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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６月 23日（金）午後３時 00分から午後４時 04分 

 

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，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：簗瀬 浩幸 

 

５ 課題及び公開・非公開の別 

報告事項 

○平成 28年度石川市民センター利用状況について       （公開） 

○平成 29年度石川市民センター定期講座募集状況について   （公開） 

   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     （公開） 

その他                              （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

     ０人 

８ 会議資料の名称 

   平成 29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なか，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１４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下さい。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 29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   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)   皆様御苦労様です。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 年度市民センター利用状況について並

びに平成 29年度市民センター定期講座募集状況について」，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 28 年度の市民センター利用状況についてですが，利用者数は，１，

９６８件３３，４８４人です。平成 27 年度が２，０９６件３４，０７３

人でございます。昨年と比較いたしまして，１２８件の減，５８９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
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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。区分詳細については，別紙

参考資料にて御参照ください。  

図書の貸出状況につきましては，平成 28 年度が５１人１５１冊と，昨

年度と比較いたしまして，利用者数３４人冊数１２５冊と，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・

会議室・和室・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。３ページにつきましては，利

用状況を累計表に表わしたものです。 

       

続きまして，平成 29年度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４ページを御覧ください。 

今年度の定期講座は，教室数３，クラブ数２４の計２７の講座を開設

し，昨年度と比較して，教室を５減にしてクラブに移行いたしました。 

       受講生の数につきましては，５月末現在で４９３名と親子ふれあい英語

の 16組 37人となっております。 

報告事項につきましては，以上でございます。 

 

議長(会長)   ただ今報告事項の「平成 28年度市民センター利用状況につ 

いて並びに平成 29年度市民センター定期講座募集状況について」，事務

局より説明がございましたが，なにか，御質問等がございましたらお願

いします。 

 

  委員    親子ふれあい英語の幼児とありますが，何歳までですか。 

 

執行機関    未就学児で小学校に入学するまでのお子さんです。 

 

  委員    下は，０歳児からではないですよね。兄弟であれば何人でもいいので

すか。 

 

執行機関    一番小さい子は２歳で，兄弟で参加しています。お兄ちゃんやお姉ち

ゃんと一緒の参加になりますので，講師と相談していただいています。 

       基本は，３歳以上で小学校に入学前までです。また，兄弟であれば何人

でも大丈夫だと思います。細かく定めているわけではありません。 
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  委員    親子ふれあい英語について，子育て広場において募集した甲斐があり

ましたね。 

 

執行機関    おかげさまで盛況でした。希望者が多かったため，講師と相談 

いたしまして，１組増やして 16組の親子となっております。 

 

  委員    たとえば，英会話は，定数 20 名で，募集人数５名とありますが，ど

の様な募集方法なのですか。 

 

執行機関     教室については，初心者が対象のため毎年，定数を募集しています。

英会話はクラブですので，クラブについては，前年度末に継続者の確認

をして，定数に対して足りない人員を募集しています。 

 

議長(会長)   よろしいですか。他になければ，協議事項の「平成 29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    協議事項の平成 29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５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（９）文化事業  

まで実施する予定であります。すでに，本日６月 23 日に寿大学の第１回

目「お薬の飲み方について」を開催いたしました。41名の参加がございま

した。また，（３）家庭教育学級②ふれあい学級６月 20日については実施

済みとなっております。 

（１） 寿大学については，７月 10日に第２回，９月４日に第３回，９月 

19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１４日に第１回，９月１日に第２回，

10 月２日に第３回として移動学習， 11 月 10 日に第４回，12 月 15

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おおぞら学級と②ふれあい学級を行い

ます。 

また，新規事業で，未就園児と親を対象とした親子体操を，講師と

日程調整を行い実施する予定です。 

（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。受付は７月４日から開始いたします。 

（５）子ども講座は，子ども将棋教室は５回を開催予定しております。 

また，新規事業として，オセロ教室を８月 18日に実施いたします。 
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このオセロ教室は，石川小学校の３年生から６年生を対象とし，募集

チラシを夏休み前に，学校に依頼する予定です。 

       （６）新規事業として，男の料理教室を２回計画しています。（７）手

作り講座は，今年もしめ飾りづくり教室を開催します。（８）生活講座

は，味噌作り教室を開催します。（９）の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，（１）の子育て交流支援事業の子育て広場につ 

いては，平成 28年度は，22回開催いたしまして，延べ保護者２７３名，

子ども３２１名の合計５９４人の参加がありました。 

（２）いきいき健康クラブや（３）郷土かるた石川地区大会（４）の文 

化事業とし，第 31 回石川ふれあいまつり・第４回いしかわのひなまつ

りが，開催される予定です。 

以上で，協議事項の平成 29年度石川市民センター事業計画（案）につ

いての説明を終わります。 

 

議長(会長)   以上で協議事項の平成 29年度石川市民センター事業計画（案）につい

ての説明が終わりましたが，何か御質問ございますか。 

 

  委員   移動学習が寿大学と女性教養講座と，両方とも東京方面 

      ですがどのように計画しているのですか。 

 

執行機関    寿大学については，地区高齢者クラブ連合会の会長，女性教養講座に

ついては，女性会の会長と，希望など聞き相談しながら決めています。 

 

  委員    ちなみに，昨年は，どちらの方面に行かれたのですか。 

 

執行機関    寿大学については，埼玉県川越市で，女性教養講座は，水戸市の公設

卸売市場見学などを実施しました。 

 

議長(会長)   協議事項の説明も終わりまして，その他で色々皆様 

の御意見を伺いまして今後の事業の参考としていきたいと思います。 

何かございましたらお願いします。 

 

  委員    今年は，将棋は，人気があるのではないですか。  

 

執行機関    募集をしてみないとわからないのですが，ここ数年，参加人数が減少
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していました。他の市民センターでも実施していましたが子どもたちが集

まらないとの事で，やめたところもあります。以前は，子ども将棋教室を

実施していた，市民センターが集まり将棋大会を開催していましたが，平

成 28 年度は，他の市民センターから子どもたちが集まらないとの事で，

残念ながら，中止になりました。 

 

  委員   今年は，新規事業もだいぶ計画していますが，昨年の事業の中で，人が

集まらなくて苦労した事業はありますか。 

 

執行機関   昨年人集めに苦労したのは，全般的に寿大学の講座でした。 

      地区会長や女性会に協力していただかないと，開催できない状況でした。 

       今日も，午前中にお薬の飲み方について開催しましたが，参加者 41 名

で，７から８割は，女性会でした。高齢者クラブがもう少し積極的に集め

て頂ければ良いのですが，私たちも連合の会長にはお願いはしていますが， 

      なかなか，各クラブ員に声掛けをしていただけないのが残念です。 

       ただ，移動学習については，参加費が安いこともありますから，集まり

ます。 

 

  委員   近年，高齢者クラブは低迷化して，活動自体あまり実施していないよう

に思われますね。 

 

議長(会長）  寿大学に代えて何か，別の行事にしてみてはどうですか。 

 

執行機関   今年度は，連合会の会長と相談いたしまして，一枠減らして，その分新

規事業を増やしました。 

 

議長(会長）  寿大学の移動学習をやめて，他の事業に使う事は出来ないのですか，

たとえば，歩く会など県外に行って開催するなど，考えてみてはどうです

か。 

 

執行機関   他の事業に使用することはできます。例えば，郷土史講座で史跡めぐり

とか，健康講座でハイキングなどができると思います。ただ，市バスのた

め限られた時間となります。時間的には市民センター９時発，16 時着位

での計画になります。 

 

議長(会長）   他に何かございますか。それでは，私から，去年の市民懇談会でお話

いたしました，駐車場整備の件で，今年度，平成 29 年度内に整備するこ

とで，予算が付いたようなのですが，予想していた金額とかけ離れている
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ので，困惑しているところです。執行機関から簡単に説明してください。 

 

執行機関   この駐車場整備の予算要求は，担当課において行い，その結果このよう

な予算付けとなったとのことです。私も金額を聞いて困惑しておりますが，

今後，会長や担当者を交え予算内で，より良い物が出来るよう検討してい

きたいと考えています。 

 

議長(会長)   相談すると，色々注文がつくから早くやってしまおうという位の考え

なのかもしれないが，ある程度，こちらとしては，きちんとした物にした

いので，予算の要求前に何らかの相談が欲しかった。市長にもきちんと話

をしてあることで，市民懇談会での回答をもらっている事ですからね。石

川は，約 33,500人も利用している人がいるわけですし，水戸市内の市民

センターでも，３番目の利用者数ですよ。担当課の方もその辺をよく考え

ていただかなくては困ります。地域の意見をよく聞いて計画してもらわな

くては困ります。所長も駐車場の整理や苦情対策に苦悩しているようです

し。 

 

  委員   工事が始まるとなると，駐車場が使えなくなりますよね。年度末だと

色々大きな行事がありますので，その辺は，避けていただきたいですね。 

 

執行機関    工事時期については，早めに計画し，市民センターとの調整をするよ

うに，担当に話をしてあります。工事中も半分の駐車場は確保したいと思

います。また，窓口に来られた方の専用駐車場も何台か確保したいと思っ

ています。 

 

議長(会長）  今年は，一期工事で十期位続くんだろうかと思うぐらい少ない金額だ

った。 

 

執行機関    先ほどもお話いたしましたが，今後，担当者と会長を交え検討するよ

うにして進めたいと思います。 

 

執行機関    その他でございますが，パンフレットをお配りいたしました，茨城鉄

道の写真展が，７月４日から城里町で開催されますが，地元の石川市民セ

ンターでも開催したいと考えている所です。 

 

  委員   これは，借りられるのですか。全部，全線の展示ですか。また，どのく

らいの期間を予定していますか。 
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執行機関   これから，博物館と相談しながら進めたいと思います。水戸市内の物が

展示できればと考えています。期間としては，土日をはさんで１週間ぐら

い，この小会議室で展示をしたいと思います。 

 

  委員   地元ですので，関心がある人も多くいると思いますよ。 

 

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 29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。 

 


