
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 30年６月 19日（火） 10時 00分から 11時 30分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市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   

     三代 弘美，長谷川 正一，鴨志田 隆，浜名 美恵子，木村 弘子 

 

（２）執行機関 

   永盛 光郎（所長），松原 かおり 

 

５ 議事及び公開・非公開の別 

（１） 平成 29年度施設の利用状況について        （公開） 

（２） 平成 30年度運営方針及び重点目標について     （公開） 

（３） 平成 30年度事業計画について           （公開） 

（４） 平成 30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 30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  ただいまから平成 30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，委員の皆様方には，お忙しい中，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，御審議を賜りますのでよろしくお願いいたします。 

        まずはじめに，今年度は委員の改選がございましたので，委員の皆様に

委任状を交付いたします。 

        本来，水戸市長からお渡しするものでございますが，私からお渡しさせ

て頂きます。 

        水戸市市民センター運営審議会委員の任期は２年間となっておりますの

で，よろしくお願いいたします。 

        次に，水戸市市民センター条例第１２条第１項の規定により，正・副会

長を選任していただきたいと思いますが，委員の皆様の中で御提案があ

ればお願いします。 

        なお，前回までは，会長が  様，副会長が小学校の  校長先生でご

ざいました。 

         (審議のうえ，正・副会長を互選) 

        それでは改めまして，会長より挨拶をいただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

＿＿会長   皆様おはようございます。本日は平成 30年度の稲荷第二市民センター運

営審議会ということで，30 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の進行

をお願いいたします。 

議  長  それでは市民センター条例の規定により，議長を務めます。会議をスム

ーズ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。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をお願

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。よって出席者は全委員数の２分の１

以上に達しており，市民センター条例第１２条第２項の要件を満たして

おりますので，本日の会議が有効に成立することを報告いたします。 

議  長  ただいまの事務局からの報告のとおり，本日の運営審議会は有効に成立



しておりますので，これより次第に従って進めてまいります。 

なお，本日の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） 

まず（１）の「平成 29 年度施設の利用状況について」でございますが，

事務局から説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  執行機関  （説明） 

  議  長  ただいま事務局から（１）「平成 29 年度施設の利用状況について」説明

がありましたが，これにつきまして何か御質問等ございましたらお願い

いたします。 

  ＿＿委員  図書の件ですが一年に数回，水戸市立図書館や県立図書館で本が古くな

ると排出する時があるようですね。たまたま図書館へ行きましたところ，

どうぞご自由にお持ち帰り下さいと言われたので何冊か頂いた事があり

ました。センターに置いてある本より新しい本もたくさんありましたので，

そのような本がセンターに回って来るといいのではないかと思いました。 

  ＿＿委員  私も一年に１～２回そういう事があると聞いたことがあります。 

執行機関  ここにも本が回ってくるということは聞いてはいますが，ここ一年はな

いです。 

＿＿委員  図書室利用の対象は，やはり子どもさん主体なのでしょうか。 

執行機関  どなたが使って頂いてもよくて，例えば証明を取りに来た方の待ち時間

に利用される方もいらっしゃいます。本を読みに来るだけの方はあまり

いらっしゃいません。 

＿＿委員 図書室に村史が置いてありますよね。私たまに会議などでセンターを利

用したときに読むことがあるのですが，そのような本も置いてあるとい

う事がわかれば利用する人もいるのではないかと思います。 

＿＿委員 ここは最近お子さんの利用が増えていると聞きました。それは特別お知

らせをしたり指導したわけではなく増えているのでしょうか。 

議  長  子ども達の放課後の遊び場になっている感じですね，いいと思います。 

執行機関  そうですね。お子さん同士の口コミといいましょうか。図書館利用とい

うよりも子ども達の憩いの場になっているようです。宿題をしたりカー

ドゲームなどをしています。裏のさくら広場に遊びに行ったりもしてい

ます。 

＿＿委員  本は小学校の図書室に最新のものが置いてありますし冊数も多いので，

子ども達は本を読む事は小学校で足りているのかもしれませんね。 

＿＿委員  そうですね。センターの図書館は本来の本を読む図書館としての機能よ

りも子どものコミュニティの場として利用されているので，それはそれ

で良い事ではないでしょうか。建物もしっかりしていますし安全ですし



ね。 

執行機関  以前，校長先生が学校でも本を読む時間を取っていますし，子ども達は

決して本を読まないわけではないとおっしゃっていました。 

  議  長  他に質問等ございませんか。特にないようでしたら，議題の（１）につ

きましては以上でよろしいですか。 

では次に参ります。（２）平成 30 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  ただいま事務局より（２）平成 30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。 

      御質問がないようですので私の方からよろしいでしょうか。まずは建物

の中がすごく綺麗になりましたね。外もセンターの職員さんや栗崎の地

域の方のお手伝いがあってとても綺麗で素晴らしいセンターだと思いま

す。 

  議  長  次の議題にうつります。（３）平成 30 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  ただいま事務局より（３）「平成 30 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  歴史移動講座は今回は何名ほど募集されているのでしょうか。 

  執行機関  今回は３８名を予定しております。募集開始一日目の午前中で定員に達

しました。 

  ＿＿委員  素晴らしいですね。以前は募集しても人が集まらなくて大変だった覚え

があります。去年の女性移動講座も早いうちに埋まりましたよね。 

  ＿＿委員  今年度の高齢者講座も去年同様に講演会でしょうか。一つ私が思った事

なのですが，茨城県は高齢者の死亡事故が全国ワースト 1位と聞いたので，

高齢者講座で運転する人しない人のマナーですとか交通関連の講座を開催

してみてはどうかと思います。 

  ＿＿委員  私は夜は見えにくかったり視野が狭くなるので，夜や雨の日は運転しな

いようにしています。何かあってからでは大変ですからね。 

  ＿＿委員  ７０歳以上の高齢者の８０％の人が運転に自信があると，アンケートで

答えているようですから。 

  執行機関  きっとそこまでの年齢で事故のなかった方は自信がでちゃうんでしょう

ね。 



        今のお話を参考に，高齢者講座の内容も考えてみたいと思います。 

  ＿＿委員  小さなお子さん達を対象にホールを開放するのは今年から始まったので

すか。 

  執行機関  月に一度，保健推進委員さんに協力いただいて子育て広場を開催しており

ます。お陰様で何組もの親子の方に利用していただいています。 

  ＿＿委員  そういう場があると家の中に閉じこもらないで外へ出て色々な方と接す

る事ができますし，とても良い事ですね。 

  議  長  ホールなら広くて安全だし十分に遊べて良いですね。 

  執行機関  この地区限定ではなくて市内どちらからでも参加する事ができます。た

くさん来てくれると嬉しいです。 

  ＿＿委員  ここのところ何かの行事の時に人が集まらなくて心配するという事がな

くなりましたよね。 

執行機関  そうですね。とてもありがたいことです。 

  議  長  （他に）質問等ございませんか。特にないようでしたら，議題の（３）

につきましては以上でよろしいですか。 

  議  長  それでは次に（４）「平成 30 年度定期講座開設状況について」でござい

ますが，事務局から説明をいただきたいと思います。よろしくお願いし

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。 

  ＿＿委員  クラブや教室に参加している人達はみんな稲荷第二地区なのでしょうか。 

  執行機関  そうとは限らないです。水戸市外から来ている方もいらっしゃいます。 

  ＿＿委員  いきいきまつりなどで発表する団体は，この中の教室の方ですよね。 

  執行機関  そうです。練習した成果を発表していただいています。 

  ＿＿委員  このクラブや教室が使って空いたところにサークルが入るのですね。 

  議  長  アクセスも良いし駐車場も広いですからね。 

        （他に）質問等ございませんか。特にないようでしたら，議題の（４）

につきましては以上でよろしいですか。 

  議  長  それでは次に（５）の「その他」でございますが，事務局および皆様か

ら何かございますか。  

  ＿＿委員  稲荷二は玄関を入った感じが明るくてイメージが良いですね。 

議  長  草刈りは年に二回，市民生活課で行ってくれているのですか。 

  執行機関  はい，年に二回シルバー人材センターへお願しています。最近では地域

の方の善意で草刈りを手伝って頂き，とても有り難いです。 

                それと一点よろしいですか。こちら報告となりますが，前回，委員の皆

様に土曜執務のアンケートを取らせて頂きましたが，来年度より職員が



土曜日の午前中出勤して窓口を開ける事がなくなる方向で検討が進んで

います。 

市民生活課でアンケートをまとめたところ，証明書などの発行業務がな

いですし，土日のイベント等で市民センターが協力してくれれば毎週土

曜に職員が出勤しなくても良いのでは，というご意見が多かったようで

す。 

＿＿委員    来客がないなら経費だけかかってもったいないですね。 

  議  長  他に御質問等はありませんか。特にないようでしたら，議題の（５）に

つきましては以上でよろしいですか。 

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，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 30 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


