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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 

令和元年６月 25 日（火）午後３時 00分から４時 05 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，片岡 寿夫，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 市民センター利用状況について (公開) 

 （２）令和 元年度 市民センター運営方針及び重点目標について (公開) 

（３）令和 元年度 定期講座募集状況について （公開） 

（４）令和 元年度 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  令和元年度 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，令和元年度第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１名の委員が欠席されておりますが，５名の委員 

の皆様が出席されておりますので，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（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   市民センター全体の利用件数や人数が減少傾向にありますが，何か原因 

はあるのですか？ 

 

執行機関   ここ３年間は，当市民センターの利用人数が２万人を割り込んでいます。

特に明確な原因は把握しておりませんが，以前にもお伝えしたとおり夜間 

の利用者が少ないことや新しく建設された他の市民センターへ利用者が流 

れていると聞いております。 

 

  委員   市民センターの利用者が減少している原因が，職員の責任とは言いませ

んが，市民の皆さんが利用しやすい環境整備や新しい定期講座を取り入れ

るなど魅力ある市民センター作りに努めていただければと思います。 

 

  委員   資料の３ページに平成 30 年度各市民センターの利用状況が示されていま

すが， 

笠原市民センターは全体で何番目に位置しているのですか。 

 

執行機関   市内 33 施設のうち，平成 30 年度笠原市民センターの利用人数は，延べ 

18,481 人で 16 番目に位置しています。 

執行機関   なお，平成 31年４月には内原市民センターが開所し，市内全ての学区 

に 34 の市民センターが配置されました。 

 

  会長   他に何か御意見がございますか。 

 

  委員   同じく資料４ページには，各市民センターにおける証明書等の取扱件 

      数が示されていますが，笠原市民センターは証明書等の発行件数が多い    
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      方ですよね。 

 

執行機関   笠原市民センターでは，市税等の収納事務は行っておりませんが，平 

成 30 年度については，４つの項目に分けた発行件数を合計すると 9,670 

件の証明書の取扱件数になります。 

 笠原地区では，地域住民はもとより，水戸市内に住所を置く県庁職員 

や小・中学校の先生がたそして車関係のディーラー等の利用者が多い傾 

向にあります。 

  

執行機関   申し遅れましたが，嘱託員３名を雇用している中で，今年４月からは 

常勤職員と同様に２名の嘱託員及び常勤職員に対して５分の３勤務の職 

員１名で市民センター業務を対応しております。 

 

  委員   嘱託員の勤務形態が変わった中で，何か変化はありましたか。 

 

執行機関   限られた勤務日数の中で，所長を含めた４名での勤務形態が多くなり 

ましたので，窓口業務については今まで以上にスムーズに対応できるよ 

うになりました。 

 

  委員   市民センターの業務は窓口の対応ばかりでなく，生涯学習活動の推 

      進や地域コミュニティ活動の支援もあり多岐にわたっておりますが， 

所長を中心とした市民センター業務の機能充実を図っていただきた 

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)の今年 

度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。 

 

  委員   今年度の重点目標の中で，特に変わった点や強化しなければならない 

課題等があれば御説明願います。 

 

執行機関   地域コミュニティ活動環境の充実として，市民センターの狭あい駐車 



- 4 - 
 

場の解消に努めるとありますが，市民懇談会で地域の皆様から要望が 

ありました駐車場の拡幅については，隣接する土地所有者からおおむね 

了解をいただいており，年内には賃貸借契約を交わす方向で進んでおり 

ます。 

 

  委員   市民懇談会の席で市長が約束した案件なので，できるだけ早く進めて 

いただきたい。 

 

執行機関   土地の賃貸借契約の内容について，詳細は把握しておりませんが，主 

      管課の市民生活課と連携を図りながら交渉を進めてまいります。 

 

    委員   地域コミュニティ活動の活性化の中で，町内会・自治会の加入率の向 

        上に努めるとあるが，特に笠原地区は加入率が低下しているので，一世 

帯でも多く各町内会・自治会に加入してもらえるような何か良い方策で 

もあればと思うところです。 

 

  会長   この件に関しては，いろいろと議論されていますが，水戸市全体の問 

      題として取り上げてもらい，行政と地域が一体となって連携強化を図ら 

なければなりません。水戸市では，転入の際に，町内会・自治会に加入 

するよう市民課の窓口でリーフレットを配布したり，住宅を建設する不 

動産会社にも入居者に町内会・自治会に加入するよう促してはいるよう 

ですが，あまり効果は上がってないようです。やはり，地区会としてど 

うすれば加入率が向上するのか組織として考え，身近なところから地域 

コミュニティ活動の魅力を伝えると同時に誰もが地域の中で安心して暮 

らせるよう情報を発信していかなければならないと感じているところで 

す。 

 

  会長   情報の発信という意味では，笠原地区内にある幼稚園や小中学校の児 

童・生徒をとおしてイベント等のチラシを渡すと同時に町内会・自治会 

加入促進のためのリーフレットを配布するのも一案かと思います。 

 

執行機関   小学校や幼稚園の生徒・児童には，笠原地区で開催する夏まつり・市

民運動会・歩く会や文化祭のイベントについて周知を図るため，児童・

生徒をとおして案内のチラシを配布しております。 

 

  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 

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(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 20名に対して９名の受講 

生しか集まっていませんが，今後の対応策は何かありますか。 

 

執行機関   今年３月に笠原地区全世帯に配布した定期講座受講生募集のチラ 

シとは別にシニアパソコン教室独自のチラシを作成し，周知を図りま 

した。 

また，募集定員に満たない定期講座についても，２次募集として４ 

月下旬に再募集のチラシを作成し地区内に回覧をしております。 

 

  委員   市民センターとしても定期講座等の受講生を確保するのに御苦労 

があるかと思いますが，例年とあまり変わり映えしない講座なので魅 

力がないのかもしれませんね。 

 

執行機関   今年度も 21 教室・クラブの受講生を募集した結果，継続者が 273

名，そして新規受講者が 37 名，合計 310 名の受講申込みをいただき

ましたが，前年比較で 32 名の減少となりました。その中で，筝曲ク

ラブとエンジョイ英会話クラブについては，定員を満たしております

ので受講生の募集はしませんでした。 

 

執行機関   大半の定期講座の受講生は継続者が多く，新規の受講生が入りづら 

      い，あるいは，どの程度のレベルか分からないという声も耳にします

が，講座の情報提供はもとより事前のクラブ体験を促し，一人でも多

くの受講生を受け入れることができる環境づくりが重要と思われま

す。併せて，現在の市民センター利用団体や窓口においでになる個人

にも広く呼びかけ，学習機会の提供を図ってまいります。 

 

  委員   市民センター所長会議が月一回開催されていると聞いておりますが，

そうした機会に他の市民センターで開催している定期講座・教室の情報

を積極的に取り入れ共有し，市民のニーズを的確に捉えたよりよい生涯

学習活動を推進してほしいと思います。 
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  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)市民セン 

ター等事業計画（案）について，事務局から説明をお願いします。 

 

執行機関   (議題(４)について，説明する。) 

 

  会長   事務局より議題(４)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   今年の夏まつりも，８月 10日（土）に笠原小学校校庭で開催され 

ますが，イベントの中に国体の採火式があるそうですね。 

 

執行機関   従来のイベントとは別に茨城国体水戸市炬火イベントが開催され 

ます。 

御承知のように笠松運動公園陸上競技場をメイン会場として，県内 

44 市町村で公開競技を含め何らかのスポーツ競技が実施されます。 

  水戸市内においても茨城国体開催の機運を高めるため，全小学校区 

で炬火イベントが実施されます。 

 

  委員   炬火イベントには誰が参加されるのですか。 

 

執行機関   炬火イベントの業務を直接担っているのが国体総務課の職員です

が，事前にイベント参加者を探してほしいとの要請があり相談を受け 

ましたが，笠原地区からは地区会長並びに笠原小学校から高学年２名 

を推薦しました。 

その他にも国体関連ブースでは「まいぎり式」による火起こし体験 

コーナーがあり，誰でも気軽に参加できる内容になっております。 

 

  会長    他に今年度の事業計画の中で何か変わったものがありますか。 

 

執行機関   11 月中旬に開催される「笠原いきいき文化祭」では，２日目のイ 

ベントの中に交通安全コーナーを設け，シートベルトリアル体験や子 

ども向け免許証の発行など県交通安全協会や日本自動車連盟の御協 

力をいただき，交通安全の啓発を図ります。もちろん２つの協力団体 

は，無料です。 

  また，９月 20日に実施する予定の自治連文化部主催の史跡巡りに 

ついては，昨年に引き続き東京方面への移動学習となります。行き先 

は，浅草寺と浜離宮庭園の２ヶ所がメインとなりますが，一人でも多 
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くの皆様に参加していただけるよう周知してまいります。 

 

  会長   他に御意見がないようですので，以上をもちまして本日の議事につ 

いて，審議は終了させていただきます。 

 

執行機関   本日は，貴重な時間を割いていただき御出席を賜りありがとうござ 

いました。以上をもちまして，令和元年度第１回笠原市民センター運 

営審会を閉会いたします。 

 

 


