
 

1 

様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

    水戸市飯富市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

 平成 28年７月 21 日（木） 午後２時 00 分から午後３時 15 分まで 

 

３ 開催場所 

    水戸市飯富市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員 

  加倉井喜正，松本知隆，田中武興，山口真知子，大津弘美 

（２）執行機関 

 津田一夫，小貫光江 

（３）その他 なし 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 （１）平成 27年度飯富市民センター利用状況について（公開） 

 （２）平成 28年度飯富市民センター運営方針及び重点目標について（公開） 

 （３）平成 28年度飯富市民センター事業計画について（公開） 

 （４）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 

    平成 28 年度 飯富市民センター運営審議会 

 

９ 発言の内容 

 

執行機関  ただ今から，平成 28年度第１回飯富市民センター運営審議会を開催いたします。

皆様には，お忙しいところ御出席を頂きましてありがとうございます。まず委員の

紹介をしたいと思います。飯富自治実践会副会長の   様，同じく飯富自治実践

会副会長   様，飯富自治実践会総務広報副部長   様，元飯富小学校ＰＴＡ
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会長   様，飯富自治実践会総務広報部   様，なお本日公用で欠席されてお

りますが，飯富小学校校長   様，以上６名で今年度一年間審議のほどをお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。それから市民センターの私   ，

同じく   が，事務局を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

      会議に先立ちまして運営委員会長を選任しなければなりませんが，新しく委員に

なられた方が多いので，事務のほうで御指名させていただきたいと思うのですが，

いかがでしょうか。 

      御異議がなければ，あらかじめお願いしてございます飯富実践会総務広報部の部

長という事で幅広く御活躍いただいております   様にお願いしたいと思いま

す。   様，議長席にお願いいたします。 

      それでは会長に御挨拶を頂き，引き続き議事の方に話を進めていただきたいと思

います。   様よろしくお願いいたします。  

会  長  皆様お疲れ様です。前会長が任期満了ということで，代わりまして私の方で引き

受けさせていただきました。 

私は，これまで水戸市の社会教育委員になっておりまして，今年度は代わったの

ですが，水戸市の第６次総合計画の中に社会教育の大きなテーマがございます。そ

の中に生涯学習の充実という項目がございます。 

昔から地域コミュニティは寺子屋がある神社が中心となっていて，その後は学校

にコミュニティの中心が移り，今は各地区にある市民センターがコミュニティの中

心になり，そこで生涯学習事業が展開されていくという流れでございます。 

      委員の皆様にはいろいろな意見を頂き，市民センターには地域の大きな核になっ

ていただけたらと思います。本日はよろしくお願いいたします。 

      では，早速ですが議題に入らせていただきたいと思います。  

       （１）平成 27 年度飯富市民センター利用状況について，説明をお願いします。 

執行機関  では，（１）平成 27年度飯富市民センター利用状況について説明いたします。 

資料の１ページを御覧ください。この表は，平成 27 年４月から平成 28年３月末

までの市民センターの利用状況をまとめたものです。半分から上が部屋ごとに利用

団体別に分類したもの，半分から下が市民センターの施設以外で実施した主催事業

及び他の団体の利用と共催事業の参加者数です。 

この中で，人数につきましては資料を見ていただきたいと思うのですが，市民セ

ンター本体の問題といたしまして，和室が二階にあるということと，畳に正座とい

う形になってしまうということで，和室の利用が大変少なくなっております。この

二つある和室の片方を，椅子とテーブルが使える会議室として改造できないか，本

庁に相談しているところでございます。 

それから図書室にいたしましても，これも昨年来からお話ししていることなので

すが，現実的には少人数の打合せ場所程度にしか使っていないことから，地域で使

うコミュニティルームに改修する話を進めているところでございます。 

続きまして，利用状況の内訳についてもこの表を御覧いただきたいと思いますが，
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全体といたしましては図書室まで全部合わせまして，平成 27 年度は 592 件の事業

が行われ，利用された方は延べで 7,796人となっております。それから，センター

内センター外で行った共催事業，これらを合わせまして 604 件，8,705 人の方に利

用いただいております。数字としては昨年とほぼ同じ横ばいの状況でございます。 

この中で，市民センターが主催するもの，社協団体・水戸市で利用するもの，そ

の他という区分になっておりますが，その中で県という区分がありますが，内容と

いたしましては，県議会の選挙等の打合せとかもございますが，今回の１件で 17

人というのは，特別支援学校のＰＴＡの皆様が利用したものです。市民センターの

利用状況につきましては以上でございます。 

会  長  今の説明で何か質問はありますか。 

今の図書室の件ですが，中央図書館以外は管理を民間に委託したと聞いています

が，センターにある本は，どこが管理しているのでしょうか。 

執行機関  市民センターの図書は，そのまま中央図書館が管理しておりまして，現在その機

能は内原の図書館に移転しています。 

会  長  そうすると，市民センターの図書は民間が管理しているのではないのですね。 

執行機関  はい，そういうことになります。 

会  長  その他に何かありますか。ではないようなので，利用状況については御理解いた

だけたと思います。 

続きまして，（２）平成 28 年度飯富市民センター運営方針及び重点目標について

説明をお願いします。  

執行機関   それでは，（２）平成 28 年度飯富市民センター運営方針及び重点目標について説

明させていただきます。２ページを御覧ください。 

      （資料に沿って説明） 

先ほど会長からお話がありましたが，基本的に地域コミュニティの拠点，生涯学

習活動の拠点，地域防災活動の拠点，この３つが市民センターの大きな役割となっ

ております。これらの役割を十分に果たせるよう，これからも機能の充実を図って

まいりたいと思います。 

次に重点目標でございます。 

まず，第１に地域コミュニティ活動の支援についてでございます。 

１番の自主的な地域コミュニティ活動の推進につきましては， 

（資料に沿って説明） 

私が言うのもどうかとは思いますが，飯富の実践会は他の自治会と比較しまして

も，あらゆる面で自立した団体だと思います。これからも今まで同様に協力体制を

維持できれば，と思っております。 

２番の地域コミュニティ推進体制の充実・連携強化につきましては， 

（資料に沿って説明） 

今年度から藤が原町内会が実践会に加入したことから，様々な面で実践会と藤が

原町内会との調和が図れるように協力していきたいと思います。 

地域リーダーづくりにつきましては，現在住み協でリーダー研修会などを実施し
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ておりますので，その推進に協力していきたいと思います。 

また活動状況の提供に関しましては，当面の間は住協のホームページに飯富の活

動を載せたりできれば，と考えております。 

３番の市民センターの機能充実につきましては， 

（資料に沿って説明） 

来年２月に飯富地区で市民懇談会が実施される予定でして，前回の市民懇談会で

も話が出たようですが，市民センター裏の広場の駐車場としての整備並びにコミュ

ニティルームの整備などを要望していけたらと考えております。 

４番の地域防災活動との連携でございますが， 

          （資料に沿って説明） 

今回，７月 23 日に実践会との共同で防災訓練を実施する予定でございます。今

後も防災に対する知識，意識の向上に向けて，実践会や関係部署と連携を図ってい

きたいと思います。 

第２に，生涯学習活動の推進についてでございますが， 

１番として，学習機会の充実につきましては， 

      （資料に沿って説明） 

市民ニーズを捉えた学習機会ということですが，今回初めての試みとしまして夏

休み子ども絵画教室を企画しましたところ，募集日の午前中に 30 名の定員が一杯

になりました。今まで小さいお子さん向けの講座はあまり企画しなかったのですが，

やってみるとそのようなニーズがあるということが分かりましたので，対象者の幅

を広げるなど，新たな学習の機会を増やしていきたいと思っています。 

現代的課題を取り扱った講座の開催につきましては，平日昼間の開催になってし

まいますので，どのような年代の方にどのような企画をするのがよいのか，検討し

てまいりたいと思います。 

家庭教育学級の開催につきましては，外部からの講師を招くなどして，例年実施

しておりますので，引き続き継続していきたいと思っております。 

２番の学習の成果を活かす環境づくりにつきましては， 

       （資料に沿って説明） 

地域資源の活用推進につきましては，今年度から実践会の生涯学習部を中心とし

て歩く会が企画されております。地域の旧跡などを巡ることが計画されていると聞

いております。市民センターとしましても，できる限り協力していきたいと思って

おります。 

３番の学校．家庭．地域の連携の強化につきましては， 

       （資料に沿って説明） 

飯富地区でも平成 30 年を目標に，子育て広場を開設する計画がございます。こ

れからその実現に向けて，関係団体と話を進めていきたいと思っております。 

それから，昨年からですが飯富支援学校と連携しまして，子供たちが社会に出る

前の社会参加の仕方，学校以外での活動場として，市民センターの清掃や除草など

の手伝いなどをしていただいております。 
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これからも学校・家庭・地域の連携を大事にして取り組んでいきたいと思います。 

運営方針と重点目標については以上です。 

会  長  ありがとうございました。ここまでで何か質問はありませんか。 

今ちょっと触れました子育て支援ですが，他の地域では結構やっているのでしょ

うか。 

執行機関  他の地区では大分前から実施しています。最初は双葉台だったと思うのですが，

地区の女性会の方が中心となって，子供さんを遊ばせたり，その間にお母さんたち

がおしゃべりをしたりして，情報交換や息抜きができる場を提供するということで

す。補助金が初年度 10万円，２年度目からは５万円出ますので，有効に使えば安定

した運営につながると思います。 

会  長  平成 30 年というとあと２年しかありませんが，来年辺りから準備を始めないとな

りませんね。 

執行機関  そうですね。まずは核となっていただく女性会と，サポートしてくださる実践会

や，ボランティア団体などと相談しながら準備を進めてまいりたいと思っておりま

す。 

会  長  分かりました。盛りだくさんの内容でしたが，このような事を目標に進めていく

とのことですから，特別難しいことはないだろうと思いますが，何か御質問はあり

ますでしょうか。 

委  員  生涯学習活動の推進の中で，就学時健康診断や入学時説明会などの機会を捉えた

家庭教育講演会の開催とありますが，実際にはどのようなことを行っているのでし

ょうか。 

執行機関  これは毎年実施しておりますが，いわゆるふれあい学級的なものでして，一番多

いのは親子レク，趣味，料理等が主なのですが，しつけ，子育て支援に関する講座

教室についてはこれから更に充実していけたらと思っております。講演については，

外部の先生をお願いするなどして，これから子供さんが学校に入る親御さんの心構

えなどをお話ししていただいたりしております。 

委  員  どのくらいの方が参加されているのでしょうか。 

執行機関  子供さんが学校に上がる方は，ほぼ全員参加されています。 

委  員  実践会の生涯学習部の方で，９月 25 日に歩く会を計画しております。市民センタ

ーを出発し，今回は藤井，藤が原の方を半日かけて歩く予定です。 

      最初に藤内神社に行きまして宮司様より説明を受け，その後藤が原に上がってい

きまして，江戸時代初期にあった野論等藤が原の歴史や様子について歴史家の    

先生の説明を受ける，というような企画をしています。８月中には原案をまとめて

募集をしたいと思っています。大体 40 名くらいの規模と思っています。 

会  長  参加対象者はどんな方たちですか。 

委  員  小学生以上と思っているのですが，小学生については保護者同伴にするかどうか

考えているところです。 

会  長  今までのところで何かありますか。では，運営方針と重点目標については以上で

す。続いて（３）の 28年度の事業計画について説明をお願いいたします。 
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執行機関  資料の５ページを御覧ください。これが 28 年度の事業計画でございます。市民セ

ンター主催の事業，他の団体と共催で行う事業をまとめたものです。 

      （資料に沿って説明） 

主催，共催にかかわらず，関係団体と協力して事業を進めていきたいと思ってお

ります。定期講座につきましては後の黄色いチラシのとおり募集し，５月から実施

しております。 

会  長  ただ今の事業計画につきまして，何かございますか。 

      なければ議題につきましては以上ですが，その他に何かございますでしょうか。 

     何もないようなので，平成 28年度第１回飯富市民センター運営審議会を終了いた

します。 


