですが，２月末

現在で 49 人 147 冊です。平成 27 年度の２月末現在が 81 人で 264 冊，

昨年と比較いたしまして，32人の減，117冊の現となっております。利

用者数・冊数ともに減少しております。 

次のページの部屋別利用状況については，ホール・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。部屋別利用状況の区分

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，子ども会や高齢者クラブ・女性会，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・自主活動のサークル・
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保健推進委員や食生活改善推進委員などです。 

       図書室については，前ページの図書利用人員です。 

以上で報告事項の説明を終わりにいたします。 

 

議長(会長)   ただ今，平成 28年度市民センター事業実施状況及び平成 28年度利用

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，図書室の本の入替えは何回くらいしますか。新刊書など

は入ってこないのですか。   

 

執行機関    はい，今年度につきましては，本の入替えは実施しておりません。 

中央図書館が耐震工事中により，業務等を内原図書館において行ってい

ます。新刊書については，なかなか市民センターの図書室には入ってこ

ないです。 

 

  委員    約何冊くらいの本がありますか。また，利用者が減っているようです

が。 

 

執行機関    はい，約 2,000冊くらいです。利用者の減につきましては，石川地区

には，西部図書館もあり，また，各地区ブロックに南部地区を除いて，

図書館も整備され市民の皆様にも認知されてきたため，市民センターの

図書室を利用する方が減少してきたと思われます。 

 

  委員    市民センターの利用件数が減って，利用者数が増えたことについては，

何か理由があるのですか。 

 

執行機関    はい，利用件数が減ったのは，６月の第１回の運審において，御説明

したとおり駐車場が狭く，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ているための減少と思います。また，利用者

が多くなったのは，各団体の利用者人数が多くなったことや，昨年は，

３月にふれあいまつりが行われたことからの増と思います。 

 

  委員    今年は，ふれあいまつりが２月で，昨年は３月に実施したため，違い

があるのですね。 

 

執行機関    はい，また，駐車場については，各団体の車での利用が多くなってい

るように思います。ある団体は，何度注意をしても 30台以上で利用され

てしまいます。 

 

議長(会長)   毎回，所長が，駐車場の整理をしているのが現状だね。 
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  委員    ふれあいまつりの参加者が，今年は多かったように思いますが。 

 

  委員    今回，赤塚幼稚園の皆さんが，演技終了後遅くまで見学やイベントに

参加されていたようですね。 

 

  委員    園児などは，昔の遊び広場など人気があり，楽しく遊んでいたようで

す。 

  

  委員    赤塚幼稚園の園児の参加は，自由参加なのですか。 

 

  委員    年長児の園児ですが，当日，都合の悪い方は参加しなくてもいいこと

としております。 

 

議長(会長)   今年度は，天気にも恵まれ，第 30 回目でもあったことから，早くか

らＰＲなどをし，また，赤塚幼稚園の 134 名の園児とその御家族やお爺

ちゃんやお婆ちゃんなども見に来てくださったので，とても盛大にでき

ました。 

 

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，「平成 29 年度の市民センター運営方針及び重

点目標について」と「平成 29年度市民センター事業計画（案）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９ページをお開きください。 

まず，運営方針については，来年度においても，地域コミュニティ活

動，生涯学習活動の推進，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

でございます。第１に「地域コミュニティ活動の推進」，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推進につきましては，１地域コミュニ

ティ活動の活性化，２地域コミュニティ活動環境の充実，３地域防災活

動との連携，の３つの項目を設定しております。このうち，（１）地域コ

ミュニティ活動の活性化については，石川地区会の事業・行事等のＰＲ

の推進に努めたいと思っております。このことにつきましては，石川地

区コミュニティ連絡協議会において，来年度（平成 29年度）ホームペー

ジを立ち上げる方向で進めております。また，コミュニティルームの設

置は，今年度３月末日までにできる予定です。狭あい駐車場の解消につ

いては，来年度，中央の花壇を撤去し駐車台数の増を予定しております。 

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す。記述されている内容も，お
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おむね昨年度から引き続きの記述となっておりますが，このうち，（１）

の（ウ）の家庭教育学級（ふれあい学級）等の開催について新たな事業

等を考えていきたいと思います。 

運営方針及び重点目標については以上でございます。 

続きまして，協議事項平成 29年度石川市民センター事業計画(案)につ

いての１定期講座の御説明をいたします。資料の 15ページを御覧くださ

い。 

来年度の定期講座は，教室数３，クラブ数 24の計 27の講座を開設し，

募集要項を教室・初心者対象とクラブ・自主運営と分け，分かりやすく

しました。続きまして 12ページをお開きください，２教養講座（１）の

寿大学は，移動学習を含め年４回，（２）女性教養講座は，移動学習を含

め年５回の実施予定です。（３）家庭教育学級については，①のおおぞら

学級を年４回と②ふれあい学級を年２回の予定で行います。（４）夏休み

子ども教室については，来年度も，絵画教室２日間，書道教室２日間で

開催いたします。（５）子ども講座は，子ども将棋教室（６）手作り講座

は，しめ飾りづくり教室（７）生活講座，みそ作り教室を開催できるよ

う，調整してまいります。（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 30年２月 17日，18日に，第 31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，子育て交流支援事業「子育て広場」，いきいき

健康クラブや水戸郷土かるた大会，第４回いしかわのひなまつり，第 31

回石川ふれあいまつりが，開催される予定です。４その他，新規事業と

いたしまして，(１)男の料理教室，（２）夏休み子ども教室において，オ

セロ教室（３）家庭教育学級は，未就園児対象に親子体操を実施したい

と考えています。 

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)    ただ今，「市民センター運営方針及び重点目標について」と「市民セ

ンター事業計画(案)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    教室とクラブの違いは何ですか。 

 

執行機関    はい，教室は，原則として初心者を対象としています。クラブは，教

室で数年経験し，教室から移行し経験者が中心となり，初心者に指導し

たりし自主的な運営を行うことになっております。また，一定期間クラ

ブとして活動してきたが，人数が少なくなっても活動している団体は，

サークルにすることを勧めています。サークルとは，既に共通の趣味な

どで会員などを募って自主的に活動や運営をしている団体のことで，市

民センターが関与しない団体です。 
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  委員    教室やクラブは，お部屋取りをしなくても市民センターでお部屋を押

さえておくけれど，サークルは，自分たちで毎月１日に来てお部屋取り

をしなければならないということですね。 

 

執行機関    はい，そうです。 

 

  委員    子ども講座で，子ども将棋は６回開催していますが，毎回大体同じく

らいの人数が参加していますが，同じ子どもが参加しているのですか。 

 

執行機関    そうです。同じお子さんが参加しています。 

 

  委員    その他にあります親子体操の先生は，子育て広場に来ていただいてい

る先生ですか。何回ぐらいの予定ですか。 

 

執行機関    子育て広場に来ていただいている先生でない先生を考えております。

また，回数については，他の事業を見ながらになりますが，１回から２

回になると思います。 

 

  委員    子どものオセロ教室は，とても良い発想・提案だと思います。水戸が

オセロの発祥地で，世界大会もあるぐらいですので，ぜひ開催してほし

いです。 講師はいるのですか。 

 

執行機関    はい，講師については市の職員で指導できる者が居ります。すでに，

講師依頼のお話はしてありますので，実施日などを調整しながら進めて

まいりたいと思います。 

 

  委員    去年，水戸市で開催した世界大会に石川小学校で４・５人の子どもが

参加して，とても楽しかった話を聞きましたので，ぜひオセロ教室を実

施してほしいです。 

 

執行機関    市民センターは，小学校と少し距離があるものですから，子どもたち

がなかなか来づらいみたいなところがありますので，例えば，小学校の

教室をお借りして小学校と共同で実施してもと思っています。 

 

  委員    学校だと，通い慣れている場所なので，親も安心して参加させられま

すよね。 

 

執行機関    小学校とも調整しながら検討していきたいと思います。 

 

  委員    小学校は，教室より図書室の方が広いので夏休み中でしたら大丈夫で

す。 
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  委員    前回の運審時に，市民センターの利用については高齢者の利用が多く，

子どもさんたちの利用する機会が少ないと聞きましたが，次年度の事業

の中で子ども対象の講座が増えることは，すごく賛成です。私は，子育

て広場を担当していますが，市民センターに縁のなかった小さな子ども

を持つお母さんたちが来ることで，ひなまつりのチラシなど持って帰っ

て，見に来てくれたとか，赤塚幼稚園に入ることが決まった話を聞くと，

今度，ふれあいまつりで元気太鼓やプリティバンドなど将来やるから見

に来てみてはと声掛けをし，小さい時から市民センターに親しみを持っ

て関わってくることは良いことだと思います。 

 

執行機関    子育て広場や，関係団体と連携を取りながらチラシなど広報していき

たいと思います。 

 

議長(会長)   今回，教室からクラブに移行した件は，何かありましたら，運審で決

定したことで対応してください。 

 

執行機関    はい，分かりました。 

 

議長(会長)    私から，特に問題になっていることで，利用状況を見てもらえれば

分かるように，３万人を超え年々利用者が増えていて，特に高齢者の利

用が増えたことで駐車場が狭いことで，接触事故やトラブルが増えてい

ます。市側にも市民懇談会等において駐車場整備の要望をしてきました。

今回，市側から回答を頂きましたが，来年度どのくらい広げて整備して

いただけるのか分かりませんが，ある団体は，名前を出しませんが１人

１台で来ているような状況で，所長がかなり苦労しているのを見ていま

すので，運営審議会で問題になっていることを伝え，協力を求めてくだ

さい。 

 

執行機関    はい，分かりました。駐車場の整備につきましては，来年度，多少の

予算が付きましたので，最低限の整備となると思いますが，できる範囲

で，会長とも協議しながら進めたいと思います。 

  

  委員    先日，土曜日の夜間に地区会の役員会あったのですが，他の地区から

の団体だったので，先ほどのお話のように，遠いため全員が車で来てい

るものだから，私たちが乗り合わせて来ても停める所がなくなってしま

う状況です。 

 

議長（会長）  最近は特に，地区外の利用者が多いため，地区の役員会や土曜や日曜

日に開催する，子ども会育成会や町内会の集まりの時など，車が停めら

れないため総会や役員会などの会議ができない状況になりつつあるの

で，市側の方でしっかり考えて，地区にも協力してもらいたい。 
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執行機関    はい，駐車台数の問題につきましては，お手元にお配りいたしました，

平成 29 年度の市民センター利用団体調査票の中に，駐車利用の台数を

おおむね 10 台以内で乗合せの上，来所の御協力お願い文を付け加えさ

せていただきました。また，事前に駐車台数を把握することで，お部屋

貨しの調整や駐車台数の制限のお願いができるのではないかと考えて

おります。 

 

  委員    今年度の事業の中で，幼稚園の親子体操や小学校で開催していただい

た音楽と星の夕べは，とても好評でした。親子体操は，子どもと一緒に

体を動かすことができ，楽しくできましたと，保護者からお話を頂きま

した。また，音楽会は保護者を始め，皆さんが演歌の曲が流れた時，手

拍子を取りながら楽しんでいたのと，お天気が良く金星が良く見えて，

満ち欠けが良く見えたのが，とても良かったです。とても，良い機会を

与えていただきました。 

 

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２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，誠にありがとうございました。 

 


