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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 

   水戸市大場市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   平成 28年７月 28日（木） 午前 10時 00 分から午前 11時 15 分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市大場市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委  員 小野瀬 茂雄，大森 葉子，會澤 保，柳瀬 優子，川井 融顕，吉川 明宏 

（２）執行委員 鈴木 克明, 辰見 久美 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

  報告事項 

（１）平成 27年度大場市民センター事業報告について（公開） 

  （２）平成 27 年度大場市民センター利用状況報告について（公開） 

 （３）その他 

協議事項 

（１）平成 28年度大場市民センター運営方針及び重点目標（案）について（公開） 

（２）平成 28年度大場市民センター事業計画(案)について（公開） 

（３）平成 28年度定期講座募集状況について（公開） 

 （４）その他 

 

６ 傍聴人の数 

  なし 

 

７ 会議資料の名称 

   平成 28年度（第１回）水戸市大場市民センター運営審議会 

 

８ 発言内容 

 執行機関 ： （委嘱状の交付） 

会議に入るわけですが,運営審議会の会長と副会長を決めさせていただきたい

と思います。委員皆様の互選で選出することになりますがいかがでしょうか。御

意見ございましたらお願いいたします。 

＿＿委員 ： 前年度と同じお二方にお願いしてはいかがでしょうか。 
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執行機関 ： そうなりますと，＿＿会長と＿＿副会長にお願いすることになります。お二方

よろしいでしょうか。 

―――異議なしの声――― 

それではお二方よろしくお願いいたします。 

会議に先立ちまして議事録署名人を指名させていただきます。今回は,＿＿委

員と＿＿委員にお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

―――異議なしの声――― 

それではお願いいたします。 

会議に入ります前に会長から御挨拶を頂きます。 

＿＿会長  :  ―――会長挨拶――― 

執行機関  : ありがとうございました。次に副会長にお願いいたします。 

＿＿副会長 :  ―――副会長挨拶――― 

執行機関  : ありがとうございました。 

それでは，議事に入りたいと思いますが，水戸市市民センター条例第 12 条第

１項により，会長に議長をお願いいたします。 

＿＿会長 ： それでは早速，議題に入りたいと思います。まず報告事項（１）ア,イとあり

ますが，続けて一緒に説明してください。よろしくお願いします。 

執行機関 ： ―――資料に基づき説明――― 

      【平成 27年度大場市民センター事業報告について（１～３ページ）】 

平成 27 年度に実施した，大場市民センター主催（または共催）事業とその参

加者数を，また，水戸市や住みよいまちづくり推進協議会，地区会が主催した関

連事業を，平成 27年４月から平成 28 年３月まで，各月ごと分けて報告した。 

【平成 27年度大場市民センター利用状況報告について（４～７ページ）】 

大場市民センターの利用状況について， 

団体別利用状況として市民センター，社協団体，市，県，その他，これらの合   

計を，各月ごとに分けて報告した。さらに，図書室，保育室の利用状況も各月ご

とに分けて，１年間の合計利用人数と合わせて報告した。なお，昨年度との比較

ができるよう，参考に，平成 26年度の同様の資料を掲載した。 

室別利用状況については，集会室，和室，学習室，調理室，これらの合計を各   

月ごとに分けて報告した。また，昨年度との比較ができるよう，参考に，平成

26年度の同様の資料を掲載した。 

＿＿会長 ： 事業報告と利用状況について御説明がありましたが，質問事項があれば，皆さ

ん方お願いします。 

       ―――質問なし――― 

＿＿会長 ： 質問がなければ（２）協議事項に入りたいと思います。こちらも全て説明して

もらって，最後に質問を受けたいと思います。では，お願いします。 

執行機関 ： ―――資料に基づき説明――― 

【平成 28年度大場市民センター運営方針及び重点目標（案）について 

（８～９ページ）】 

運営方針としまして大場市民センターにつきましては，地域コミュニティの拠
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点，また生涯学習活動の拠点，さらには地域防災活動の拠点という大きな３つの

柱を念頭に進めていきたいということで，重点目標の中に掲げております。 

市民センターの機能充実としては施設的な充実になるんですが，「コミュニテ

ィルーム」，こういったものを早期に設置かつ円滑に利用できるように努めてい

くということでございます。この「コミュニティルーム」につきましては，水戸

市の各市民センターにこういう部屋を設けましょうということで現在進められ

ておりまして，予算の関係で増築は難しいので，現在ある部屋をリフォームする

形で作るということです。具体的な例で申しますと，図書コーナーの間仕切り，

保育室の方を変えるということです。一般論だけお話しさせていただきますと，

市民センターを利用する際は，条例に基づく施設の利用申請が必要になります。

このコミュニティルームにつきましては，利用申請がなくても使用できる部屋に

なっております。また，部屋が設けられることで，皆様方の会合を持つ機会が増

えて，その組織が快活に進んでいくというようなことの発想もありまして，各市

民センターに早期に設置しようということであります。 

―――資料に基づき説明――― 

【平成 28年度大場市民センター事業計画（案）について（10～12 ページ）】 

平成 28 年度の事業計画を，大場市民センター主催（または共催）事業を，ま

た，水戸市や住みよいまちづくり推進協議会，地区会が主催した関連事業を，平

成 28年４月から平成 29年３月まで，各月ごと分けて報告した。 

【平成 28年度定期講座募集状況について（13～14ページ）】 

平成 28 年度に新規教室として開講した「想いを込めてつるし雛」講座，昨年

度からの継続となる３つの教室，11 のクラブを開催していることを，平成 28 年

７月１日現在の生徒数と合わせて報告した。 

【その他（15～18 ページ）】 

参考資料として，平成 28 年７月１日現在の水戸市の常住人口を掲載した。な

お，大場学区は，秋成町，大場町，下入野町，森戸町，元石川町の常磐の杜から

構成されている。 

__＿会長 ： どうもありがとうございました。それでは協議事項についての御質疑をお願い

したいと思います。何でも結構でございますのでよろしくお願いいたします。 

＿＿委員 ： よろしいですか。先ほどお話にあった元石川町に含まれている「常磐の杜」の

世帯はどのくらいになりますか。 

執行機関 ： はい。大体 120世帯ほどになります。 

＿＿会長 ： コミュニティルームはいつ頃できるのか，具体的にはまだ連絡はないのですか。 

執行機関 ： 前所長からの申し送りですと，できれば今年度中にということでしたが，現段

階でまだ連絡がないので，この場ではまだ紹介ができません。 

＿＿会長 ： 増築してくれればいいのですが。 

＿＿委員 ： それは仕方がないですね。 

＿＿委員 ： 今ある部屋は利用申請しているから利用状況がきちんと把握されていますが，

コミュニティルームを自由に使用していいとなると，利用実績はどのようになり

ますか。 
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執行機関 ： 考え方として，使用後の確認票というものがありまして，フリースペースであ

っても出していただくようになれば，統計もとれるかと思います。 

＿＿会長 ： そういう部屋（コミュニティルーム）を作ってくれるというのは非常に良いこ

とですね。学習室の脇にでも作ってもらえればいいのですが。空いているスペー

スに。 

＿＿委員 ： 気軽にお茶も飲め，話もできるようなスペースとしても使用できればいいです

ね。 

＿＿会長 ： そういうことも必要ですね。 

＿＿委員 ： 保育室は今どのように使用していますか。荷物等置いてありますが。 

執行機関 ： 従来，小さいお子さんが使っていたことがありましたが，最近は利用が激減し

ています。 

＿＿委員 ： 保育室がコミュニティルームになった場合，そこにはコピー機等置くようにな 

るんですか。 

執行機関 ： 基本，市の方では残念ながらそこまでの予算は考えておりません。ただ，方法

として，何らかの形で調達したものを置くことは可能です。 

＿＿委員 ： 会議等夜に行うことが多く，事務所が閉まっているとコピーがとれないので，

あれば便利なのですが。 

＿＿会長 ： コンビニにあるような，お金を入れてその場でとれるコピー機があると有り難

い。 

＿＿委員 ： 考えるようですね。 

＿＿委員 ： あと一つ，コミュニティ関係で，町内会の加入率が低下しているという話なん

ですが，さわやか大場をつくる会の総会の時も，＿＿町内会が抜けたいという話

があったのですが，どうなりましたか。 

＿＿委員 ： いいえ。まだ正式にはありません。 

＿＿委員 ： 総会の後，「そういうことは言わないで一緒にやりましょう。」という話はしま

した。 

＿＿委員 ： ＿＿町内会に防犯の旗を配りましたよね。それを自宅の前に立ててしまったり

しています。本当なら入口に立ててほしいのですが。話を聞いてもらえません。 

執行機関 ： 旗というのは，交通安全や振り込め詐欺など防犯に対する注意喚起をするのぼ

り旗で，近く，さわやか大場をつくる会の方で入手して，それを各町内会に配る

予定です。 

＿＿委員 ： 良いものですね。目立っていいと思います。 

＿＿会長 ： なかなか立派な運営方針なので所長も大変だと思いますが，我々も含め皆さん

と協力してやっていきましょう。 

＿＿委員 ： あと防災に関して，今朝も地震がありましたし，起票だけでもよいので，実際

起こった時にどこにどう動けばいいのかやっておいた方がいいですね。 

＿＿委員 ： 避難所としては，小学校の体育館も新しくできましたし，小学校になりますか

ね。 

＿＿委員 ： 小学校もそうですが，大場市民センターもそうですね。ちなみに今までの実績

でいうと市民センターになりますね。 
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＿＿委員 ： そうですね。今までは小学校の体育館も小さかったですし。 

＿＿委員 ： 小学校は，小さい災害の時はいいですが，大きな災害があった時，低い位置に

あるので津波や洪水のときは水がかぶるんですよね。そういう時は避難所として

機能するのかどうか。 

＿＿委員 ： この辺まで水が来るようでは大変ですけどね。 

＿＿会長 ： 水害だとこの辺は道路が冠水したりしてしまうんです。そういう時はどこに逃

げればいいのか。秋成や島の人はここまでたどり着けない。雨がひどい時はまず

逃げることですね。土のう積みをするより，まず逃げること。 

       今度，小学校でさわやか大場をつくる会と一緒に防災訓練を行いますので，是

非皆さんも参加してください。 

       あと，所長の方で連絡事項等ありますか。 

執行機関 ： 水戸市の各市民センターには避難所指定動員を置くことになりました。各地区

に水戸市の職員が避難所指定動員として３名あてがわれまして，この３名が各市

民センターに置かれております防災倉庫の鍵を持っております。震度５弱の大き

な地震を水戸市で感知した場合には，いち早く防災倉庫に向かい，鍵を開けると

いう役目を任されています。機会があった時には顔合わせができればと思ってお

ります。この３名の方がいらっしゃるということを，ここで御案内させていただ

きます。 

＿＿会長 ： はい。以上で説明の方は終わりましたが，特に要望したいことがあればこの機

会ですのでどうぞ。 

＿＿委員 ： はい。広報部会をやっているんですが，先ほど話に出ました「常磐の杜」の人

たちにも参加してもらって一緒にやっているのですが，さわやか大場をつくる会

の広報誌が届かないという話をされました。何か考えなければならないかなと感

じたので，こういう機会があったらお話ししておきますと伝えました。 

＿＿会長 ： 「常磐の杜」の役員さんにも，さわやか大場をつくる会の役員会議に出てきて

もらうというのはどうだろう。 

＿＿委員 ： さわやか大場をつくる会にまだ入っているわけではないから，どういう形にし

たらよいかと。育成会で一緒に作っているのに，自分たちのところには配布され

ないということなので。 

＿＿会長 ： 配布してあげましょう。予算的な問題もありますが，部数を増やせばいいし，

印刷枚数は多くはないかと思いますので。育成会の人から話してもらって，もし

代表の方が分かれば私も一緒に行ってお願いしたり，役員会がある時来てもらっ

て，オブザーバーとして出席していただければ有り難いということでやりましょ

う。市報はどこから配っているのかな。 

執行機関 ： 酒門です。 

＿＿委員 ： 酒門と大場の二つにまたがっているのでなかなか難しいですね。学校を通して

最初は配るというのもいいのですけどね。 

＿＿会長 ： 次の役員会の時にまた検討してみましょう。では，よろしいでございますか。

長時間ありがとうございました。以上で会議の方は終わりにしたいと思います。

所長の方で何かあれば。 



6 

 

執行機関 ： はい。次回３月に第２回運営審議会を開催する予定でおります。その際に平成

29年度の事業計画について全体を見たときに，対象としてる方，例えば小学生，

一般成人の方男性女性，高齢者等，あと実施していた月，これらを一年を通して

バランスを取りながらもう一回見直した上で，御提案したい考えがあります。で

すので，皆さん今回見ていただいた中で，もしお気づきの点がありましたら個別

に市民センターの方にお知らせいただければと思いますので，その点も合わせて

よろしくお願いいたします。 

＿＿会長 ： では，今日はこれで終わりにしたいと思います。どうも御苦労様でございまし

た。 


