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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２年３月６日（金）午後３時 00 分から４時 20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）令和 元年度 市民センター等事業報告について  (公開) 

 （２）令和 元年度 市民センター利用状況について   (公開) 

（３）令和 ２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  令和元年度 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，令和元年度第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。 

 

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 
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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）の令和元年度市民センター等事業報告について，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   夏休み子ども教室の「親と子の料理教室」では，子どもの参加人数が少 

ないのではないか。また，適正な参加人数は，何人ぐらいなのか伺いたい。 

 

執行機関   親子 15 組の募集をしたところ参加人数は 32 名ですが，内訳として小学

４年生以上が 15 名，保護者が６名，そして食生活改善推進員のみなさんが

11 名となっています。 

       決して小学生の参加人数が少ないとは思いませんが，主催者が食生活改

善推進員笠原支部のみなさんで，ボランティア活動として事業協力をいた

だいています。これ以上人数が増えてしまうと調理室も決して十分な広さ

とは言えませんので，全体的な人数としては妥当かと思われます。 

 

  委員   毎年，夏休み期間中は「親と子の料理教室」を開催しているのでしょう。 

 

執行機関   はい，毎年開催しております。実施にあたっては，食生活改善推進員の

代表者と事前に打合せを行い，開催日時を調整し親子で参加しやすい日程

を組んでおります。また，周知方法としては，広報みとへの掲載及び地区

内へのチラシ回覧そして笠原小学校４年生以上の対象児童に募集のお知ら

せを配布しています。 

 

  委員   笠原地区市民歩く会の参加者も年々減少傾向にあるようですが，どのよ 

うな方法で周知をしているのですか。 

 

執行機関   本来なら，笠原地区町内会全世帯に市民歩く会のお知らせを配布すべき 

ところですが，スポーツ推進委員のみなさんに相談したところ，地区内回覧 

のチラシだけでよいとの御了解をいただいているところです。 

また，それとは別に笠原小学校の全校児童を通して，全家庭に市民歩く会

のお知らせを配布しております。 
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  委員   実際，小学生は何組の親子が参加したのですか。 

 

執行機関   今回は，１組の親子の参加しかありませんでした。一昨年は，２組の親 

子が参加したと記憶しております。 

 

  委員   市民歩く会に子どもを含めた多くの地域のみなさんが，参加できるよ

い方策など何かありませんか。 

 

  委員   今回の市民歩く会では，目的地として千波湖スポーツフェスティバル 

のイベントに合わせて開催日程を調整したにもかかわらず，参加者が少

なかったのが残念です。 

 

執行機関   偕楽園公園四季の原で開催されたスポーツフェスティバルには約１時

間ほど滞在しましたが，無料での軽スポーツ体験や模擬店での買い物・

飲食など参加者は十分楽しんでいたように感じました。 

 

  会長   他に何か御意見がございませんか。 

 

  委員   定期講座受講生を対象とした救命救急講習会を実施したようです 

が，講習を受講したみなさんの反応はいかがでしたか。 

 

執行機関   各定期講座から１名以上の受講をお願いしたところ，全体で 25名の参

加をいただき実のある講習会で大変好評でした。 

 

  委員   どういった内容の講習会だったのですか。 

 

執行機関   普通救命講習会Ⅰの３時間コースで，成人を対象としたダミー人形を

使った心肺蘇生・AED の操作要領・止血法など大半のみなさんが初めての

受講ではありましたが，真剣に取り組んでいました。 

 

執行機関   こうした命に係わる講習会の開催については，市民センターの定期講

座受講生ばかりでなく，笠原地区の地域のみなさんにも，一人でも多く

のかたに応急手当の技術と知識を身に着ける機会が得られるよう，救命

講習会を定期的に開催してまいりたいと思います。 

       なお，受講料は無料で講習会修了者には，後日修了証を交付してくだ

さいます。 
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  委員   ５ページの２月 29 日現在で定期講座関係の実績報告がありましたが，

年度当初と比較すると 20 名以上の受講生がクラブを退会しているのです

ね。減少した原因がわかりますか。 

 

執行機関   はっきりした理由は何とも言えませんが，大半の受講生は女性が多く

高齢者で体調が思わしくない。あるいは，決められた開催日に都合が合

わなくなったとの理由で退会するかたが見受けられます。 

 

  委員   いずれにしても自己都合ですので，致し方ない部分はあるかと思われ

ますが，市民センターとしても実情を把握し，今後の定期講座・教室の

運営に活かせるような方策を考えていただければと感じました。 

 

執行機関   長期的な定期講座・教室の受講が難しい受講生には，市民のニーズを

的確に捉えた短期的な講座・教室の開催も検討してまいりたいと思いま

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)の令和

元年度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 

        質問等はございませんか。 

 

  委員   まだ今年度は終わっていませんが，３月は新型コロナウイルスの関係

で市民センターも施設の利用が中止となり，団体の利用件数や人数が減

少してしまいますね。 

 

執行機関   ３月は，定期講座・教室の利用団体はもとより町内会・自治会での役

員会や定期総会での利用申込みも多くありましたが，新型コロナウイル

スの感染症対策の観点から丁重にお断りするなど，やむを得ず利用を中

止しているところです。 

なお，窓口業務については，通常どおり実施しております。 

 

  委員   ただ，今年度の利用状況は，例年にも増して利用人数が少ないように

思われますがいかがですか 
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執行機関   平成 27 年度の 20,000 人以上の利用人数を最後に平成 28 年度以降は

20,000 人を割り込んでいます。また，今年度は２月末現在で利用人数が

16,722 人ですが３月の利用人数は余り見込めませんので，平成元年度は

利用人数が 17,000 人に到達しないと思われます。 

 

    委員   令和元年度は，台風 15 号や 19 号の襲来そして今回の新型コロナウイ

ルスの発生など全ての市民センターにとって大きな痛手になってしまい

ましたね。 

 

  会長   委員のみなさんから御意見がありましたように，大型台風の発生によ

る自然災害や新型コロナウイルスによる感染症対策として，市民センタ

ーの利用中止などさまざまな要因で利用者数が減少するのはやむを得な

いと思われます。 

 

  委員   ４月以降の市民センターの利用はどうなるのですか。 

 

執行機関   ３月２日以降は，４月分の部屋貸の利用申込みの受付をしております。

ただし，新型コロナウイルスの感染状況に応じて市民センターの使用が

制限される可能性がある旨を利用者にはお伝えしております。 

 

  委員   １日でも早く新型コロナウイルスの感染症が終息に向かい，いつもど

おりに市民センターが地域のみなさんに安心して利用できるような環境

になればよいのですが。 

 

  会長   他にないようですので，次に，議題(３)の令和２年度市民センター定

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   令和２年度の定期講座・教室は筝曲クラブがサークルに移行して減少

したにもかかわらず，新規の講座・教室の開設は考えなかったのですか。 

 

執行機関   内部では担当者を交え，スポーツ吹矢や男性を対象としたクッキング
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スクールなどを開設し新規の受講生を取り込もうと検討したところです。 

しかし，令和２年６月から緑岡市民センターと寿市民センターが施設

の長寿命化対策に伴う改修工事のため施設が利用できなくなり，両市民

センターの所長から依頼があり，工事期間中，笠原市民センターでいく

つかの講座・教室に使わせてほしいとの申出がありました。 

       そうした理由から，新年度は新規での講座・教室の開設を見合わせた

ところです。 

 

  委員   ２つの市民センターからは，いくつの講座・教室の利用団体で使わせ

て欲しいとの申出があったのですか。 

 

執行機関   緑岡市民センターからは，絵画クラブやカラオケクラブ及び緑岡地区

民生委員・児童委員定例会での利用そして水戸生涯学習センター主催「あ

たご塾」の折形講座も利用したいとの申出がありました。 

       また，寿市民センターからは，８団体からの利用の申出がありますが，

全て希望どおりに受け入れることは不可能ですし，笠原市民センターと

しても年間をとおして，ある程度の部屋貸に余裕を持たせておかなけれ

ば，後で苦労することになりますので，慎重に部屋貸の調整を進めてま

いります。 

  

  会長    笠原地区総合自治連合会のコミュニティ活動としても笠原市民センタ

ーを頻繁に利用しますが，余り窮屈にせず余裕を持った部屋貸として利

用できるよう調整してください。 

 

  会長    他に何か御意見ございませんか。 

 

    委員   各定期講座・教室の募集人員はどのような根拠で決定しているのです

か。また，各クラブには募集要項を作成するに当たり了解を得ているの

ですか。 

 

  執行機関   新年度の定期講座受講生募集要項の作成については，事前に文書で令

和２年度の継続希望等の調書を各クラブに送付し，講座の活動内容を始

めクラブの継続者人数や募集人員・月額会費等を記載した調査書を提出

していただいております。併せて各定期講座・教室の講師についても市

民センター所長名で定期講座・教室の御指導を公文書で依頼しておりま

す。 
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  委員   この受講生募集要項のチラシは，いつ頃配布するのですか。 

 

執行機関    本日開催しております運営審議会で，作成した受講生募集要項（案）

で御了解いただければ，３月 10 日の広報みと配布日と合わせて笠原地区

の町内会加入全世帯に配布する予定です。また，窓口にも募集要項のチ

ラシを置いて来館者への周知に務めてまいります。 

 

  会長   令和２年度の定期講座受講生募集については，４月６日からの受付け

開始となっていますが，一人でも多くの受講申し込みがありますよう運

営審議会としても広く地域のみなさんへＰＲをしていきたいと思います。 

 

  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

何か気がついたことはありませんか。 

他に御意見がないようでしたら，事務局より今年度の施設の修繕工事

に関する報告がありますので，よろしくお願いいたします。 

 

執行機関   それでは，今年度の笠原市民センター施設の修繕工事について御報告

いたします。 

初めに台風 15 号発生時に被災したホール軒天修繕工事に約 10 万円，

懸案事項だった雨漏り（屋根）の修繕工事に約 100 万円，そして市民セ

ンター進入路の門扉及び照明灯の塗装工事については，約 35 万円の工事

費の負担となりますが，塗装工事は３月 12 日から 15 日の４日間の工期

で完了する予定です。以上，御報告いたします。 

 

  委員   笠原市民センターの施設も老朽化が進んでおり，さまざまな部分に支

障をきたしております。予算の関係もあるかと思いますが，できる限り

利用者にとって望ましい施設の環境整備に務めて下さい。 

 

執行機関   笠原市民センターの建屋は，昭和 58 年３月 31日に竣工以来，築 37 年

が経過しようとしています。市民センターの大規模な改修工事について

は，施設の長寿命化計画に沿った年次計画に基づき進めてまいりますが，

当面は，部分的な修繕工事で対応してまいりますので，御了承願います。 

 

  会長    最後になりますが，私から市民センター運営審議会委員の改選に伴い

委員の内申について御相談があります。 

 

  会長   御承知のように，全ての市民センターにおいて運営審議会委員の定数
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は市長が委嘱する６人以内で構成されております。令和２年度は委員の

改選の年にあたり，本日おいでの委員の皆様に引き続きお願いしたいと

ころですが，実はお二人の委員のかたから辞退の申し出がありました。 

そのかたは，   委員と   委員のお二人です。 

 

  委員   辞退の申し出があった二人に代わる候補者はいるのですか。該当する

適任者がいれば，この場で公表してください。 

 

  会長   事務局から発表してください。 

 

執行機関   はい，わかりました。候補者として，水戸市食生活改善推進員の 

    様と当市民センターの茶道クラブに所属している     

様の女性二人です。    様については，同じく当市民センターに 

おいて，フォークダンスクラブで活動もされております。 

 

   委員   お二人とも市民センターを活動拠点とした，生涯学習活動に熱心に取

組んでおり深い理解がありますし，候補者として適任かと思われます。 

 

  会長   本日御出席の委員のみなさんに異存がなければ，    様と     

様に新年度から運営審議会委員としての務めを果たしていただけ            

れば幸いです。事務局にはもう一度，お二人の意思を再確認してくださ 

るようお願いします。 

 

（出席者全員 異議なし） 

 

  会長   時間のほうも経過しておりますので，他に御意見・御要望等がなけれ

ば運営審議会を終了したいと思います。 

長時間の御審議ありがとうございました。 

 

 

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２回笠原市民センター運営審会を 

閉会いたします。 

 

 


