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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 31年２月 13日（水）13時 30分から 14時 30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，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 30年度大場市民センター事業報告について（公開） 

   （２）平成 30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（公開） 

協議事項 

（１）平成 31年度大場市民センター定期講座教室・クラブについて（公開） 

  （２）その他（公開） 

 

６ 傍聴人の数 

  なし 

 

７ 会議資料の名称 

   平成 30年度（第２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 ： 皆様，本日は寒い中,お集まりいただきまして大変ありがとうございます。た

だいまから,平成 30 年度第２回大場市民センター運営審議会を開催いたします。

まずはじめに＿＿会長より御挨拶を頂戴します。 

＿＿会長  :  ―――会長挨拶――― 

執行機関  : ありがとうございました。なお,会議にあたりまして議事録署名人を選出しま

す。今回は  副会長と  委員にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 
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委員一同 ： はい。お願いします。 

執行機関  : よろしいですか。では,お二方よろしくお願いいたします。 

早速, 議題の審議に入りますが,市民センター条例第 12 条の規定により会長

に議題の進行をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

＿＿会長 ： はい。それでは, 議題に入りたいと思います。（１）報告事項について,ア平成

30 年度大場市民センター事業報告について,イ平成 30 年度大場市民センター利

用状況報告について，事務局より説明お願いしたいと思います。 

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事業報告について（１から３頁）】 

平成 30 年度，前回の会議以降に実施した，大場市民センター主催，または共

催事業とその参加者数，及び関連事業を平成 30 年８月から，本会議の月にあた

る平成 31年２月まで，各月ごとに分けて報告した。 

【平成 30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１月まで報告し

た。さらに，図書，コミュニティルームの利用状況も各月ごとに分けて，１月ま

での合計利用人数と併せて報告した。なお，昨年度との比較ができるよう，参考

に，平成 29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１月まで

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 29年度の同様の資料を掲載した。 

＿＿会長 ： はい。以上で平成 30 年度の事業報告並びに利用状況についての説明が終わり

ましたので, 皆様何か気が付いた点等ありましたら，御意見いただきたいと思い

ます。 

＿＿会長 ： 特にございませんか。無ければ，報告事項は以上で終わりにしたいと思います。 

続いて，協議事項に移らせていただきます。平成 31 年度大場市民センター定期

講座教室・クラブについて説明お願いします。 

執行機関  : ―――資料に基づき説明――― 

      【平成 31年度定期講座教室・クラブ（案）について（８頁）】 

現段階で，本日の運営審議会の後になってしまいますが，今週の金曜日まで，

各講座の代表の方に，従来と同じ曜日，時間，講師等で進めてよろしいかどうか

照会をしているところで，現時点で変更してほしいという講座がございます。そ

こは，黒く塗りつぶしてあります。具体的に申しますと，教室のキッズ English

ですが，第１，第３金曜日に開催，この他に第２金曜日も予定されておりました

が，第２を無しにして月２回，更に，開催時間を１０分遅らせてほしいという希

望が出ております。この理由としては，参加する児童数が少なくなっていること

で，その講座の運営に係る収入支出の関係で，開催日の調整，時間の方は，対象

が小学生ということで，長時間よりも少し短めにして，集中してやってはどうか，
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というような先生からのアドバイスも頂きまして，このように変更しております。

その他につきましては，現在と同じになっております。 

本日，この資料作成後に連絡があった講座がいくつかありまして，その状況な

どもお伝えしておきますと，クラブの絵手紙ですが，現段階で参加人数が４，５

人の生徒さんで，月１回実施しておりますが，現行続けていらっしゃる方全員が，

それぞれ自分で活動するということで，来年度は更新継続しないので解散しては

どうかと，メンバーからのお話が出ております。そうなりますと，新規の方を呼

び込んで開催するかということになるわけです。これと似たケースが，キッズク

ッキングクラブです。こちらの方は，人数が比較的そろっておりまして１４名の

小学生が参加しておりますが，各御家庭で話し合って頂きました。その結果，来

年度，更新継続する方は残念ながら無かったという状況です。そうなりますと，

こちらの方も，新しい方を募集して開催するのか，ということが考えられるわけ

です。新しい方を呼び込む前に，今一度定期講座の教室・クラブというものを確

認しておきますと，教室というものは初心者だけで構成されるもの，クラブにつ

いては，ある程度経験をされた方に初心者を交えて，経験された方が指導する立

場になりながら運営するものになります。クラブの中に経験者がいなくなってし

まうと，クラブ運営としてはなかなか厳しいものがありまして，教室として改め

て実施するかどうかということが問われるところです。 

例えば，一つの目安として１０名程度の受講生が加入されて教室・クラブ運営

の経費予算的なものが成立するということになりますので，このキッズクッキン

グと絵手紙について教室に戻して４月に募集をかけたとしても，新規で１０名の

方が加入されないと，開講の５月には実施出来ないということでございます。若

干名でも半数位継続される方がいれば，新規の方を募集してということも考えら

れるのですが，現段階では予測の範囲ですが，このまま教室として実施しても開

講は非常に厳しい状況にあることが想定されます。それ以外の教室・クラブにつ

いては一定の人数が確保されておりますので，来年度も引き続き出来そうな状況

です。これらについては，４月に向けて３月中に地区内に募集チラシを配布しま

して，新たなメンバーを募り４月に受付をし，５月に開講というような予定でお

ります。 

まとめますと，この８頁の中のキッズクッキングと絵手紙については，募集チ

ラシには記載しないと現在考えております。本日，教室として実施してはどうか

というような御意見をいただければ，チラシの中に教室として盛り込んで，来年

度実施することも考えたいと思います。なお，このようなケースに陥った場合に，

残念ながら閉講という形をとる場合と，月２回の定期講座ではなくて，年数回一

般教養講座として実施する形で人を集め，また１年後の定期講座で，募集をかけ

るというやり方がありますが，その辺りの御意見を頂戴できればと思います。 

９頁につきましては，大場市民センター，大場公民館が開設されてから，それ

ぞれの教室・クラブが生まれ，また，時代とともに閉講したというような歴史が
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一覧表に載せてございます。こちらの方も併せて御覧いただいて，御意見をいた

だければと思います。 

定期講座については以上でございます。 

＿＿会長 ： キッズクッキングクラブと絵手紙クラブをどうするかということですね。 

皆さんが，他に何かやりたいような講座はないのですか。 

執行機関 ： 新しいものを何か盛り込むのも一つです。 

立ち上げの際に，キッズ English教室とキッズ習字＆ペン字教室は，アンケー

トを取って，参加したいという方が多数いらっしゃったということで，それに基

づいて生まれてきた講座と聞いておりますが，現時点で残念ながらアンケート等

の実施をしていないものですから，こういった講座をやりたいという声は聞こえ

てくるものはありません。 

付帯して御説明させていただきますと，表には出てこない課題というものがあ

りまして，キッズクッキングクラブですが，実施曜日が土曜日の午前中というこ

とになっております。第１回の運営審議会の時に御案内させていただいたのです

が，土曜日執務見直しということで，職員が今まで土曜日の午前中，待機する形

で何らかの対応が可能だったのですが，今年の４月から職員不在になります。継

続をしますかという御案内をした際に，この旨も保護者の方に御連絡をしまして，

今以上の御協力をいただきたいと思いますので御承知おき願いますと，一文加え

て御案内しております。こういったことも，背景にあるのかなと思います。 

従来ですと，土曜日の午前中に小学生向けの講座を入れるのは，非常にメリッ

トがあるというか，送り出す親も心配が少なかったと思うのですが，今回このよ

うな対応になっておりますので，現段階では保護者の御協力をいただきたいとお

願いをしております。 

小学生対象の講座として，いつができるのかというと，一般的に平日は学校に

通っておりますので，長期の休業日，夏休みなり冬休み，こういった期間にいく

つかの講座を開催するような形で，小学生対象の講座を続けていくということは

可能かと思うのですが，月例で続けていくのは，保護者にとっても負担が出てき

ているのかなというような感想があります。そちらの方も加えさせていただいて

御意見いただければと思います。 

＿＿会長 ： はい。今説明があった通りですので，何か皆さん御意見あればいただきたいと

思います。 

だんだん定期講座も少なくなってきて寂しくなりますね。市民センターもたく

さん活用してもらいたいのですが。事務局で，何かいい事業はないですか。 

執行機関 ： 今のところはありません。 

＿＿会長 ： 大人対象の講座でもいいのですか。 

執行機関 ： 大人の方でも結構です。 

一定の参加者が見込まれそうなものがよろしいのかなと，市民センターの方で

は思うのですが，参加人数が少なくても実施したいということでしたら，その辺
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りの収支予算を組みながら実施も可能です。 

＿＿委員 ： 定期講座を継続更新するときに，今回から新しい書類が加わって，一人一人か

らの申込書の提出が必要とのことですが，今までのように簡単にはいかないので

すか。 

執行機関 ： 実は，これには背景がございまして，大場市民センターの定期講座に参加され

ている方の様子を，私が拝見した感覚ですと，お一人お一人がただこの施設の部

屋を使いに来ているだけのような感じにとれるケースが比較的多いです。定期講

座の趣旨としては，部屋を使って自分の技術・技能を高めていただくのはもちろ

んですが，それ以外に人同士の輪を作っていただくということがあります。人同

士の輪が，一つの教室・クラブの中でできるのは勿論ですが，更にもう一つ大き

い輪を目指していきたいのです。例えば，その輪が発展していきますと，市民セ

ンター奉仕活動ということで一斉清掃をやってみようとか，自分達が使っている

部屋だけでもきれいにしようとか，そういう取り組みをしている地域もあります。

施設に愛着的なものをもう少し持っていただけると，もっと大きいことができる

のかなと思います。注意事項とか，今言ったようなお話をする機会は，新規でお

申し込みいただく方には，募集チラシに載せておりますので，それを見ていただ

いているので伝わっていると思うのですが，継続する方は，今まで，継続します

かしませんか，〇か×かだけの判断でした。室長さんの方には，書面で今のよう

なお話はしておりまして，クラブ員の方に周知願いますと伝えてはありますが，

なかなか伝わっていかないような気がしています。そこで，申込書的なものを作

りまして，その中に注意事項を記載したので，その部分を読んで頂きたいのです。

そういった意味もあって，継続申し込みするときには，こういう気持ちで申し込

んで頂いています，ということが伝わるように今回変えました。 

＿＿委員 ： はい，分かりました。 

＿＿会長 ： 皆さん，他に何か御意見ありませんか。 

＿＿委員 ： 私も，何か定期講座に参加していれば理解しやすいのですが。 

＿＿会長 ： 何か体を動かすような講座は無いのですか。 

       保健推進員さんがやっている講座もありますよね。 

執行機関 ： はい。いきいき健康クラブといって，保健推進員さんが指導者となって行って

おります。市民センターでは部屋を貸しておりますが，市民センターの定期講座

ではありません。 

__＿委員 ： 土曜日閉庁になるということですが，キッズ習字＆ペン字教室は支障はないの

ですか。 

執行機関 ： こちらの方は，保護者の方で対応できますとのことです。 

       想像で申して恐縮ですが，料理の場合，火を使ったり包丁を使ったりで怪我を

する心配があるのかなと。習字の場合は汚してしまうくらいで傷を負うことは無

いので，親から見た感覚的なものが違うのかなと思います。 

＿＿委員 ： 親御さんは，やりたくないとおっしゃっても，子ども達はどうなんだろうと思
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いますよね。お父さん，お母さんが行けないから駄目と言われても。その辺もど

うなんだろうと思います。 

       夏休みに，何か講座ありませんでしたか。 

執行機関 ： 食生活改善推進員さんが，夏休みの料理教室を企画されております。市民セン

ターは，お部屋を貸しているような状況で，直接的な市民センターの主催事業と

いうことではありません。 

＿＿委員 ： 時代も変わってきて，働き方改革等，色々体制も変わってきたので，協力を得

られるところと一緒にタイアップしてやっていく等，毎月開催できるか分かりま

せんけれども，他の団体との連携という辺りも視野に入れていかないと，子ども

達対象というのは厳しいのかなと思います。 

＿＿会長 ： そうすると，絵手紙クラブとキッズクッキングクラブの募集はしないというこ

とですね。 

執行機関 ： そうですね。募集はしないということで。 

＿＿会長 ： 新規の教室として立ち上げないで，募集から外すということです。皆さん，ど

うでしょうか。よろしいですか。 

       何か新しい講座等，案があれば，市民センターの方で新しい事業を見付けて，

地域のためになるようなことを検討してみて下さい。 

執行機関 ： はい。 

＿＿委員 ： 小学生対象の講座ですが，小学生自身の動向はどうなのでしょうか。参加人数

が減るということは興味が無いということでしょうか。 

執行機関 ： 室長さんに取りまとめをお願いしておりますが，保護者の方からのお話として，

兄弟姉妹で参加していて，上の子が中学生になり終わりになるので，下の子も辞

めようという意見や，一人で参加しているケースでも，学年が上がってくると他

にも興味が出てくるので，そちらに参加したいからというお話があったようです。

結果的に，皆さんがそれぞれ何らかの事情があったり，興味の方向が変わってい

ったということがあるようです。 

＿＿会長 ： 他にございますか。 

       無ければ，絵手紙クラブとキッズクッキングクラブについては，取りやめの方

向でよろしいですか。 

委員全員 ： はい。 

＿＿会長 ： では，よろしくお願いします。 

執行機関 ： はい。 

＿＿会長 ： 協議事項のその他で，事務局から何かあればお願いします。 

執行機関 ： その他の事項ですが，第１回の運営審議会の時にお話ししましたが，土曜執務

見直しについて，どのような対応がとれるかということで，御協議頂きまして，

一定の条件をそろえた上で，見直していきましょうということになりました。 

具体的には，鍵付きの収納スペースを用意して，事務所の方からの受け渡しが

できなくなる物を，金曜日のうちにそちらに収納しておいて，職員がいない時に
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来ても，ダイヤルロック等で番号が分かっていれば，鍵を開けて取り出すことが

できるというような取り組みが考えられると。こういう形も見据えながら対応し

てはどうかと御意見を頂いたところです。現状，施設の改造まで，４月１日の段

階では至れないところにあります。これについては，入口の自動ドアの鍵を管理

してもらっている管理人さんにお願いをして，例えば調理室で使用する包丁が借

りられないということが起こりうるのですが，調理室の中に，金曜日のうちに包

丁を入れておいて，調理室を施錠し，その調理室の鍵を管理人さんに預け，利用

者は自動ドアの鍵と調理室の鍵を同時に受け取り調理室に入ると。終わった後は，

包丁を調理室に置いて，調理室の鍵を閉め，自動ドアの鍵を閉め，管理人さんに

返却すると。例えば，こういう取り組みをすれば，当面それに対応することが可

能なものですから,４月以降この取り組みに倣った形で，他に考えられる心配事

についても，対応していく方向で考えております。 

利用者の皆さんにとって，定着し易い方法を模索していきたいと思うのですが，

今年の４月の段階では，今のような取り組みの方法で，対応していきたいと思っ

ておりますので，御意見等いただければと思います。 

＿＿会長 ： 今までは，土曜日の午前中は職員がいたのですが，４月からはいなくなってし

まうので，使い勝手が悪くなってしまうとは思うのですが，これも行政改革の一

環ですので，やむを得ないと思います。 

＿＿委員 ： 1,000円タクシー大場号は,土曜日どうなりますか。 

執行機関 ： 現状,土曜日は運行します。４月１日以降は,日曜日の運行を休止する方向で, 

      見直し検討をしているところです。日曜日は,ほとんど利用が無いという状況の 

      ようなので,日曜日は運行しなくても大丈夫かなというようなことからの考えで 

す。 

＿＿委員 ： 大場号は,どの位の利用があるのですか。 

執行機関 ： 1か月当たり,片道１回と勘定して,70数回の利用があります。 

＿＿委員 ： 結構利用されていますね。 

＿＿委員 ： 運行時間が短いような感覚がありますけど,もっと長い時間でと要望はありま

せんか。 

執行機関 ： 要望としては,今,１０時から１６時までの運行なのですが,どちらかでもいい

から,前倒しか後かという御希望があります。 

＿＿委員 ： 中途半端な時間帯だなという印象があります。  

執行機関 ： 実際,どのような利用なのか,行先,時間等,統計を取っておりまして,その中で

使い易い方法に４月から切り替えていく予定でおりまして,水戸市の交通政策課

と市民センター,さわやか大場をつくる会とで,話をしながら進めているところ

です。ただ,運行時間は,国の方で定められている時間のようで,要望にある時間

の変更というのは,今のところ難しいようです。それが出来れば,もっと使い易く

なると思いますので,そういう声は伝えていきたいと思います。 

＿＿会長 ： 今までは,病院等限られた指定目的地だけでしたが,４月からは常澄地区のスー
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パーなどにも行けるように検討されておりますので,いくらか便利になるかと思

います。 

＿＿委員 ： ただ,運行の内容がなかなか理解できないですね。チラシ一枚配られても。定

着するまでに時間がかかるのかなと。統計を取っているとのことですが,口コミ

で運行内容が定着するまで時間が欲しいと思います。 

＿＿委員 ： 病院に行くにしても,８時半から受付とか始まりますよね。１０時頃から行っ

たら何時までかかるか。その辺がどうなのかなと感じるところです。 

＿＿会長 ： タクシーが暇な時間帯を市の方で借り上げていますので,その他の時間帯とな

ると難しいところです。３０分でも早く利用出来ればよいのですが。 

＿＿委員 ： そうですね。でも,病院は予約が多いですから大丈夫ですかね。最初は早く行

くにしても,次からは予約がとれますからね。利用の仕方によっては，とても便

利ですね。 

＿＿委員 ： 実際の活用の例を回覧する等どうでしょうか。高齢者はなかなか自分ではそう

いう情報は入りにくいと思うので,御家族が読んであげて,教えてあげればいい

ですね。 

＿＿会長 ： タクシーの方は,そういう状況でございますので,ＰＲの方よろしくお願いしま

す。 

その他で,他に何かありませんか。 

執行機関 ： 特にございません。 

＿＿会長 ： では，以上で終わりにしたいと思います。今日は,ありがとうございました。 

執行機関 ： ありがとうございました。 

以上を持ちまして,第２回運営審議会を閉会いたします。 

                                

 

 


