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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 29年７月 28日（金）10時 00分から 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，蔀 ｼﾞｮｱﾝﾅ，川井 融顕，志賀 正章 

（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 28年度大場市民センター事業報告について（公開） 

   （２）平成 28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 29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 29年度大場市民センター事業計画(案)について（公開） 

（３） 平成 29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 29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 ： 只今から,平成 29年度の第１回大場市民センター運営審議会を開催させていた

だきます。新年度になりまして委員さんお二方役員等の交代,人事異動等でお代

りになっておりますので,新たな委員さんを御紹介いたします。  委員さんと  

委員さんです。 
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大場市民センターの方から委嘱状をお渡ししたいと思います。 

（補充委嘱委員へ委嘱状の交付） 

それでは,早速議題に入るところでございますが,その前に  会長から御挨

拶をいただきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。 

＿＿会長  :  ―――会長挨拶――― 

執行機関  : ありがとうございました。 

       議事録署名人ですが,今回は  委員さんと  委員さんにお願いしたいと思

いますので,どうぞよろしくお願いいたします。 

       それでは,議題に入りますが水戸市市民センター条例第 12条の規定により   

      会長に議題進行をお願いしたいと思いますので,どうぞよろしくお願いいたしま 

      す。 

＿＿会長 ： それでは早速, 議題に入りたいと思います。まず最初に報告事項（１）ア平成

28年度市民センター事業報告,イ市民センター利用状況報告について一括説明お

願いしたいと思います。事務局の方でよろしくお願いします。 

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事業報告について（１から３頁）】 

平成 28 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 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年度大場市民センター利用状況報告について（４から７頁）】 

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 27年度の同様の資料を掲載した。 

図書室と保育室の利用につきまして件数が少ないことの理由ということで,前

回平成 28 年度の２回目の運営審議会の際にも御質問いただいたのですけれども,

中央図書館が今補強工事をしてまして,蔵書の移動が困難な状況,年一回市民セ

ンターと中央図書館の蔵書の入替を行っているんですけれども,昨年度はそうい

った工事の関係で蔵書の移動が難しくて,本の種類が変わりなかったということ

が影響しているのではないかということです。 

保育室の利用につきましては,保育室として設けている部屋がコミュニティル

ームという部屋に模様替えされまして,新年度から新しい部屋に変わっています。

昨年度は保育室という形であったわけなのですけれども,それにもかかわらず需

要がないということでこの分はどうしているかと申しますと,現状としては和室

の方を利用していただいていたというようなことです。利用者の方も和室の方が

使いやすかった様子もありまして,そちらの方に入っていただいていたというこ

とで利用が無い,数字が上がっていないということです。 
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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

27年度の同様の資料を掲載した。 

以上簡単ではございますが平成 28 年度の事業報告,利用状況について説明さ

せていただきました。御協議のほどよろしくお願いいたします。 

＿＿会長 ： はい,ありがとうございました。事業報告と利用状況について説明がありまし

たが, 皆さん何か質問事項があればお願いします。 

  会長 ： コミュニティルームの利用者はありますか。 

執行機関 ： 現段階ではまだ正式な統計はとっておりませんが,具体的には定期講座が始ま

った時の保護者説明会に何回か使わせていただいたり,部屋が埋まっているとき

にはそちらの方を御案内するかたちで,絶対数としての利用はこれから増やして

いきたいと思っております。 

  会長 ： ＰＲした方がいいですね。 

＿＿委員 ： 備品的にはコミュニティルームに今後揃えていく計画はあるのですか。 

執行機関 ： スタートの段階で机,椅子程度は揃えさせていただいたのですけれども,その後

はこれから考えていく形です。正直何か備品を購入しようと思う時に,予算が発

生しましてなかなかすぐに置けるという状況にはないものですから,希望を聞き

ながら考えていくような形です。できれば,地域団体の方の御協力を頂いて揃え

ていくことをお願いしたいということが正直あります。 

＿＿委員 ： 例えば，コピーなんかはいくらか出してとっていただけたりしますよね。 

執行機関 ： コミュニティルームには印刷機,事務所にはもっと手軽にとれるコピー機があ

るのですが,もう少し使い方を見極めて皆さん方が使いやすい環境を整えていく

形にしたいとは思います。例えば,ある市民センターの例で言えば年間 500 円な

いし 1000円を頂いて紙代は持ち込み,インク・マスター代をその経費に充てさせ

ていただいて,印刷機をある程度自由に使うということをしているところがあり

ます。コピー機を使う方については,ある市民センターでは全額地区会が負担し

ている。そういう形であってもそのコピー機の置かれる場所は事務室,印刷機を

置く場合は必ずしも事務室ということではないのですけれども,そういうことを

考えると,現実的に使える機械は皆さん方が多少使いづらい印刷機の方を割高な

形でお使いいただくという方向かと。これらについてはもう少し研究させていた

だいて考えていきたいと思います。現状では印刷機をコミュニティルームに置い

てあります。ただ,電源コードだけ事務所の方で今預かっている形で,使いたい時

はそれをお貸しする形です。 

＿＿会長 ： あとは,何かありますか。なければこの報告事項について皆さん異議ございま

せんか。 

委員一同 ： はい。 

＿＿会長 ： はい。では,これについては御承認いただいたものといたします。 

次に,（２）協議事項に入りたいと思います。平成 29年度大場市民センター運営
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方針及び重点目標（案）について,平成 29年度事業計画（案）,平成 29年度定期

講座募集状況について一括説明願います。 

執行機関 ： ―――資料に基づき説明――― 

【平成 29 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から

９頁）】 

市民センター事業は大きく分けて二つの事業がございまして,地域コミュニテ

ィの活動の自立支援が第一番目,第二番目として生涯学習活動の推進,この大き

な二つに分かれます。また,近年家庭教育事業に力を入れるように我々の指導を

している部署が市の生涯学習課なのですけれども,そちらの方から家庭教育の事

業に力を入れて下さいということでのお話しがきております。これらの状況と昨

年度までの流れを踏まえての運営方針と重点目標になっております。 

全体的な話に戻しますと,大場地区にはコミュニティアクションプランという

計画がございまして,市内各地域毎に地域を将来的にどのようにしていこうかと

いうような計画書,アクションプランを設けました。これができてから数年が経

ちまして,今年度はこの計画の見直しの年ということで,市の方でも研修会を後

期に予定しているようです。これらのことを念頭に置きながら，地域活動の支援

をしていくということを市民センターの方針,目標にしたいと思っております。

市民センターにおいて実施した講座,事業など自己評価を行うとともに，市民セ

ンター運営審議会による検証を行っていただいて,今後事業がよりよくなるよう

に努めて参りたいというようなことを盛り込んでおります。 

―――資料に基づき説明――― 

【平成 29年度大場市民センター事業計画（案）について（１０から１２頁）】 

平成 29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 29年４月から平成 30年３月まで，各月ごと分けて報告した。 

【平成 29年度定期講座募集状況について（１３から１４頁）】 

４つの教室，１１のクラブを開催していることを，平成 29 年７月１日現在の

生徒数と合わせて報告した。 

教室について簡単に御説明させていただきますと,初心者を中心としたものが

教室,数年,３～５年で，ある程度参加者がレベルアップしますと，クラブという

形で移行していきます。教室につきましては初心者が主体,クラブについては中

級者から上級者主体ということで思っていただければ分かり易いかなと思いま

す。 

【その他（１５から１８頁）】 

参考資料として，平成 29 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。それではただ今，御説明ありました各種事業
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等について皆さん方の御意見,御質疑をお願いしたいと思います。 

＿＿委員 ： よろしいですか。今年度の重点目標の中で「家庭教育学級の開催」ということ

で御説明を受けました。大場小学校との連携を含めて県の事業の推進を図ろうと

思いますので,今後大場小学校としましても保護者が居るわけですので,家庭教

育の推進につきましては，できるだけ連携をとらせていただきたいと思います。 

執行機関 ： はい。ありがとうございます。 

＿＿会長 ： 全くその通りでね,一番大事なことだと思いますから,市民センターと学校,家

庭が連携して皆さんと推進していきたいと思いますので，よろしく御協力のほど

お願い申し上げます。 

       あと来年の２月にですが,所長から話がありました「人権教育講演会」が，新

規の市民センターの事業として大場地区に割り当てられていますので,皆さん御

参加のＰＲを一生懸命お願いしたいと思います。２月 17日（土）ですので,ＰＴ

Ａさん等に声をかけて出席してもらうようにいたしましょう。 

＿＿会長 ： 後でも結構ですので何か皆さん気づいた点がございましたら遠慮なく大場市民

センターの方へ御連絡なり,御助言いただければありがたいなという気がするも

のですから,これからもよろしくお願いしたいと思います。 

       以上の３点については決定してよろしいでございますか。 

委員一同 ： はい。 

＿＿会長 ： どうもありがとうございました。 

以上で協議事項は終わりにしたいと思いますが,全体的にその他の件で皆様方

で何かございましたらばよろしくお願いしたいと思います。 

＿＿委員 ： 今度,防災マップの新しい物が配布されましたよね。 

執行機関 ： はい。水害想定のもの。 

＿＿委員 ： ここの市民センターも洪水浸水想定区域に入ってなかった。 

執行機関 ： はい。入ってます。 

＿＿委員 ： 入ってるよね。そうするとまたそういうことも考えないといけませんね。 

＿＿会長 ： 今,新ごみ処理施設が下入野町に建設中です。３年後の平成 32年に稼働開始に

向かって進めているのですが,還元施設としての地元といたしまして,防災セン

ターみたいな避難施設を含めたものを要望してありまして,ほぼ決定したもので

すから,そういう高台利点から。今大場市民センターは大雨が降ると水になっち

ゃうのですよ。なかなか学校にも来られなくなっちゃうかと思いますので,向こ

うなら高台ですからいいのかなという気がするのですけど。  委員さんが言っ

た通り，皆さんと協議しながらその辺の対応を考えていきたいと思います。 

小学校の夏祭りは今年もやるのですか。 

＿＿委員 ： はい。８月 26日（土）です。ＰＴＡを中心に行います。 

＿＿会長 ： なければ終わりにしてよろしいでございますか。 

所長の方で何か付け加えることがあれば。 

執行機関 ： 特にございません。 
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＿＿会長 ： 高齢者クラブの会長さんお変わりありませんか。 

＿＿委員 ： はい。変わりありません。 

実は大場地区は高齢福祉バスを今まで３台借りることができたのですが,昨年

から２台しか借りられなくなってしまったので,移動学習等の行事が少なくなっ

てしまいますね。 

＿＿会長 ： では,以上で終わりにしたいと思いますがよろしゅうございますか。   

委員一同 ： はい。 

＿＿会長 ： 今日はどうも御苦労様でございました。ありがとうございました。今後ともよ

ろしくお願いします。 

 


