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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 

水戸市緑岡市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

平成２７年６月５日（金）午後１時３０分から午後２時１５分まで 

 

３ 開催場所 

水戸市緑岡市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員 

北條 てるよ，田邊 薫，土田 光子，武藤 和弘，木村 明弘，山崎 利一 

（２）執行機関 

野上 冬樹，島田 美香 

（３）その他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）平成 27年度緑岡市民センターの運営方針及び重点目標について （公開） 

（２）平成 27年度緑岡市民センター主催事業について （公開） 

（３）その他 （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

０人 

 

８ 会議資料の名称 

平成 27 年度第１回水戸市緑岡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  ただ今から，平成 27 年度緑岡市民センター第１回運営審議会を始めます。皆様

お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。 

最初に，会長挨拶をお願いいたします。 

会長  本日は，お忙しいところ御出席いただきまして本当にありがとうございます。日

頃は住民の会の活動に皆様方には大変お世話になっております。今日は第１回の審

議会ということで，皆様から忌憚のない御意見を頂きながら会議を進めてまいりた

いと思いますので，よろしくお願い申し上げます。 

執行機関  条例の規定に基づき，会長に議長をお願いしたいと思います。 

会長  それでは，議題１の平成 27 年度緑岡市民センター運営方針及び重点目標につい

て，事務局より御説明をお願いします。 

執行機関  それほど長くないので，最初に読み上げさせていただきます。 

─平成 27年度緑岡市民センター運営方針及び重点目標について─ 

以上，緑岡市民センター運営方針及び重点目標についてですが，水戸市から水戸

市全体としての運営方針及び重点目標が示されまして，それを各市民センターに合

わせて手直しして作成するということで，これを決定することが運営審議会の一番

重要な事項でございます。運営方針については，水戸市の運営方針そのものです。 

市民センターの仕事といいますと，窓口業務があって，仕事量の半分ぐらいはそち

らにかかっています。ただそれは，法律や条例で決まったものでありますので，そ

れ以外のものを御審議いただくということになります。 

重点目標は，地域コミュニティ活動の支援と生涯学習活動の推進に分かれていま

す。地域コミュニティ活動の支援の中で昨年まではコミュニティプランを作成する

ということが大きな目標として掲げられておりました。これについては昨年度作成

していただきましたので，今度はこれに基づいていろいろな活動をやっていくとい

うことです。ここで会長からコミュニティプランの内容について御説明いただきた

いと思います。 

会長  地域コミュニティプラン住みよい緑岡魅力あるまちづくりを目指してというこ

とで，これを全家庭にお配りしました。役員を中心に何回か集まって協議を重ねて

決まったわけですけれども，大きな目標を６つに分けまして「地域の絆を深め，支

え合う協働のまち」そして「安全で，安心して暮らせるまち」「健康で，生きがい

が感じられるまち」「緑豊かで潤いのあるまち」「元気で心豊かな子どもを育むまち」

「歴史や伝統文化を継承し，新たな魅力を発信するまち」の６つの項目に分けまし

て，地域で今こんなことをやっている，またこれに加えてこんなこともやっていか

なければいけないかなということで作らせていただきました。ここに書かれている

のは一部になるかと思うんですが，こういう目標で作りまして，各担当部会などで

積み上げていって，目標に合った活動ができればいいかなと思っております。 

執行機関  ありがとうございました。コミュニティプランについて御説明いただきました。 

２番として町内会・自治会への加入促進ということですが，引っ越してきた方で

も中には町内会に入らない方がいるということで，どうしていったらいいのか具体
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的な方法はなかなか難しいとは思いますが，いろいろな行事等に参加していただけ

ればこれについても理解が深まってきて加入促進されるのではないかと思います。 

また，これとは別に子ども会への加入が少ないということが問題になっています

し，また高齢者クラブも組織を作っていただければ活動が活発になっていくと思い

ます。 

３番目の地域防災活動との連携ですが，水戸市としてもこれについて非常に力を

入れております。資材関係は充実してきていますけれども，ただ，いざというとき

に実際に動けるかどうかが問題なので，普段の訓練について緑岡地区災害対策本部

という組織ができていますので，そちらと連携してやっていきたいと思います。 

会長  本当は小学校，中学校の倉庫も含めてどうやって地域で運用していくかを検討し

ながらやる部分がたくさんあると思います。まだそこまで行っていない段階です。

今まで水戸市からいろいろ頂いているけれど，何がどこにあるのか一覧表ができて

いないです。それをきちんと整理して，どういうときにどういうところで使えるの

かを含めて，若い人たちに入っていただいて今からやっていきたいと思います。 

委員  学校にも来ていますよね。 

会長  小学校，中学校，市民センターにありますから，どこでどんな対応するのか，お

互いに連携をしながらやっていけばいいんですが。３．１１の時も私も副会長で来

てもその頃は誰も来ていない状態でした。どうやってうまい連携ができるか考えて

いかなければなりません。この地域は，水が出たり，地割れやがけ崩れが起きたり

することが想定できないところがあって危機感がないのかもしれませんが，お互い

に連絡を取り合う体制を作っておきたいと思っています。 

委員  防火防災の集いを契機にして防災備品のリスト作りなどは，必要だと思います。

学校でも備蓄がたくさんありそうで，そんなにあるわけではないです。水だって 100

人にペットボトル 2 本ずつあげたらなくなってしまうくらいの数です。 

会長  各家庭で備蓄をする態勢を確立しなくてはならないと思います。何でも人を頼り

にして自分の家にあるのにもらいに来たりすることをなくしたいと思います。 

執行機関  全員の分を備蓄することはできません。 

会長  自分でできる部分とこちらでやる部分を明確に意識付けをしていかないと，何で

もかんでも頼られては，当たり前だと思われては困りますので，防災について正し

い情報を伝えていかなくてはならないと思います。 

執行機関  次に生涯学習活動の推進ですが，皆さんがどういうことをやりたいのか捉えるこ

とが難しいです。講座をやっても集まらなかったということになると，ニーズがな

かったということになるし，こちらに言ってきてもらえれば，それに向けてやるこ

とはできるのですが，毎年同じでも駄目ですし，変えながらやっていきたいと思い

ます。 

家庭教育については，緑岡幼稚園さんが大変熱心にやっていただいているので，

ふれあい学級については既に４回分の内容が決まっています。 

会長  やはり，幼稚園の親の家庭教育は大事だと思います。小さい子どもを持っている

人からやっていかなければなりません。小学校になってからではなく，幼稚園，保
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育園でやるしかないと思います。 

執行機関  高齢者教育ということで，連合会の会長さんにお世話になって，４回の緑寿大学

のメニューは既に決まっております。 

会長  緑寿大学は毎年内容が充実していてすばらしいですね。 

執行機関  女性教育も，昨日，打合せして３回のメニューを決めさせていただきました。６

番の青少年教育についても，子ども向け講座ということで，昨年とメニューを変え

た形でやりたいと思います。 

会長  夏休みの書道教室は評判が良かったです。絵画も夏休みの宿題にもなります。 

執行機関  ７番の中で「地域内の人材の掘り起こしを進め」と書いてありますが，そのよう

なことから今回書道教室の先生を，地区の役員さんで松尾さんという方にお願いす

ることにしました。 

以上，緑岡市民センター運営方針及び重点目標ですが，何か御意見があったらお

願いします。 

会長  高齢者クラブは本当にすばらしいです。子ども会の子どもたちに指導したり，夏

祭りでは３世代交流コーナーをやっていただいたり，頭が下がります。 

委員  年々高齢者クラブの中で高齢化しています。若い人があまり入らないんですよ。

上は減っていくんですけど下がなかなか入ってくれないのが一つと，責任者をやら

ないんです，会長になる人がいない。丹下と中山と東緑岡の３つを作ろうとしてい

て，会員さんはやりたくてしょうがない，ところがヘッドになる人がいないので困

っています。確かに市役所との書類のやりとりが難しいところがある。補助金を貰

うからしょうがないですが。緑岡は各単位クラブも活動そのものはほぼ出来上がっ

ている。 

会長  子ども会活動はその時期しかできないので，それを理解してもらえれば，あの頃

楽しかったねと言えるのに，そこまでの余裕がなくなっている。 

委員  子ども会も頭になる人がいないということも聞きます。 

委員  多分みんなくじ引きだと思います。 

会長  その発端は多分ＰＴＡの役員だと思います。昔は役員をやることはクラスでまと

まったんですが，今は前の年に学年でやらないと委員さんに選ばれないんでしょう。 

委員 １年生から６年生まででどこかの学年では必ず１回はお願いしますねと言ってい

ます。 

会長  やりたい人もいるみたいですね。それをどうやって手を挙げさせるかが難しいか

もしれません。やりたいんだけど選ばれないからやれないという声も時々聞きます。 

委員  今年は５，６年生になってまだやっていないからやらなくてはいけない。だけれ

ど仕事をしていて難しい人もいるわけですよ。一方１，２年でやったんだけどもう

一回やってもいいですよという人もいるわけです。会長，副会長がお願いしてその

人に手を挙げていいよと再任の形が出てくるようになりました。その方が学年ＰＴ

Ａはよく動くんですよね。 

委員  役員決めがスムーズにいく学年とこじれる学年もあります。仕事の内容によって

は連続してやっていてもらった方が，例えば広報委員会のようなものがやり方がよ
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く分かるので。 

会長  親が委員をやることで，子どもも励みになる部分もあるので，親も意識してくれ

るといいと思います。それでは，平成 27 年度緑岡市民センター運営方針及び重点

目標について御承認いただけますか。 

委員 ─異議なし─ 

会長  ありがとうございます。よろしくお願いします。 

続きまして，議題の２番，平成 27 年度緑岡市民センター事業について御説明を

お願いします。 

執行機関 ─平成 27年緑岡市民センター事業について─ 

５ページをお開き下さい。子ども教室を３回計画しています。7 月の 29，30日の子

ども絵画教室ですが，講師に石井先生と小林先生ということで，昨年と変わりまし

た。前の先生には長くやっていただいたようですので，今回変えさせていただきま

した。 

８月の３日，４日が書道教室です。先ほども言いましたが，松尾さんと松尾さん

の先生にあたる田山さんが講師をやっていただけるということでしたので，お願い

しました。 

来年の１月ごろに，中学生のお菓子教室を今回初めてなんですがやってみたいと

思います。バレンタインデーに合わせて，これまで中学生向けの講座がなかったも

のですから，中学生向けの講座をやってみてはどうかと思い計画しました。 

会長  その頃，お菓子を作るのは楽しいと思いますね。 

執行機関  右の６ページにチラシを付けたのですが，今まで子ども教室の募集を回覧でやっ

ていました。今年は小学校にお願いして直接各家庭にお渡ししてはどうかなと思っ

ています。 

先生，いかがでしょうか。 

委員  よろしいですよ。 

執行機関  それでは，後ほどお持ちしますのでよろしくお願いします。兄弟で１枚というこ

とができますか。 

委員  できます。実家庭ということですね。 

─成人講座について─ 

これらは市民センター単独あるいは共催としてやる事業ですが，これ以外のクラ

ブ，サークルがあります。クラブ，サークルの区割りがはっきりしないので，クラ

ブで統一していいのかなと思います。教室とクラブははっきりと違いがありますが，

教室は市民センター主催で講師謝礼の補助ができるもので，クラブは自主運営で補

助もなくなります。 

クラブ・サークルについては来年から一本化したいと思います。 

以上，緑岡市民センター事業について御説明させていただきました。よろしくお

願いします。 

会長  今の御説明の内容について，御質問等あればお願いします。 

委員  レディースセミナーのおやき学校ですが，先日行ってきたので参考までにお話し
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しますが，お焼きに絵を描きますが，そのときに同じような絵にならないように，

自分のオリジナルの絵にしないと分からなくなってしまって，この前は他の人のも

のを持っていってしまった人がいました。 

委員  子どもは絵を描くのがうまかったですね。 

委員  ポーセリアンアートもそうなんです。焼き上がったときにどれが誰のものだか分

からなくなりやすいです。皆さんイニシャルを入れたりします。模様も決まったも

のから選んでやるので，同じような作品だと分からなくなってしまいます。 

委員  おやきの時はどういうわけかひよこの絵が多かったと思います。書いたときと焼

き上がりが違ってきますので，余計分からなくなります。 

委員  バスの中でもよく説明したほうがいいですね。 

委員  子どもと行くソーセージ作りは一人一人名前をつけるので，間違いはない。 

会長 市民センター事業については以上でよろしいでしょうか。続いて（３）その他につ

いて御説明をお願いします。 

執行機関  資料７ページを御覧ください。平成 26 年度緑岡市民センター利用状況について

表にしてあります。御覧いただいたとおり，６月から 12 月まで工事のため利用で

きませんでしたという内容です。今年はほぼ例年どおりの利用が見込まれます。 

８ページですが，こちらは部屋の予約方法についてです。水戸市全部で抽選方式を

導入します。これまで，市民センターを利用する団体は並んだ順でしておりました。

中には抽選になっていたところもありましたが，各団体がいろいろな市民センター

を取る場合，こちらは抽選，こちらは順番で，いくら早く並んでもいいから絶対に

順番を取りたいという人もいます。今回統一することになりましたので，全市民セ

ンターで抽選になります。抽選終了後は先着順です。電話は次の日からの受付にな

ります。電話は仮予約なので，申請書を３日前までに出していただくことになりま

す。７月１日から全市民センターで抽選方式になります。 

今まで，クラブ・サークルさんでも申請をしてもらっていたのですが，決まった

曜日時間について今後は申請しなくていいことにします。変更があった場合，それ

から行事の関係で変更してもらう場合はお知らせすることにしたいと思います。 

１日が日曜・祭日の場合は，次の開庁日に受付をします。土曜日は受付を行いま

す。 

抽選のやり方は検討中なのですが，抽選の受付時間を８時 30分から８時 40分ま

でとします。ですから８時 30分より前に来る意味はなくなります。８時 30分から

８時 40 分に来た人同士で抽選をして申込みの順番を決めます。抽選の後は先着順

で受付をします。 

部屋の予約は最初は２回までですが，月に４回まで部屋を予約できることになっ

ています。やり方は各市民センターで違いますが，こちらでは当月に入って１回部

屋を使ったらもう１回予約できます。もう１回使ったらもう１回予約できますとい

うやり方で，４回まで予約できることとします。 

今水戸市で各市民センターにコミュニティルームを整備することにしています。

緑岡については，本年度で整備する予算がついています。やったところをみると，
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図書室にパーテーションで区切ってコミュニティルームにしている例があります

が，緑岡では事務室内に住民の会と社協の事務机があります。それをコミュニティ

ルームに持っていくというのは，ファックスやコピーがない状態なので，できない

のではないかと思います。 

コミュニティルームは，関連団体の方が予約なしで来ても打合せができるという

趣旨だと思うので，いつも使っているわけではないので，図書室とコミュニティル

ールとロビーの共用でも構わないと思います。  会長さんと社協の  会長さん

にはお話ししたところ，そういう方向で構わないと了解を頂いております。ただ現

在は図書コーナーはスリッパを脱ぐようになっていますので，床を直したいと思い

ます。 

委員  今の状態は引っかかるので危ないと思います。 

執行機関  確かに引っかかって危ないので，あのカーペットは取り外して張り替えたいと思

います。また，現在はテーブル２つですので，後２つぐらい増やして，もう少し大

勢で話合いができるようにしたいと思います。それと，印刷機が廊下に出ているの

で，印刷スペースとして奥に入れたいと思います。 

目隠し的なことをするのではなく，オープンのままで打合せをしているときは打

合せしていますということを表示して使ってはどうかと思います。 

以上，その他について御説明させていただきました。 

会長  オープンにしたほうが，地域の人との交流が生まれて，この人たちがボランティ

アでやってくれているんだなということが分かるし，挨拶し合うことが大事だと思

うのでよろしくお願いします。その他何かありますでしょうか。ないようでしたら

以上で議長を降りさせていただきます。 

執行機関  皆様お忙しい中熱心に御審議いただき，ありがとうございました。以上で平成 27

年度第１回の緑岡市民センター運営審議会を閉会します。 

 


