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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 

   水戸市見川市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

令和４年６月 28 日（火） 午後１時 30 分から 

午後３時 30 分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市見川市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委  員    江幡 裕，岡﨑 充芳，鈴木 由恵，小沼 信行，今井 貴子 

（２）執行機関    五上 正嗣，伊東 洋子 

（３）そ の 他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 （１）令和４年度見川市民センター運営方針及び重点目標 （公開） 

（２）令和３年度施設の利用状況等及び事業報告について  （公開） 

（３）令和４年度事業計画について           （公開） 

（４）令和４年度定期講座受講生募集状況について    （公開） 

（５）その他                      （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

   0 名 

 

８ 会議資料の名称 

   令和４年度第１回水戸市見川市民センター運営審議会 

 

９ 発言の内容 

 

執行機関  定刻となりましたので，ただいまから令和３年度第１回水戸市見川市民セ

ンター運営審議会を開催いたします。 

資料の１ページを御覧ください。 
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今年は審議委員の切り替えとなります。皆様の任期については令和４年４

月１日から令和６年３月 31 日の２年間となっております。継続された審議

委員は        様，          様，          様，新任されました委員につ

きましては，水戸市立見川小学校長の      様,同小学校ＰＴＡ会長の 

        様，水戸市立見川中学校ＰＴＡ副会長の      様となっており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。皆様の名簿の下に見川市民センタ

ー職員名簿をお示ししてございます。所長と会計年度任用職員１名が変更に

なりました。 

それでは委嘱状を交付いたします。本来ですと水戸市長がお渡しすべきと

ころでございますが，公務多忙のため出席することができませんので，市長

の代わりに私のほうからお渡しさせていただきます。 

（委嘱状交付） 

それでは，市民センターの運営等に関する事項につきまして，市長又は教

育委員会の諮問に応じ，御審議を賜りますのでよろしくお願いいたします。 

 

続きまして，市民センター条例第 11 条の第３項の規定により，会長と副会

長を置くことになっており，その選出方法につきましては委員の互選という

ことが記されております。会長，副会長の選出でございますがいかがでしょ

うか。 

 

   委員    委員さんが前回も務めてらっしゃいますし, またお願いできないでし

ょうか。できれば副会長も前回からの経験がある  委員さんに受けてもら

えると会議がスムーズにいくと思うのですが。 

 

   委員  私も今回初めて運営審議委員になりますので，経験のある方にお願いした

いと思います。 

 

 執行機関  両委員さんいかがでしょうか。御了承いただけますでしょうか。 

 

   委員  皆さんから支持していただけるのであればお受けしたいと思います。 

   さんはいかがですか。 

 

   委員  私も特に意見はありません。最後までできるかわかりませんがよろしくお

願いします。 

 

 執行機関  それでは会長に  委員，副会長に  委員で進めたいと思います。 

それでは会長からひと言御挨拶をお願いいたします。 

 

会  長  会長に任命されました  でございます。見川市民センターにおきまして
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は高齢者クラブの会長として，寿大学や住みよい見川をつくる会などの事業

に参加しております。残念ながら過去２年間は，コロナの影響で寿大学の事

業が一部中止になるなどいろいろな影響がありました。今年度こそは様々な

事業が行えるよう期待しています。 

      ところで，最初の会議ですので皆様からも自己紹介をお願いします。 

     （各委員及び職員より自己紹介） 

      ありがとうございました。 

 

執行機関  それでは早速，議事に入りたいと思います。 

市民センター条例第１２条の規定により，会長に議長をお願いいたします。 

 

議  長  それでは議長を務めさせていただきます。会議が円滑に進むよう皆さん御

協力をお願いいたします。 

      では，議題に入る前に本日の出欠状況について事務局より報告をお願いい

たします。 

 

執行機関  本日の出席状況について御報告します。委員６名のうち５名の出席でござ

います。したがいまして，会議としての成立条件の２分の１以上であること

から，会議が成立したことを御報告いたします。 

 

議  長  ただいま,事務局の報告のとおり，本日の運営委員会は有効に成立してお

りますので，これより会議次第に沿って議事を進めてまいります。 

議事録署名人を  委員と  委員にお願いします。 

それでは，議事に入りたいと思います。本日の御審議いただく議事はその

他を含め全部で５件でございます。 

議題の（１）令和４年度見川市民センター運営方針及び重点目標について，

センター長から説明をお願いします。 

 

執行機関  それでは，議題の(１)令和３年度水戸市見川市民センター運営方針及び重

点目標について御説明いたします。 

     （資料に基づき説明） 

 

議  長  御質問，御意見がございましたらお願いいたします。 

 

  委員  生涯学習の推進の中で，（３）家庭・地域・学校の連携の強化の中で，子ど

もたちの生きる力を育むとありますが，これはまさに見川中学校の生徒たち

が参加しているジュニアリーダーのことだと思います。見川地区のジュニア

リーダー活動は水戸市内でも特に活発で，参加生徒数も 100 名を超える規模

で活動を行っています。コロナの影響でこの２年ほど活動は縮小しています
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が，コロナ以前は地区の運動会やお祭りなど様々な行事に参加しています。 

 

  委員  私たち女性会の主催事業として，飯富特別支援学校の生徒達と交流事業を

行っていまして，その時にジュニアリーダーの皆さんが活躍してくれました。 

     飯富特別支援学校の保護者の皆さんからも大変感謝されていました。 

 

  委員  資料にも地域資源の活用推進とありますが，地域資源とはまさに人材だと

思います。この地区には様々な資格や特技などを持った方たちがいます。こ

のような方々と協力して地域の活性化を推進するべきだと思います。 

      すみませんがまたジュニアリーダーの話に戻りますが，活動の拡充として

もっと高齢者の方々との交流を増やしたいと考えています。 

 

議   長   見川中学校ではジュニアリーダーを中心に地域活動に積極的に参加して

いるようですね。私共高齢者クラブとしても，もっと地域交流に参加したい

と考えていますが，年齢により体が動かないといった要因で残念ながら参加

の機会が減っています。同じ学校として,見川小学校ではどのような活動を

行っているのでしょうか。 

 

  委員  この２年間のコロナ禍の影響で，地域と学校の交流が減っています。見川

地区は住民が増えていますが核家族が多く，三世代の交流が少なくなってき

ています。この交流を増やすことは子供たちの情操教育の面から考えても大

変重要なことだと思います。 

 

  委員  高齢者の方々との交流といいますか，話だけでもするだけで子供たちのコ

ミュニケーションの能力が上がると思うんです。 

 

執行機関  三世代交流は地域コミュニケーションの育成にとても重要だと考えてい

ます。今後の事業展開の中で地区会との連携は当然ですが，ジュニアリーダ

ーや地区内の様々な団体と協力して事業を進めていきたいと考えています。 

 

議  長  いまだコロナが完全に収まっておらず，いろんな制約が多い状況ですが，

やっと事業が再開され嬉しく思います。見川市民センターの事業に多くの人

が参加してコミュニケーション形成や生涯学習活動の推進が今後ますます活

発に事業展開が行われていくとよいですね。 

      ところで，私からも質問なんですが，新たに「みと弘道館大学」という単

語が出てきました。去年は見た記憶がなかったのですが，これはどのような

ことをするのでしょうか。 

 

執行機関  市民センターや好文カレッジが主催する生涯学習事業についての総称に
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位置付けられています。社会変化が大きい昨今で，いわゆる現代的課題の解

決に寄与するような生涯学習の提供や，それを学習した方々がまちづくりに

役立てることができるような課題に取り組むなどといったことが考えられま

す。 

 

議  長  所長が運営審議会の始まる前に話していた，高齢者へのスマホ講座とかが

その対象になりますか。 

 

執行機関  そうですね。具体的な例で言いますと，新型コロナウィルスワクチンの接

種予約にあたり，高齢者の方で何度も電話予約を試みたが予約ができず，逆

にネット予約を行った方はすぐに予約が取れたというケースがありました。 

そのような問題をできるだけ是正するため，高齢者の方を対象にソーシャル・

ネットワーク・サービス，いわゆるＳＮＳ利用についての講座を開催したい

と考えています。 

 

議  長  私もその講座に参加したいと考えています。できれば１回と言わずに２，

３回はやってほしいところです。 

      ほかに質問はございますか。無ければ議題（２）令和３年度施設の利用状

況及び事業報告について事務局より御説明願います。 

 

執行機関  それでは，続きまして，議題（２）令和３年度施設の利用状況及び事業報

告について御説明いたします。 

（資料に基づき説明） 

 

   委員  資料を見ますと，図書コーナーの利用が全くありませんが，図書の貸し出

しが無かったとみてよろしいのですか。 

 

執行機関  平成 26 年ごろに図書室を改造して，コミュニティルームと図書コーナー

を併設しました。それ以降図書利用が減り始めました。もう一つの大きな原

因として近隣に見和図書館がありますので，本の貸出し利用はそちらで行っ

ているようです。見川市民センターの図書コーナーについては，利用という

よりも証明発行を待つ間親子連れの方が小さな子へ本を読んでいる程度の利

用しかありません。 

 

  委員  確かに近くに見和図書館がありますし，図書コーナーには児童書くらいし

か置いてないですね。元々の本棚のある場所はコミュニティルームになって

しまっているので，住みよい見川をつくる会や社会福祉協議会の書類や備品

が置いてありますから，一般の方は入ってきませんよね。 
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  委員  図書コーナーの本はずっと同じものなのですか。 

 

執行機関  定期的に入れ替えを行っています。図書コーナーにあるものはできるだけ

児童書を中心に行ってもらうよう中央図書館に依頼しています。 

 

議  長  ほかにございますか。 

事業報告にもありましたが，前年は多くの事業が中止になってしまいまし

たね。寿大学は，以前５回だったのですが，コロナ禍の影響と参加者の高齢

化が進み３回となってしまいました。 

子供たちを対象にした事業についてはいかがでしたか。 

            

執行機関  夏休みの子供教室ですが，去年は開催が危ぶまれましたが無事開催できま

した。ほかの地区については，コロナ禍により未開催であったり，８月後半

に予定していた地区については８月中旬から市内全市民センターの部屋利用

ができなくなりましたので開催中止にしたとのことです。 

 

  委員  去年は夏休みの子供教室を開催していただき大変感謝しています。コロナ

禍により市内の市民センターでは軒並み夏休みの事業ができなかったと聞い

ていましたから，子供たちも喜んでいたと聞いています。 

 

執行機関  実施できた事業にしても，例年より参加人数が大幅に減っています。これ

につきましては，市民センターの各部屋の利用人数を制限した影響もあると

思います。今年度は前年度より規制を緩やかにして事業実施をしていきたい

と考えています。 

 

  委員  去年はコロナの影響で運動会や生涯学習フェスティバルなど多くの事業

が中止になりました。市民センターの利用ができなかったこともありますが，

仮に事業開催したとしてコロナ患者が出てしまった場合，主催者側に責任が

どこまでいくのかということや，その責任は取れない，だからやめようとな

ってしまいました。今年はその課題をどうやって解決していくかが焦点にな

りますね。 

 

執行機関  地区会の役員さんとも話したのですが，見川ふれあい祭りについては飲食

の禁止もあることから，今年度も防災訓練に変更しようという話が出ていま

す。運動会についても従来のやり方でなく，別な形でできないかという意見

が出ています。 

 

議  長  新型コロナウィルス患者も随分少なくなってきている気がしますが，いま

だに収束していないですから，今年度も多くの事業に影響が出そうですね。 
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その他，御意見，御提案がございましたらお願いします。 

無ければ（３）令和４年度事業計画について事務局より説明願います。 

 

執行機関  それでは（３）令和４年度事業計画について説明いたします。 

       （資料に基づき説明） 

       資料の中でふれあい学級が１回目２回目とも未定になっていますが，昨日

見川幼稚園のＰＴＡ役員さんと打ち合わせした結果，第１回目を９月９日，

第２回目を令和５年１月 18 日に開催することになりました。内容について

は１回目が親子ヨガ，２回目はおもしろ理科先生を開催します。 

       また，先ほども言いましたが，今年度は高齢者を対象としたスマートフォ

ン活用の講演会を開催したいと思います。講師につきましてはソフトバンク

から派遣をしていただきます。 

 

 議  長  現代は高齢者でもスマホを扱えないと不便なことが多くなっています。 

今回のワクチン予約しかり，ペーパーレスの推進のせいか銀行では紙の通

帳を発行せずアプリで金額の確認ができますよと言われても，そのアプリの

利用方法がわからないといった現代ならではの問題が多くなってきています。

市民センターで現代的課題を取り扱った講座を開催していただけるのはとて

も良いことだと思います。 

ほかに御質問や意見はございますか。 

  

   委員  ふれあい祭りについては住みよい見川をつくる会の総会でも今年は防災教

室を行いたいと報告しています。やはり飲食が伴う行事についてはしばらく

無理そうです。 

ですが水戸黄門祭りは日程を大幅に変更して 11 月頃開催するようですね。

ほかの地区ではお祭りなど開催する予定がある地区などはありますか。 

 

 執行機関  詳しくは知らされていませんが２，３か所の地区で夏祭りを行うと聞いて

います。消毒や３密の回避など，どのように実施するのか聞いてみたいと思

います。 

 

   委員  私ども女性会では水戸市と共催で子育て広場を行っています。今年は参加

上限人数を去年の７組から 10 組に変更しました。新型コロナウイルス感染

防止対策のため，毎回開始前に，床に敷くマットの消毒を行い，小さなおも

ちゃも一つ一つ除菌しています。 

       お祭りとなれば大勢の人が参加するでしょうから，新型コロナウィルス対

策は徹底して行ってほしいですね。 

 

議  長  他に御意見はございますか。 
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      なければ（４）令和４年度定期講座受講生募集状況について事務局より説

明願います。 

 

執行機関  それでは（４）令和４年度定期講座募集状況について説明いたします。 

       （資料に基づき説明） 

       見川市民センター主催の教室のうちキッズイングリッシュは募集に対し応

募がありませんでしたので令和４年度は中止といたしました。次に自主運営

クラブのうちカラオケ虹が指導者及び受講者が高齢のため解散となりました。

また，男の料理クラブは新型コロナウィルス感染症の影響で，本年度も休講

という運びになりました。 

       逆に新規設立としてパンづくりクラブが１つから３つに増えました。内容

としては既存のクラブがＡ，もともと森林公園で活動していたパン教室が施

設の都合で解散することになり，継続を希望された方々が見川市民センター

で活動したいとして設立したＢ，既存のパンづくり教室が定員いっぱいであ

ったため新規募集で始めたＣとなります。 

 

   委員  クラブで作ったパンは市民センターで食べていくのですか。 

 

執行機関  新型コロナウィルス感染症が収束していませんので，市民センターでの食

事は控えてもらっています。出来上がったパンは各自持ち帰り御自宅で食べ

ていただくようお願いしています。 

 

  委員  それは仕方がないでしょうね。油断してクラスターなどが起きれば市民セ

ンターでの活動自体ができなくなりますから。 

 

執行機関  女性セミナーでも第２回目は防災に役立つ料理教室を行うのですが，出来

上がった料理は全員持ち帰ってもらう予定です。 

 

  委員  感染患者は去年に比べ随分減ったようですが，収束はしていないですから

仕方がないですね。 

      ところで，スマートフォン講座は高齢者だけが対象になるのでしょうか。

できれば講座の対象は高齢者だけでなく，私たちの年代も講習を受けたいの

ですが。 

 

議  長  今の携帯電話は色々な機能がついていますし，アプリについても情報弱者

にとってはどれが安心で危険かわかりません。特に対象年齢を決めるのでは

なく，希望する方全員とは言いませんが，窓口を広くしてもよいのではない

でしょうか。 
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執行機関  高齢者だけでなく，様々な年代の方が受講できるよう調整してみます。今

回の講演会については，水戸市のデジタルイノベーション課を通して開催致

しますので，時期については未定ですが開催を目指したいと思います。 

  

 議  長  よろしくお願いします。ほかにございませんか。 

なければ（５）その他でございますが市民センターから何かありますか。 

 

 執行機関  報告があります。 

       見川市民センターの休日夜間のカギの件ですが，今年度から休日夜間管理

人との契約がなくなりました。休日や夜間のカギにつきましては，玄関脇に

キーボックスが設置されております。キーボックスは暗証番号入力で開扉し，

中に市民センターの玄関用のカギがありますので，それを使って玄関の開閉

をしていただきます。 

 

 議  長  パスワードは教えていただけるのですか。 

 

 執行機関  市民センター利用申請書を提出していただいたときにパスワードを教えて

います。パスワードについては毎月変更しています。 

 

 議  長  それなら安心ですね。 

  以上で予定していた議事は終了いたしました。 

その他，御意見等はございますか。無いようなので，これで議長の役目を

降ろさせていただきます。 

 

執行機関  ありがとうございました。 

以上で，令和４年度第１回水戸市見川市民センター運営審議会を終了いた

します。 

 

 


