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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６月 20日（水）午後３時 00分から午後４時 07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 

櫻井 盛二，金井 香代子，後藤 宣弘，加藤木 忍 

簗瀬 浩幸，三宅 秀一 

  （２）執行機関 

      谷津 宗一郎，菅谷 有理恵  

（３） その他 

    欠席委員：０人  

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

報告事項 

○平成 29年度石川市民センター利用状況について       （公開） 

○平成 30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 30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 30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 18ページのつづ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，ただいまから，平成 30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   まずはじめに，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 30年３月 31日で満了となっておりますので，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。 

 

        「任命書を読み上げる」  手渡す。 

 

       各委員の皆様におかれましては，すでに，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 指名の声」 

 

       はい，それでは会長に  委員，副会長に  委員で，御異議がなけれ

ば，拍手で御承認くださるようお願いいたします。 

 

「拍手にて承認」 

 

それでは，会長に  委員，副会長に  委員を承認いたします。 

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 
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たします。 

 

会長挨拶   御指名いただきまして，身の引き締まる思いです。任期の２年間よろし

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  様から御挨拶をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

副会長挨拶    会長を支えますので，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。  

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ので，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２名を，決めたいと思います。  委員と  委員にお願いしたい

と思います。 

それでは，「平成 29年度市民センター利用状況について」並び「平成 30

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。 

報告事項の平成 29 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，１，９３６件３３，６４１人です。平成 28年度が１，９６８件で

３３，４８４人でございます。昨年と比較いたしまして，３２件の減，１

５７人の増となっております。 

図書の貸出状況につきましては，平成 29 年度が３１人１１６冊となっ

ております。昨年度は利用者数５１人冊数１５１冊と比較いたしまして，

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。 
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続きまして，平成 30 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２，クラブ数２３の計２５の講座を開設し，

昨年度と比較して，教室を１減，クラブも１減いたしました。 

       受講生の数につきましては，５月末現在で４６６名と親子ふれあい英語 

の１４組３４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)  はい，ただいま報告事項の説明が事務局よりございましたが，何か御質 

問等がございましたらお願いいます。 

 

  委員   はい，利用件数が減っていますが，利用人数が増えているのはなぜです 

か。 

 

執行機関   はい，利用件数の減につきましては，昨年の駐車場工事による減と思い 

ます。また，利用人数の増については，行事等の参加者の増です。 

 

議長(会長)    利用者が３３，６００人を超えていますが，ちなみに，水戸市内の，

市民センターの中では，多いほうですか。 

 

執行機関   はい，お手元にお配りいたしました参考資料，水戸市市民センター使用 

状況をご覧ください。平成 29年度の利用者人数ですが石川市民センター 

は，３番目に多いことがおわかりになると思います。 

 

  委員   これを見ると比較的，新しい市民センターで，駐車場が広く整備されて 

いる所が，利用者が多いですね。 

 

議長(会長)  他に何かございますか。 

 

  委員   教室・クラブは，何が減ったのですか。 

 

執行機関   はい，教室については，フラワーアレンジメントで，クラブは，ヨーガ 

です。受講生の減に伴いフラワーアレンジメントはクラブのみとし，ヨー 

ガもＡとＢを 1つにいたしました。 

 

議長(会長)  よろしいですか。他になければ，協議事項の「平成 30年度石川市民セ 

ンター事業計画（案）について」事務局より説明をお願いします。  
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執行機関   はい，協議事項の平成 30 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，２５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す。 

（１） 寿大学については，第１回目を６月 29日に防災教室の開催を予定 

しております。第２回を９月 14日に，第３回を 10月 26日に移動学習で 

す。行先はまだ決まっておりませんが計画中です。第４回を 12月 3日に 

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 13日に第１回，９月７日に第２回，

10月 12日に第３回として移動学習，こちらも，計画中です。11月２日に

第４回，12 月 26 日に第５回を開催する予定で，準備を進めております。 

６ページ（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，③の就学時検診に保護者の子育て講座を小学校体育館にて開催予

定です。日程と講師につきましては，今後，小学校と調整を行い実施しま

す。 

（４）夏休み子ども教室については，今年度は，書道教室が１日，絵画教

室が２日間で開催いたします。受付は７月６日から開始いたします。 

（５）子ども講座は，子ども将棋教室４回の開催を予定しております。 

また，昨年度に引き続きまして，オセロ教室を８月 17 日に実施したい

と思います。このオセロ教室は，石川小学校の３年生から６年生と石川中

学校の生徒を対象とします。小学生には募集チラシを夏休み前に，学校に

依頼する予定です。また，昨年，参加者が少なかったことを踏まえて，町

内会への回覧も行う予定です。中学生は，この回覧での募集となります。

会場につきましては，小学校の図書室をお借りすることになっております。 

（６）男の料理教室を２回計画しています。7ページ（７）手作り講座は，

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（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 31 年３月２日，３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。 

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，今年度は，２１回の予定です。ちなみに，平成 29年度は，２０回開

催いたしまして，延べ保護者２２５名，子ども２６３名の合計４８８人の

参加がありました。ちなみに，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人の参加で，昨年に比

較いたしますと１０６人の減となります。 



 6 

（２）家庭教育強化事業につきまして，昨年度からの事業です。 

８ページ（３）いきいき健康クラブや（４）水戸郷土かるた石川学区大

会（５）の文化事業とし，第５回石川のひなまつり・第 32回石川ふれあい

まつりが，開催される予定です。（６）新規事業といたしまして三世代交流

事業で，第 1回石川スマイルコンサートを石川小学校体育館で開催いたし

ます。この事業は，水戸市社会福祉協議会石川支部との共催で行います。 

以上で，協議事項の平成 30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)    はい，ありがとうございます。 

以上で協議事項の平成 30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。 

 

議長(会長)   無いようであれば，私から，子育て広場で１０６人減ったのは，なぜ

ですか。 

 

執行機関   はい，「子育て広場」の開設が増えていることからの減と思います。 

ちなみに，「子育て広場」は，現在１９ヵ所で開設しています。 

平成 20 年度から始まりまして，平成 28 年度には１４ヵ所が開設しま

した。平成 29 年度は２ヵ所が開設し１６ヵ所です。市の年次計画では，

平成 33年度中には，３４ヶ所の市民センターの開設が予定されています。

このことから，自宅から近くの「子育て広場」への参加が定着すると考え

られます。 

 

  委員   私が担当しているので，人数的に減っているのは，若いお母さんは働い

ている人が多くなってきていて，保育園などに預ける方が増えているのと，

「子育て広場」に参加しているお子さんの年齢が小さいので，その日の朝

の体調や御機嫌によって出てこなかったり，天気が悪いと参加者が少ない

こともありますので，あまり気にしなくても大丈夫だと思います。 

また，話を聞いてみると，転勤族の方がけっこういます。転勤して来た

ばかりなんですとか，転勤するので今日で最後なのですとか，けっこう入

れ替わりがあるので，今のところは，心配していません。今日は，午前中

ママカルチャーがありまして，ママカルチャーに１１組のママが参加で，

子育て広場の方に２組で合計１３組でしたが，この雨の中，とても楽しみ

だったので，がんばって歩いてきましたなどと，話してくれたお母さんも

いたりしたので，少しずつ定着してきたように思います。 

 

  委員   私の職場にも２・３年で転勤する人がいます。そのような人の奥さんは，
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なかなか働けないので，市民センターや公共施設の行事なんかに参加しな

がら，子育てをしようと思うみたいですよ。 

 

  委員   そうでしょうね。 

最近は，子育て広場に参加しているお子さんが，低年齢化しています。 

開設した当初は，３歳位のお子さんが多く，紙芝居や絵本など読んであげ

ていたのですが，最近は，1歳未満の子が多く，今日は，生後６ヵ月のお

子さんがきていたりし，だいぶ雰囲気が変わってきています。 

 

  委員   月曜日から金曜日まで，どこで開設しているか調べて，いろんなところ 

に行っているお母さんもいるみたいですね。 

 

議長(会長）  他に，何かございますか。 

なければ，事務局から案件がありますので，事務局お願いします。 

 

執行機関  はい，お手元の参考資料「市民センターにおける土曜日執務体制の見直 

しについて」御説明いたします。 

 昨年度，皆様に出していただきましたアンケート調査の結果や課題など

の資料としてなっております。１のこれまでの経過から５の今後の予定と

なっております。資料を見ていただいて何かございますか。 

 

  委員   この資料の裏のページの運動会開催時には協力願いたいとか，コミュ

ニティルームの運用を協議したいとか，カギを預けてほしいとあります

が，運動会の協力は当たり前でしょう。 

 

執行機関   はい，その通りです。今まで通り職員が対応することだと思います。 

コミュニティルームの運用の協議については，地区会の中での協議となり 

ます。また，カギを預けてほしいとありますが，石川地区については，地 

区会長と協議の上，地区会長にもお渡ししてあります。 

 

議長(会長）  本庁は，土曜日はどのように対応しているのですか。休みだよね。 

 

執行機関   はい，本庁は，土曜日は閉庁していますので，対応は警備員がしてお 

      ります。 

 

  委員   土曜日，本庁が開いてないから，住民票などの証明書の発行は出来な 

      いですよね。それでは，市民センターの窓口を開けとく意味はないと思 

います。図書の利用件数も少ないようですし。 
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  委員   マイナンバーカードを持っていれば，コンビニで証明書が取れるよう 

      になったこともありますよね。       

 

執行機関   はい，図書の利用については，新しい本が入ってこないので，若い人が 

土曜日に借りに来る件数は少ないです。若い人は，西部図書館や見和図書 

館に行くのではないかと思います。年配の方は，平日来ることができます 

ので，図書の貸出しについて問題は無いと思います。 

 

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     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。 

 

以上をもちまして，平成 30 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。 

 

 

 

 

 

 

 


