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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 

   令和４年度第１回水戸市上中妻市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   令和４年６月 22 日（水）13 時 30 分から 

               14 時 00 分まで 

 

３ 開催場所 

   上中妻市民センター 集会室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員 

   穂積 弘行，雪竹 環，江橋 信子，鯉渕 裕志，立原 文男，白澤 昭 

（２）執行機関 

   関 文男，佐川 好美 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）令和３年度上中妻市民センター事業並びに利用状況について    （公開） 

（２）令和４年度上中妻市民センター運営方針及び重点目標について   （公開） 

（３）令和４年度上中妻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 

   なし 

 

８ 会議資料の名称 

   令和４年度第１回水戸市上中妻市民センター運営審議会 
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９ 発言内容 

 

執行機関   定刻となりましたので，只今から令和４年度第１回水戸市上中妻市民セン

ター運営審議会を開催いたします。 

       ２の委嘱状交付でございます。 

       今回は，新しい委員さんになって，初めての審議会となります。皆様の 

      テーブルに委嘱状がございますので，御確認をお願いいたします。尚，誤り 

      等がございましたら，審議会終了後，申し出ていただければと思います。 

       また，初めての方もおられますので，自己紹介をお願いしたいと思います。 

       (各委員自己紹介) 

       ありがとうございました。 

       次に，３の会長及び副会長の選出でございます。 

       水戸市市民センター条例第 11 条第３項によりまして，委員の互選により会

長及び副会長の選出をお願いいたします。 

  （委員より事務局一任の声） 

事務局（案）でございますが，前回会長を務めていただきました  委員が

いらっしゃいますので，引き続き  委員に会長をお願いできればと思いま

す。また，副会長には，長年委員をお願いし，務められてます  委員にお願

いできればと思います。委員の皆様から御了解を頂ければ，お二人にお願いし

たいと思います。 

事務局からは以上です。 

      （委員より異議なしの声） 

    委員，  委員，よろしくお願いいたします。 

       それでは，会長になられた  委員より，一言御挨拶を頂きたいと思います。 

  会長  （挨拶）          

執行機関   ありがとうございました。 

       それでは，議題に移りたいと思います。 

議事の進行は，水戸市市民センター条例第 12 条第１項により会長にお願い 

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

  議長   それでは，議事進行を務めさせていただきます。本日の議題につきまして，

スムーズに進行を行いたいと思いますので，皆様の御協力をお願いいたしま

す。 

 本日の審議会でございますが，委員６名中６名が出席しており，水戸市市民

センター条例第 12条第２項により本日の審議会が成立していることを報告い

たします。 

また，本日の審議会は，議事録を作成し，公表することになっておりますの
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で，議事録署名人に  委員，  委員を指名いたしますので，よろしくお願

いいたします。 

それでは，５の議題（１）令和３年度上中妻市民センター事業並びに利用状

況について，執行機関から説明をお願いします。 

執行機関  （今年度の上中妻市民センター職員紹介） 

５議題（１）令和３年度上中妻市民センター事業並びに利用状況について説

明いたします。 

ア 市民センター主催による事業 

       青少年教育講座（子ども教室）サマースクール「絵画教室」は，令和３年８

月 17 日，15 名の参加で実施いたしました。次に女性教養講座は，２回行いま

した。「骨盤ストレッチ」は，令和３年 10 月 29 日，13 名の参加で実施いたし

ました。２つ目ですが，「お正月の寄植え教室」は，令和３年 12 月 21 日，12

名の参加で実施いたしました。家庭教育講座（家庭教育強化事業）「親子ヨガ

講座」は，令和３年 12 月７日，６組の参加で実施いたしました。 

       イ 地区住民の会・市民センター共催による事業 

       上中妻地区お父さんソフトボール大会は，令和３年６月 27 日，大塚池公園

野球場で２チームの参加で実施いたしました。西部ブロック球技大会（ソフト

ボール）は，令和３年 12 月 12 日，会場は田野市民運動場で上中妻地区からは

１チームの参加で実施いたしました。 

       ウ 地区高齢者クラブ連合会・市民センター共催による事業 

       高齢者スポーツ交流会は，令和３年 11 月 25 日，上中妻市民運動場で 35 名

の参加で実施いたしました。 

       エ その他 

       令和３年度から実施しております，子育て広場については，毎月第１火曜日，

時間 10;00～11:30，会場はホールで実施しております。表には毎月の参加人

数が掲載されております。５月は連休中で中止，９月と２月はコロナの関係で

中止となっております。 

       オ 団体別利用状況 

       市民センターの各団体の利用状況の合計のみ説明させていただきます。市

民センター387 件 3,615 名，社教団体 47 件 655 名，市・県関係 85 件 1,262 名， 

      その他（サークル等）391 件，3,419 名，全体の合計 910 件 8,951 名でござい

ます。 

       下段の表は，令和２年度と３年度の比較でございます。 

       カ 部屋別利用状況 

       利用状況を部屋別で見た表となっております。合計のみ説明させていただ

きます。ホール 438 件 5,259 人，和室 196 件 1,540 人，集会室 263 件 1,997
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人，調理室 9件 103 人，館外 4件 52 人，全体の合計 910 件 8,951 人でござい

ます。 

下段は令和２年度と３年度の比較でございます。以上でございます。 

  議長   ただいまの説明につきまして，質疑を受けたいと思います。 

  （質問はないか諮り，異議なしの発言あり。）（議長：承認の旨の発言） 

       次に，議題（２）令和４年度上中妻市民センター運営方針及び重点目標につ 

      いて，説明をお願いいたします。 

執行機関  （２）令和４年度水戸市上中妻市民センター運営方針及び重点目標について 

       ア 運営方針 

       資料を読ませて頂きます。 

近年，人口減少社会や超高齢社会の到来をはじめ，都市化の進展，価値観の

多様化，生活圏の拡大など，市民を取り巻く状況は大きく変化している。  

       こうした状況にあっても，市民が安心して暮らし，幸せを感じられる豊かな

地域を形成していくためには，今後ますます地域コミュニティ活動と生涯学

習活動の推進が必要となる。 

       市民センターにおいては，コロナ禍における感染症対策を徹底した上で，地

域コミュニティ活動の拠点として，その継続や発展に向けた支援に努めると

ともに，生涯学習活動の拠点として，その充実や成果を生かす環境づくりに努

める。また，東日本大震災や令和元年東日本台風での経験を踏まえ，地域活動

の拠点としての機能充実を図っていくものとする。 

       イ 重点目標 

       （ア）地域コミュニティ活動の推進，a 地域コミュニティ活動の活性化， 

      ｂ 地域コミュニティ活動環境の充実，ｃ 地域防災活動との連携 

（イ）生涯学習活動の推進，a 学習機会の充実，b 学習の成果を生かす環境

づくり，c 家庭・地域・学校の連携の強化でございます。詳細につきましては，

お目通しを頂ければと思います。以上でございます。 

  議長   ただいまの説明につきまして，質疑を受けたいと思います。 

  （質問はないか諮り，異議なしの発言あり。）（議長：承認の旨の発言） 

   次に，議題（３）令和４年度上中妻市民センター事業計画について，説明を

お願いします。 

執行機関   （３）令和４年度上中妻市民センター事業計画についてですが，表左側は地

域活動，中央は生涯学習の推進の中で市民センターが主催の一般教養講座並

びに定期講座，右側はボランティア活動の子育て広場の内容です。地域活動に

ついては，５月は各団体の定期総会があり，会議を開催した団体，あるいは書

面決議した団体がございました。また，西部地区球技大会を実施いたしました。

７月は，お父さんソフトボール大会，花壇コンクール，未定ではありますが寿
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大学と，来年３月まで各月事業を予定しております。地区住民の会の内容とい

たしまして，コロナも落ち着いてきた事もあり，事業を実施する方向で進めて

いる状況であると聞いております。次に生涯学習の推進の一般教養講座につ

きましては，各月このような内容で市民センターで計画しております。定期講

座につきましては，パソコンＣは今年度よりサークルに移行すると報告がご

ざいました。続きまして，子育て広場につきましては，例年通り毎月第１火曜

日に実施いたします。５月は連休中で中止，１月は行政的に休みのため中止と

なっております。以上でございます。 

  議長   ただいまの説明につきまして，質疑を受けたいと思います。 

  （質問はないか諮り，異議なしの発言あり。）（議長：承認の旨の発言） 

       次に，議題（４）その他についてですが，何かございますか。 

  委員   子育て広場は講師の方が来て，指導していただけるのですか。 

執行機関   子育て広場は，ボランティアの方に見守りをして頂く形です。地区の方にボ

ランティアに登録して頂いてます。ボランティアは今現在 12 名いらっしゃい

ます。登録しているメンバーの中から３～４名来て頂いて，１時間半程度小さ

なお子様の見守りをお願いしています。子育て広場の参加は特に上中妻地区

限定ではなく，他の地区の方，他市町村の方も来て頂いて問題はありません。

以上でございます。 

  議長   最後に，私の方から学校の近況報告をお話させていただきます。24 日に授

業参観を行います。それから，昨日 21 日，６年生が林業体験学習で大子に行

ってまいりました。昨年度は，今の５年生が霞ヶ浦湖上体験学習を実施してま

す。これからも，どんどん出る機会を増やして行こうと考えております。それ

と最近，不審者とか物騒な事が多く見られます。下校指導も強化していますが，

赤塚小学校近辺で出た石投げの犯人は捕まっておりません。その為，先日，避

難訓練を行う予定を急きょ，引き渡し訓練に変更して実施いたしました。グラ

ウンドの周りの細い道路を利用し，ドライブスルー方式で行いまして，全生徒

218 名おりますが，45 分で終了する事ができました。また，今日から，プール

学習も始まりまして，水温と気温を確認しながら実施しております。プールは

今年１年間は，学校で実施いたしますが，来年からは，５月～１月の期間に，

リリー幼稚園での実施となります。しかし，リリー幼稚園でのプール学習では，

着衣水泳とペットボトルを使った避難型は出来ないので，今年度は必ず行え

るように考えております。尚今のところ，本校は新型コロナウイルス感染者は

おりません。報告は以上でございます。 

   その他，ないようでしたら，以上で本日予定していた議題について，終了い

たします。皆様の御協力により無事終了いたしましたので，ここで議長の座を

降りて，執行機関にお返しいたします。ありがとうございました。 
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執行機関   以上で，令和４年度第１回水戸市上中妻市民センター運営審議会を終了い 

たします。大変お疲れさまでした。        

          

 

 


