
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 

令和元年７月 23 日（火） 13 時 30 分から 15 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，鴨志田 隆，浜名 美恵子，木村 弘子 

 

（２）執行機関 

   飯村 博史（所長），松原 かおり 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）平成 30 年度施設の利用状況について         （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について           （公開） 

（４）令和元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 

   令和元年度第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    定刻となりましたので，ただいまから令和元年度第１回目の「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

皆様がたには，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，御審議を

賜りますのでよろしくお願いいたします。 

         はじめに，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     皆様こんにちは。本日は令和元年度の稲荷第二市民センター運営審議

会に出席していただき，誠にありがとうございます。市民センターによ

る市民サービスが向上するように皆さんと審議し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，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，議長を務めさせていただき

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」につい

て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４名，欠席者２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につきましては，  委員と  委員のお

二人にお願いします。 

       それでは議事に入ります。 

まず（１）「平成 30 年度施設の利用状況について」①館内利用につい

て，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の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    私のほうからよろしいでしょうか。こちら表に保育室とありますが，



コミュニティルームのことでよろしいのでしょうか。 

執行機関    前年度も保育室として御報告を申し上げていたので，保育室という形

で出させていただきましたが，来年度からは完全にコミュニティルーム

ということで記載を変更したいと思います。 

＿＿委員    利用している人数は，その都度チェックしているのでしょうか。 

執行機関    使用報告書というものを書いていただいて，職員が集計をしておりま

す。 

＿＿委員    学習室や和室は，分かりますが，図書室を利用した人などはその都度

チェックしているのでしょうか。 

執行機関    遊びに来た子どもたちにも，利用する際については，窓口で用紙に記

載してもらっています。実際に図書の利用については，どなたが何の本

を借りていくのか冊数も集計を取らせていただいています。 

＿＿委員    他の市民センターと部屋の利用率を比べるとどうなのでしょうか。 

執行機関    決して多くはないです。それこそ部屋が毎日のように埋まっている市

民センターもございます。当センターは，稼働率から言うと 50％程度で

すね。特に午後や夜間の利用は，少なくなっております。 

        それと図書コーナーにつきましては，図書の入れ替えがここ数年行わ

れていないということで，特に震災以降は入替えが行われていないよう

な状況です。中央図書館が，耐震補強の関係で，本の出し入れができな

かったということが大きいです。また地区の図書館が整備されたという

こともあります。こちらの地区で言いますと常澄図書館が該当しますが，

そちらのほうが何万冊という本を持っていますので，数千冊の図書コー

ナーではあまり御利用がないのかなと思います。 

  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①につき

ましては以上でよろしいですか。 

では次に②教養講座等参加者数そして③図書室内利用数について事務

局から説明をお願いします。 

執行機関  （説明） 

議  長    ただいま事務局より②③について説明がありました。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。 

議  長    移動教室ですが，なかなか人集めが難しいようですね。 

執行機関    あくまでも学習ということで行程を組まなければいけませんし， 市の

バスを利用するので出発と帰庁時間の制限がありますので，行ける範囲

も限られてしまいます。 

＿＿委員    県内ですと自分の車で行けると思ってしまうので，参加する人も少な

くなってしまうのでしょうね。 



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②③につ

きましては以上でよろしいですか。 

では次に（２）令和元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）令和元年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ほうからよろしいでしょうか。 

        こちらの運営方針と重点目標はとてもよくできていますね。こちらは

センター長が考えられたのでしょうか。 

執行機関    基本的な部分については，水戸市内の市民センター全て共通するもの

でございます。ベースは水戸市の市民生活課が生涯学習の拠点として，

市民生活課と生涯学習課の二課で検討したものとなっております。そち

らを各市民センターでは自分の地区の特色などに合わせて少し変えさせ

ていただいております。 

議  長    地区のコミュニティ活動として，花苗や防犯灯の設置などは町内会に

任されていますよね。 

執行機関    防犯灯の設置の仕方も地区によっていろいろです。例えば，地区の防

犯協会が全ての防犯灯を管理し，各常会から集めたお金を元に，LED 化も

含めて申請も防犯協会が行っている地区もございますし，それぞれの町

内会や常会が単独で行っている地区もございます。 

＿＿委員    必要なところになかったりするんですよね。栗崎の通学路なのですが，

夜は真っ暗になるので大丈夫かしらと心配になる道路があります。その

地域の人たちは，自分たちは必要ないと思っているので，防犯灯がなか

なか設置されないのでしょうね。 

＿＿委員    そういう問題も含めて，町内で話し合ったほうがいいのでしょうね。 

＿＿委員    栗崎と言わず，稲荷第二地区として設置するようにすればいいと思う

のですが。稲荷第二地区の防犯協会のようなしっかりとした組織を設置

すれば違うのかもしれませんね。ただ，その組織を作るのも大変なこと

でしょうけどね。 

議  長    今は町内会に入っている人たちも少ないですよね。水戸市は，加入率

50％いかないのではないでしょうか。 

執行機関    そうですね，水戸市全体で考えると少なくなっております。 

  議  長    町内会へ入るとどのようなメリットがあるのかと聞かれたことがあり

ます。 



  ＿＿委員    若い御夫婦がアパートや貸家に越してきた場合，町内会に入りたいと

思っていてもどこに聞けばよいか分からないと言いますよね。共働きで

昼間いないと余計に繋がりがなくて分からないですよね。町内会などに

加入しないと横の繋がりもできないですしね。 

  議  長    町内会のありかたを変えていかないと存続も厳しくなって来ますね。 

  ＿＿委員      田舎よりも意外と街中のかたが，町内会だけではなく，女性会なども

あって活動が活発だったりするみたいですね。 

  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(２)につき

ましては以上でよろしいですか。 

次の議題に移ります。（３）令和元年度事業計画について，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（３）「令和元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お願いいたしま

す。 

＿＿委員    今年の移動教室の日にちは，10月に決定ですか。 

  執行機関    はい，本年４月当初に，市バスをおさえる都合がありましたので 10 月

２日に確定しております。移動教室の場所につきましては，ただいま何

箇所か検討しております。ただ，市バスを使いますので，時間について

も厳しくなっていますし，食事する場所も団体を受け入れてくれるお店

を探して，駐車場も大型バスを停められなければいけませんので，年々

条件が厳しくなってきております。 

  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。 

          それでは次に（４）の「令和元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   ただいま事務局より（４）の「令和元年度定期講座開設状況について」

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よろ

しくお願いいたします。ないようでしたら私から質問よろしいでしょうか。

クラブのほうは，新しく募集をかけているのでしょうか。 

執行機関   先生が何人までみられるのか，現状の人数との差をみて募集をかけてい

ます。例えば，園芸さんなどは人気があり，定数に達していますので，な

んとか入れていただいた状況でございます。今期から始まりました，おう

ちパンや着付け教室も定員に達しております。 



議  長    クラブは 10 年以上と長く続いているクラブが多いですね。 

執行機関    そろそろサークルとして，独り立ちしていただく時期にはなってきてい

ますね。 

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（４）につき

ましては以上でよろしいですか。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。私からは一言言わせ

ていただくと，こちらの市民センターは駐車場も広いですし立地がよいで

すよね。ピクトサインも作ってもらえて，部屋が分かりやすくなりました

し，だいぶよくなりましたね。 

   ＿＿委員   とても素敵で綺麗ですね。センターが明るくなりました。 

   執行機関  ありがとうございます。 

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したの

で，議長の役を解かせていただきたいと思います。 

委員の皆様には，長時間にわたり慎重な御審議，御意見をいただきまし

て誠に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。 

以上をもちまして「令和元年度第１回水戸市稲荷第二市民センター運営

審議会」を終了させていただきます。ありがとうございました。 

なお，第２回の運営審議会は，来年２月を予定しておりますので，よろ

しくお願いいたします。 


