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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 30年３月８日（木）午後３時 00分から午後４時 28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，簗瀬 浩幸，加藤木 忍 

 

  （２）執行機関 

      谷津 宗一郎， 菅谷 有理恵 

 

（３） その他 

    欠席委員：後藤 宣弘 

 

５ 課題及び公開・非公開の別 

 （１）報告事項 

・平成２９年度 市民センター事業実施状況について        （公開） 

・平成２９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３０年度 市民センター運営方針及び重点目標(案)について   （公開） 

・平成３０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 

 

７ 傍聴人の数  ０人 

     

８ 会議資料の名称 

   平成 29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  様から御挨拶をいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

会長挨拶    皆さん，こんにちは，雨の中，御苦労様です。日頃より市民センター

の運営に協力いただき誠にありがとうございます。また，３月末で２９

年度も終わりますが皆様の協力によりスムーズに事業を進めてまいる

ことが出来ました。この後，事務局から事業実施状況や利用状況の報告，

来年度の事業計画案等の説明がありますので，皆様の御意見等をいただ

きまして，今後の市民センター活動等の参考にし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。 

ここで本日の委員の出席状況を，御報告いたします。 

  委員は所要のため欠席との報告がありました。委員数６名の

うち５名の委員に，ご出席をいただいておりますので，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。 
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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 29年度市民センター事業実施状況につい

て及び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 29 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３，クラブ２４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

で講師並び代表者と検討が必要かと思います。続きまして，２の教養講

座（１）寿大学は４回実施いたしました。昨年度，参加者が少ないため

１回減らしての実施です。（２）の女性教養講座につきましては，講座

内容が好評でした。（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。６月のリフレッシュヨ

ガから１２月に実施したクリスマスキャンドル作り教室など，とても好

評でした。②のふれあい学級は石川幼稚園ＰＴＡと共催で，２回実施し

親子凧作り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日開催いたしました。新規事業とし

てオセロ教室を開催いたしましたが，御覧のとおりの参加人数にとどま

りました。 

ページを返していただき（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４回実施いたしました。（６）の男の料理教室を新

規事業で２回開催いたしました。男の料理教室は，平成 30 年度も実施

していきたいと考えております。（７）の手作り講座は，しめ飾りづく

り教室です。（８）の生活講座は，みそ作り教室を実施いたしました。（９）

の文化事業につきましては，２月の１７日・１８日に定期講座や利用団

体の作品展示・発表及び体験を行いました。参加団体は，展示の部１１

団体・発表の部１５団体・体験の部５団体で，延べ人数２,３９０名の

参加動員がありました。今年度は横断幕やエアー看板などの宣伝効果が

かなりあったと思います。 

続きまして５ページ，３関連事業の（１）子育て交流支援事業は，毎

月，第１・第３の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９６名，親７６名で，延べ人数４７１名の参加があ

りました。（２）家庭教育講座（ママのカルチャー教室）は，子育て広

場に参加のお母さんを対象に２回，１回目はおやつ作り，２回目はおふ

くろの味の料理体験を実施いたしました。（３）いきいき健康クラブか

ら(１１)の歴史講座を開催いたしました。（１１）歴史講座は水戸市内

では初めて，この市民センターにおいて茨城鉄道の写真展を開催いたし

ました。 
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続きまして，７ページを御覧ください。平成 29 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，１，７４５件３０，０３８人です。 

平成 28 年度の２月末現在が１，７８５件３０，６９６人でございま

す。昨年と比較いたしまして，４０件の減，６５８人の減となっており

ます。区分については，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・保健推進委員や食生活改善推進委員などです。 

次の図書利用状況ですが，２月末現在で２７人１０４冊です。平成２

８年度の２月末現在が４９人で１４７冊，昨年と比較いたしまして，２

２人の減，４３冊の減となっております。利用者数・冊数ともに年々減

少しております。 

ページを返していただき，部屋別利用状況は，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。 

以上で報告事項の説明を終わりにいたします。 

 

議長(会長)   はい，ありがとうございました。ただ今，報告事項の平成 29 年度市

民センター事業実施状況及び平成 29 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。 

 

議長(会長)   なければ，最後に一括して，御質問をいただきます。よろしいですか。 

それでは，続きまして協議事項，「平成 30年度の市民センター運営方

針及び重点目標（案）について」並びに「平成 30 年度市民センター事

業計画（案）について」，事務局より説明願います。  

 

執行機関    はい，資料の９ページをお開きください。 

協議事項「平成 30年度の市民センター運営方針及び重点目標（案）に

ついて」，運営方針については，今年度に引き続き，地域コミュニティ

活動と生涯学習活動の推進，地域防災活動の機能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，
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（１）の（ウ）地域コミュニティ活動の活性化については，石川地区会

の行事・事業等のＰＲの推進に市民センターとして努めたいと思ってお

ります。また，（２）地域コミュニティ活動環境の充実で，平成 30年度

内は，内原地区に３か所の市民センター（鯉淵・妻里・内原）の開設が

予定されていますので，開設に伴う協力体制が必要になってくると思い

ます。 

第２生涯学習活動の推進は，家庭教育学級の充実を図っていきたいと

考えております。 

運営方針及び重点目標（案）については以上でございます。 

続きまして，協議事項「平成 30 年度石川市民センター事業計画(案)

について」資料の１２ページをお開きください。また，別紙，定期講座

受講生募集をご覧ください。 

１定期講座の申込期間は，４月１１日から２０日までとします。 

来年度の定期講座は，教室数２，クラブ数２３の計２５の講座を開設い

たします。１教室，１クラブの見直しをいたしました。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，また，ママのカルチャ

ー教室の開催を予定で行います。 

（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）

男の料理教室を２回程度（７）手作り講座は，しめ飾りづくり教室（８）

生活講座は，みそ作り教室を開催できるよう，調整してまいります。 

（９）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３１年２月１６日，

１７日に，第３２回石川ふれあいまつりに合わせて開催いたします。 

次のページの，３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「水戸郷土かるた石川地区大会」，「第３

２回石川ふれあいまつり」，「第５回石川のひなまつり」が，開催される

予定です。 

以上で協議事項の説明を終わりにいたします。 

 

議長(会長)    ただ今，「平成 30年度市民センター運営方針及び重点目標(案)につい

て」と「平成 30 年度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    よろしいですか，平成 30 年度の夏休み子ども教室にオセロ教室が，

載っていないのですが，無くなったと言うことですか。 
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執行機関    はい，無くしたわけではございません。今年度の参加人数の半分が小

学生で，少なかったため地区の役員さんにも参加していただいた状況で

す。そのため，開催するかは検討中です。水戸市では，オセロは，水戸

市発祥の地であることから，普及啓発に努めているところです。 

市民センターとしても，ＰＲや開催日などを検討していきたいと思

っています。小学生には，市民センターの場所が小学校と離れている

関係で，来にくいところもあるのかなと思います。 

 

議長(会長)       最初でしたので，どのくらいの生徒さんが集まってもらえるかわか

りませんでした。もし次回の開催の時は，出来るのであれば，小学校の

教室を借りて開催してはどうですか。小学校も冷暖房が入りましたので，

子ども達も快適に出来ると思いますよ。 

 

  委員    市民センターだと遠くて来るのに大変だけれど，小学校だと，子供達

も通い慣れていることだし，親も，お子さん一人でも安心して，送り出

してくれると思います。 

 

執行機関    はい，学校側とも調整をしながら開催する方向で検討し，進めてまい

りたいと思います。 

 

  委員    よろしいですか。報告事項の中で，図書の利用が年々少なくなってい

ると言うお話がありましたが，７月８月に貸出しが多いのは，子ども達

が夏休みで増えたのですか。 

 

執行機関    ７月の貸し出しが増えたのは，特定の方の利用が一時的に多かったため

です。９月以降はその方の利用がなかったため，図書の利用が減りました。 

 

  委員    子どもが夏休みで，借りに来て増えたかと思いました。 

図書は，入れ替えはしているのですか。新刊は入ってこないのです

か。 

 

執行機関    今は，入れ替えはしていません。中央図書館が耐震工事のため，この

２年間入れ替えはしていませんが，４月からオープンの予定ですので，

まだ，確認はしていませんが，新年度からは，従来通り入れ替えをする

と思います。また，新刊につきましては，作者の権利などの問題等で，

すぐ入るものは，限られてしまうみたいです。なかなか，市民センター

に新刊は入ってこないです。 

 

  委員    石川地区は，近くに西部図書館があるから，市民センターに来なくて
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も西部図書館の方が冊数も多いですしね。 

 

執行機関    西部図書館の他に見和図書館もセンターからでしたら近いですので，

センターに借りに来る人は，少なくなると思います。 

 

議長(会長)       私からよろしいですか，今高齢化がものすごく進んでいますが，５

ページのいきいき健康クラブやシルバーリハビリ体操など，参加者が結

構多いですよね。１回に，だいたい５０名位の人が参加していますね。 

       市民センターに来ることが出来る人は，元気でありがたいですね。 

        我々のコミュニティで，テーマとして健康寿命を延ばそうと言うこと

でいろいろ考えているので，このような体操など回数を増やしてもらえ

るといいと思う。また，この前，ひな祭りをやった時に，体験コーナー

で来てくれた皆さんに，ミニのひな人形作り体験を見て，私も作ってみ

て，手先を使って脳の活性化になり良いなぁと思ったので，皆さんから

アイディアを出してもらいながら，講座をやってみてはどうですか。 

       初日は結構，子ども達も多くひな人形作りをしていましたね。 

 

執行機関    はい，定期講座と言うことではなく，１・２回，回数を決めて実施し

てみたいと思います。 

 

  委員    バスで何処かに行く行事がありますよね。 

 

執行機関    はい，移動学習があります。２ページの寿大学と女性教養講座で，１

回ずつ市のバスで２回実施いたしました。寿大学が巣鴨で，女性教養が

銀座の歌舞伎座です。 

 

議長(会長)       寿大学は，今までは高齢者クラブが関わりを持って実施しているけ

れど，参加者が少ないんだよね。移動学習は，すぐに埋まるみたいだけ

ど。高齢者クラブの連合で多くの高齢者を集めてくれるようになると，

センターの行事もいろいろ出来ると思う。あと，このバスを別の行事で

使うことは出来るのですか。 

 

執行機関    はい，そうですね。なかなか積極的に人を集めていただけないので，

その辺で苦労しているところではあります。バスの利用については，他

の講座で使うこともできます。たとえば，郷土史講座とか防災対策講座

等で利用できます。 

 

  委員    私なんかも，センターから遠いので，歩いてくるとなると大変なので

車の運転ができない人や，８０代の人はなかなか来るのも大変かもしれ
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ないですね。先日，サロン等を作りましょうと言う県社協で集まりがあ

りまして，人を集める為の足の問題で，鹿嶋地区の方は，それだけを，

請合うボランティアで車を出して，送り迎えをする事を，もう１０年も

している話を聞きましたが，やはり，送り迎えの途中で，何かあったり

したら大変なので，ふみ切れないと言う意見も出ていました。 

 

議長(会長)       北部高齢者支援センターも，この市民センターを使っていろいろサ

ロン的なことをやっているけれど，物がもらえるとか，お茶菓子が出る

とかだと，それなりの人数が集まるが，ただの講習会だと，なかなか集

まらない状況のようですよ。 

 

執行機関    それでは，その他で，４月９日から４月１８日までホールの冷暖房の

配管及びドレーン等の交換等の設備工事を行う予定です。その間，ホー

ルの貸出を中止しております。 

 

議長(会長)       その他，何かございますか。 

 

  委員    重点目標の中で内原に，市民センターが出来るようなことが書いてあ

るけれど，新しく出来るのですか。 

 

執行機関    はい，そうです。新しく鯉淵地区と妻里地区に出来る予定です。また，

内原地区は今の内原中央公民館が市民センターになると思います。 

 

  委員    オープンの時期はもう決まっているのですか，決まっているとしたら，

いつごろの予定ですか。 

 

執行機関    はい，今の段階で，私が聞いている範囲では，鯉淵地区が秋ごろで，

妻里地区は，来年の２月ごろの予定だそうです。内原地区については，

来年の４月の予定で，開所を進めているようです。 

 

  委員    これで，全部の小学校区に市民センターが出来るわけですね。 

 

執行機関    はい，そうです。 

 

  委員    あと，よろしいですか。１月に茨城鉄道の写真展を開催してもらい，

２００人を超す人が見に来てくれて，また，１週間以上やってもらって

いたので，私も見に来ることができて良かったです。 

 

議長(会長)       名前を書いていかない人もいたでしょう。 
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執行機関    はい，大半の人は名前を書かないで，見学をしていったようです。初

日に大雪で，この週はかなり寒かったことも影響して，人出が少なかっ

たこともあり，少し残念でしたが，見に来て下さった人達に喜んでいた

だいたので，開催して良かったと感じております。 

 

  委員    おおぞら学級ですが，父兄がなかなか市民センターに幼稚園から歩っ

てくるのが大変なので，回数を４回から３回に減らして検討してほしい

のですが。 

 

執行機関    はい，わかりました。開催回数や内容については，これからＰＴＡの

役員さんと検討したいと思います。また，市民センターに来るのが大変

であるなら，１回位は  幼稚園での開催も可能ですので，そのときは，

よろしくお願いします。 

 

  委員    市民センターの防災倉庫の備蓄で，賞味期限があるものはどのように

管理していますか。 

 

執行機関    はい，賞味期限が切れそうな物は，防災教室や防災訓練時に使用する

ように考えております。使用するときは，担当課である防災・危機管理

課に事前に相談し，指示のもと使用します。また，使用した物について

は，防災・危機管理課において，補充していただきます。今，備蓄の一

覧表をお配りいたします。 

お配りいたしました一覧表は，市民センターに備蓄されているもの 

です。賞味期限等も記載してあります。内容については，市民センター 

と防災・危機管理課において管理しています。 

 

  委員    使用した物については，市の方で補充していただけるのですね。 

 

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    ありがとうございました。 

  会長さんには，長時間にわたり議事進行，誠にありがとうござ

いました。 

また，各委員の皆様にも，御協力をいただきありがとうございまし

た。ここで，１４ページの市民センター条例第１１条の２並び水戸市

附属機関の設置及び運営に関する指針の在任期間３期以内または６年

以内となっていますので  会長が，３月３１日をもちまして運営審
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議委員６年の任期満了となります，長い間，ありがとうございました。

会長より一言いただきたいと思います。 

 

議長(会長）   震災の後の平成２４年の４月から６年です。私の後任も決めてあり

ますのでよろしくお願いします。いろんな方に市民センターの内容など

を知ってもらいたいです。 

 

執行機関    ありがとうございました。 

以上をもちまして，平成 29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。 

         本日はお忙しいところ，ありがとうございました。 

 


