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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 

水戸市稲荷第二市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

平成２８年６月２８日（火） １０時００分から１１時３０分まで 

 

３ 開催場所 

   稲荷第二市民センター  学習室 

 

４ 出席した者の氏名 

  （１）委 員   

     黒澤 哲夫，磯崎 則男，北村 昭一，浜名 美恵子，木村 弘子 

 

（２）執行機関 

   入野 高司（所長），小川 雄生 

 

５ 議事及び公開・非公開の別 

（１） 平成２７年度施設の利用状況について        （公開） 

（２） 平成２８年度運営方針及び重点目標について     （公開） 

（３） 平成２８年度事業計画について           （公開） 

（４） 平成２８年度定期講座開設状況について       （公開） 

（５） その他                      （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

   なし 

 

８ 会議資料の名称 

   平成２８年度第１回稲荷第二市民センター運営審議会 
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９ 発言内容 

 

執行機関  ただいまから，平成２８年度第１回稲荷第二市民センター運営審議会を

開催いたします。本日は，委員の皆様お忙しい中，ご出席をいただき誠に

ありがとうございます。市民センターの運営等につきまして，審議を賜り

ますのでよろしくお願いいたします。今年度は，２年に１度の委員の改選

の年でございまして，４月１日付で委嘱状が出ておりますので，市長に代

わりまして委嘱状の交付をさせて頂きます。 

（委嘱状交付） 

        前年度まで，６年間＿＿会長に委員として携わっていただきましたが，

２年間を３期までという制限がございまして，今年度より＿＿会長に代わ

りまして＿＿委員に運営審議会の委員として加わっていただくことになり

ます。 

＿＿委員  よろしくお願いいたします。 

  執行機関  次に，市民センター条例第１２条第１項の規定により，正・副会長を選

出していただきます。委員の互選により選出をお願いいたします。 

（委員の互選により会長・副会長が決定） 

        それでは，改めまして会長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

＿＿会長   会長という重職を仰せつかり職責を果たせるかわかりませんが，皆様の

ご協力をいただけましたらと思いますので，よろしくお願いいたします。

私は市民センターの運営に携わり今年で５年目になりますが，前会長は地

域活動に精通しておられましていろいろと引っ張っていただきました。あ

と２年間一緒に市民センターを核にして，地域が広がるようにしてまいり

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

執行機関  ありがとうございました。 

それでは，水戸市市民センター条例第１２条第１項の規定により，会長に

議長となっていただき，議事進行をお願いいたします。 

議  長  それでは，議題に入る前に本日の出席状況の確認を事務局より報告して

いただきます。 

執行機関  委員現在数６名のところ，本日５名出席で委員数の２分の１以上の出席

がありますので，市民センター条例第１２条第２項の要件を満たし，有効

に会議が成立することを報告いたします。 

議  長  つづきまして，議事録署名人を指名させていただきます。 

       （議事録署名人２名が決定） 

では，資料に基づき議事に入ります。（１）の「平成２７年度施設の利用

状況について」事務局より説明をお願いします。 
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  執行機関  （説明） 

  議  長  ただいま説明のあった（１）「平成２７年度施設の利用状況について」ご

質問などがありましたら，発言をお願いいたします。 

  議  長  部屋の利用状況は多いほうなのでしょうか。 

執行機関  そうですね。常澄地区の市民センターの中でも利用は多い方かと思いま

す。水戸市の市民センターでは昨年の７月から部屋貸しについて原則抽選方

式を採用しました。抽選に参加する団体数は毎月１７~２０団体位です。 

  ＿＿委員  利用団体は，どのような団体が多いですか。 

  執行機関  卓球や吹奏楽などの団体が多いです。 

議  長  吹奏楽で利用している団体が多いですよね。 

執行機関  そうですね，毎月利用している団体は７～８団体で，人数も多いところ

では３０名ほどいるような団体もあります。最近，近隣に住宅が建ちまし

たので，住民の方が市民センターにいらした際などに騒音について伺って

おりますが，今のところ苦情というほどのものはありませんが，時々太鼓

の音が響くというお話はありました。 

議  長  吹奏楽の団体などは，週に２回くらい定期的に練習に利用しているので

しょうか。また，土日が多いのでしょうか。 

執行機関  利用するのは，曜日というよりも夜間が多いです。回数に関しては１団

体あたり基本的に月２回までということになっていますので，毎週定期的

に利用している団体はありません。 

＿＿委員  吹奏楽はどのような団体が多いのでしょうか。 

執行機関  芸術館や文化センターなどで実施されるコンクールなどに参加するよう

な団体もあります。 主に社会人で構成されているものが多いです。 

  議  長  図書コーナーに来る子供たちは同じメンバーが多いのでしょうか。 

執行機関  毎日来るというわけではないですが，月曜日などは学校が早く終わるの

で，その後には子供たちが図書コーナーで遊ぶことが多いです。読書や勉

強しに来る子供などもいますが，ゲームなどをしている子供が多いです。 

      図書コーナーを利用する子供たちには，学年と名前などを記入してもら

っています。名前を書くことでいたずら防止や，万が一子供が家に戻って

いない等があった場合に，何時まではこちらにいたということで役立てば

と思っています。 

＿＿委員  学校から家に帰って誰もいない時に，子供たちが市民センターに居るよ

うにしておくのもいいですよね。学校では周知はしているのでしょうか。 

＿＿委員  学校でも「子どもの安全守る家」として周知はしているところではあり

ます。子供たちは一人で来るというより何人かで遊びに来るという感じで

しょうか。 
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執行機関  何人かで来る子供たちは，さくら広場を使ってみんなで遊ぶ子供たちが

多いですね。また学校から自宅までが遠いお子さんが帰りにトイレを利用

することも多いです。 

議  長  学校の開放学級は，あらかじめ登録した児童しか利用できないのですよ

ね。 

＿＿委員  そうです。預かった児童の確認という点から事前に登録していただいた

児童のみです。時間は１８:００までお預かりしておりますが，欠席の際も

連絡が必要で，登録していない児童は自由に利用できません。それ以外の

子供さんには市民センターを利用していただけるとよいですね。 

＿＿委員  調理室の利用についてですが，どのような利用が多いですか。 

執行機関  調理目的での利用のほか，卓球や体操での利用者が，お茶を飲むために

給湯のみ利用している場合もありますが，それも利用数としてカウントし

ています。 

＿＿委員  「男の料理教室」のようなものでの利用はしていないのでしょうか。 

執行機関  現在はありません。昨年料理教室を企画して募集をしてみたのですが，

まったく人が集まりませんでした。以前は料理教室で作った料理を食べな

がら，アルコールが飲めた時代があったのですが，今はできないので楽し

みが減ってしまったのかもしれません。 

  議  長  以前は地区の集まりのあとなどにも飲食に使ったりしていましたね。 

        ほかに，何かございますか。では次に参ります。（２）平成２８年度運営

方針及び重点目標について事務局から説明をお願いいたします。 

  執行機関  （説明） 

議  長  ただいま説明のあった「運営方針及び重点目標」について質問等ござい

ますか。 

  ＿＿委員  「子どもの安全守る家」についてですが，子供たちはどこにあるか知っ

ているのでしょうか。 

  ＿＿委員  自分の地区以外では，なかなか把握していないのではないでしょうか。

現在６０件余りあるのですが，生徒たちは看板で理解していると思います。 

    学校側では地区ごとに担当の先生がいて，それぞれに把握をしていただ

いています。 

  ＿＿委員  「子どもの安全守る家」も不在の場合などもあるでしょうからね。それ

と，看板があっても劣化している場合があります。５年もたつとボロボロ

になってしまいます。 

  ＿＿委員  木で覆われてしまって見えない場所などもあります。 

  ＿＿委員  夏休みに，看板の痛み具合などチェックしながら回ろうと思っています。 

＿＿委員  看板が小さい気もしますが，設置するお宅との関係でサイズの制限もあ
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るのでしょうね。 

  議  長  「子どもの安全守る家」の一覧のマップがあるといいですね。 

＿＿委員  「子どもの安全守る家」制度が始まってからしばらくたっていますので，

見直しが必要かもしれません。 

  執行機関  先日，「子どもの安全守る家」の感謝の集いの際にも危険が差し迫ってい

るときに「子どもの安全守る家」を探していたのでは間に合わないので，

とりあえずどこでもいいから大声を出しながら助けを求めるようにしなさ

いと言いました。 

  委  員  そうですね。 

  ＿＿委員  調理室について，以前は子ども会などで利用した記憶があるのですが，

今は子ども会などで借りるということは減っているのでしょうか。 

  執行機関  子ども会でも年数回の利用があり，そのほかにボーイスカウトや一般の

団体による利用があります。 

   議  長  町内会への加入促進の話が出ましたが，現在町内会への加入率は増えてい

るのでしょうか。 

  執行機関  正式な加入率はわかりませんが，地区内の一戸建てはほとんど加入して

いるかと思われます。アパートは増えていますが，町内会には加入しない

ケースがほとんどです。 

  ＿＿委員  ゴミ収集なども，今は数件集まれば回収してくれるので，行事などの煩

わしさもあって，町内会に入るメリットもないですよね。葬儀なども以前

と異なり業者に任せてしまって，地区でお手伝いというようなこともなく

なっていますね。 

  執行機関  東日本大震災時を例にとりましても，災害時に初めて会うような方も多

いと思います。 

  議  長  災害のときは来るけれども，それが過ぎるとまた来なくなってしまいま

すよね。 

  執行機関  アパートなどは，長く住もうという人ばかりではなく，入れ替わりが激

しいので難しいところかと思います。 

  ＿＿委員  子ども会までやめようという声が出ているぐらいですよね。 

  ＿＿委員  子供が少なくてやめようというのではなくて，子供がいてもやめようと

いう感じですもんね。 

  ＿＿委員  最近では，子ども会がない学校も出てきているようですね。 

 一つの要因としては，少年団へ加入している子供が増えていることがある

と思います。そういう子供たちは，練習などと重なって地区の行事に参加で

きないことも多いようですね。 

議  長  他にないようでしたら次に参ります。 
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（３）平成２８年度事業計画について説明をお願いいたします。 

  執行機関  （説明） 

  議  長  ただいまの説明で何か質問等はありますでしょうか。 

  議  長  「夏休み子ども教室」につきましては子供達が，お世話になっておりま

す。ほほえみ学級で，「おさかな体験」とありますが，どのような方が講師

として行ってくれるのでしょうか。 

  ＿＿委員  水産関係の仕事をされていた方のようです。昨年は冷凍した魚のほか，

生きた魚を持ってきていただき，直に触れることができるものもありまし

た。 

  ＿＿委員  直に触れられるのはいいことですね。 

  ＿＿委員  切り身で売っている魚しか知らない子供もいますからね。 

  議  長  女性教養講座というのはいつも盛況ですぐに定員になってしまいますか。 

  執行機関  逆に集まりが悪く，声掛けをしている状況ですが，なかなか集まりませ

ん。興味がある方は個人で習い事などをしていたりしてなかなか難しいで

す。 

  ＿＿委員  バス料金が値上がりしたと聞きましたが，移動教室への影響はいかがで

しょうか。 

  執行機関  市バスで行ける範囲ならいいのですが，それより遠方に行く際には借り

上げバスが必要になります。借り上げバスを使う場合，バス事故などの影

響で値段が２~３年前の倍近くなってしまい，市民センターの予算だけでは

半分位なので，参加者の負担が増えることとなります。 

  ＿＿委員  見学に行くと普段は入れないような施設も見られるので，大きな効果が

ありますよね。 

  執行機関  参加者同士のコミュニケーションを図るのも目的としています。 

  ＿＿委員  普段は見られないものを見られるというのはいいことですよね。 

  議  長  場所は必ずしも遠くでなくてもいいかと思います。 

  ＿＿委員  数千円の参加費で１日いろいろなところに連れて行っていただき，食事

もできて学習もできて安いですよね。 

  執行機関  近場でも充実した内容であればいいのかと思います。 

        工場見学等も個人では，なかなか行くことはないと思いますし，会社側

も見学してもらうことで宣伝になるし，帰りにお土産までもらえて喜ばれ

ます。 

  ＿＿委員  市バスだと予算的には安くなっていいのですが，長距離移動する場合は，

座席の間隔が近いので疲れてしまいますよね。 

  執行機関  もともと福祉関係で導入したなどの事情があるのかもしれません。 

議  長  では次に参ります。（４）平成２８年度定期講座開設状況について説明を
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お願いいたします。 

  執行機関  （説明） 

  議  長  ご質問はありますでしょうか。 

  ＿＿委員  クラブの中で長いものでは１０年以上のものがありますが，これは市民

センターになる前の公民館の時代から行っていたものでしょうか。 

  執行機関  そうです。長いものは公民館時代に公民館事業として行っていたものが

継続しているものです。 

  ＿＿委員  新規の教室が残念でしたね。講師の方はほかにも市民センターを利用し

て教室などをやっていられるのでしょうか。以前，絵画の教室があった気

がするのですが。 

  執行機関  以前，定期講座としてあったかもしれません。今回，絵画教室の募集を

したのは，サークルとして部屋を借りて定期的に絵画クラブを実施してい

る団体がありまして，その講師の方と相談したうえでのことで，募集前に

は，やりたいという声があったのですが，いざ募集をしてみたら申し込み

が，ほとんどなかったという状況です。 

＿＿委員  定期講座ではないですが，シルバーリハビリ体操の集まり具合はどうで

すか。 

  執行機関  今年度から稲荷第二市民センターを会場として始まりましたが，第１回

目は指導者の方たち以外誰も来なかったようですが，徐々に人数が増えて

きたようです。私達も，窓口付近にチラシを置いたり，声かけをしたりし

てお手伝いをさせていただいております。 

議  長  他にないようでしたら次に参ります。（５）その他について説明をお願い

いたします。 

  執行機関  今年度も，市民センター敷地内の除草について，業者委託，市民センタ

ー職員による直営，そして地域の任意団体により年間５～６回の除草作業

を予定しております。昨年度は，日程調整がうまくいかず，少し作業が無

駄になってしまったので，今年度は上手に調整したいと思います。 

        また，桜等樹木の害虫駆除についても，昨年同様に業者委託により実施

いたします。 

  議  長  説明があった点で何かありますでしょうか。なければ以上で運営審議会

を閉じたいと思います。 

執行機関  ＿＿会長さん，ありがとうございました。また委員の方には，長時間に

わたり，慎重な審議ありがとうございました。 

今後とも，市民センター運営に関しまして，お気づきの点，ご意見をい

ただければと思います。以上を持ちまして，平成２８年度第１回稲荷第二市

民センター運営審議会を終了いたします。ありがとうございました。第２回
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の運営審議会は年明け２月頃を予定しておりますので，よろしくお願いいた

します。 


