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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 

水戸市見和市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

令和４年６月３日（金） 午前 10 時 00 分から午前 11 時 30 分まで 

 

３ 開催場所 

水戸市見和市民センター コミュニティルーム 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員  

緑川 均，樋口 てい子，大津 徳男，大谷 一宏，篠﨑 裕子，豊田 雅之 

（２）執行機関  

所畑 智美, 長山 幸徳 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）令和３年度事業報告について                   （公開） 

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

（３）令和４年度水戸市市民センター運営方針及び重点目標について    （公開） 

（４）令和４年度事業計画について                   （公開） 

（５）令和４年度定期講座開設状況について               （公開） 

（６）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４年度第 1回水戸市見和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    定刻になりましたので，ただいまより「令和４年度第１回水戸市見和市

民センター運営審議会」を開催いたします。 

本日皆様方には，大変御多忙のところ，御出席を賜り誠にありがとうご

ざいます。 

会議に先立ちまして，令和４年４月１日から令和６年３月 31 日までを

任期とする６名の委員の方に委嘱状を机上にお配りしましたので，ご確認

ください。 

なお，本日は，議事録作成にあたり会議の内容を録音させていただくこ

とを御了承願います。 

執行機関   会議に入る前に審議会委員の役割や会議の開催等について説明いたし

ます。 

        （運営審議会の説明） 

それでは，新たな委員の方もおられますので，  委員から自己紹介 

をお願いいたします。 

（自己紹介） 

続きまして，正副会長の選出でございますが，水戸市市民センター条 

例第 11 条第３項の規定により，審議会に委員の互選により会長及び副会

長を置くことになっております。選出方法も含め，いかがいたしましょ

うか。 

  委員   会長は，  さんがよいのではないでしょうか。 

執行機関   それでは会長は  委員にお願いするということでよろしいでしょう

か。 

続いて，副会長はどなたがよろしいでしょうか。 

  委員   副会長は，  さんにお願いすることでどうでしょうか。 

執行機関   それでは，会長は  委員，副会長は  委員にお願いするということ 

でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

執行機関   それでは，会長よりごあいさつを頂戴したいと思います。よろしくお願

いいたします。 

（会長あいさつ） 

執行機関   ありがとうございました。 

執行機関   協議に入ります前に，本日は委員定数の２分の１以上の全６名の委員の

出席をいただき，市民センター条例第 12 条第２項の規定を満たしている

ことを御報告いたします。 

また，水戸市附属機関の公開に関する規程に基づき，会議録署名人を２ 

名以上置くこととされておりますので，議事録署名人を  委員，  委
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員のお二人にお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

（異議なし） 

よろしくお願いいたします。 

それでは，市民センター条例第 12 条第１項の規定により，会長に会議の

議長となっていただき，議事進行をお願いいたします。 

  会長   それでは，議事（１）令和３年度事業報告について説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき議事（１）令和３年度事業報告について説明する。） 

  会長   ただ今の説明の中で，何か質問等ございますか。 

  委員   資料にある関連行事とは，センターに関係する地区の事業として理解し 

てよろしいか。 

執行機関   そのとおりです。 

  会長   コロナ禍のため，ほとんどの行事が中止となりましたが，仕方がないこ 

       とです。 

  会長   その他なければ次に移ります。 

続いて，議事（２）令和３年度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   （資料に基づき議事（２）令和３年度市民センター利用状況について説

明する。） 

  会長   ただ今の説明の中で，何か質問等ございますか。 

  委員   室別利用状況において調理室の利用が少なかったようですが。 

       また，ロビーの利用は集計していないのですか。 

執行機関   昨年度は，コロナの影響により調理室の利用が少なくなりました。 

          また，ロビーの利用についてですが，他のセンターでは図書コーナーの

利用がありますが，見和市民センターの場合，見和図書館が近くにあり図

書コーナーを設けていないので利用が０となっています。 

  会長    市内センターの中で６番目に利用が多いということですが，以前はもっ 

と利用が多かったと思います。 

執行機関   前は市内センターでベスト３に入っている年度もありました。 

  委員     調理室は，女性会などで利用させてもらっていますが，コロナで調理し 

たものを持ち帰りにするなど利用の制限が多いので，利用者が減少してい 

るのだと思います。 

  会長   他に質問等がなければ，議事（３）令和４年度水戸市市民センター運営 

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   （資料に基づき議事（３）令和４年度水戸市市民センター運営方針及び 

重点目標について説明する。） 

  会長   ただ今の説明について，今年度から新しく委員になっていただいた方は， 

一度資料に目を通していただかないと難しいと思いますが，何か質問等は 

ありますか。 



４  

 

  委員   この運営方針は昨年度の運営審議会で決めたものなのですか。 

執行機関   水戸市の２か年実施計画などを基に市民生活課と生涯学習課が連携し

て作成しているもので，令和３年度の運営方針及び重点目標に加除修正し

たものです。 

  会長   ＩＣＴリテラシーなどの難しい表現がありますが。 

執行機関   今年度，水戸市では，特に，シニア向けのＩＣＴ教育支援に力を入れる

方針で，このような文言が加わっております。 

  委員   町内会自治会カードを持っていますが，もっと周知が必要ではありませ

んか。 

  委員   今，地区連合会会長が利用を促進するため，地域の協賛店を探しており

ます。 

  会長   利用が広がらないとカードを作っても意味がないと思います。 

  委員   個人店舗が中心ですよね。 

  会長   大店舗のところは社の了解を得るまで時間がかかるのでしょうかね。 

  委員   「家庭・地域・学校の連携の強化」と規定されていますが，学校でも地

域との連携を強くしたいと考えております。 

執行機関   「家庭・地域・学校の連携の強化」については，教育委員会でも学校と 

地域との連携の方策を探っています。 

       学校の方で何かお考えがあれば，御教授ください。 

  委員   子ども達のキャリア教育に地域の方の御協力をいただければと考えて

おります。 

地域での職場体験を行うことにより，子どもたちの勉強する意欲も高ま 

るのではないかと考えています。 

  委員   今，事業所自体が感染対策を講じているため，職場体験や見学は難しい

状況にあります。 

  委員   子どもたちは１人１台タブレットを持っているので，オンラインで仕事

の様子を見せていただいたり，お話を聞いたりすることもできると思いま

す。 

  委員   高齢者も高齢者学級や女性向け女性教養講座を利用して，いろいろなこ 

とを体験しています。 

ぜひ，子どもたちにも様々な体験をしてもらいたいと考えています。 

  会長   他に質問等がなければ，（４）令和４年度事業計画について説明をお願

いします。 

執行機関   （資料に基づき議事（４）令和４年度事業計画について説明する。） 

  会長   ただ今の説明について何か質問等ございますか。 

  委員   昨年，地区連合会でボッチャの道具を購入しましたので，ぜひ活用して 

いただきたい。 

  委員   スポレク部でボッチャの体験事業を計画しています。 
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  委員   日程表をみると，ふれあい祭りと黄門まつりが重なってしまいます。 

執行機関   今後，地区連合会で日程調整することになると思います。 

  会長   家庭教育講座は小学校と協議するのですか。 

執行機関   これまでは新入学児保護者説明会などのときに講演会を行っていまし 

たが，コロナの影響で昨年度一昨年度は開催できませんでした。  

       今後，小学校と協議していこうと考えています。 

  委員   前回，新入学児保護者説明会はＹouＴube で動画配信しましたので，講

演会も動画配信で行うことは可能だと思います。 

  委員   学校では運動会などの屋外行事については，どのように考えているので

すか。 

  委員   運動会は，クラスマッチという形で，学年ごとに２時間ずつに分散して

開催し，保護者にも来校いただき見ていただきました。 

国の方針では，距離をとれば屋外でマスクを外すことはできますが， 

子どもの中にはマスクを外すことをためらう子もいます。 

  会長   次に，（５）令和４年度定期講座開設状況について説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき議事（５）令和４年度定期講座開設状況について説明す 

る。） 

  会長   何か質問等はございますか。 

  委員   最初に教室で立ち上げたものが，クラブへ移行するということですか。 

執行機関   そのとおりです。 

教室が自主運営できるようになったら，クラブへ移行しております。 

  委員    受講者が少ない場合は，中止となるのですか。 

執行機関   10 名に達しない場合は，講師謝礼が賄えないなどの理由で，開催中止と 

なることもあります。 

  会長   他に何か質問等ございますか。なければ（６）その他について，何か質 

問等はありますか。 

  委員   ロビーの利用についてですが，利用許可を取らないで個人的に休日等に 

利用している方がいましたが，これは施設管理上，適正ではないと思い 

ます。 

執行機関    部屋利用の主管課である市民生活課と協議します。 

  委員    今後，事業の実施の可否は，市の判断によるのですか。 

執行機関     施設の利用の可否については市の利用条件に基づいて行いますが，セ 

ンター主催の事業実施の可否はセンターの判断となります。 

  委員    施設を利用する場合，コロナ対策のための利用人数の基準はあるので 

すか。 

執行機関    人と人との間隔を空ける距離は市の基準がありますので，それに基づ 

いて部屋の定員も決まっております。 

  会長    その他質問等ございますか。なければ，（６）については以上とし，議 
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事を終了といたします。 

       それでは，議事進行をセンターの方に戻します。 

執行機関   長時間にわたりまして，御審議ありがとうございました。 

       本日の皆様方の貴重な御意見を踏まえ，市民センター事業を展開してま 

いりますので，よろしくお願いいたします。 

        第２回の運営審議会の開催は，２月下旬か３月初旬を予定しておりま

す。 

       以上をもちまして，令和４年度第１回水戸市見和市民センター運営審

議会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 


