
様式第3号(第7条関係) 

 

会 議 録 

 

1 附属機関の会議の名称 水戸市稲荷第一市民センター運営審議会 

 

2 開催日時 令和元年７月31日(水)  14時00分から15時00分まで 

 

3 開催場所 稲荷第一市民センター 会議室 

 

4 出席した者の氏名 

 (1) 委員 宮部 永一，出澤 裕史，前野 進，小林 文雄，木村 栄子，星野 幸子 

 (2) 執行機関 加藤木 長生 

 (3) その他 

 

5 議題及び公開・非公開の別 

（1）平成30年度事業報告及び利用状況について（公開） 

(2)令和元年度運営方針及び重点目標について（公開） 

(3)令和元年度事業計画（案）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 

  令和元年度第一回水戸市稲荷第一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，ただいまから令和元年度第１回水戸市稲荷第一市民セ

ンター運営審議会を開催いたします。本日は，お忙しい中御出席をいただきまし

て誠にありがとうございます。委員の皆様には，市民センターの運営等につきま

して，率直な御意見等いただきますようよろしくお願いいたします。 

 それでは，会議に先立ちまして，出欠の報告をいたします。本日は，委員６名

のところ６名の方に出席をいただいておりますので，会議が成立していることを

報告いたします。 

     続きまして，会長挨拶です。会長お願いいたします。 

会  長 私から一言御挨拶申し上げます。令和元年度の第一回稲荷第一市民センター運

営審議会に御出席いただきまして，誠にありがとうございます。当市民センター

は平成28年11月にオープンいたしまして，早いもので２年半が過ぎようとしてい

る状況でございます。この間，さまざまな課題が山積している状況を踏まえ，本

日の議題に沿って運営審議会を開催したいと思います。本日の議題は平成30年度

の事業報告及び利用状況について，２番目には令和元年度の運営方針及び重点目

標について，３点目は令和元年度事業計画（案）について，３点ほど審議事項が

ございます。御審議のほど，よろしくお願いいたします。令和元年度の第一回目

の開催に当たりましての挨拶といたします。 

執行機関 ありがとうございました。次の議事につきましては，水戸市市民センター条例

第12条の規定に基づき，会長に進行をお願いいたします。議事録署名人としまし

て，慣例により，＿＿会長と＿＿副会長にお願いしたいと思います。 

それでは，会長お願いいたします。 

会  長 それでは，水戸市市民センター条例の規定により議長を務めます。会議を円滑

に進めたいと思いますので，委員の皆様の御協力をお願いいたします。まず，平

成30年度事業報告及び利用状況について，事務局より説明願います。 

執行機関 （平成30年度事業報告及び利用状況について説明） 

会  長 ありがとうございました。ただいま，平成30年度事業報告及び利用状況につい

て説明がありました。これにつきまして，何か御質問等ございましたらお願いし

ます。 

＿＿委員 去年より利用者が増えていることはいいことです。利用者がどんどん増えてく

るようになればいい。 

＿＿委員 部屋の利用状況で，学習室の管理については，市民センターは関わっていない

のか。 

執行機関 学習室については，市民センターで管理しています。 

＿＿委員 通常オープンしているときはともかく，土日はどうしているのか。 

執行機関 土曜日，日曜日は学習室を開けていません。 

＿＿委員 和室の利用状況はどうか。 

執行機関 和室の利用については，市民センター全体にも言えることですが，それほど多

くはありません。 

＿＿委員 他の部屋はどうでしょう。結構使っていますか。 

執行機関 会議室，ホール，多目的ルームは，それなりに利用があります。 



＿＿委員 それなりには増えてきているのですね。 

執行機関 常澄地区で下大野市民センター，稲荷第一市民センター，稲荷第二市民センタ

ー，大場市民センターと各市民センターがありますが，利用人数で比較しますと，

稲荷第二市民センター，大場市民センターに次いで３番目になっています。稲荷

第一市民センターは平成28年に改装していますので，まだ比較的新しい施設です。

駐車場についても，出張所，図書館との共用になりますが，他のセンターから比

べれば，比較的広いと思いますので，もう少し利用者を増やせるように努めてい

きたいと考えています。 

＿＿委員 地域の特性があるから仕方がない。稲荷第二市民センターは団地の中にあるよ

うなものだから，ちょっとは離れているけれども，団地の人が多く使っている。

話を聞くと，利用の仕方，方法が稲荷第二市民センターの方が利用しやすいとい

うことがあるようで，稲荷第二市民センターのほうが使いやすいという評判があ

る。 

＿＿委員 使い勝手は，どこでも同じです。ただ，ここは事務室が２階です。２階という

のは他にない。入ってくると右側に出張所，そして左側に図書館があり，２階に

上がって行かなければならないから，それで使いづらいような気がするのかもし

れない。稲荷第二市民センターは玄関に入るとすぐ事務所があるが，ここは事務

所が２階です。事務所が２階というのはここしかない。 

執行機関 事務所が２階にある市民センターは，ここだけだと思う。２階建てだった市民

センターも，建替えの際には一階建てになっています。 

＿＿委員 特別，稲荷第二市民センターの講座に人気があるとかではないのでしょうか。 

執行機関 定期講座や一般教養講座にしても，それほど差はないと思います。 

＿＿委員 では，１階と２階の違いが関係しているのでしょうか。 

＿＿委員 市民センターは，入ってすぐのところに事務所があるけど，ここは事務所が２

階にある。その違いはあると思う。 

＿＿委員 建て替えるときに２階が１階になっているということは，そういうことも少し

は影響しているのかもしれない。 

執行機関 古い市民センターでは，トイレも利用しづらいところもあると聞いています。

そういう面でも，ここは改装してそれほど年数がたっていない。また，清掃業者

も入っていて，きれいに清掃してくれています。 

会  長 古い市民センターへ行くと一番問題なのがトイレだということを皆さん言って

いました。 

＿＿委員 ここの和室は，なんで利用価値が低いかというと，自分の感じていることでは，

和室の前に隠れみのみたいに壁があるから使いづらいように思える。壁がなくて，

すぐに和室に入れるようであれば使いやすい。壁があるから，入ったときにもの

すごく暗く感じる。和室は明るいほうがいい。 

会  長 お茶をやるのも，やっぱり明るいところがいい。 

＿＿委員 壁があるから，畳が見えない。和室というと，普通の家庭でもパッと明るいほ

うがいい。 

＿＿委員 見川とか見和では，よくお茶会に使っているようです。 



＿＿委員 他では和室の入口に壁はない。稲荷第二は南側を向いているから，明るくて，

陽が当たっている。逆に暑くなりすぎて，障子の向こうのゴムみたいなものがと

ろけて，窓が開かないことがあった。あとは障子が傷む。 

＿＿委員 和室の利用が少ないのは，今の時代，やむを得ないと思う。その使用頻度につ

いてどうこう言っても仕方がない。その性格からすると，和室に合った使い方が

ある。昔は，いわゆる年寄りが自分の家も含めて抵抗なく使っていたのだろうけ

れども，今は自分の家にだって和室はいらないという時代です。年寄りだって，

和室で膝を曲げて座るのが嫌だという人もいる。和室を使いたいという人を増や

そうとしても，なかなかできるものではない。地区のコミュニティセンターでも

和室はあまり使われていない。２階に和室はあるけど，懇親会か何かやりたいと

きに使うだけで，ほとんどは１階のテーブルの部屋がいいということで使ってい

る。そういう時代なので，和室についてはあまり考えなくていいのかなと思う。

事務所が２階ということがあっても，ここはまだ新しい。知らない人もたくさん

いるし，口コミで広がることもある。 

執行機関 市民センターをＰＲしながら，利用を促進していきたいと思います。 

＿＿委員 先週の地域リーダー研修会で，いろいろな地区の町内会長さんが稲荷第一市民

センターに来たけれども，ここは広くていいですねと，けっこう皆さんの評判が

よかった。 

＿＿委員 建物自体は広いし明るい。 

＿＿委員 新しいですねということを言われました。 

＿＿委員 市民センターは，どこのホールにも舞台がない。昔の役場の議会を利用するの

であれば，せめて，大きくなくてもいいから舞台は欲しかった。舞台があれば，

いろいろなことに利用できるという話は聞きます。移動式の舞台はあるのですが，

ちょっと狭い。 

＿＿委員 改修する際にちょっとは言ったけど，あまり予算を使わないで，最小限の費用

でよいものを作ろうとしていた。ホールにステージを作ろうという話が出た時に，

ステージにしたいと思った場所の下にはダクトが入っている。ダクトを取り除け

ば，ちょっとしたステージぐらいできたと思う。構造上ダメだということを言わ

れたが，柱とかであれば取り除くことはできないけれども，それをやってもらえ

ればステージはできたと思うが，それもやらない。こっちで言わなければカーテ

ンも取り替えない。そういうことでやっていたので，いろいろあった。 

＿＿委員 敬老会も中途半端な広さでホールではできないという話を聞いた。 

＿＿委員 敬老会は数がちょっと多すぎます。 

＿＿委員 今年は出席者が少なくなっているようです。 

＿＿委員 少なくなっても，ホールに100人は入れないでしょう。 

＿＿委員 60人ぐらいに減ったみたいです。敬老会の人数が減って，どうしようと話して

いました。時期的に準農村には厳しい。去年は，100人いらっしゃったようですが，

今年は60人です。 

＿＿委員 100人まではいらっしゃらなかったような気がします。 

会  長 対象者が526名。去年は100名ちょっとでした。 



＿＿委員 今年は60名ということで，何か考えなくてはいけない。 

＿＿委員 敬老会の出欠はいつまでに返事をするのですか。 

会  長 ８月10日までです。 

＿＿委員 ８月10日までは，まだあります。 

＿＿委員 でも返事をする人はもうしています。 

＿＿委員 出席する人はすぐに返事を送ります。 

会  長 発送したのが，７月２日か３日頃です。 

＿＿委員 もうほとんど返事は出していますね。 

＿＿委員 敬老会のやり方を地区ごとにしようとか，場所とかやり方を考えていかないと

いけない。稲刈り時期にもぶつかるから，島田は出席者が少ないと言っていまし

た。 

＿＿委員 地区ごとにやっていたのは，昔の話です。中央公民館の時に水戸市になりまし

たが，各地区でやりましょうということで地区ごとに全部段取りした。それが最

近になって，またまとめてやるようになった。 

会  長 まとめて一緒にやったほうがいい。一回で済む。 

＿＿委員 今言ったように，地区によっては稲刈り時期に重なりできないということもあ

る。 

＿＿委員 敬老会の対象になる人たちも，敬老会に行ってみようという気持ちもだんだん

薄くなってきている。それはやっぱり中身が大切です。敬老会の対象となる人が

役員としてやらなきゃならない時代です。アトラクションとかではないけど，そ

ういうものがないと人が集まらない。 

＿＿委員 お孫さんが幼稚園の発表会に出ると，おばあちゃんたちは来ます。 

＿＿委員 他の地区では芸能などの出し物を呼んだりすることもある。そういうことを社

協でも考えている。去年は生のバンドを頼んでやろうとしたが，別の予定が入っ

ていたためできなかった。早くから予定していないと難しい。少しでも目新しい

何かを取り入れてやらないと，出席する人もそんなものかとなって，来なくなる。

このことは敬老会に限らない。夏休みに町内でお祭りを考えてはいますが，子ど

もたちでさえも，行ってみたいと思わせる中身がなかなか見つからない時代にな

ってきている。非常に難しい。 

＿＿委員 敬老会を準備するのに，２～３ヶ月前では遅いです。ひまわり大学では，一つ

終わったら次のことを考えて，申し込んで都合のいい人をお願いしています。終

わった時点から次を考えてお声掛けしていますが，それでもなかなかお互いの日

にちが合わなかったりします。 

会  長 議題１の平成30年度の事業報告及び利用状況については，このあたりでよろし

いでしょうか。次に令和元年度の運営方針及び重点目標について説明願います。 

執行機関 （令和元年度稲荷第一市民センター運営方針及び重点目標について説明） 

会  長 ただいま事務局から令和元年度運営方針及び重点目標について説明がありまし

た。これにつきまして，何か御質問等ございましたらお願いします。 

会  長 地域コミュニティ活動の活性化は，分かってはいるけど，非常に難しい問題で

す。 



＿＿委員 学校でも地域のコミュニティと連携した学校づくりという話をしています。 

会  長 地域防災活動について，今年初めて防災訓練を６月30日に実施しました。これ

も継続してやっていきたいと思っている。今年は雨になってしまって，この前で

きなかったものがいろいろあります。来年はこれを大きな行事にすれば，市民セ

ンターは大変でしょうけれども，そういった重点目標であれば，防災の啓発にな

る。この前の経験は，皆さんよかったと思う。いざ災害になったら本当のところ

わからない。少しでも訓練していれば違います。 

執行機関 来年やるときには，雨天の場合でもある程度，話を聞くだけではなく実際に訓

練，体験ができるメニューをいれながら実施できればと考えています。 

会  長 天気がいい時期にやりましょう。 

＿＿委員 時期的には秋口のほうがいいでしょう。ただ，秋は行事が多くなります。 

会  長 運動会，お祭り等いろいろあります。今日の議題と若干違いますが，ごみ対策

課から分別方法が来年４月から変わるので，その住民説明会の意向についての文

書が来ている。分別の仕方が地域によって違うらしい。例えば，ペットボトルの

キャップを取るか取らないか，ビール缶のプルタブを取るか取らないかで，資源

ごみになるのか普通の廃棄物になるのか変わってくる。いろいろ取扱いが異なる

ものだから，来年４月に向けて画一的にやるようにするため，ごみ対策課から住

民説明会のアンケートがきている。 

＿＿委員 この前，ごみの分別についての回覧が回ってきました。 

会  長 分別のやり方が各地区でバラバラです。来年の４月にその取扱いが変わる。そ

のことについて，稲荷第一地区の人を集めて説明会をいつ頃にしますかというア

ンケートが来ている。 

＿＿委員 この前の総会の時に，市長がそういうことを説明していた。 

＿＿委員 市長がごみの分別が細かくなる話をしていた。 

＿＿委員 各地区とか各町内で，ごみ対策課で是非説明会をしたいから，そういう機会を

作ってくれないかということであれば，町内会長さんを中心に集まってもらう。

ごみ関係についてはみんな関心があって，聞きたい人は多い。それを第一学区の

人を全部対象にするのか，あるいは町内ごとに集めるかは決めたほうがいいかも

しれない。 

会  長 説明会の前に事前打合せ会をやって，その中で何月頃やるか決めたいと考えて

います。 

＿＿委員 これから夏で，あと半年ぐらいしかない。その間に準備していかなくてはなら

ない。＿＿委員が言うように市長が結構細かいことを話していたから，そういう

ことを考えると，今までとは違った対応をしなくてはいけないことは確かです。

皆さんの話を聞くと関心はあるみたいで，今度は大変だと話をしています。 

会  長 市長はいろいろな地域に行って，そういう話をしている。水戸は34地区あって，

そこで市長が話をしているから，ごみ対策課として，各地区で日程等を決めて説

明会を開くという段取りです。 

＿＿委員 ここで確認しておきたいのは，まずは学区ごとに説明会をしたいのか，あるい

はもっと少数単位でやってくれるのか。そういう話を聞いておいた方がいい。内



原を入れて34地区あるのだから，それだけやるのはたいへんでしょう。 

会  長 最終単位は学区ごとにやるのでしょう。水戸市でも34地区あって，７つのブロ

ックに分かれている。ブロック単位ではやると思う。 

＿＿委員 ７つのブロックの分け方をすれば，各地区の会長，副会長程度しか出られない。

もっと細かい単位で説明してもらわないといけない。話を聞いた人が各町内で全

部，ごみ対策課に代わって説明しなくてはいけない。そういう話になってくる。 

会  長 水戸市が町内会長さんに事前説明をして，どういう方針に持っていくのか。そ

れに基づいて，例えば島田・大串単位でやるのか，それともここで全体を集めて

やるのか。そういうことを決めてくださいということです。７つの町内会が集合

してやったほうがいいと思う。必要に応じて，細かくやってもらう。 

＿＿委員 住民は早く知りたいですよね。 

＿＿委員 けっこう細かい話を聞きたい人が多いと思う。だから，１回の説明会だけで済

むものでもないのかもしれない。 

＿＿委員 徹底するまでには時間がかかる。分からないから出してしまう人もいるでしょ

う。 

＿＿委員 チラシでお知らせするというのだけでは，分からないと思う。 

＿＿委員 今は，燃えるごみと燃えないごみに分けるぐらいしかしていない。 

＿＿委員 水戸市の分別はアバウトだと言っている人もいます。 

会  長 資源ごみで缶ビールの上のプルタブを取る，取らないで資源ごみに該当したり，

しなかったりする。そういうこともあるようです。 

＿＿委員 知らない人が多いから，一覧表にして各家庭に配らないと分からない。 

会  長 最終的に色付きのパンフレットの配布はやるようですが，その前段として説明

会をやります。 

＿＿委員 今の清掃工場が，どの程度までどういう分別をしていたのか。これまで資源ご

みとして集めていても，別のところに流している。早い話，外国に流していたの

を自分のところでやる。今度の清掃工場は，かなり細かくやるようです。 

会  長 日本のごみは中国に持っていった。今度は中国でいらないと言われて日本のご

みは日本で処理しなくてはいけなくなった。 

＿＿委員 こういう話は早目に対応したほうがいいと思う。そういう要請がきているのな

らば，こちらもそれに対して早目に手を打ったほうがいい。これから秋の行事が

入ってきます。 

会  長 11月17日にふれあいまつり，運動会が10月20日です。そうすると，運動会が終

わったあたりの平日ということで，要望を出しておきます。ありがとうございま

した。話がずれてしまいましたが，重点目標についてはよろしいですか。 

     それでは次に，令和元年度事業計画（案）について事務局より説明願います。 

執行機関 （令和元年度事業計画（案）について説明） 

会  長 ただいま，事務局から令和元年度事業計画（案）について説明がありました。

これにつきまして質疑等があればお願いします。 

＿＿委員 前年度と変わりはないのですか。 

執行機関 ほぼ同様の内容になっております。 



＿＿委員 一般教養講座の家庭教育学級の家庭教育講演会は学校の入学説明会に合わせて

実施してもらいたい。２月７日金曜日の予定になります。講師の先生は学校で選

びたいと思います。 

執行機関 お願いします。 

＿＿委員 では，後日連絡します。 

会  長 ひまわり大学は皆さん来ていますか。 

執行機関 この前の第１回目の時に入会された方もおりましたので，25～26名程度の参加

者になっています。 

会  長 夏休みに子ども教室がありますね。 

＿＿委員 子どもたちが夏休みの宿題をやらせていただけるので助かっています。保護者

の方も助かっていると思います。 

執行機関 今週の月曜，火曜で絵画教室，そして今日の午前中に書道教室を行いました。 

＿＿委員 まとめてやってもらえるのはありがたい。各自家庭でというのはなかなか難し

い。 

＿＿委員 一番助かっているのは保護者の方だと思います。 

＿＿委員 ７月中にやってしまえば後が楽になります。 

会  長 Ａコース，Ｂコースはどういう違いがあるのか。 

執行機関 日程の違いだけです。絵画教室などでは，早めに宿題を終わりにさせたいとい

う希望がありますので，前半の７月のほうが申し込みは多くなっています。 

＿＿委員 子ども教室の参加者は去年より多かったですよね。 

執行機関 去年とさほど変わらないのかなと思います。 

＿＿委員 この前，こっちは一杯だからという話をしていた。 

執行機関 絵画教室のＡコースは定員20名で募集をかけましたが，最終的に21名の方に参

加していただきました。 

会  長 事業計画（案）についてはどうでしょうか。特にないようですので，事業計画

（案）については，よろしくお願いします。続きまして，その他について何かご

ざいますか。 

＿＿委員 去年ここでお話をしましたけれども，みんようキッズですが，小学校にも声を

かけていただいきましたが，稲荷の児童は一人も入らなかった。続いているのは

城東の子とかで，小さい子を含めて10名ぐらいになっています。太鼓とか歌とか，

休まずに来ているのが７名です。子どもの状況に応じてだから休んでいる子もい

ますが，７名の子どもは一生懸命練習しています。去年のふれあいまつりに参加

させていただいた。そうしたら子どもなりに自信がついたようで，水戸市の芸術

祭があるのですが，そこにも参加させていただきまして，９月21日にここの講座

の民謡とカラオケとみんようキッズが，ここの会場を借りて発表会をやる予定に

なっています。あとは11月のふれあいまつり，それにも出ようかと考えています。

県の芸術祭にも出そうかと思っています。そういう場を一生懸命踏んだら，２月

に磯節全国大会がある。予定はそこまで入っています。その協力をセンターにお

願いして，みんようキッズという名前と子どもたちの名前のシールを作っていた

だいています。ユニフォームは自分たちで作って，そのユニフォームを着て，背



中にみんようキッズ，胸に名前のシールをつけると，子どもたちはシャンとする。

舞台に上がるまで騒がないでねというと，ちゃんと並んで舞台に上がっていきま

す。そこまで成長しました。最初はここの会議室で練習をしていた。じゅうたん

が敷いてあるから，汚れても裸足でもいいかと思っていた。でも，ここで練習し

ていたのでは，舞台に上がった時にびっくりする。それで急きょ，多目的ルーム

に移動させていただいて，本番のようにマイク，太鼓を用意して，一人ひとり歌

わせたり，おはやしをやらせたりして，そこまで成長しました。それで，うちの

孫の１年生も練習に連れてきています。小さい子は覚えるのが早い。 

＿＿委員 吸収力が大人と違うから，どんどん覚えてくれます。 

＿＿委員 ただ，長時間はできない。 

＿＿委員 集中力は長くはもたない。 

＿＿委員 30分やったら10分休みで，だいたいその繰り返しを３回ぐらいはできます。稲

荷の子どもが今年度入りましたから，皆さんにも見てもらいたい。地区の行事が

あったら，土曜日，日曜日にどんどん出させていただいきたいと思っています。 

___委員 ９月には敬老会もありますね。 

___委員 敬老会はもう決まっています。できたら来年お願いしたい。少しずつ，水戸市内

の近場に声をかけてみようと思っています。子どもたちは，嫌だとは言わず，練

習も真剣にやっています。 

会  長 他に何かございますか。ないようですので，議事は全て終了しました。 

執行機関 ありがとうございました。委員の皆様には貴重な御意見をいただきまして，誠

にありがとうございました。以上をもちまして，令和元年度第１回水戸市稲荷第

一市民センター運営審議会を終了いたします。委員の皆様，大変お疲れ様でした。

ありがとうございました。 

 


