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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 

   水戸市双葉台市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   平成２７年６月２４日（水）午後３時００分から午後４時４５分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市双葉台市民センター 大会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員 

    吉野 孝，伏見 キイ子，栗田 定道，宮田 和貴，嶌 裕子 

（２）執行機関 

    谷津 宗一郎，大内 ゆき枝  

 

（３）その他 

  欠席委員：沼田 祐一郎 

 

５ 課題及び公開・非公開の別 

（１）平成２６年度市民センター事業実施状況について      （公開） 

（２）平成２６年度市民センター利用状況について        （公開） 

（３）双葉台市民センター運営方針及び重点目標について     （公開） 

（４）平成２７年度双葉台市民センター事業計画（案）について  （公開） 

（５）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２７年度第１回水戸市双葉台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 21 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   ただ今から，平成 27 年度第１回水戸市双葉台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   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，御出席をいただいております。 

会議の定数の過半数に達しておりますので，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。 

       よろしくお願いします。 

それでは，報告事項 ①「平成 26 年度市民センター事業実施状況  

について」及び②「平成 26 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。平成

26 年度市民センター事業実施状況については，すでに，前回３月 17 日の
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平成 26 年度第２回市民センター運営審議会で報告済みでありますので，

変更のみ報告させていただきます。 

５ページの（４）の子育て広場につきましては，前回は，２月末で報告

いたしましたが，これを３月末の報告とさせていただきました。登録者，

子ども 109 名，親 94 名で，参加人数が子ども 732 名，親 639 名で 1,371

名が参加人数となります。 

続きまして,６ページの市民センター利用状況につきまして，団体別利

用状況，前回２月末までの報告でしたので，今回３月分を含めまして，利

用人数 37,546 名に対しまして，前年度 37,595 名で 49 名の減となってお

ります。利用件数は 2,168 件で前年度 2,138 件に対しまして 30 件の増と

なっております。また，下の段の図書利用状況につきましても，３月分を

入れまして，利用人数合計 323 名で，前年度 375 名に対しまして 52 名の

減，利用冊数合計 754冊に対し，前年度 843冊で 89冊の減ということで，

年々，図書の利用者が減ってきております。 

続きまして，次ページの部屋別利用状況にきましても，３月分を加えま

して報告いたします。ホール 819 件に対しまして，前年度 801 件で 18 件

の増，人員は 17,315 名に対しまして，前年度 19,944 名で 2,629 名の減，

会議室は 907件に対しまして，前年度 875 件で 32件の増，人員は 13,258

名に対しまして，前年度 11,456 名で 1,802 名の増，和室 394 件に対しま

して，前年度 419 件で 24 件の減，人員は 6,000 名に対しまして，前年度

5,223 名で 777 名の増，調理室 47件に対しまして，前年度 43件で７件の

減，人員は 650 名に対しまして，前年度 597 名で 53 名の増，図書室の利

用につきましては，本年度 323 名，前年度 375 名で 52 名の減となってお

ります。 

 

議長(会長)  ただ今，報告事項①及び②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  はい，団体別利用状況の区分の市民センターとありますが，どのような

団体が使用しているのですか。 

 

執行機関   はい，主に教室・定期講座，ふれあい学級など市民センターが主催する

事業です。または，文化展なども含まれます。 

  

議長(会長)   よろしいですか。他に何かございますか。 

なければ，続きまして，協議事項 ①「双葉台市民センター運営方針

及び重点目標について」及び②「平成 27 年度双葉台市民センター事業

計画（案）について」，事務局より説明願います。 
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執行機関   はい，それでは，平成 27 年度双葉台市民センター運営方針及び重点目

標につきまして，運営方針の部分を朗読させていただきます。近年，人口

減少社会や超高齢社会の到来をはじめ，都市化の進展，価値観の多様化，

生活圏の拡大など，市民を取り巻く状況は大きく変化している。 

       こうした状況にあっても，市民が安心して暮らし，幸せを感じられるま

ちを形成していくためには，今後ますます地域コミュニティ活動と生涯学

習活動の推進が必要となる。 

 市民センターにおいては，地域コミュニティ活動の拠点として，その継

続や発展に向けた支援に努めるとともに，生涯学習活動の拠点として，そ

の充実や成果を生かす環境づくりに努め，さらには東日本大震災での経験

を踏まえ，地域防災活動の拠点としての機能充実を図っていくものとする。 

続きまして，重点目標でありますが，今年度は，第１の地域コミュニテ

ィ活動の支援で，前年度作成いたしましたプランに基づく自主的な活動を

推進し，地域力の発展に努めていきます。第２の生涯学習活動の推進では，

学校，家庭，地域が目標を共有し，それぞれが連携して地域社会全体の教

育力の向上に努める。市民センターにおいては，それぞれをつなぎ結ぶ地

域拠点としての機能を十分発揮する。 

地域（住民の会）と学校の連携を深め，共催できる事業を考えて今年度

８月 22 日に予定をしています防災教室について，小学校との共催にて，

防災と交通安全教室を実施してまいりたいと考えております。よろしくお

願いいたします。 

続きまして，平成 27 年度双葉台市民センター事業計画（案）について

御説明申し上げます。11ページをお開きください。１の定期講座につきま

しては，４月 10 日から４月 17 日にかけまして，募集をいたしました。応

募内容につきましては，14 ページを御参照ください。続きまして，２の教

養講座につきましては（１）から（10）の内容で実施してまいります。 

また，３の関連事業につきましても下記の記載のとおり実施してまいり

ます。以上で説明を終わります。  

 

議長(会長)  ただ今，協議事項 ①及び②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  はい，毎年実施している，高齢者学級の移動学習と郷土史講座は，市の

バスを利用していますが，レディースセミナーの移動学習にも市のバスを

利用できないのですか。 

 

執行機関   はい，市のバスにつきましては，年度内２回の予約ができます。 

         委員のお話のとおり，高齢者学級の移動学習と郷土史講座で，数年

続けて実施しておりますので，来年は検討してまいりたいと思います。 
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   委員  せめて，２年に一度ぐらいレディースセミナーで使用できるよう検討し

ていただきたい。 

 

   委員  今，レディースセミナーのお話が出ましたので，お聞きしたいのですが，      

女性会と市民センターの共催の形で実施していますが，各講座の募集人数

が少なくないですか。女性会の会員だけなのですか。例えば，笑いヨガな

んかホールで 50 名の募集ですよね。100 名ぐらいはできるんじゃないで

すか。円にでもなってやるんですか。 

 

   委員  募集について，一般の募集で行っています。 

 

執行機関   募集人数につきましては，講師の先生と打合せをいたしまして，募集人

数を決めさせていただいております。 

 

   委員  今回は，体を動かすことがあるみたいで，この人数となっております。 

 

議長(会長)  その他でございますが，何かございますか。 

 

   委員  ３の関連事業で，ステップアップふたばですが，自主運営クラブなので

記載する必要はないと思いますが。 

 

執行機関   ステップアップふたばにつきましては，保健センターからの依頼もあり，

今までも記載してありましたが，御指摘のとおり自主運営クラブなので，

来年度からは削除したいと思います。 

 

   委員  ステップアップふたばですが，市民センターの利用回数が今まで非常に

多いので，以前に保健センターに，双葉台は利用団体も多いのでステップ

アップだけ多く使っては困るとお話をいたしましたが，そのままになって

いるようですが。週に何回か使っていると思いますが。 

 

執行機関   はい，今年度，保健センターから申請があった時点で，利用の回数を確

認いたしまして，保健センターの依頼以外にも利用していることが分かり

ましたので，保健センターからの依頼以外の利用はお断りいたしました。 

また，保健センターにも，ステップアップふたばは自主運営クラブなの

で，保健センターからの年間利用依頼について指摘いたしました。 

 

   委員  自主運営クラブで，部屋が自由に取れたのでは，他のクラブに示しがつ

かないですよね。 
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   委員  ふたばウオーキングの活動人員が，前年度は 70 名でしたが，今年は減

っているようですが，何かわけがあるんですか。 

 

執行機関   69 名の記載ミスでございます。30 名は実活動の人数でございます。 

 

   委員  この教室・クラブについて，毎年同じ人が何年もやっているのではない

ですか。教室は，毎年新人を募集しているはずですよね。毎年同じ人が習

っているものだから，新人が入ってきても，付いていけなくて辞めてしま

う人が多いみたいですよ。この教室・クラブについて，何か良い案はない

ですか。 

 

執行機関   教室について，年々応募者が減ってきていますし，御指摘のとおり毎年

同じ人が応募してきています。今後の課題として地域に合った教室を取り

入れていかなくてはならないと感じています。クラブにつきましても，自

主運営サークルへの移行をお願いしている団体もありますが，なかなか良

い回答は頂けません。 

 

   委員  教室は，３年でクラブに，クラブについては，５年で自主サークルにす

るとことになっているはずですが，なかなかそれができていないようです

ね。 

 

   委員  他の市民センターでもこのような問題は起きているはずなので，一市民

センターだけでは問題の解決できないと思いますので，全市民センターで

統一していかなければならない問題だと思います。 

 

   委員  生涯学習課（みと好文カレッジ）にも，この問題提示をして良い方向に

解決できるようにしてください。 

 

執行機関   はい，今後，生涯学習課（みと好文カレッジ）とも協議してまいりたい

と思います。 

 

議長（会長） 他に何かございますか。 

 

   委員  健康麻雀ですが，駐車場を占領して他の団体の利用者が駐車できない状

況ですので，何とかなりませんか。私たち年寄りは，駐車するのも大変な

のに，健康麻雀がある日は止める所がないので，非常に皆さん困っていま

す。 

執行機関   はい，年度初めの利用団体受付時に，駐車利用について，一団体概ね

10台以内で，でき得る限り乗合せの協力依頼をお願いいたしております。
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健康麻雀については，利用時間等を含めて数回注意をいたしております。

ただ，今後も利用状況が改善されなければ，来年度からの利用をお断りす

るつもりでおります。 

 

   委員  マナーの悪い利用団体について，他の利用者に迷惑が掛かるので利用さ

せない方が良いと思います。 

      この運営審議会で決定したと言っても良いと思います。 

 

執行機関   はい。まず，代表者に一度よく話をし，今後の利用状況を見ていきたい

と思います。 

 

議長（会長） ３月の運営審議会で話をしたコミュニティールームの件は，どのように

なっていますか。 

 

執行機関   はい，担当課の市民生活課に確認したところ，2023 年度までには，全

ての市民センターに設置する計画との報告を頂いております。これについ

ては，第６次総合計画にも載っております。約５年以内ということになり

ますので，当市民センター（双葉台地区）については，運営審議会等（住

民の会・社協支部・女性会）において早い段階での設置要望があったこと

を伝えてあります。 

 

議長（会長） 今年度か来年度には設置してほしいので，再度，要望して頂きたい。 

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。 

 


