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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     令和元年６月 13日（木）午後３時 00 分から 

午後４時 01 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      櫻井 盛二，金井 香代子，後藤 宣弘，加藤木 忍，  

豊田 雅之，三宅 秀一 

 (2) 執行機関 青木 浩子，菅谷 有理恵 

 (3) その他  

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

報告事項 

○平成 30年度石川市民センター利用状況について（公開） 

○令和元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 

○令和元年度石川市民センター運営方針及び重点目標（案）について（公開） 

○令和元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（公開した場合に限る。）  ０人 

 

８ 会議資料の名称 

令和元年度第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。 

 

（市民センター職員紹介） 

 

執行機関   それでは，ただ今から，令和元年度第 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。 

市民センター条例第 12条第２項の規定により，この審議会は委員の２

分の１以上の出席がなければ開くことができないものとなっております

が，本日の会議につきましては，定数６名の方全員の出席がありますの

で，会議が成立していることを御報告いたします。 

なお，本日の会議ですが，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して，事前に市のホームページで傍聴人を募ってお

りましたが，傍聴人はおりません。議事録作成のため，録音しておりま

す。よろしくお願いいたします。 

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。 

 

  委員     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。 

 

  委員    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。よろしくお願いいたします。 

それでは，（１）報告事項について，事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関   （資料に基づき，報告事項について，事務局より説明） 

 

  委員   ただ今報告事項の説明が事務局よりございましたが，なにか御質問等が

ございましたらお願いいたします。 

 

  委員   はい，他のセンターの利用状況は減っているのでしょうか。 
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執行機関   他センターの利用件数の増減につきましては，現在，資料は持ち合わせ

ておりません。平成 30 年度の使用状況における当センターの対前年度比

の資料はありますが，御用意しますか。 

 

  委員    資料はいいです。昨年利用が減ったのは，何かが使えなかったという

理由があったような気がしますが，どのような理由でしたでしょうか。

駐車場の改修でしたでしょうか。 

 

執行機関   駐車場ではなく，７月上旬にエアコンが故障したため，冷房が利用でき

ないこともあり，猛暑時期の利用団体が減ったと思われます。 

 

  委員   ３月に利用人数が多いのは，ふれあいまつりの関係でしょうか。 

 

執行機関   昨年度は，ふれあいまつりとひなまつりが３月にあったためです。 

 

  委員   図書利用状況の人数は延べ人数でしょうか。同じ子どもがカウントを増

やしているという可能性もあるのでしょうか。 

 

執行機関   はい，人数は延べ人数です。しばらく図書の入替えがなかったので，あ

る程度読んでしまっている方は，借りていくことが減ったようです。また，

お子さんの利用よりも，センターを利用する高齢の方が利用されています。 

 

  委員   今でも一人でたくさん借りにくる子どもは来ているのでしょうか。毎月

のように借りていかれる方がいましたよね。その子の件数があり，29 年

度は多かったのだと思いますが。 

 

執行機関   平成 29年度の一時期を境に来館されなくなりました。１回に 10冊ほど

借りていかれていました。 

 

  委員   平成 30 年度の市民センターの利用人数ですが，市内で３番目ぐらいを

キープしているのでしょうか。 

 

執行機関   はい。 

 

  委員   社会教育団体の利用が減っているのですね。 

 

  委員   社会教育団体というのは，青少年育成会や社協などの団体でしょうか。 
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執行機関   社協はその他に入るので別ですが，青少年育成会や子ども会などの団体

です。 

 

  委員   会議といっても，最近はＬＩＮＥなどで事足りてしまうことがあるので，

一概に活動が減ってしまっているとも言えないかもしれないですね。 

 

  委員   話は変わりますが，教室の水墨画というのは５名でやっているのですか。 

 

執行機関   はい，５名で開講しております。他の市民センターには水墨画教室があ

りませんので，水墨画をやってみたい方の学べる機会がなくならないよう

存続しています。 

 

  委員   なるほど。この人数でならまだできるので続けているのですね。 

 

  委員   水墨画はふれあいまつりに出ていますか。 

 

執行機関   はい，大会議室で作品の展示をしています。 

 

  委員   基本的なことで恐縮ですが，教室だと講師の先生の謝礼は自主運営では

ないので，５人でもやっていけるのでしょうか。 

 

執行機関   そうですね，水墨画教室の方から報償費が支払えないというお声をいた

だいていないので，開講できています。 

       また，受講生と先生での話合いで報償費について，定額でなく折り合い

をつけているところもあるようです。 

 

  委員   そうなのですね。それでも，５名というのは運営が厳しいでしょうね。 

 

  委員   利用状況ですが，センターとしてはもっと利用してください，といった

ＰＲなどはするのでしょうか。それとも，利用したいという申し出を受け

るだけなのでしょうか。 

 

執行機関   はい，講座などを開催することで利用者が多くなることに繋がるという

ことはありますが，利用団体向けに利用についてのＰＲをすることは特

にはありません。 

 

  委員   自主的に活動したというクラブとしての実績がなくても，クラブとして
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認めてしまうのですか。 

 

執行機関   定期講座としては基本的に，教室５年クラブ活動５年で，その後はサー

クル活動として自主的に部屋を取って活動してもらいます。定期講座の

場合は，優先的に部屋を年間で押さえる形です。 

 

  委員   クラブ５年教室５年というのは，クラブを５年続けたら教室に上がれる

ということでしょうか。 

 

執行機関   いえ，教室からクラブ，サークルへと移行してもらう流れです。      

 

  委員   教室ではある程度初めての人を募集して，定着したら自分たちで自主運

営してもらうという流れということですね。 

 

執行機関   はい，クラブは年間でお部屋を押さえるのですが，お部屋取りや運営が

自分たちで可能となればサークルとして利用団体へと移っていいただく

のが望ましいです。 

 

  委員   ということは，今のクラブはほとんどサークルにならなければいけない

わけですね。５年以上経っていますからね。 

 

執行機関   そうですね。 

 

  委員   実際出ているわけではないので分からないですが，受講生の方も高齢化

しているので，あまり厳しくしてしまうと全くなくなってしまうという

可能性もありますね。 

 

執行機関   先日，好文カレッジの方から話を伺う機会がありましたが，周辺地域で

すと，水戸市民以外の，周辺の他市町村から来ている方たちが多いので，

クラブからサークルへ無理に移行しようとすると，クラブがなくなり，

クラブに参加していた地元の人たちが講座を受ける機会がなくなってし

まうという状況になるそうです。地元の人たちにとって，受講できる機

会の喪失につながるので，なかなかクラブからサークルに移行できない

でいるという話でした。当初は３年３年ということだったそうですが，

難しいので今の５年５年になったようです。 

 

  委員   サークルというのはあるのでしょうか。 
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執行機関   基本的に利用団体で登録する団体はサークルというみなし方です。 

 

  委員   囲碁は 45人の受講者数がいるようですが，活動日に 40 人実際に来て活

動しているのですか。  

 

  委員   来ていますね。駐車場がいっぱいなのを見たことがあります。 

 

執行機関   はい，多くの方が活動しているようです。囲碁クラブは，活動が午前か

ら午後までなので，半日で終わりにする方などいろんな方がいるようです。 

 

  委員   日中活動しているのですね。長時間で驚きです。 

 

  委員   囲碁やカラオケは人気のあるクラブですね。 

 

  委員   カラオケは定員をオーバーしていますね。 

 

  委員   歌謡とカラオケはどう違うのでしょうか。 

 

執行機関   教えてくださる先生や，曜日，時間が異なります。 

 

  委員   同じ人が習っているということはありますか。 

 

執行機関   いえ，それはありません。時間帯や曜日が違いますので。 

 

  委員   やはり，この先生に習いたいという考えがあるのではないでしょうか。 

 

  委員   書道クラブも２つありますね。日曜日と火曜日で先生も違いますし。 

 

執行機関   はい，ここの２つは内容がはっきりと異なります。書道愛好会は，行書

や草書など上級者向けで，書道は，ペン字なども行う比較的初心者向け

の講座です。 

 

  委員   内原に市民センターができましたが，その影響で利用人数が減っている

ということはありますか。 

 

執行機関   鯉淵市民センターができたのが 30 年 10 月，妻里市民センターが 31 年

３月，その後に内原なので，あまり影響があったようには見受けられない

かと思います。石川地区の方にもあまり馴染みのない場所かと思われます
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ので。 

 

  委員   駐車場があるので，山根の方を利用するといった話を伺ったので，駐車

場の広いところに流れるのかと思いまして。 

 

執行機関   駐車場の広さでいいますと，石川市民センターはほどほどの広さがあり

ますが，利用団体が多いので，車の利用は一つの団体で 10台程度とお願

いしております。一つの団体で 30台以上も御利用いただくと，ほかの団

体の方が駐車できませんので。部屋の申込みの時に毎回，一人一台での

車の御利用ではなく，乗り合わせをお願いしております。定期講座の場

合は，車の台数が多いクラブは，利用団体が少ない休日の活動なので影

響は少ないかと思います。 

       平日の火曜日に利用する団体の中で，車の利用がとても多い団体があり，

そのときは，駐車場が不足する状態になってしまいます。 

 

  委員   マージャンの団体でしょうか。 

 

執行機関   先日も部屋の申込みの時に，申込団体に対し，守っていただくよう厳し

く話しました。 

 

  委員   マージャンは悪質ですよね。１回２回多いのではなく，毎回確信犯で駐

車場が埋まっていますね。砂利の駐車場だけでなく，ホールの前，アス

ファルトの方にもとめているようですからね。 

 

  委員   何名で利用しているのでしょうか。 

 

執行機関    おおよそ 45名から 50 名ほどです。 

 

  委員   砂利の駐車場ですら 15 台ほどは入るはずですし，本来の駐車台数は 10

台でお願いしているのですから。それを超えてアスファルトの駐車場にも

停めているのですから，30台近く来ているのではないでしょうか。 

 

執行機関   前回利用した際に数えたところでは，30台を超えていました。 

 

  委員   毎回言っても守れないのですね。今後守れない場合は貸出しができませ

んと，どこかで一回切った方がいいと思います。そうは言っても貸して

くれるだろうとなってしまいますから。 

       たまたま以前利用している時に市民センターに来たのですが，利用して
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いるのが大会議室なのに，ホールから勝手に椅子を持ち出して使ってい

るのをみました。 

 

  委員   だからホールに持っていかないでくださいと貼ってあったのですね。 

 

  委員   部屋の備品も含めて部屋を貸しているのに，いいのでしょうか。たまた

まホールが椅子を使わない団体だったので問題はなかったようですが，使

う団体であれば椅子が足りなくなってしまいますよね。市民センターに了

解を得ているようでもなく，勝手に持ち出していたようでした。 

 

  委員   マージャンもサークルに属するのでしょうか。 

 

執行機関   はい，利用団体ということですね。 

 

  委員   構成員の中には定期講座のクラブに入っている方がいるので，確信犯と

しか言いようがないですよね。 

 

  委員   はい，ありがとうございました。それでは続いて，（２）協議事項につ 

いて事務局より説明をお願いします。  

 

    （資料に基づき，協議事項について，事務局より説明） 

 

  委員   はい，ありがとうございます。 

以上で協議事項の令和元年度石川市民センター運営方針及び重点目標

（案）についてと，令和元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   昨年の会議で子育て広場をやっている場所が増えたので，人数が減った

ということでしたが。 

 

  委員   よく分からないのですが，大体いつも 12，13 組ほどで，多い時は 20

組いくかいかないかという親子が来ています。平均して 15 組くらいです。

他のところから，いつもそんなに多いのですかという話を聞くので，比較

的多い方かと思います。 

また，今回はじめて６月 19 日に浴衣の時期なので，浴衣の着付け体験

を行います。10 人募集なのですが，今のところ５人の申込みです。御結

婚もされて浴衣を着て子どもを連れて出歩くのも億劫な時期になってい

るのかなという気もします。ただ，好奇心旺盛なお母さんは，無料でそう
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いった体験ができるのであれば，ということで５人の申込みがあったよう

な感じです。 

 

  委員   女性だけですか。男の人はいないですか。 

 

  委員   子育て広場に来ている方がほとんどお母さんですので。男の人でも別に

大丈夫ですが。 

 

  委員   ママカルチャ―なので，女性が主に対象となるのでしょうかね。昨年聞

いた話ですと，転勤族の方もいるので浴衣を持ってきていない人もいるか

もしれないですね。 

 

  委員   浴衣は貸出しなので，手ぶらでの参加でオッケーです。ですが，思った

よりも申込みが少なかったという印象です。 

       また，親子でヨガも，ヨガの日をめがけていらっしゃるお母さんがいる

ので，独身時代にやっていたのかマイヨガマットを持ってくる方もいます。

30 分くらいですが，案外リフレッシュできる時間なのかなと思います。

昨年の年度終わり近くから，先生にお願いしてヨガが終わった後に 10 分

ほど輪になって，何でもいいので話すような時間を設けてもらっています。

例えば冬ですと風邪が流行っていてということですとか，リンゴ病が流行

ってうちの子がこんな症状だったので見つけたとか，そういった生の体験

談をちょっと話してもらう時間を設けています。お母さんたちもお互いに

も仲良くなれるし，情報共有の場にもなっているかと思います。 

 

  委員   夏休み子ども教室というのは，毎年募集しているのでしょうけれど，実

際どれくらい申込みがありますか。 

 

執行機関   はい，書道教室は最近減ってきてしまっているのですが，絵画教室はこ

このところは爆発的に多いです。昨年も定員を大きく上回る申込みがあり

ました。 

 

  委員   主に夏休みの宿題ができるからでしょうか。 

 

執行機関   そうですね，その理由は大きいと思います。 

 

  委員   40 名ほどは申込みがあるのでしょうか。 

 

執行機関   そうですね，定員は 30 名ですが，受付開始の時点で 40 名ほどはいらっ
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しゃっています。 

 

  委員   お断りするわけにはいかないですものね。 

 

執行機関   定員は 30 名で募集しているので，30 名以降はキャンセル待ちという事

にはしていますが，ある程度受け入れていただけるように先生に交渉して

います。それでも，昨年はお断りする方が何名かでました。 

 

  委員   逆に書道教室は減っているとのことですが。 

 

執行機関   はい，ここ２，３年減ってきている印象です。 

 

  委員   書道教室は，冬休みの方が人気がでると思います。書初めがあるので。 

 

執行機関   なるほど，検討してみます。 

 

  委員   将棋教室はどうでしょうか。 

 

執行機関   書道教室同様，前よりも減ってきています。 

 

  委員   会場を小学校へと変えたのは，オセロ教室でしたでしょうか。 

 

執行機関   そうですね。第１回は市民センターで開催したのですが，人数が思うよ

うに集まらず，昨年は小学校の図書室をお借りして開催しましたところ少

し増えました。途中先生方が写真を撮りに訪ねてきたので，少しの時間参

加していただき，対局をしたところ，子どもたちも盛り上がり雰囲気がと

てもよく開催できました。本年度も小学校さんに御協力をお願いしており

ます。 

 

  委員   文化交流課というところがオセロの道具を持ってきてくれるのですか。

何名くらいで来るのですか。 

 

執行機関   はい，道具は全てお持ちいただけます。昨年は４名の方が講師として来

てくださいました。 

 

  委員   これは，こうしたら勝てるというところまで教えるのですか。 

 

執行機関   はい，オセロ教室ですので，オセロの成り立ちや歴史，ルール，勝ち方
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までを教えてもらい，実際の対局を３回ほどしてから終わる感じです。 

 

  委員   将棋教室，オセロ教室と言うように，教室とついているということはや

り方を教えないとダメですよね。自分たちだけで好きに対局するというの

はまた少し違いますから。 

 

  委員   男の料理教室のタイトルは誰が考えているのですか。 

 

執行機関   食生活改善推進員の方に案を出していただいています。 

 

  委員   今日回覧が回ってきた中で，女性教養講座の移動学習について第 1回目

の講話に参加した人を優先しますという言葉が入っていましたが，やはり

講話などに参加せず移動学習だけに出てくる人が目立つのでしょうか。 

 

執行機関   はい，女性教養講座だけでなく寿大学も同様なのですが，移動学習だけ

の参加が少々目立っています。他の講座には全く参加していないので，一

連として御参加いただけるようにと条件をつけています。 

 

  委員   どこ辺りに行くのですか。 

 

執行機関   女性教養講座は，今のところ真壁のひなまつりを予定しております。寿

大学は未定です。 

 

  委員   女性教養講座は男性の受講はできないのですね。 

 

執行機関   はい，女性を対象とした講座です。 

 

  委員   文化事業の中に，先日の社協講演会は後援をいただいたので入れてもら

って大丈夫ですよ。 

 

執行機関   御指摘ありがとうございます。第２回の運営審議会報告の資料では入れ

させていただきます。 

 

  委員   では，本年度は 200 人利用人数が増えますね。 

 

執行機関   はい，ただ昨年度は別々に分けていた総会が１回になったので，その兼

ね合いもあるかと思います。利用人数が多ければよいというわけではなく，

中身も大切です。また，地域の方々が運営しやすい形で，１回で済むもの
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は１回でよろしいと思います。その代わり，もう１回増やした講演会がす

ごく盛況だったのかと思います。 

 

  委員   寿大学はあまり人数が集まらないのですよね。これはいつも言っている

のですが，市民センターがどうしても学区の端なので，高齢者が来やすい

足があればいいのになと思っています。ただ，個人が乗せてきて事故にあ

ってしまっても大変ですので，難しいところです。高齢者は増えているけ

れど，受講者は減っているということですね。 

 

執行機関   そうですね。それでも移動学習には参加が多いのが難しいところです。 

 

  委員   あとは，講話などに関しては支援センターなどでも同じようにいろいろ

なことをやってくれているのもあるでしょうね。地区内に支援センターが

あるというのは大きいかと思います。ある意味恵まれた地区ではあります

ね。 

 

  委員   寿大学は申込みが始まっているのですか。 

 

執行機関   はい，今受付が始まったところです。 

 

  委員   寿大学も移動学習には参加回数の制限を付けたのでしょうか。 

 

執行機関   はい，本年度から参加回数の多い方を優先して受付を行います。女性教

養講座よりも少しハードルを高くしています。たくさん講座に通っていた

だいた方を優先するべきではないか，という声もありましたので。申込み

に来ていただいた方は，全ての講座に参加申込みをしてくださいました。 

 

  委員   高齢者クラブは福祉バスを年に何回も利用しているようですので，寿大

学の移動学習以外にも機会が多いようです。一つの高齢者クラブでは参加

人数が足りず，いろんな高齢者クラブに声をかけて，一人で何回も行く方

もいるようです。 

 

  委員   福祉バスを利用しているとのことですが，福祉バスというのは水戸市の

バスではないのですか。 

 

執行機関   はい，水戸市が持っているバスではなく借上げという形です。 

 

  委員   やはり，講座は聞かないで旅行だけ行きたいという人が多いのでしょう。 
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  委員   基本的なことなのですが，参加する方の料金はどうなっているのですか。 

 

執行機関   はい，講座に関しましては，講話のようなものは無料が多く，料理教室

などは材料の購入などがありますので，材料費をいただいています。また，

移動学習に関しても，バスの料金だけでなく移動学習先の施設の入館料や

駐車料金などがかかってきますので，算出して参加費としていただきます。 

 

  委員   バス代がかからないのは大きいですね。バス代が高いので。 

 

執行機関   今年度は石川幼稚園のふれあい学級で，移動学習をいれることができま

した。今も担当と幼稚園の担当とで内容を調整中ですが，行った先で見学

するのに料金がかかるのか，食事代や行事としての保険をかけるかどうか，

そういったところが負担する部分です。 

 

  委員    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，令和元年度第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。 

 

 


