
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６月 19日（月） 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 

   永盛 光郎（所長），福原 宣子 

 

５ 議事及び公開・非公開の別 

（１） 平成 28年度施設の利用状況について        （公開） 

（２） 平成 29年度運営方針及び重点目標について     （公開） 

（３） 平成 29年度事業計画について           （公開） 

（４） 平成 29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 29年度第１回稲荷第二市民センター運営審議会 

 

 

 



９ 発言内容 

 

執行機関   ただ今から，平成 29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，お忙しい中，またお天気の悪い中，御出席をい

ただき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

等につきまして審議を賜りますのでよろしくお願いいたします。 

         それではまず，会長より御挨拶を賜りたいと存じます。よろしくお願

いいたします。 

＿＿会長    あらためましておはようございます。めまぐるしく気候が変わる時期

でございますが，本日は平成 29年度の稲荷第二市民センター運営審議会

ということで，29 年度スタートの大事な審議会ですので，審議のほどを

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，これより議事に入りたいと思いますが，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，規定によりまして議長を務めさせていただきます。議員の

皆様の御協力をよろしくお願いいたします。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お願いいたします。 

執行機関   本日の出欠状況を御報告いたします。委員数６名のところ本日の出席

者５名，欠席者１名でございます。よって委員数の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 28 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。 

  執行機関  （説明） 

  議  長   ただ今，事務局より（１）「平成 28 年度施設の利用状況について」説

明がありましたが，これにつきまして御質問などがありましたら，発言

をお願いいたします。 

  議  長   図書の貸し出し状況はどうですか。 

執行機関   そうですね。図書室の利用は集計方法を変えたので数では増えており

ますが，貸し出しの数は少ないです。 

  ＿＿委員   新しい本は入っていないようですね。 

  執行機関   そうですね，新しいものは入っていないですね。今年度は，図書室の 



        入口の目立つところにお勧めの本をおいてみたり，幼児向けの本を台の

上に並べてみたりして，図書室があることをわかるようにしてみました。 

議  長   図書室の利用人数と貸し出しの件数がだいぶ違うのはなぜですか。 

執行機関   図書室の利用は小学生が主で，特に月曜日の放課後は人数が多く，本

を読むというよりは，宿題をしたり遊んだりする子が多いので，利用人

数に対して本の貸し出しが少なくなっています。 

       置いてある本は古いものが多いのですが，おもしろい本もありますの

で子供たちが興味をもつような本を前に出して手に取ってもらいやすく 

      整えていこうと思っています。 

＿＿委員  本を読むこと自体が少なくなっているのでしょうか。 

＿＿委員   学校でも読書は年間５０冊を推進していますし，多いお子さんは年間

３００冊読む子もいます。ここに本を借りに来るお子さんが少ないのだ

と思います。 

＿＿委員   窓口に来た方に，図書コーナーでお待ちいただくように声かけをして

みるといいのではないでしょうか。 

＿＿委員   テーブルの撤去なども検討して，座って読み聞かせできるようなスペ

ースを作ってみてもいいのではないでしょうか。 

執行機関   利用団体に関しては，初めて使いたいという問い合わせが今年度も入

っています。他を利用されている団体が当センターを利用するケースが

増えて，全体の利用者数が増えているのではないかと思います。 

議  長   学習室の利用も増えていますね。毎年利用者は増えていますね。 

執行機関   毎日何かでは利用していただいています。 

＿＿委員   調理室の利用に関してですが，調理をする行事がないようなのですが， 

      利用人数が多いのはどうしてですか。 

執行機関   週末にスポーツ少年団やボーイスカウトなどの団体がイベントに利用

されたり，お料理のサークルが利用されています。比較的きれいで調理

器具もそろっていると評判が良く，地区外の方の利用も増えています。 

  議  長   では次に参ります。（２）平成 29 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   ただ今，事務局より（２）平成 29度運営方針及び重点目標についての

説明がありました。これについての御質問がありましたらお願いいたし

ます。 

＿＿委員   地域コミュニティの推進の中で，自治会への加入を推進していくとあ

ります。これは毎年の課題ですね。 

＿＿委員   高齢者の一人住まいだったり，施設に入られたりして抜ける方も増え



ていますね。 

執行機関   今年度も，高齢なので地域の行事などへの参加や，役員ができないと

いうことで抜けている方もいらっしゃいます。 

＿＿委員   百合が丘も，自治会に入っていると順番で班長が回ってくるので，夜

の役員会に参加できないと抜ける方もいらっしゃいます。夏のお祭りの 

      役員なども高齢の方には難しいと思いますね。根本的な組織の在り方を 

      考えなくてはならないかもしれませんね。 

＿＿委員   人数が少ない町内会は，同じ方がやめられずに負担がかかっています。 

執行機関   町内会自体がなくなっているところもあると聞きます。 

＿＿委員   子ども会も少なくなっているし，なくなっている学区もありますね。 

＿＿委員   子供がいないと，町内の行事もできなくなるでしょうね。 

議  長   子供の力は大きいですし，元気をもらいますよね。 

       敬老のつどいなども，子供たちの演技を楽しみにしています。 

＿＿委員   地域も子ども会も，存続のためには統合などの検討が必要ですね。 

  ＿＿委員   防災の研修会もよかったですね。 

  議  長   若い方も多く参加してくれました。 

  ＿＿委員  任期があるので定期的にできるといいですね。 

＿＿委員   実際にそのような場に遭遇した時に研修会で体験しておくといいです

よね。 

議  長   小学校でも行いましたが，子供たちも意識を持てていいですね。 

  ＿＿委員   袋で御飯を炊くということも初めて体験しました。あの袋は市役所で 

もらえるということです。家庭でもやってみると役に立つと思います。 

  ＿＿委員   ＡＥＤなども一年に一度講習しておくといいと聞きます。 

      委員   震災の時に知人は備蓄品を準備していたので，子供さんの家族と分け

て使ってだいぶ助かったと言っていました。 

  ＿＿委員   栃木のほうで作られている非常食のパンなどもおいしくできています。 

    委員   ビスケットは小学校にも備蓄があるので，防災訓練の時に食べさせて

います。 

  ＿＿委員   市民センターにも備蓄はありますよね。 

  執行機関   はい，クラッカーの備蓄があります。 

      委員   コミュニティルームの設置というのは，具体的にどのようになりまし

たか。 

執行機関   以前保育室として使っていた部屋をコミュニティルームとして地域の

方に使っていただけるようになりました。机といすを設置したので，打

ち合わせや会議等にお使いいただけます。 

  執行機関   地域の皆様に十分に活用していただきたいと思っていますので，よろ



しくお願いいたします。 

  議  長   次の議題にうつります。（３）平成 29 年度事業計画についてお願いい

たします。 

  執行機関  （説明） 

  議  長   ただ今，事務局より（３）「平成 29 年度事業計画について」説明があ

りましたが，これにつきまして御質問などがありましたら，発言をお願

いいたします。 

  ＿＿委員   ほほえみ学級の空手教室はおもしろそうですね。 

  ＿＿委員   こちらは，園児の保護者が教えてくれます。本格的なものではないの

ですが，簡単な型や礼儀などを指導してくれます。 

  ＿＿委員   夏休みの親子移動学習というのは，以前もありましたか。 

         おもしろそうですね。 

  執行機関   こちらは，今年度初めて企画させていただきました。 

         今，工場見学がとても人気で夏休みに個人で予約をとるのは難しくな

っています。工場見学は無料で参加できますし，自由研究の題材にもな

りますので，親子移動教室として今年度初めて企画してみました。 

   ＿＿委員   とても良い企画だと思います。子供がいなくても参加してみたいです。 

  ＿＿委員   ほほえみ学級の企画で，おもしろ理科先生の予約をしました。 

  ＿＿委員   おもしろ理科先生とはどんなことをするのですか。 

  ＿＿委員   身近なものなどを使っての理科の実験を，実際に体験することができ

ます。   

  議  長   幼稚園のお魚体験も，子供たちは毎年楽しみにしているようですね。 

  ＿＿委員   後援会の方が毎年やってくれています。 

         たくさんの種類の生きている魚を持ってきてくれます。小さいサメな

どに触れることができます。 

  ＿＿委員   花苗はどこまで取りに行くようになっていますか。 

  執行機関   今までのところは高齢でやめられたとのことで，今年度は飯島町にな

りました。 

  ＿＿委員   年間３回ほどありますね。今後はずっとそちらに取りに行くことにな

りますか。少し遠くなりましたね。 

執行機関   次回の場所は未定です。 

  議  長   他にないようでしたら次に参ります。（４）平成 29 年度定期講座開設

状況についてお願いいたします。 

  執行機関  （説明） 

  議  長   ただ今の説明で何か質問等はありますでしょうか。 

  ＿＿委員   定員に満たないところはあるのですか。 



  執行機関   今年度はありません。親子体操の開講が危ぶまれましたが，おかげさ

まで開講することができました。対象が 2 歳児以上の未就学児に限られ

てしまいますが，参加されているお子様は楽しみにしていただいている

ようです。 

  ＿＿委員   働いているお母さんが増えているので，保育所に入っているお子さん

が増えていますね。 

  ＿＿委員   おじいちゃん，おばあちゃんが見ているのも大変ですよね。 

  議  長   クラブのほうは結構長いところが多いですね。 

  執行機関   骨盤体操などはサークルとして独立して運営されています。 

  ＿＿委員   参加者が順番で部屋の抽選に参加していると聞きました。 

  議  長   参加している方も固定されているようで，継続している方が多いよう

ですね。 

  執行機関   継続の方もいますし，年度初めの募集で入る方や，空きがあれば年度

途中から入る方もいますので，新しい方も入っています。 

  ＿＿委員   カラオケは入れ替わりが何人かあったと聞いています。 

  執行機関   先生が教えられる人数や部屋の大きさなどもあって，定員がある程度

決まってきます。 

議  長   新たに入りたい方がいても欠員がないと入れないのですか。 

  執行機関   基本的には募集期間に申し込んでいただいて定員に空きがあれば入れ

ますが，あとは御希望されている内容のサークルを個人で探していただ

いて問い合わせをしていただくようになります。 

  ＿＿委員   保健センターや老人福祉センターでも体操など開催されていて，費用

がかからないのと持ち物もいらないので，人気があるようです。 

         準備がいらないと楽なので集まるのでしょうね。 

  議  長   定期講座開設状況について他に御質問などありますでしょうか。 

  ＿＿委員   教室やクラブはこれでいっぱいなのですか。 

  執行機関   まだ新たなものがあれば余裕はあります。 

  議  長   開設するには要望も必要ですね。 

  議  長   その他，御質問等はありませんか。 

  ＿＿委員   図書については新たに購入もされているのですか。 

         市立図書館から回ってくると聞いています。 

  執行機関   年に一度入れ替えがあります。来年度は小さいお子さん向けの図書な

どこちらからの要望を出してみようと思っています。人気があるものは

難しいかもしれません。 

  ＿＿委員   月刊の雑誌など，手軽に読めるようなものも少しあるといいのではな

いでしょうか。 



  ＿＿委員   今は漫画などで歴史を学ぶこともあるので，そういう種類のものがあ

ると子供たちも利用しやすくなると思います。 

  議  長   他に御質問等はありませんか。 

それでは本日の議題につきましては，これですべて終了いたします。

委員の皆様には長時間にわたり慎重な御審議，御意見をたまわりまして

ありがとうございました。 

執行機関   ＿＿会長さん，ありがとうございました。また委員の皆様にも，貴重

な御意見をいただきまして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，御意見を

いただければと思います。以上を持ちまして，平成 29 年度第１回水戸市

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。なお第２回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。 

 

 


