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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２９年２月２２日（水） 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， 

三代 弘美，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２８年度市民センター事業の報告について    （公開） 

（２） 平成２８年度市民センターの利用状況について    （公開） 

（３） 平成２９年度各種講座の開設計画について      （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 

   平成２８年度水戸市稲荷第二市民センター運営審議会（第２回） 
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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２回水戸市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，委員の皆様方には，お忙しい中ご出席を

いただきまして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，審議を賜りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

      はじめに，  会長よりあいさつをいただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

会  長  みなさんおはようございます。お忙しい中お集まりいただきありがとう

ございます。２８年度ももうすぐ終わりですが，２８年度の運営状況につ

いてみなさまに審議いただきながら進めさせていただきます。 

執行機関  ありがとうございました。 

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，本日全員出席で委員数の２分の１以上の出席

がありますので，水戸市市民センター条例第１２条第２項の要件を満たし，

会議が有効に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２８年度市民センター事

業の報告について事務局より説明をお願いします。 

  執行機関  （資料に基づき説明） 

  議  長  ただいま事務局から説明があった平成２８年度市民センター事業の報告

についてご質問などありましたら，発言をお願いいたします。 

    委員  非常に盛況な感じがしますが，移動教室の人数確保が少し苦しい感じで

すか。行き先に魅力がないのかな。これはあまり遠くには行けないのです

よね。 

  執行機関  市バスですと行き先が県内になってしまうことと，歴史講座ですので見

学先が史跡等に限られるためなかなか人を集めるのが難しいのが現実で

す。 

        ２月に実施した女性教養講座は毎年９月頃に実施しているのですが，見

学を予定していた工場のほうで設備の工事が入ったため，９月に見学する

ことができなくなり，同じ日程で行き先を変更することが難しかったため

２月に時期を変更して実施することになりました。 
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    委員  参加者が多いですが，PRなどをしたのでしょうか。 

  執行機関  回覧によるチラシの配布のほかに，窓口で利用者に声掛けなどを行って

おります。 

  議  長  行き先が良かったのですかね。 

    委員  今，工場見学が流行っていますよね。それも参加人数が多かった理由で

しょうかね。 

  執行機関  それもあるかと思います。 

  委員  当日は雪が降ってしまって大変でしたよね。 

  執行機関  前後がずっと快晴だったのですが当日だけが雪でした。高速道路も５０

キロ規制でした。ただ，栃木県内に入ってからは，ほとんど雪が降ってい

なかったのでよかったです。 

    委員  歴史講座は市バスを利用するということなので，赤字でも大丈夫なので

しょうか。 

  執行機関  市バスの利用ですとバス代はかからないので，参加費から昼食代，高速

道路・駐車代，写真代とお茶・茶菓子で予算を立てて，プラスマイナスゼ

ロになるように実施しています。 

        逆に借り上げバスの場合には，バス料金が以前の倍近くなっており，市

の予算ではバス代の半分ほどしかないため，残りを参加者に負担していた

だいています。そのため急なキャンセルが出た場合に参加費を全額は返却

できない場合もあります。 

    委員  小学校と一緒にやるイベントが多いですね。 

    委員  そうですね。ほほえみ学級で実施した AEDの講座は，今までに体験して

いる保護者が少ないためとても有効だと思います。子供たちは学校で講習

を受ける機会がありますが，保護者はなかなか触れる機会がないですから。

１年に１回くらいは，子供たちの目に触れさせようということで実施して

いますが，１回くらいではなかなかできないですよね。 

    委員  施設にはあるとは思っていても触れる機会自体がないですよね。 

    委員  そうですね。いざというときにはなかなか動けないですよ。 

    委員  慌ててしまいますしね。 

  委員  そんなときも，使い方を知っている人が２～３人いると心強いので少し

でも受講してもらったほうがいいですよね。 

  議  長  ほかに，何かございますか。では次に参ります。（２）平成２８年度市民

センターの利用状況について事務局より説明をお願いいたします。 

  執行機関  （資料に基づき説明） 

議  長  ただいま事務局より説明があった平成２８年度市民センター利用状況に

ついて質問等ございますか。 
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    委員  図書の貸し出し件数が減少しているようですが，やはり本を読む機会が

減っているのでしょうか。 

    委員  学校では毎朝読書の時間をとって本を読む機会を設けています。それと，

学校の図書室では県立図書館と連携して毎月人気がある図書を入れ替えて

います。なので，小学生の児童は学校の図書室で足りてしまっているので

わざわざ借りに来ないのだと思います。 

    委員  ここまで来て借りるような魅力のある図書がないのかもしれないですね。 

  執行機関  市民センターでも年１回中央図書館の職員が図書の入替えは行っている

のですが，比較的古い図書が回っているだけで新しいものは来ないですね。 

  議  長  わざわざ来て借りるような本がないのかもしれませんし，県立図書館な

どが充実しているのでそちらに行ってしまうことが多いですよね。 

    委員  子供たちも本を読んでいるような時間がないですよね。 

    委員  そうですね。放課後に本を借りに来る時間があるかというと学校が終わ

ると結構遅い時間になってしまいますからね。時間があるといえば土日く

らいかと思います。 

    委員  他の市民センターでも図書の状況は同じような状況なのでしょうか。 

  執行機関  やはり同じような状況かと思います。いずれも図書に魅力があるかと言

われれば古い本ばかりになってしまっています。それと，図書コーナーの

一角をコミュニティルームにしている市民センターも出てきています。 

    委員  先日も図書コーナーに親子が来ていたようですが，親子が遊んでいるよ

うなことも多いのでしょうね。 

  執行機関  定期講座の親子体操に参加している親子だと思います。それと，お子さ

んだと，月曜日は学校が早く終わるので小学生が来ることが多いです。本

を読んでいるお子さんがいたり，ゲームをやったりしています。 

  委員  遊戯室も兼ねているという感じですね。 

    委員  一番安心ですよね。そこで遊んでいてもらえば大人の目も届きますよね。 

執行機関  「子どもの安全守る家」にもなっていますからね。職員がいる間は使っ

てもらっています。あとはさくら広場で遊んだりしていて，多いときには

３０名くらい来ています。 

    委員  図書コーナーを小児科の遊戯コーナーのような多目的な空間にしてしま

ってはダメなのですかね。必ずしも本だけを読む空間ではなくてもいいの

ではないかと思うのですが。 

    委員  今図書コーナーにはテーブルが置いてありますが，分割はできるのでし

ょうか。 

  執行機関  ４つのテーブルが合わせてあるので分けることはできます。ただ頑丈に

できているようでかなり重いです。 
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  議  長  他に何かございますか。 

    委員  ここの市民センターは比較的利用件数が多いですよね。稲荷二が取れな

くて大場や下大野に部屋を借りに行っている団体もあるみたいですね。 

    委員  こちらでは部屋貸しは抽選を行っているのですよね。 

  執行機関  そうですね。昨年７月より抽選方式による部屋貸しを実施しております。

抽選の日には２０前後の団体が来ています。 

    委員  夜間は，音楽の団体が多いですよね。 

  執行機関  市街地の市民センターでは，騒音の問題があるため楽器を使用する団体

への貸し出しを行っていないところもあります。そのため，市街地から離

れた市民センターでは楽器を使用する団体の利用が多いのだと思います。 

    委員  ここは駐車場が停めやすいからいいのかもしれないですね。 

  議  長  立地条件もいいですよね。 

  委員  市街地は駐車場も狭いですからね。 

議  長  他に何かご質問はありますでしょうか。 

    委員  移動教室の時期についてですが，来年度は秋ごろに戻す予定でしょうか。 

  執行機関  はい。来年度は２月ではなく秋ごろに戻す予定でおります。 

  議  長  他にないようでしたらよろしいですか。 

（３）平成２９年度各種講座の開設計画について説明をお願いします。 

  執行機関  （資料に基づき説明） 

  議  長  ただいまの（３）平成２９年度各種講座の開設計画についての説明で何

か質問等はありますでしょうか。 

    委員  募集人員が少ない講座があるのですがなぜでしょうか。 

  執行機関  各講座の代表の方に協力をしていただいて募集人数を決めているのです

が，来年度も継続して参加したいという方がいることと参加できる上限の

問題があるので募集人数が少ない講座がある状況です。生涯学習の推進と

いう本来の目的からすると新しい方に入っていただきたいところではあり

ます。これが全く新規の募集がないということであればサークルへと移行

していただき一般の団体と同様に利用していただくことになります。  

    委員  会費についてですが，会費はすべて講師の謝金なのでしょうか。 

  執行機関  すべてが謝金というわけではありません。開講にあたり代表と会計を決

めてもらうのですが，会計の方に活動費として会費の振り分けは任せて，

年度末に使い切る形で決算報告を提出してもらっています。 

  議  長  定期講座は以前は，ダンスが多かったですよね。 

    委員  今はサークルになっていますね。 

  議  長  ダンスをやっている人は年配の人が多くなってきていますね。 

    委員  いきいき健康クラブやシルバーリハビリ体操も実施しているので，参加
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してみてはいかがでしょうか。認知症予防に良いらしいです。 

    委員  百合が丘町でもシルバーリハビリ体操を実施していますね。 

  執行機関  今年度から当市民センターも会場となり，シルバーリハビリ体操を実施

しており，初回は１人も来なかったようですが，今は１０人程度が参加し

ているようです。 

議  長  他に質問等ないようでしたら次に参ります。（４）その他について説明を

お願いします。 

  執行機関  （資料に基づき説明） 

①「子育て広場」を来年度から，当市民センターでも実施することとな

っています。「子育て広場」というのは公園などでの交流が減少して来てい

るため，市民センターに来てもらって親同士・子供同士の交流を図っても

らおうというものです。また「見守りボランティア」を探さなければなら

ないのですが，地区会長を通して役員会でお話いただき，保健推進員の方

に協力していただくことになりました。最初は月１回，午前中に部屋を用

意してお子さんを遊ばせながら，お母さんたちと「見守りボランティア」

の方が子育てについて話していただいたり経験談を話していただいたりと

いうことを計画しております。実施については４月からではなく，段階を

踏んで，２９年度中の開設を予定しております。 

        ②職員の配置についてですが，嘱託員が１名新任で配属になりました。 

        ③センター敷地内の桜の木ですが，昨年の２月に枝の剪定を実施しまし

た。枯れ枝が落ちて危ない状況でしたので，枯れてしまっている枝のみを

業者に依頼して剪定してもらいました。その影響ですこし見た目の形が悪

くなっていますが，大風が吹いた後でも，ほとんど落ち枝がなく，人や車

に当たる心配がないので安心しています。 

  議  長  形が多少悪いのはやむをえないですよね。 

    委員  桜の花は良いけれど，そのあとの毛虫が大変ですよね。 

  執行機関  毛虫の駆除についてですが，市のスケジュールで実施しているため毛虫

がいない時期に薬剤をまいて駆除作業ののちに毛虫が発生することがあり

ましたので，来年度は駆除作業の時期についても検討したいと思っていま

す。 

  議  長  説明があった点で他に何かありますでしょうか。 

    委員  子育て広場の開設に当たり，子供からすると図書コーナーにあるような

椅子やテーブルはとても危ないです。大勢のお子さんが集まった場合は，

直接床に座って本を読んだりすることができるスペースが必要かと思いま

すし，床も畳やカーペットにするなどが必要ではないでしょうか。半分を

畳にするとかでも良いともいます。そうすればわざわざ畳の部屋を開放し
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なくてもよいと思います。 

    委員  テーブルについては，前にも撤去したほうがいいのではないかという話

が出たことがありましたよね。 

  執行機関  半分を子育てスペースとして半分を読書コーナーにするというのがいい

かもしれませんね。 

    委員  小学生のお子さんたちはどういう使い方をしていますか。 

  執行機関  夏休みなどに来る子供たちは読書や宿題をやる子もいますが，大体はゲ

ームや遊び場として使っていて，中にはテーブルにのってしまう子供など

もいて，何度か注意しています。 

    委員  そうすると，テーブルがなくても構わないでしょうか。 

  執行機関  ほかにテーブルを利用するケースとしては，会議室の代わりに３～４人

で打ち合わせを行うような場合がたまにあります。 

    委員  テーブルを使って何人かで打ち合わせをしていると後ろが通れないです

よね。 

  執行機関  半分を床に座れるスペースにして，残り半分を椅子とテーブルにすると

いう形がよいかもしれませんね。 

議  長  では図書コーナーのテーブル等の配置については，前向きに検討してい

ただきたいと思います。他に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，ありがとうございました。また，委員の皆様方にも長時間にわた

り貴重なご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

持ちまして，平成２８年度第２回目の水戸市稲荷第二市民センター運営審

議会を終了させていただきます。ありがとうございました。なお，平成２

９年度第１回の運営審議会は６月の開催を予定しておりますので，よろし

くお願いいたします。 

 

 


