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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 

   水戸市内原市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   令和４年２月 16 日（水） 午後２時 00 分から午後３時 00 分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市内原市民センター 会議室１ 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委 員 

   大久保 朝幸，坪井 春江，久保田 圀男，岩木 厚子，折本 正巳，猿谷 裕子 

(2) 執行機関 

   弓野 保，川井 奈津子 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 令和３年度内原市民センター事業実施状況について      （公開） 

(2) 令和３年度内原市民センター利用状況について        （公開） 

(3) 令和４年度内原市民センター定期講座募集（案）について   （公開） 

(4) 内原市民センター生涯学習事業における事業評価について    （公開） 

(5) その他                           （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。） 

０人 

 

８ 会議資料の名称 

令和３年度第２回水戸市内原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   ただいまから，令和３年度第２回水戸市内原市民センター運営審議会を開催

いたします。委員の皆様には，大変お忙しい中，御出席を賜りまして，誠にあ

りがとうございます。 

         議事に入る前に，本日の出欠状況について御報告いたします。委員総数６名

中６名全員に御出席いただきましたので，水戸市市民センター条例第 12 条第２

項に規定する２分の１以上の出席となることから，本日の会議が成立すること

を御報告申し上げます。 

それでは，初めに，会長の   様から御挨拶をいただきます。よろしくお

願いします。 

会  長   （会長挨拶） 

執行機関   ありがとうございました。 

それでは，議事に入ります。議長につきましては，水戸市市民センター条例

第 12 条第１項において，会長が務めることとされておりますので，会長に議長

を務めていただきます。これより議長の進行で進めていただきますので，よろ

しくお願いします。 

議長(会長)  それでは，しばしの間，議長を務めてまいります。議事が円滑に進むよう，御

協力の程よろしくお願いします。 

議事に入る前に，議事録署名人お二人を選出したいと思いますが，どのよう

な方法で選出したらよいか，お諮りします。 

委  員   議長一任。 

議長(会長)  それでは，私から指名させていただきます。議事録署名人として，  委員， 

         委員のお二人にお願いしたいと思いますので，よろしくお願いします。 

それでは，議事に入ります。（１）令和３年度内原市民センター事業実施状況

について，事務局から説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき，令和３年度内原市民センター事業実施状況について説明。） 

議長(会長)  ただいま事務局から説明がありましたが，これについて何か御質問等はござ

いますか。 

ないようですので，次に移らせていただきます。 

（２）令和３年度内原市民センター利用状況について，事務局から説明をお

願いします。 

執行機関   （資料に基づき，令和３年度内原市民センター利用状況について説明。） 

議長(会長)  ただいま事務局から説明がありましたが，これについて何か御質問等はござ

いますか。 

  委員   資料６ページの③利用人数累計の表に，館外での利用人数が記載されていま

すが，館外での利用とはどういうものですか。 

執行機関   館外というのは，例えば女性セミナーの移動学習とか，内原認定こども園で
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の家庭教育学級など，会場を市民センター外に移して実施している事業の参加

人数になります。 

議長(会長)  その他に御質問ございますか。 

ないようなので，次に移らせていただきます。 

（３）令和４年度内原市民センター定期講座募集（案）について，事務局か

ら説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき，令和４年度内原市民センター定期講座募集（案）について

説明。） 

  委員   新規の教室の「ケーナ」というのは，どういうものですか。 

執行機関   フォルクローレの音楽は御存じですか。ケーナは，フォルクローレの音楽で

使用されている，竹でできた縦笛のような楽器の名称です。 

議長(会長)  他にありませんか。ないようでしたら，定期講座募集（案）の（案）を消して

ください。 

それでは，次に移ります。（４）内原市民センター生涯学習事業における事業

評価について，事務局から説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき，内原市民センター生涯学習事業における事業評価について

説明。） 

議長(会長)  ただいま事務局から説明がありました。これについて，何か御質問等はござ

いませんか。 

       事業評価に関しては，説明にあったとおり，運営審議会において検証し，委

員の意見を集約するとのことです。これに沿って，各委員さんから御意見を伺

いたいと存じますので，名簿順に御発言をお願いします。 

  委員   アンケート結果を見ますと，男性の参加率が低いということで，理由は分か

りませんが，一般的に男性に比べ女性の方が積極的です。男性は，ある程度の

年齢になると，出たがらない傾向があります。 

受講に際しては，講座を総合的に見て判断ができる機会があるといいと思い

ます。それには，講師や指導者間のディスカッションやフリートークの場を設

け，講座全体を理解してもらい，男性や若年層の関心を高めながら参加者が増

えるよう促したらどうでしょうか。 

また，満足度や学習成果の還元等においては，ほぼ満足し，生きがいづくり

に生かされていることはすばらしいと思います。老若男女のバランスがとれれ

ば，地域のコミュニケーションアップにも繋がるのではないかと思います。 

委員の中に講師の先生がお二方いらっしゃいますが，講師の先生方から視点

を変えて見ると違ってくるのかもしれません。講師の先生方の考えを皆さんに

聞いてもらうことによって，受講の意欲を高めていただけたらと思います。一

つの講座に限定しないで，いろいろな講座の連携があれば相対的に判断できる

ので，より効果的になるかと思います。 
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議長(会長)    委員，何かありますか。 

  委員   私も  委員がおっしゃったように，データを見ると，受講者の 80％以上が

女性，それから 60 代・70 代以上が合計で 84％となっており，女性の高齢者の

受講者が多いことが分かりました。なぜ男性の参加が少ないのか，若い人の参

加が少ないのかが課題であり，講座の内容を検討する必要があると思います。

例えば，若い人が関心のありそうなパソコン教室などを講座として取り入れる

ことが考えられます。 

一方で，受講料や内容，講師の魅力度が高いので，現在の講座を継続しなが

ら，さらに内容を充実していくことが大事かと思います。 

気になっていることが，毎月の部屋の予約です。月初めの早朝に，利用団体

の代表者が翌月の予約を取るために，市民センターに足を運んでいます。どの

団体も１年間の予定はおおよそ決まっていると思うので，できれば，各サーク

ルに年間予定表を提出していただき，重複する場合は調整し，市民センターや

市の事業等で変更しなければならない際には，その都度，対応するようにすれ

ば，わざわざ出向いて抽選会をやる必要はないように思います。 

それから，いろいろなサークルが，それぞれ活動をしているのですが，あま

り地域のコミュニティ活動に生かされていないように思います。今後は，サー

クル活動を具体的にどのようにコミュニティ活動に生かしていくかが課題にな

ると思います。 

議長(会長)  ありがとうございます。 

  委員，お願いします。 

  委員   私も  委員がおっしゃったことと同様で，改めて申し上げることはありま

せんが，男性の受講者が少ないということは実感しています。 

議長(会長)    委員，お願いいたします。 

  委員   以前，内原中学校に赴任していて，当時から，内原は学校と地域の繋がりが

とても強く，子どもたちを支援する地域の方々の熱意もあって，すばらしい地

域であると思っております。市民センターの講座の評価も非常に良いと思いま

す。 

御提案するとすれば，子どもたちの参加が少ないとのことなので，一つの案

として，例えば，中学時代に部活動をやっていた親の世代の方々が，またやっ

てみたいと思うことがあると思うのです。例えば，テニスをやっていたお母さ

ん方が，たまにやりたいなといったときに，小学生の子どもも連れてくる。そ

こで，子どもたちも一緒にテニスをやって，その子どもたちが中学生になった

ら，テニス部に入るといった流れができるのではないかと考えます。ハードな

競技は難しいかもしれませんが，子どもたちが興味のある種目や，親が中学時

代にやっていた部活動に視点を置いて，交流することもできるかと思います。 

議長(会長)  では，  委員，何かございますか。 
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  委員   私も  委員，  委員と同じで，男性の受講者が少ないということを感じ

ます。 

さきほど，  委員から，講師の視点での意見を伺いたいとの御発言があり

ましたが，私は，七会町民センターでも太極拳を指導しているのですが，そち

らは土曜日に実施しています。20名の受講者がおり，そのうち８名が男性です。

男性の受講者から，土日は休日だから参加できるが，開講日が平日だったら参

加できないと言われたことがあります。このことから，男性の受講者が少ない

理由の一つには，開講する曜日の関係もあるかと思います。 

それから，若い世代の受講者が少ないということですが，忙しくて時間が取

れないことが理由かと思うので，月１回とか単発で開催する講座や，親子で参

加できる講座があってもよいかと思います。 

参加者の満足度については，私が思っていたより随分高かったです。 

学習成果の還元は，地域コミュニティ活動に生かされていると思う人が４割

強いるということで，良い成果になっていると思います。生きがいづくりや生

活に役立っていると感じている人が 94％に上るということは，生涯学習の成果

が表れているのではないかと思います。 

議長(会長)  ありがとうございます。皆さんから，いろいろ御意見をお伺いしましたが，

全体的に見れば，  委員のおっしゃっていた若い男性の受講者が少ないとい

うのが現状ですが，男性が参加する場合，平日の昼間は仕事があり，無理だと

思います。そうなると，土日に開講することになるのですが，市民センターで

はそれが可能なのか，いずれにせよ調整が必要になると思います。 

  委員や  委員がおっしゃっていた子どもと若い親を通じた講座につい

ては，可能とは思います。ただし，講座にスポーツを加えるとなると，けがや

事故が想定されるので，傷害保険の加入等を考える必要があります。また，会

場として，学校の体育館や校庭を借りなければならないので，学校の協力が必

要になります。地域活動の一つとしては，父兄に参加してもらうことは良いこ

とだと思います。 

その辺について，市民センターを交え，どういう講座を取り入れていけるか

検討させていただきたいと思います。また，講座を実施する場合，場所や時間，

講師等の問題もあるので，今後，協議していきたいと思います。 

  委員   一つだけよろしいですか。最近の新聞報道によると，教員の勤務時間につい

て，残業が月 80 時間以上にも上り，非常に大きな負担になっているということ

であり，部活動の指導がその要因になっているようです。教員の負担を減らす

ため，働き方改革が進む一方で，部活動の指導が制限されると，部活動自体に

支障が出てくることも想定されます。これを解決するには，部活動の指導を一

般の人に担ってもらうことが必要であり，実際に，内原中学校では，一般の人

が指導に加わっています。今後，スポーツばかりではなく，文化系でも，地域
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で指導者を発掘して登録するような仕組みを作り，部活動の指導を徐々に地域

に移行していければ，先生方の負担を軽減することができるのではないかと思

います。活動拠点を健康増進センターなどに置いて，先生方は時々巡回に来る

ようにすればよいかと思います。 

議長(会長)  ありがとうございます。 

事務局で他に要望的なものはございますか。 

執行機関   委員の皆様から貴重な御意見をいただきました。職員だけでは思いつかない

大変参考になる御意見をいただきましたので，市民センター内で話し合った上

で，本庁の生涯学習課やみと好文カレッジに御意見等をお伝えして，取り入れ

られるものがないか，働きかけていきたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

議長(会長)  余談ですが，  委員から出ました毎月の部屋の予約について，定例で使用

している団体は，年間予定表を提出してもらうという意見についてはどうでし

ょう。 

執行機関   市民センターの事業評価の（２）市民センター総評の④にも記載があるとお

り，公民館時代から利用されている団体から，公民館から市民センターに移行

したことに伴って，部屋を借用する際，これまでより制約を受けるようになり，

利便性が低下したとの御意見も伺っております。水戸市内には 34 の市民センタ

ーがございますが，部屋の利用に関し，一律同じ取扱いをしております。ただ

し，これが市民の皆様にとって合理的な方法なのかを改めて考える必要がある

かと思います。いただいた御意見等を踏まえ，改善できる点がないか検討し，

市民生活課や生涯学習課に報告してまいりたいと思います。 

  委員   和室の使用に関してですが，最近は和室でも座布団に座るというより，和室

用のテーブルと椅子を使用しているところが多いように思います。高齢者には

座ることが難儀な人もいるので，市民センターの和室にもテーブルと椅子があ

ると利便性が高まるものと思います。二つの和室がありますが，稼働率が低い

ようなので，テーブル・椅子を併用できれば，会議室が全て使用中であっても

和室を代用できるので，使い勝手が良くなるのではないかと思います。 

議長(会長)  クラブの中に，和室を使う将棋や囲碁はありませんでしたか。 

執行機関   将棋と囲碁は，現在，クラブから自主活動のサークルに移行しており，将棋

は和室を使っていますが，囲碁は会議室を使用しています。 

    和室の利用については，他の市民センターでも稼働率は低いと聞いています。

和室でテーブルと椅子を使用するという方法も一案だと思いますので，検討し

た上で，市民生活課や生涯学習課に提案してみたいと思います。 

部屋の使用については，内原だけ特別な取扱いはできませんので，他の市民

センターと共通の方法をとっています。利用についても月２回という制限があ

り，２回使用後にどうしても使用したい場合には，部屋が空いていれば，３回
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目の予約を取っていただくということでお願いしています。部屋の使用に関し，

市民センター共通のルールがあり，それに則って運用しておりますが，中央公

民館時代には，もう少し使い勝手が良かったというようなお話も伺っておりま

すので，そのことを所管課に伝えていきたいと思います。 

  委員   円卓のある会議室２は広いので，アコーディオンカーテン等で仕切れば，少

人数の場合，２部屋に分けて使うことができると思います。 

他にも，工夫すれば，いろいろな部屋の利用方法があるかと思います。 

議長(会長)  それから，  委員がおっしゃっていた，父兄が学生時代にやっていたスポ

ーツを通じて親子がふれあう講座というのは，市民センターの考えとしてはい

かがですか。 

執行機関   スポーツ関係の講座を取り入れるとなると，市民センターでは体育施設を所

管していませんので，施設を管理している部署と協議が必要になってくると思

います。 

議長(会長)  講座は，あくまでも市民センターの中で運営するということですか。スポー

ツの講座は市民センターの所管外になるのですか。 

執行機関   本格的なスポーツの講座を開講している事例は，耳にしていません。 

運動系のもので，市民センターの施設内で実施できる講座としては，ホール

を使用しての太極拳等があります。 

議長(会長)  確かに，バトミントンをやるにしても市民センターではできませんね。 

  委員   バドミントンは健康増進センターでやっていますね。 

執行機関   健康増進センターで実施しているものは，サークル活動ではないかと思いま

す。スポーツ関係の教室については，水戸市スポーツ振興協会において，見川

の総合運動公園等で開いており，バトミントン教室もあるかと思います。 

他の市民センターの事例では，施設内で実施できるスポーツの講座として，

卓球が多いです。内原はホールの床がじゅうたんなので，卓球をやるには支障

があるようです。また，卓球以外では，スポーツ吹矢も耳にします。 

  委員   話が変わりますが，会議室３を健康増進センターの仮事務所として使用する

のは，いつまでになるのですか。 

議長(会長)  ただいま  委員の方から御質問がありましたので，（５）その他として，ヘ

ルスパークの空調設備工事の件について，事務局から連絡がございます。 

執行機関   ヘルスパークにおける健康増進センターの空調設備工事につきましては，第

１回運営審議会の際にお話したところであり，現在，工事が進められています。

当初は年度内の３月末で完了する予定でしたが，コロナ禍という事情もあって，

工事に使用する資材の調達が滞っている等のことで，所管課の方から，６月ま

で工期が延長される見込みとの連絡を受けております。 

このため，６月までは，会議室３をスポーツ振興協会と内原保健センターの

仮事務所として使用することになります。地域の皆様には御迷惑をお掛けして
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申し訳ないですが，御理解・御協力をお願いしたいと思っております。 

議長(会長)  他に何か御意見等ありますか。 

  委員   もう１点伺いますが，電動自動車の充電設備は，いつでも誰でも使えるので

すか。 

執行機関    充電設備は市民センターにありますが，所管は内原出張所になります。鍵が

かかっておりますので，市民センターの窓口で充電の申し出をしていただいて，

市民センターから出張所に連絡を取って，出張所の職員が鍵を開けて対応する

ことになっています。利用頻度は高くはありませんが，定期的に利用されてい

る方が何人かおります。料金は２時間で 100 円です。 

  委員   土日祝日は利用できないのですか。 

執行機関   利用できるのは平日のみになります。もう少し利活用しやすい環境にする必

要があるかもしれません。 

  委員   コンビニや大型ショッピングセンター等にもありますが，電気自動車の充電

設備を設置するには費用やスペースが必要になるため，設置場所はまだ少ない

です。そのため，電気自動車もあまり普及していない状況です。 

市民センターで充電している人を見かけたことがないので，もっと多くの人

に活用していただけたらと思います。 

議長(会長)  それでは，議事につきましては，以上で終了いたします。皆様の御協力によ 

り，議事が円滑に進行できましたことを感謝申し上げます。 

ここで，議長の任を解かせていただきます。どうもありがとうございました。 

執行機関     会長には議長をお務めいただき，ありがとうございました。また，委員

の皆様には，長時間にわたり御審議をいただきまして，誠にありがとうござい

ました。皆様からいただいた御意見等を踏まえ，当市民センターの今後の運営

を進めてまいりたいと存じます。 

それでは，以上をもちまして，令和３年度第２回水戸市内原市民センター運

営審議会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 


