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様式第３号（様式第７号） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

   水戸市見川市民センター運営審議会 

 

２ 開催時間 

   平成２７年６月５日（金） 午後３時３０分から午後４時３０分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市見川市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

（１） 委員 

角田 恒巳，安藤 求，林 由香里，小林 圭，田山 康弘 

（２） 欠席委員 

亀田 哲也 

（３） 執行機関 

海老澤 守，宗形 赫子 

（４） その他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１） 平成２６年度施設の利用状況等について    （公開） 

（２） 平成２７年度行事及び関連行事について    （公開） 

（３） 平成２７年度定期講座受講生募集状況について （公開） 

（４） 地域における現代的課題（継続審議）について （公開） 

（５） その他 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

   ０名 

 

８ 会議資料の名称 

   平成２７年度第１回水戸市見川市民センター運営審議会 

 

９ 発言内容 

執行機関   ただ今より平成 27 年度第１回水戸市見川市民センター運営審議会を始め

たいと思います。 

早速ですが，委嘱状公布につきましては，ページを返していただいて，見



2 

 

川市民センター委員としての任期が本来平成 26 年４月１日から平成 28 年３

月 31 日までとなっているところでありますが，小・中学校のＰＴＡ役員の交

代があったということで，本日平成 27 年６月５日から  様，  様が委嘱

されることとなりました。委嘱状につきましては直接お渡ししてあります。

よろしくお願いいたします。市民センター条例第 11 条第２項に基づきまして，

任期は平成 28 年３月 31 日までとなっておりますので御承知置きください。 

続きまして，見川市民センター職員名簿となっておりまして，こちらが私

所長として着任いたしました海老澤です。担当するのが，本日同席しており

ます宗形です。事務室職員として，伊東，石堀の４人態勢で執行を予定して

おりますのでよろしくお願いいたします。 

ここで会長挨拶をよろしくお願いいたします。 

     会長  ―― 挨拶 ―― 

執行機関  それでは，早速議事に入りたいと存じます。水戸市市民センター条例第 12

条（会長は，会議の議長となる。）に基づき，進めさせていただきます。会長

は会議の議長となりますので，議事の進行をよろしくお願いいたします。 

  会長  議事について，見川市民センターの運営方針及び重点目標について，執行

機関より御説明いただきたいと思います。 

執行機関 （資料に基づき（１）H26 年度施設の利用状況等について 説明） 

１ページについて，こちらは見川市民センター独自というものではなく，

水戸市内 31 か所各市民センターと同じものです。運営方針のところですが，

先ほど会長からお話があったように市民センターの役割といたしまして，地

域コミュニティ活動の拠点・生涯活動の拠点と定められているところではあ

りますし，それに加えまして，地域防災活動の拠点として大きな柱の３つの

中で機能の充実を図っていこうと大きな運営方針をしているところでありま

す。 

  会長  質問なり何か御意見があれば。 

  委員  年齢別，男女別の利用状況も分かりますか。 

執行機関  集計はとっていません。 

  委員  小学生，中学生，あるいは引退した方がどれくらいかそういうところが出

ていると，もう少し見やすいですね。 

  会長  確かにそうなんですけど，ただ全体的に見てもやはり利用しているのは高齢

者がほとんどで小学生がなかなか入って来れないという状況なんです。それを

今，小学生にももっと自由に出入りできるような形で何か新しい教育プランを,

そういうプログラムを設けていきたいというふうに我々は提案しているところ

ではあります。そういうことで，小学校さんにも御協力を逆に願って，ここで

一杯になっちゃったから小学校さんをお借りするとかですね，いろいろ他に方

法があると思うのですが，小学校さんと一緒にやれる形がとれればもちろん中

学校さんもですが，そういうような形がとれれば若い人たちの利用が増えるの

ではと，我々の方はそういうつもりでいますのでよろしくお願いいたします。 

執行機関 （資料に基づき（２）H27 年度行事及び関連行事について 説明） 

（資料に基づき（３）H27 年度定期講座受講生募集状況について 説明） 
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  会長  平成 27 年度の行事についてはいかがでしょうか。外へ出ないとよく分か

らないかもしれないので，何か企画を設けたいと思います。 

  委員  夏休み子ども教室，絵画・書道がとても良いとおっしゃっていたのですが，

お正月に書く課題もありますよね。それもみんな書きたいと思います。冬休

みにもう一回書道教室があれば良いのではないかと思います。 

執行機関  ありがとうございます。 

  委員  定期講座の申込状況を見ましたら，「ラッコだっこ」は６組でやっていけ

るのでしようか。今から徐々に入ってくるかもしれないですが。あと，「男

の料理教室」の意味合いが分からなくて，「教室」というものは新規にやる

もので人が変わっていくものですよね。そして持続したら「クラブ」ですよ

ね。 

執行機関  まず「ラッコだっこ」に関してですが，どうしても人数が少ないというこ

とがあります。昨年もそうだったのですが，前期と後期という考え方があり

まして，このままであれば前期で打ち切りになってしまうことは想定してお

ります。 

      「教室」「クラブ」の違いなんですが，３つの教室に関しては，講師のお

金であったり初期に立ち上げた段階では上手く回転できないという想定の

下に，市費の持ち出しが可能なものということになっておりまして，特に年

数とかが決まっているわけではありません。活動した後に，設置してから何

年経過ということではなく，会員さんの中で運営可能が何となく見込めた段

階でクラブという形に変更していきます。理想としては，「クラブ」に関し

ても自主運営が可能となった段階で，サークル活動としていただくというこ

とを想定しています。 

  委員  男の料理教室は何年目ですか。 

  会長  まだ３年目です。 

  委員   ３年ですか。まぁそろそろかな。他のクラブなんかもやっていけないとこ

ろ一杯ありますのでね。「幼児教室」「ラッコだっこ」は人が替わってしま

うものだからこれはしょうがないですが，最初の１，２年は仕方ないと思う

んですが，３，４，５年目くらいにはクラブに移行してもらわないと不公平

感が出てくるのではないでしょうか。新規の方が多ければ良いのですが，継

続の方が多いとなるとやはりちょっと考えていかなければいけないと思い

ました。 

  会長  実は他センターに比べて見川市民センターは教室・クラブが少ないんです。 

  委員  もっと多くすればいいんです。 

  会長  多くするというか，実は提案がないんですよ。提案がなければ取り上げよ

うもないんです。「これだけやりたい人が集まったから何とかしてください」

という言い方でないと取り上げてもらえないです。「これはいいだろう」で

は駄目なんです。例えば「男の料理教室」は前々所長の時にね，「人はいる

よ，絶対入るよ，あれがあるよ」ということで取り上げていただいた。もう

一つは「ウォーキング」を取り上げてくださいということで言ったんですけ

ど，そちらはそういう提案がないとできないんですね。だから教室に入って
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いないけれども子育て広場とかがあるように，どんどん提案していただきた

い。 

  委員  提案はしたくても人数が集まらないというのが状況です。 

  会長  今は市民センター側が「こういうのをやります」と言って集める時代では

ないと認識していただきたい。自分たちがこうやりたいからと押しかける時

代，そうしていただけると取り上げざるを得ない状況に持っていきたいと思

う。市民センター側が「何とか人数を集めてください」と言ってるようでは

発展性がないと思いますね。 

  委員  小学校さんの方で若いお母さん方でエアロビクスしたい方一杯いらっし

ゃるんじゃないですか。 

  委員  中学校ではＰＴＡが中学校でやっているんですよ。 

  委員  今，エアロビとか流行っているんですよ。 

  委員  それをＰＴＡ行事としてやっているんですよ。場所をこちらに移してやる

ようにするとか。 

執行機関  今何人くらいやっているんですか。 

  委員  昨年は３０名くらいです。 

  委員  ３０名いれば十分ですよね。 

  会長  例えば小学校・中学校を会場にしてＰＴＡさんと共催というふうにしてや

るのはありますよね。 

  委員  持続した教室にしてしまえばこちらも人気が出るんじゃないかなぁ。他市

民センターでもソフトエアロというものがあるんですが，20代の若い講師す

ごい人気です。他でもエアロビは若いお母さん方に流行っていて人気です。

是非やってほしいです。そういった小・中学校で流行っているものをここで

やれば皆一緒にできると思います。 

  委員  小学校でも「親子教室」という形で学年ごとに行事をやっているんです。

そして学年行事の中で一緒に身体を動かしましょう！ということで，年に一

回ですけれどやっています。それぞれの学年でやはり関心が高いですね。 

  委員  やはり身体を動かすことは皆好きみたいですね。 

  会長  健康をつくる時代ですからそのとおりだと思います。 

要するに言いたいのは，全体的に少ないよ！だからもうちょっと増えるこ

とをここでやれなくても他でやれるという形で考えていただければいい。多

分  さんもそうだと思うんですが，同じことをずっと繰り返しているので

はなくいろいろな教室とか，いろいろと対象を変えながら広めていくことを

考えましょうということだと思います。 

  委員  水戸市から，子どもと高齢者との触れ合い活動を年間５回地高連でやると，

年間 15 万円の予算が出るということなので，来年は是非やりたいと思いま

す。小学校と幼稚園と一緒にやりたいと思います。年間５回くらい，昔遊び

とか幼稚園児と一緒に遊ぼうなどを含めて５回くらい高齢者を仲間に入れ

ていただければ，おもちゃ等の必要な物は高齢者の方で用意して行きます，

そんな形でできればと思います。 

  委員  １回はカルタにしてください。 
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  委員  ふれあい祭のコーナーでも昔遊びのコーナーを作ってもいいのではない

でしょうか。一緒に触れ合える昔遊びコーナーということで。 

  会長  今，昔遊びということで，高齢者の方にやっていただいているんですけれ

ど，もうちょっとそれを工夫する方法はありますか。 

  委員  いわゆる三世代触れ合いの形ですよね。昨年度本校でも全校生徒参加させ

ていただきました。形を工夫いたしまして，その日を登校日にして１時間目

を授業参観日にし，その後９時 30 分から 10 時 30 分までふれあいまつりに

参加させていただきました。ＰＴＡの方もお願いできればと思っています。 

  会長  我々も大歓迎です。一緒にやれることは良いことだと思っております。 

  委員  社会福祉協議会であった炊き出し訓練，これ学校で実は考えていまして，

市の方の事業としても地域防災訓練ということでやってほしいです。学校で

も昨年行ったんです。それをこの場で地域防災訓練の一環なので，コーナー

を是非お願いできれば有り難いです。 

  会長  地域と一緒に学校が防災訓練をやるというようなことが言われてますの

で，そのような考え方はありますよね。 

  委員  先ほどの高齢者との触れ合い事業など，いろんな要素を含ませながらでき

ると有り難いです。 

  会長    さんのほうから何かありますか。 

  委員  質問なんですけど，教室募集の情報などは町内会に入っていない方には行

くものなんですか。 

執行機関  町内会に入っていない方には特にないですね。 

  委員  目にしてない方も一杯いる。教室クラブの発表の場みたいなものは。 

執行機関  それが 11 月にあります。６ページにあります「11 月 14・15日」こちらに

記載があるんですが，こちらですが土日がメイン行事とした中で，展示が一

週間前から活動を行います。市民センターをメイン会場としています。 

  委員  その案内は，やはり町内会に入っていないとないんですね。 

執行機関  その他の方法が今のところ見い出せていないところでありまして。 

  委員  町内会に入っていない方に，こういうことをやっているんだというのを分

かってもらうのは必要ですね。 

  会長  ＦＭぱるるんもありますよ。 

執行機関  後半説明しようと思ったのですが，10 月 27 日に見川が担当になるＦＭぱ

るるんの放送がありまして，こちらが約 10分程度と聞いているんですけど，

その中で御案内しようと思っています。 

  委員  大々的にアピールできる市民運動会には，町内会に入っていない方はなか

なかいらっしゃらないと思うんですけれど，ふれあいまつりは子供が行くん

で，町内会に入っていない方でもお母さん方も結構来ているんで，そこでも

うちょっとここでこういうことをやっていると大々的にアピールできれば

良いと思います。 

また，その時にチラシを配るとか，こう見てると，人数の少ないところも

ある，やることを増やすのも方法だと思うんですけど，やっているものを安

定させるのも方法だと思います。町内会に入っていない方にも目が届くよう
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な方法で。 

  会長  もうちょっとＰＴＡさんに学校を通してですが，ＰＴＡさんに配ってもら

う方法も一つありますね。 

  委員  中学校は梅ヶ丘との兼ね合いがあるので，中学校で配るのは難しい。 

執行機関  ふれあいまつり実行委員会などが今後開催されていくところであります

ので，御提案いただいたことを検討させていただきたいと思います。 

  会長  私どもとしては，実は町内会へ 100％入っていただきたい。そういうこと

から言いますと，逆に入ってない人にそこまでサービスするの？というとこ

ろです。 

  委員  これをきっかけに町内会に入ってもらう。 

  会長  こちらの立場とあちらの立場の要求を上手くマッチさせていかなければ

いけないなぁ・・と思います。本当に大事な話なんですよね。 

  委員  水戸市内他地区でも生涯学習フェスティバルは，水戸市全部で同時期にや

っているのですか。 

  委員  大体３月にやるところが多いですね。 

  委員  宣伝車で宣伝することはできるのですか。 

執行機関  他地区によっては，公用車で回るところもあります。許可等必要になるか

と思いますが。実行委員会を含めて検討させていただきます。 

  委員  できるものはしてみる。効果がないかもしれませんが。 

  会長  宣伝カーは駄目なんですよ。うるさいというか聞き取れない。桜まつりの

時やったんですよ。聞き取れないほか問題もあるんですよ。いずれにしても

文句言われるんですよ。桜まつりの時とかは，子供たちの安全のため春休み

だからね，それを守るためにやらせてくださいと言ったらＯＫが出たんです

よ。そういうことでそれは一言言えばいい。そういう方法はいくらでも考え

つくと思うんですよね。 

  委員  コピー代に関することなんですけど，今一枚 10 円で使わせてもらってい

るんですけど，他センターではどういうふうにしているのか知りたい。 

執行機関  御質問頂いていたので調べてみましたが，御案内不足なところがありまし

て，10 円のカウントは事務室コピー機で取ったもので，印刷機は整版代が

32円，印刷代一枚２円のカウント，大量に取るのであれば単価が安くなりま

す。 

もう一点，受益者負担の考え方であり，せっかく見川地区は独立してやっ

ているという主旨もありますから，なるべく受益者負担が良いのでは，と個

人的には思います。収支を見たところ，ここ数年大体その頂いているお金と

用紙・トナー代で支出が合っているが，10 円のコピー代は確かに周りをみる

と高いのかな，というところもありますから，検討の余地はあると思います。

そういうことを踏まえてなるべく印刷機を積極的に使っていただければ単価

は下がります。 

  委員  そうですね，社協でも年間２万円くらい使っていると高いと思って，つく

る会もすごいかかりますよね。コミュニティのために頑張ってやっているの

にコピー代に２，３万も，それ以外にも自宅を使って準備しているのにもか
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かわらず，コピー代に２，３万もかかるとなると，相当枚数会議資料とか使

わざるを得ない状況なんですよね。だからその辺をもうちょっと市で何とか

してくれないと。常磐市民センターは今年からコピー代はいらないと言われ

たそうです。だから他の市民センターを聞いてほしいなぁと思ったんです。

生涯学習なのにコピー代は渡す必要はないというような感じになっている

ので，市民センターによって違う。その辺を一律に。他でもそれくらい支払

っているのか分かりづらいです。例えば，保健推進の場合は支払わなくなっ

たといって支払っていないと思います。あれは，市からの要請でいきいき健

康クラブとかやっているので，その辺の補助があっても良い。細かくてもか

なりの金額ですので。 

執行機関  各団体の中で，例えばそれなりの補助金を頂いている所の事務費の割合と

かも含めて，事務費に見合わないくらいの負担になっているのかのバランス

もあるのかと思いますが，これから調査していきたいと思います。 

  委員  高齢者クラブや女性会は会費制なので，仕方ないかなぁと思いますが，や

はり町内会会費の中の 150 円でやりくりしなければいけないというのはやは

り大変と。「町内会へ入れ入れ，入ってください。」と言っているのにすご

くかかるんだったらちょっと考えてみるべき。 

  会長  ４番の地域における現代の課題に入っているかと思いますが，  所長の

時に出された課題ですが，要するに「高齢者の利用が多くて若い方たちの利

用が少ない。そのために地域の人数を見て，これに見合った利用の仕方を考

えてください。」と我々に出されました。数字がどうとかいうよりも若い人

たちの利用が進むような新しい利用法方，そういったことを考えてほしいと

いうことで，もっと密な感じで利用されることと、それと若い世代の方が幼

児を含めてもっと自由に出入りしていただければと思います。そういう形で

皆様にもいろんな提案をしていただきたいし，新しいことを考えていただき

たいということです。 

  委員  単発で，有志で部屋を借りたい時は，普通に申し込めるんですよね。 

執行機関  団体登録の届を提出していただきます。 

  委員  団体名はなくても大丈夫ですか。 

執行機関  特に決まりはありません。印がないと駄目とかそういったこともないです。 

  委員  ５，６人でちょっと使いたいお部屋を使って何かをしたい時には，代表者

が申し込んで，その月に空いていれば使えるってことですよね。見川に住ん

でいればコミュニティとか，何か皆で作るとか，女性同士で急に何かやる時

は難しいので，いつも女性会で申し込んでます。普通にちゃんとした何か作

るとか，何か料理したいからとか，そんなんでもいいんですよね。今どこで

も部屋を借りるのってお金がかかるので。 

  会長  水戸市はいいですよ。ひたちなか市は有料だし，だんだんそんな話が出て

こないとも限らないですし。 

  委員  今のところはないですか。 

執行機関  昔は取っていた経緯もあるんですよね。正確な情報がなくて申し訳ないの

ですが。 
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  委員  まずは団体から取られそうですね。冷暖房費のようなものですよね。 

  会長  まぁその他いろいろな御意見を言っていただいて，学校関連もあるように，

学校は学校で人もいるし会場もあるし，だからできちゃうんですよね。 

  委員  それを活用することは，正直私は何も考えていませんでした。今までＰＴ

Ａ会長で学校のことは学校でやるということでいたので，市民センターを使

うという発想は全くなかったので，考え方を柔らかくしてみようかなぁと思

います。 

執行機関  市民センターで事業もそうなんですけれど，地域の各団体といかに連携で

きるかというところのパイプ役としても活躍したいという思いです。 

  会長  学校という特権階級みたいな形じゃなくて，我々から見ても敷居の高い存

在ではなくて，学校も地域と一緒なんだよ，という一緒になれることができ

れば，そういうお膳立ての間を取り持つということですね。 

  委員  中学校でいろいろそういうことをしようとすると，梅ヶ丘地区の方から，

市民運動会の時もリレー等参加したくて役員会で提案してみたことはある

んですけれど，かなりの反発がありました。 

  会長  そうなんですよね。あの，ふれあいまつりに中学校のＰＴＡを出すと，梅

ヶ丘との兼ね合いがあるからできない，とはっきり言われるわけですよ。昔

はそういうのがありました。 

  委員  ふれあいまつりに関しては日にちが違うので，どちらも参加できる。吹奏

楽部，ジュニアリーダーなどは，その辺は問題ないです。 

  会長  市民運動会は中学校でやっていたから，今度は場所がないから小学校とい

う話になり，そういう意味で逆に中学校さんが遠のく形になっちゃいました

ね。 

  委員  そんな形になっちゃいましたね。吹奏楽は掛け持ちで大変そうですが，生

徒たちは楽しんでやっているので，是非ともやっていきたい。 

  委員  中学校のＰＴＡさんは終わったら全部仕事は終わった，となってしまうの

で，是非地域の方にも御協力いただきたい。そのためにも前から会っていな

いとなかなか難しいですね。 

執行機関  報告だけいたします。先ほどのＦＭぱるるんの放送が 10月 27 日（火）に

なりますので，時期的に生涯学習フェスティバルの御案内をお願いしようと

思います。 

最後に，次回の開催は２月５日に第２回運営審議会を予定しております。 

  会長  他にないようですので，  委員さん閉会をお願いします。 

  委員  これで第１回水戸市見川市民センター運営審議会を閉会といたします。皆

さんの御協力の下，終了することができました。ありがとうございました。 

 


