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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 31 年３月 12 日（火）午後３時 00分から３時 55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，佐藤 亜希子 

 （３）その他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 （１）平成 30 年度 市民センター事業報告について (公開) 

 （２）平成 30 年度 市民センター利用状況について (公開) 

（３）平成 31年度 市民センター定期講座募集について （公開） 

（４）その他 (公開) 

 

６ 非公開の理由 

   

７ 傍聴人の数  ０人 

   

８ 会議資料の名称  平成 30 年度 第２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２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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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。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）の市民センター事業報告について，事務局より説明をお願い 

します。 

 

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   今年度の市民歩く会の参加者は 54名ですが，一般市民とは別に笠原小学 

校児童への周知はされたのですか？ 

 

執行機関   はい，市民歩く会のチラシを小学校児童を通して全家庭に配布しました。

その結果，54 名の参加者の中には，小学生を含む二組の家族が含まれてい

ました。 

 

  委員   市民歩く会の開催時期もありますが，今回実施した笠原水源の逆川緑地

は，地域にとって歴史的な場所なので，自分の住んでいる地域の魅力を再

発見してもらう意味で一人でも多くの小学生に参加していただければと感

じました。 

 

執行機関   来年度は，スポーツ推進委員と協議を重ね，市民歩く会の開催時期やコ

ース・距離なども含め，地域の皆さんが参加しやすい計画を立てていきた

いと思います。 

 

  会長   関連して，逆川緑地の堤防整備について御報告いたします。逆川は一級 

     河川で県土木事務所の管理のもと，年に２回の除草作業を行っています。 

そして地域の要望を受けて，近年，河川敷での散策やウォーキングをする 

人が多くなり，堤防の天端を舗装して誰もが利用しやすい環境となるよう整 

備して欲しいという声が多く，水戸市の予算で年次計画に基づき舗装するこ 

とになりました。今年度は，予算の関係もありますが，水神橋の下流 (左岸)  

を約 160ｍ舗装することになりましたので，お知らせいたします。 

 機会がありましたら，是非，逆川緑地の散策にお出かけください。 

 

  委員   図書室の利用者が相変わらず少ないようですが，談話室としても使っ
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ているのでしょうね。 

 

執行機関   図書室は，コミュニティルームとしての機能も兼ね備えておりますの 

で，フリーで御利用いただけます。 

 ただ，コミュニティルームとして仕切りを設けたことにより，一般の 

来場者が入りづらいと言う声も一部聞いております。自由に使える部屋 

ではあるのですが，誰もが利用できるよう周知を図り，入口は常に開放 

するよう心がけております。 

   

  委員   図書室利用者の年齢層はどんな感じですか。 

 

執行機関   60歳以上の年配者で，大半の利用者は女性です。その場で読書する方 

が多く見受けられます。 

 

    委員   図書室の利用頻度が少ないからといってなくすことはできませんよね。 

社会教育施設の機能として，兼ね備えておかなければならないのでしょ 

うから。 

 

執行機関   図書の利用者については，伸び悩んでいますが，昨年 12月に図書整理

を行い，修理のできない図書や古い図書を抜き出し，中央図書館に引

き取ってもらいました。 

その結果，現在の保有冊数は，一般図書が 184冊,児童書が 1,052冊, 

紙芝居が 26 冊，合計 1,262冊という内訳になっております。 

 約 900冊近くを引き抜いたのですが,それに代わる新しい図書が入って 

くる見込みは今のところありません。 

  

  委員   前回の運営審議会でも発言したかと思いますが，市民センターからの 

要望だけでなく，主管課の市民生活課と連携しながら新刊図書の入れ替 

えを要望してください。 

 

  会長   他に何か御意見はございますか。 

 

  委員   今年度に始めて実施した家庭教育強化事業とは，どういった内容のも 

のですか。 

 

執行委員   地区内に居住している，未就学児とその保護者を対象に子育て支援事 

業として実施しました。従来は，毎月１回，笠原地区女性会が主体とな 
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って開催している「子育て広場」がありますが，今回は，親子ふれあい 

体験事業として，親と子の音楽あそびを実施しました。 

 

  委員   参加者にとっては，評判はいかがでしたか。 

 

執行機関   募集定員が親子で 15 組のところ，定員を上回る親子 19組 39名の申し込 

みがあり大変好評でした。 

 今回は，音楽療法士の馬立明美先生とピアノ伴奏者の中川治恵先生をお 

迎えし，様々な楽器を利用したり，音楽あそびや季節の歌を歌ったりしな 

がら，音楽を通しての感性を磨くことができました。 

 平成 31年度に開催する「子育て広場」でも，もう一度実施したいと考え 

ております。 

 

執行機関   もう一つ報告事項があります。会議資料には載っておりませんが，９ 

月４日(火)には，自治連合会文化部主催の史跡巡りで日帰りの移動学習 

があり，東京都文京区にあります小石川後楽園と湯島天満宮の２か所を 

訪問しました。 

市バスを利用して募集定員が 40 名以上でしたが，笠原地区内に募集 

のチラシを回覧したところ，８月 17 日初日の申込日には１日で募集定 

員に達して大盛況でした。 

今後とも，市民センターや地区会主催の移動学習については，地域の 

皆さんに参加していただく機会を今まで以上に増やしていけるよう，周 

知徹底を図ってまいります。 

 

  委員   これは素晴らしい事業計画でしたね。今までは，どちらかと言えば特 

定の団体・個人ばかりにあやかっているところも見受けられましたが， 

広く一般の市民に周知して誰もが参加しやすい行事として，条件を整え 

ておくことが重要だと思われます。 

来年度以降も女性セミナーや高齢者大学なども含めて，参加機会の拡 

充に努めていただきたいと思います。 

 

  会長   他に何かございませんか。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   (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 
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問等はございませんか。 

 

  副会長  平成 30年度施設の利用状況は，２月末現在の数字ですが今年度は利用人 

数が少なくなる見込みですね。 

 

執行機関   前年の同時期と比較しますと，1,100 人程度利用人数が減少しています。 

詳細な原因は把握しておりませんが，他の市民センターと比較しますと， 

部屋数が少ないことと夜の利用団体が少ないのも要因かと思われます。 

 

  副会長  夜間は，どんな利用団体があるのですか。 

 

執行機関   定期講座としては，歌謡クラブの１団体のみです。その他，サークル活 

動としてコーラスグループ・クラフトバンドや笠原空手クラブ・笠原水神 

太鼓のお稽古そして水戸市サッカー協会などの団体が定期的に利用してお 

ります。 

 

  副会長   30以上ある市民センターの中で，笠原市民センターの利用件数や利用 

人数は，どれくらいに位置しているのですか。 

 

執行機関   平成 29年度の実績でお伝えしますと利用件数が 1,397 件，利用人数が 

19,781 人で，16 番目に位置しております。 

 

  会長   笠原市民センターの利用状況については，平成 31年３月末現在での集計 

      結果を踏まえ，来年度第 1回目の運営審議会の席で，再度詳細に御報告願 

います。 

 

  会長   他にないようですので，次に，議題(３)の市民センター定期講座募集に 

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   新規のシニアパソコン教室は，募集定員が 20 名となっていますが，

どの程度の受講生を見込んでいるのですか。 

 



- 6 - 

 

執行機関   最低でも 10 名以上の受講生を確保したいと考えております。 

 

  委員   募集要項のチラシを笠原地区町内会加入世帯に配布したとのことで 

すが，例年どの程度の反応があるのですか。 

 

執行機関   募集要項のチラシは，昨日配布したばかりですので，今のところ問 

合せはありませんが，関心を持っている方は直接窓口に来るなり，電 

話でのお問合せはもちろんのこと，笠原地区以外の方からも問合せがあ 

ります。 

 特に新規講座のシニアパソコン教室の募集については，受講生を確保 

する観点から，第２弾として３月下旬の広報紙配布と同時に単独のチラ 

シを作成し，地域に回覧する予定です。 

 また，市民センター利用団体・個人にも広く呼びかけて，最低限の受 

講生を確保できるよう努めてまいります。 

 

  委員   シルバークッキングが今年の３月をもって活動を休止するとのことです

が，どうしておやめになるのですか。 

 

 執行機関   全員女性で 20 名前後の人数で長年にわたり活動していただきましたが， 

受講生の大半が 70歳以上の高齢であり，また，定期講座としての役割を十

分 

果たしてきましたので，受講生の皆さんの意見を集約した結果，休止する 

決定に至りました。  

 

  委員   シルバークッキングに代わる料理教室は，御検討されましたか。 

 

執行機関   男性を対象とした料理教室の開催も検討しましたが，講師が指導する 

日程が折り合わず今回は断念しました。 

 

   委員   また，今年度は筝曲クラブとエンジョイ英会話クラブの２つの団体が募 

集要項の枠外に「募集はありません」と記載されておりますが，どのよう 

な理由でこのような表現になったのですか。 

 

執行機関   この２つの団体については，募集定員を満たしているため，これ以上 

      の受講生の受入れが困難な状況にあります。今までの募集要項のチラシ 

では，「若干名」とか「空き待ち」という表現で募集をしていましたが， 

不適切であいまいな表現のため，今回はこのような措置をとらせていた 
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だきました。 

もちろん，筝曲クラブとエンジョイ英会話クラブからは，了解をいた 

だいております。 

 なお，年度途中に欠員が生じた場合には，クラブと相談の上，受講生 

の募集について協議を進めてまいります。 

 

執行機関   なお，笠原俳句につきましては，平成 30 年度まで初心者対象の教室 

として受講生を募集していましたが，受講生も 12 名となり月１回のク 

ラブ活動ではありますが，自主運営できる団体として判断しクラブに移 

行していただきました。 

 

   会長   定期講座受講生の募集については，４月８日からの募集となっています 

が，募集期間を過ぎても希望者があれば柔軟に対応していただくと同時に， 

新規のシニアパソコン教室の受講生についても，５月には開講できるよう 

人が集まる市民センターを目指して頑張っていただきたいと思います。 

 

  会長   他に何か御意見ございませんか。ないようでしたら議題(４)その他で私 

からもう一つ御報告させていただきます。 

 

  会長   平成 31年度も笠原小学校の校庭をお借りして，夏まつりを８月 10日(土) 

に実施する予定です。ただし，今回は茨城国体が開催されますので，夏ま 

つり最中にイベントの一環として，炬火の採火式を行います。 

 やぐらのステージあるいはテントのブースで小・中学生を対象に「ま 

いぎり式」による火起こしを行い，トーチに点火するなど国体開催前の 

行事として盛り上げる予定ですので御協力のほどよろしくお願いしま 

す。 

 

執行機関   最後になりますが，今年度実施した，笠原市民センター施設の修繕工 

      事と備品購入について御報告させていただきます。 

 ７月には，和室の空調機器更新工事を行い，室外機も含めて新しい機 

種のエアコンを導入しております。次に，11 月中旬から翌年２月中旬 

の間には，トイレのし尿及び雑排水を流す公共下水道接続工事を実施し， 

供用開始しております。また，２月下旬には新規で卓球台１台を購入 

し，ホールに備品として配置しました。 

そして，３月下旬までには，市民センター入口にあります水銀灯２基 

       の修繕工事として，ＬＥＤ仕様の外灯に更新する予定ですので，御承知 

おき願います。以上御報告申し上げます。 
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  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 

終了させていただきます。 

 

執行機関   長時間にわたる御審議並びに貴重な御意見をありがとうございまし 

た。以上をもちまして，平成 30 年度第２回笠原市民センター運営審会 

を閉会いたします。 
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