
様式第３号（第７条関係） 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議名称 

   水戸市笠原市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

平成 30年６月 28日（木）午後２時 00分から３時 00分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市笠原市民センター 研修室 

  

４ 出席した者の氏名 

 （１）委員    大竹 隆志，小林  茂，渋江 与一，久保 智佳子，涌泉 延江，    

秋山 理恵 

 （２）執行機関  山田 和久，川松 千恵子  

 （３）その他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 （１）平成 29年度 市民センター利用状況について (公開) 

 （２）平成 30年度 市民センター運営方針及び重点目標について (公開) 

（３）平成 30年度 定期講座募集状況について （公開） 

（４）平成 30年度 市民センター等事業計画（案）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  ０人 

   

８ 会議資料の名称  平成 30年度 第１回水戸市笠原市民センター運営審議会 

 

９ 発言内容 

執行機関  定刻になりました。ただいまから，平成 30 年度第１回水戸市笠原市

民センター運営審議会を始めさせていただきます。 

今回の運営審議会は６名全員の委員が出席されておりますが，市民セ

ンター条例第 12条第２項の規定により，本審議会が成立したことを御報

告いたします。 
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また，今年度は，委員の改選がありましたので，水戸市長名で委嘱状を 

交付させていただきます。なお，時間の制約もありますので，６名の委員 

を代表して  委員にお渡しいたします。 

 

（委嘱状を交付する） 

 

執行機関   任期は，平成 30年４月１日から平成 32年３月 31日までの２年間となり 

ますので，よろしくお願いいたします。 

  

執行機関   次に会長及び副会長の選任についてお諮りいたします。 

会議資料 12頁の市民センター条例第 11条第３項の規定に基づき，委員 

の互選により会長及び副会長を置くことと定められておりますので，各委 

員からの御発言をお願いいたします。 

  

  委員   会長に  委員を副会長には  委員が適任かと思いますので，推薦い

たします。 

 

執行機関   只今，  委員から会長に  委員，副会長に  委員にお願いしたい 

と御意見がありましたが，いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

  

執行機関   全員異議なしの御発言をいただきましたので，新会長に  様，新副会 

長に  様にそれぞれお願いしたく，任期中よろしくお願いいたします。 

 

執行機関   ここで新任の会長及び副会長に就任されました，お二人から御挨拶をい 

ただきたいと存じます。 

 

  会長   （挨拶） 

  副会長  （挨拶） 

 

執行機関   それでは，さっそく議事に入らせていただきます。会議資料 13頁の市民 

センター条例第 12条第１項の規定に基づき会長に議長をお願いいたします。 

 

  会長   議題（１）の市民センター利用状況について，事務局より説明をお願い 

します。 
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執行機関  （議題（１）について，説明する。） 

 

  会長   事務局より議題（１）についての説明がありましたが，何か御意見・御 

質問等はございませんか。 

 

  委員   年間を通して，図書貸出しの利用件数が少ないように思うのですが，土 

曜日でも貸出しは行っていますよね。 

 

執行機関   もちろん，土曜日でも職員がいる時間帯の午前８時 30分から午後 12時 

30分までは，図書の貸し出しを行っております。   

 

  委員   図書の蔵書数が少ないとか古いとか聞いておりますが，その辺はどうな 

んですか。 

 

執行機関   当市民センターの図書保有冊数については，一般図書 1,016冊，児童図 

書 1,094冊及び紙芝居 26冊で合計 2,136冊を保有しております。 

現状としては，保有している図書が古くここ何年かは新しい図書の入れ

替えはありません。 

       図書コーナーに見えたお客様が，自分の読みたい本がなく帰られてしま

うケースも見受けられます。そうした場合，御要望があれば近隣の公立図

書館に照会するなど便宜を図るよう努めております。 

 

  委員   公立図書館は，各市民センター図書室の現状を把握し，親身に考えてい

るのですか。 

 

執行機関   図書の貸し出しについては，地域住民の要望に応えられない現状にあり

ますが，今後は公立図書館との連携を緊密に図りながら，中央図書館に対

し引き続き新刊図書の入れ替えを組織的に要望してまいります。 

 

  委員   市民センターの利用状況については，他の市民センターと比較した場合

利用人数が中間に位置しているとの説明がありましたが，今後，利用件数

や人数が増える見込みはあるのですか。 

 

執行機関   先程，御説明しましたようにここ何年かは利用件数及び利用人数は，横

ばいです。その原因としては，施設の老朽化や他の市民センターと比較し

た場合部屋数も少なく，また，また夜間利用が少ないのも一つの要因とな

っております。 
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  委員   市民センターが老朽化しているとのことですが，建て替えの計画はある

のですか。 

 

執行機関   当市民センターは，昭和 58年３月に竣工し築 35年経過しております。

市民センターの建て替えについては，当面計画はありません。今後は，市 

民センター総合管理計画に基づき施設を検証し，長寿命化に向けた個別の 

改修方針を決定する予定です。 

 

  委員   現在，市民センターの施設では何か不具合はありますか。 

 

執行機関   現状としては，雨漏りや空調設備の不具合，そして水洗トイレの詰まり 

など施設利用者に御不便をおかけしております。 

水洗トイレにつきましては，浄化槽でのし尿処理をしておりますが，年

度内には公共下水道への接続工事を実施する予定ですので，トイレの詰ま

りは解消されるはずです。また，雨漏りについては専門業者に屋根（雨漏

り）の現状を把握してもらい修繕に係る費用を見積りしていただき，次年

度以降に予算要求をすると聞いております。 

       空調設備については，定期的なメンテナンスを行っておりますが，修繕

が不可能な古い機種については，施設利用者にとって快適に各部屋を利用

していただくよう，早急に新機種を導入するよう市民生活課に働きかけて

まいります。 

 

  委員   施設の利用件数や利用人数の増減にこだわりはありませんが，利用者に

とって少しでも快適な環境のもとで，施設を利用できるよう努めていただ

ければ幸いです。 

 

  会長   他になにかご御意見ございませんか。ないようでしたら，次に，議題（２）

の市民センター運営方針及び重点目標について，事務局より説明をお願い

します。 

 

執行機関  （議題（２）について，説明する。） 

 

  会長   事務局より議題（２）についての説明がありましたが，何か御意見・御 

質問等はございませんか。 

 

  副会長  地域コミュニティ活動環境の充実の中で，狭あい駐車場の解消に努める

と記載されていますが，笠原市民センター駐車場の拡張はその後どうなっ 
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ているのですか。 

 

執行機関   御承知のように平成 29年 11月当市民センターにおいて，市民懇談会が

開催され駐車場拡張に関する要望が地区からあり，水戸市長ができるだけ

早期に駐車場不足の解消に努めていきたいと回答しているところです。 

       その後，駐車場として借用する予定の土地所有者と交渉を進めている段 

階で，概ね土地借用の同意はいただいておりますが，平成 30年度の予算要 

求において，駐車場整備の予算がつかなかった経緯があり，今年度の事業 

としては見送りになってしまいました。 

 

  副会長  今後は，どのように進めるのですか。 

 

執行機関   主管課の市民生活課と連携を図りながら，再度，土地所有者宅を訪問し，

意向を確認すると同時に，その結果を踏まえ平成 31年度の予算要求に向け

て取り組んでまいります。 

 

  副会長  大変かとは思いますが，市民センター利用者及び地域としても最重要の

課題なので，行政の立場として積極的に取り組んでいただきたく強く要望

します。 

 

  会長   他に何か御意見がございませんか。 

 

  委員   地域コミュニティ活動を推進するうえで，町内会・自治会への加入率が

低下傾向にあるようですが，加入率向上を図るための何らかの方策を考え

ているのですか。 

 

執行機関   難しい問題ですが，笠原地区は住宅地の造成が進んでおり，若い世代の

人口が増えている地域です。 

       参考として，５月１日現在の町内会・自治会の加入率は，50％を切って

います。人口が 11,203人，実世帯数が 4,881世帯，加入世帯数が 2,354世

帯となっております。 

       行政としては，人材育成のための研修会を開催するなど，地域を支える

リーダーづくりを推進しています。 

また，毎年２月を町内会・自治会の加入促進月間として位置づけ，イベ

ントを活用した啓発活動の実施や未加入世帯を実際に訪問し，行政及び地

域ぐるみでコミュニティ活動組織強化のための具体的な施策が展開できる

よう取り組む予定です。 

－５－ 



  委員   いずれにしても，町内会・自治会の加入促進については，地元にある幼

稚園や保育園及び小・中学校の保護者など若い世代にも理解を示していた

だけるよう，地区会から幼稚園や学校側にも働きかける必要性があると思

います。 

一朝一夕には，解決できる問題ではありませんが，町内会・自治会加入

を勧めるうえで，住みよい豊かな地域づくりを推進するため，官民一体と

なって取り組む必要があるかと思います。 

 

  会長   他に何か御意見がございませんか。ないようでしたら，次に，議題（３）

市民センター定期講座募集状況について，事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関  （議題（３）について，説明する。） 

 

  会長   事務局より議題（３）についての説明がありましたが，何か御意見・御 

質問等はございませんか。 

 

  委員   平成 30年度の定期講座と平成 29年度の定期講座を比較した場合，なに

か違いはあるのですか。 

 

執行機関   ほぼ同じ内容となっておりますが，エンジョイ英会話が初心者対象の教

室から自主運営のクラブに移行しました。 

 

  委員   新規の定期講座は設けなかったのですか。 

 

執行機関   今年度，新規の定期講座は，設けておりません。 

 

  委員   ２つの教室，19のクラブが年間を通して活動し，部屋のやりくりも大変

かとは思いますが，せめて一つぐらいは新しい講座を取り入れてもよかっ

たのではないのですか。  

 

執行機関   新規の定期講座については，年度途中から始めるのは困難です。しかし，

単発的な講座・教室を取り入れることは，可能です。講師謝金の関係もあ

りますが，地域のニーズにあった誰もが参加しやすい短期講座を取り入れ

るよう検討してまいります。 

 

  委員   今年度は，新規受講者が全体で 37名とお聞きしましたが，各講座ともい

ずれも一桁の人数でこれ以上増える可能性はあるのですか。 
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執行機関   各クラブ・教室の実情にもよりますが，年間を通しての受講希望者の受

け入れは行っております。また，年度途中で定期講座に入会したい方は，

実際に体験しクラブの雰囲気や習い事のレベルを肌で感じてから，入るか

否かの判断をしている方が見受けられます。 

       但し，年度途中でやめる受講生も何名かおりますので，総体的には受講

生の人数はあまり変化がないと思われます。 

 

  委員   今年度の市民センターの重点目標にもあったように，ただ単に人を集め

るだけの講座・教室ではなく，学習の成果を活かせる環境づくりに努める

と同時に，学習者同士の交流を拡大させて欲しいと思います。 

 

執行機関   貴重な御意見ありがとうございます。 

      この後，年間の事業計画にもありますように高齢者を対象とした「いきい

きカレッジ」や地区女性を対象とした「女性セミナー」など，現代的課題

を取り扱った講座を開催するなど，定期講座以外にも一般市民に対し学習

機会の提供に努めてまいります。 

 

  会長   他に何か御意見がございませんか。ないようでしたら，次に，議題（４）

市民センター等事業計画（案）について，事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関  （議題（４）について，説明する。） 

 

  委員   今年度の主な事業計画の中で，11月頃に予定している地区防災訓練の実

施について，前年同様，笠原小学校を主会場として地区と小学校が合同で

実施していただければありがたいのですが。 

 

  会長   実際の災害発生時において，防災訓練は地域にとっても重要な役割を担

うものですが，現段階では例年通りの訓練を実施するか否かは明確にお答

えできません。 

       ある町内会長からは，原子力災害を想定した避難訓練を実施してはどう

かという提案もありましたが，最低でも講師を招いた防災に関する講演会

を実施する予定です。  

 

  委員   笠原地区の防災組織と小学校が合同で防災訓練を実施できないのであれ 

ば，小学校単独で訓練を実施するよう計画を立てざるを得ません。 
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  会長   その他に何か御意見がございませんか。せっかくの機会ですから御発言

をお願いします。 

  委員   笠原ふれあい夏まつりが，今年は例年の開催時期より少し早いですよね。 

 

  会長   今年も笠原小学校の校庭をお借りして，８月 11日（土）に夏まつりを開 

催する予定です。イベント内容は例年とあまり変わりませんが，旧盆明けで

は何かと準備に追われてしまい，忙しくなると思われるのでこの日に設定い

たしました。 

 

執行機関   市民センターとしましては，私をはじめ職員の勤務経験が浅いので，ど

れだけ地域の皆さまのお力になれるか不安です。役員の皆さまを中心とし

た他のイベント活動も含めて，御教示をいただきますようよろしくお願い

いたします。 

 

  委員   笠原ふれあい夏まつりには，笠原小学校の児童にもイベントに参加して

いただきますので，よろしくお願いいたします。 

       また，特別出演として最低でも２団体による出し物もありますが，事務

局の方でも夏まつりの出演にふさわしい団体があれば，事前に参加要請を

打診して下されば助かります。 

 

  会長   最後になりますが（４）その他の項目で何かございますか。 

 

執行機関   その他の項目で，事務局より土曜執務体制の見直しについて，御説明い 

たします。 

        市民センター運営事務において，現在，土曜日も８時 30分から 12時 

30分まで職員一人が勤務しており，その分を平日に振替を行っておりま 

すます。 

 このような中で，事務事業の見直しの提案がなされ，市民センターの土 

曜執務につきましては，平成 29年度に実施した土曜利用実態調査やアン 

ケート調査の結果を踏まえ，窓口利用者数が少ないことや一人勤務による 

防犯体制が不足するなど総合的に判断することとし，平成 31年４月から 

の事務執務体制の見直しを進めているところです。 

 

  副会長  職員の土曜勤務をなくした場合，どんな問題点が考えられますか。 

 

執行機関   平日来所困難者の対応が不可能となります。また，休日夜間管理人の対 

応時間の増加や土曜開催の市民センター事業の継続による運営方法を検討 
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せざるを得ません。 

 

  副会長  アンケート調査の結果は，どのようになっておりますか。 

  

執行機関   （地区会長及び市民センター運営審議会委員を対象に実施した結果を説 

明する。） 

 

  会長   私も水住協役員として，土曜執務体制の見直しについての趣旨説明を聞 

いておりますが，実態調査やアンケート調査の結果を見る限り，窓口来所 

者が少ないことに加え，一人勤務の防犯体制や平日の勤務体制への影響な 

どを考慮し，土曜執務の見直しもやむを得ないと思うところです。 

 

  副会長  土曜執務の見直しについては，概ね理解をいただいていると推測できる 

が，地区会の行事やコミュニティルームの利用方法等，市民センター利 

用者にとって不便をきたさないよう対応していただきたい。 

 

執行機関   土曜日に職員が不在となることに伴うサービスの低下を最小限に留める 

よう努め，利便性を図るため，より効果的な方法について組織的に検討を 

進めてまいります。  

 

  会長   他に御意見がないようですので，以上で本日の議事について，審議は終 

了したいと思います。 

 

執行機関   長時間にわたる御審議ありがとうございました。 

本日の運営審議会で委員の皆さまからいただいた，御意見・御要望等を 

市民センター等の運営に反映できるよう努めてまいりますので，引き続き 

御指導・御鞭撻の程よろしくお願いいたします。 

 

執行機関   以上をもちまして，平成 30年度第１回笠原市民センター運営審議会を閉 

会いたします。ありがとうございました。 
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