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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 30年７月 11日（水）13時 30分から 15時 00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，會澤 保，渡辺 恵美，宮野 康平，猪野 典子 

（２）執行機関 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 29年度大場市民センター事業報告について（公開） 

   （２）平成 29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 30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 30年度大場市民センター事業計画(案)について（公開） 

（３） 平成 30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 30年度（第１回）水戸市大場市民センター運営審議会 

 

８ 発言の内容 

 執行機関 ： ただいまから，平成 30 年度第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。今回，任期の初めの年となりまして，委嘱状が届いておりますの

で，今からお１人ずつお渡ししたいと思います。 

（委嘱状の交付） 
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それでは,早速議題に入りますが,その前に運営審議会委員６名様の中から，会

長と副会長を互選という形で選出させていただきます。従来の慣例ですと，さわ

やか大場をつくる会の会長，副会長様にそれぞれ運営審議会の会長，副会長とい

うことで御就任いただいているのですが，いかがでしょうか。 

委員一同  :  ―――異議なしの声――― 

執行機関  : それでは，  委員さんと  委員さんにお願いしたいと思います。 

また，議事録署名人ですが,順番にお願いしておりまして，今回は  委員さ 

んと  委員さんにお願いします。 

今回の会議につきましては，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。それでは，会長に御挨拶を頂きます。 

＿＿会長  :  ―――会長挨拶――― 

執行機関  : ありがとうございました。 

       副会長の  委員さん，一言お願いいたします。 

＿副会長  :  ―――副会長挨拶――― 

執行機関  : ありがとうございました。 

       議事に入る前に，もう１つ御報告させていただこうと思います。大場市民セン 

      ターの夜間祝日等管理人は    さんにお願いしております。大場市民センタ 

ーにおきましては,職員が不在の時間帯に施設の鍵の開け閉め，また，何か緊急 

時の対応ということで，管理人を置いております。信号を渡った先のお宅になり 

ます。今年度もお願いしておりますので，あわせて御報告させていただきます。 

大場市民センターの避難所指定動員ということですが，皆様方，外を見ていた 

だいて，右手のフェンスの角の所に防災倉庫というものが設置されております。

こちらには，市民センターが避難所になった時の必要品などが置かれていますが，

通常は鍵がかかっております。水戸市において震度５弱の地震があった場合に，

避難所指定動員の方がここに参りまして，防災倉庫の鍵を開けるという役目を持

っております。指定動員３名は，市役所のそれぞれの部署で，市民センターとは

別の仕事をしております。指定動員に関しましては，この大場市民センターに限

らず，各市民センターに３名程置かれておりますのでお知らせしておきます。 

 それでは，早速議題の審議に入りますが，ここからの議長は  会長にお願い

したいと思います。 

＿＿会長  : それでは，議題に入りたいと思います。（１）報告事項，平成 29年度大場市民

センター事業報告，さらには平成 29 年度大場市民センター利用状況報告につい

て一括して説明してください。 

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事業報告について（１から３頁）】 

平成 29 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
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連事業を，平成 29年４月から平成 30年３月まで，各月ごとに分けて報告した。 

【平成 29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，コミュニティルームの利用

状況の１年間の合計利用人数を報告した。なお，昨年度との比較ができるよう，

参考に，平成 28年度の同様の資料を掲載した。 

数値的に昨年度と比べますと，全体的に利用が少し減っている部分がございま

す。各団体の利用者数が数名ずつ少なくなっている傾向がみられることと，吹奏

楽で利用されている団体が多いのですが，そのうちのいくつかのサークルが，別

の施設を利用されたということがありました。新たなサークルとして大場市民セ

ンターを使わせて欲しいという団体もいくつかございまして，お貸ししている現

状もございます。増減については，そのようにとらえていただければと思います。 

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

28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 29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, 皆様方の御意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

  会長 ： 利用者が減ってきたのはここの施設が悪いわけではないのですか。 

執行機関 ： 吹奏楽で利用する団体があるのですが，たまたま昨年度はお使いにならなかっ

たというのが一番の理由になっております。施設が悪いというわけではありませ

ん。 

  会長 ： 皆さん何かありますか。 

＿＿委員 ： 特にございません。 

＿＿会長  : では，報告事項について承認することに異議ございませんか。 

委員一同 ： はい。 

＿＿会長  : では，報告事項については原案通り承認することに決定いたしました。 

       続きまして，その他ですが，何かありますか。 

執行機関 ： ございません。 

  会長 ： では，協議事項に移らせていただきます。 

平成 30 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,平成 30

年度事業計画（案）,平成 30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 30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）】 

平成 29年度と比べて大きな変更は特にありません。平成 29年度になるときに，
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家庭教育事業について力を入れていきましょう，という１つ大きな変更があった

わけですが，平成 30 年度も引き続き継続していくということをお伝えしたいと

思います。経過的な背景を踏まえますと，茨城県の方で家庭教育に関する条例と

いうものができまして，時代背景に基づいて，全市民センターに出されます運営

方針，重点目標，また，予算措置などで，市民センターで家庭教育に力を入れて

下さいというような話が流れてきております。これを踏まえまして，大場市民セ

ンターでもこの点について事業を新たに取り組んでいくということで，そこに重

点を置きたいと思います。 

また，全体的なことをお伝えしておきますと，公民館から市民センターに変わ

ったこともございまして，それまで行っていた生涯学習事業の他に，地域コミュ

ニティ活動につきましても一層の力を入れていくということになりまして，地域

コミュニティ活動の自立支援，これが１つの目標になっております。生涯学習活

動の推進につきましては，従来の公民館時代からの目標となっております。何度

も繰り返しになりますが，家庭教育事業も含まれますので，こちらにも一層力を

入れていくということになります。 

また，近年，自然災害等で大きな被害を受けておる地区もでており，また，数

年前の東日本大震災により茨城県水戸市も被害を受けたわけですが，この辺りを

境にして，市民センターにおける地域防災活動の拠点の位置付け，これについて

も年々予想もされないような災害がおきていることからも，一層の配慮を必要と

していくということで，地域コミュニティ活動と生涯学習事業と地域防災活動，

この３つの柱に寄り添いながらいろいろな事業を進めていくということです。 

―――資料に基づき説明――― 

【平成 30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 30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 30年４月から平成 31年３月まで，各月ごとに報告した。 

【平成 30年度定期講座募集状況について（１３から１４頁）】 

平成 29 年度まで実施していた「和小物作り教室」は，平成 29 年度から平成

30年度への継続希望者が極端に少ないことから，また「クッキングクラブ」は，

募集をしたものの継続希望者が少ない上に，新規受講生がいないことから平成

30 年度は開講できませんでした。教室としての３講座，クラブとしての１０講

座が現在行われているところです。 

以上が平成 30年度の運営方針重点目標，事業計画，定期講座の状況ですので，

御意見等いただければと思います。 

__＿会長 ： はい。協議事項のア，イ，ウまで説明ありました。何かこの中から御質問があ

ればお願いしたいと思います。 

       質問が無いようですので，以上のような運営方針の下に，各定期講座，事業等

を実施していくということで御異議ございませんか。 
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委員一同 ： ―――異議なしの声――― 

__＿会長 ： では，協議事項について原案通り可決決定したいと思いますが，御異議ありま

せんか。 

委員一同 ： はい。 

__＿会長 ： 異議なしと認め，３案とも原案通り可決決定いたしました。よろしくお願いし

ます。 

その他で事務局の方で何かありますか。 

執行機関 ： はい。２点ございまして，１５頁からの参考資料になりますが，水戸市が公表

している常住人口世帯数の資料になります。学区別の常住人口調べということで，

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

されております。１６頁からは，町丁別常住人口調べです。事業計画をする際に

は，我々，こういったものも参考にしながら進めておりますので，御報告させて

いただきます。 

       もう１点は，関係者の方には先にお知らせしているところですが，土曜日執務

見直しに係る，大場市民センター利用者と調整が必要な課題について，というこ

とです。土曜日執務見直しとはどういうことかと申しますと，現在大場市民セン

ターで，土曜日の８時半から１２時半まで職員がおるわけですが，それを職員不

在の状態にした場合に，大場市民センターを実際御利用になっている方々にどう

いった影響があって，どういった調整を必要とするのかということです。各市民

センターによっていろいろな状況がありまして，それぞれの課題があることにつ

いて，運営審議会での意見を各市民センターごとに市の方に集約することで進め

ております。今，お話ししたこと（別紙資料）に基づいて，①見直しは可能，②

見直しは条件付きで可能，③見直しは不可，この３つの中からの選択を，今日し

ていただきたいと思います。これは，この意見が出たから必ずしもそうなるとい

うわけではなくて，調整が図られたうえでの方向付けになりますので，意見をい

ただいて反映させたいと思います。急な話で恐縮ですが，１つの方向をいただけ

ればと思いますので，よろしくお願いいたします。 

       以上です。 

__＿会長 ： 今，事務局から説明がありましたように，土曜閉庁となった場合に，大場市民

センターの運営審議会委員皆さんの意見としては，どれを採用するかということ

ですね。 

執行機関 ： はい。 

＿＿会長 ： 基本的には閉庁は市の命令かなと私は感じておりますので，できれば②の条件

付きで閉庁はやむを得ない，という形で出した方がいいのではないかと思うので

すが，皆さん方の御意見はいかがでしょうか。 

＿＿委員 ： やはり条件付きでしょうね。 

＿＿会長 ： どうでしょう。②の条件付きということで，皆さんの意見を統一したいと思う

のですがいかがですか。 
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＿＿委員 ： そうですね。具体的に，この市民センターが利用出来なくなるということでは

ないのですよね。土曜日の午前中に開催している子ども対象の定期講座，これを

どうするかということですよね。安全性とか。保護者の方々は，子どもを連れて

来たら直ぐに帰ってしまいますしね。 

＿＿委員 ： 例えば，キッズクッキングの時に手を切ってしまった時とか，部屋の鍵の開け

閉めとか。 

＿＿委員 ： 今までは，どのように対応してきていますか。 

執行機関 ： 大きな怪我には至らなかったと。手を切ってしまって，絆創膏を貼るとか，そ

の程度で間に合っていたのですが。 

＿＿委員 ： 救急箱等を用意しておけば大丈夫ですかね。 

執行機関 ： 1つの方法としてはおっしゃる通りです。しかし，それで安全なのかと言われ

ると，心配はどうしても残るので，保護者の方の協力をもっと強く求めるなど話

し合いを重ねて，それでも講座をやっていきましょう，という形になっていただ

けると安心ですけれど，それが難しかったら，中止もやむを得ない。もしくは，

回数を減らして行うということも選択肢の中に入ってくると思います。その辺は，

②の条件付きということでよろしいかと思うのですが。 

＿＿委員 ： 継続出来る事業は大事だと思いますので，見直しは条件付きでなんとか。 

＿＿会長 ： ②の条件付きでいきましょう。 

＿＿委員 ： 具体的には，土曜日の職員の配置が無いということだけですよね。 

執行機関 ： そうですね。部屋を使うことは可能です。 

＿＿会長 ： では，②の条件付きで意見をまとめてよろしいですか。 

委員一同 ： はい。 

＿＿会長 ： では，そういうことで,よろしくお願いしたいと思います。 

執行機関 ： はい。ありがとうございました。 

協議事項は以上になります。 

＿＿会長 ： 今日の会議は，以上で終わりにしたいと思います。長時間本当に御苦労様でし

た。 

執行機関 ： ありがとうございました。 

 


