
様式第３号（第７条関係） 

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 開催日時 

   平成 30年６月 14日（木） 午後２時から午後３時 50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 

江幡 裕，佐野 みどり，深見 晋，佐藤 麻古  

（２） 欠席委員 

砂押 進，齊藤 浄則 

（３） 執行機関 

所畑 智美，石堀 千代美 

（４） その他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１） 平成 29年度施設の利用状況等及び事業報告について  （公開） 

（２） 平成 30年度事業計画（案）について        （公開） 

（３） 平成 30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）        （公開） 

（５） その他                      （公開） 

 

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 30年度第 1回水戸市見川市民センター運営審議会 

 



９ 発言の内容 

 

執行機関  皆様，本日は，お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。 

     定刻になりましたので，ただいまから平成３０年度水戸市見川市民センター運

営審議会を開催いたします。会議録を作る必要がございまして会議の内容につ

いては録音をさせていただきますので，御了承お願いいたします。 

      まず，委嘱状の交付につきましては皆様に既に，お渡ししていますが見川市民

センター運営審議会委員ということで，任期が平成３０年４月１日から平成３

２年３月３１日の２年間ということになりますので，どうぞ，よろしくお願いい

たします。 

 

全員    よろしくお願いいたします。 

 

執行機関  お集まりいただいて早速で申し訳ないのですが，委員の中から会長と副会長

を選出していただくこととなっておりまして，どなたかお引き受けいただけれ

ばと思うのですが。皆様，新しいメンバーで，本当は名簿の一番上に書いてある

＿＿委員が２期目なのでお願いする予定だったのですが，本日所用により御欠

席なので，定期講座代表者連絡会の会長で住みよい見川をつくる会の生涯学習

部長もなさっているということで＿＿委員に会長をお引き受けいただけるとあ

りがたいのですが。 

 

＿＿委員  了解いたしました。 

 

執行機関  よろしくお願いします。副会長は，本日欠席ですけれども＿＿委員が２期目と

いうことで内諾を得ているので＿＿委員にお願いしようと思います。では，会長

となられた＿＿委員，御挨拶をお願いいたします。 

 

執行機関  審議会の委員さんは６名おりまして名簿につきましては、今日お渡ししてい

る運営審議会資料の表紙をめくった裏のページに記載してございます。運営審

議会の市民センター側は私，＿＿と本日，同席しております＿＿が担当となって

おりますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＿＿会長   （会長の挨拶） 

      それでは早速，議事に入りたいと思います。 

 

執行機関  議長は市民センター条例第 12 条の規定により，「会長が議長となる」となっ



ておりますので，これより会長に議長をお願いいたします。よろしくお願いい

たします。 

 

＿＿会長  はい。本日，名簿の中の６名のうち，お二人が御欠席ということでよろしいで

すね。会議の成立要件である２分の１以上であることを御報告申し上げます。そ

れから，会議録をまとめなければいけないということで録音します。それから議

事録署名人を＿＿さんと＿＿さん，お二人にお願いいたします。 

      では，議事は資料の表紙に(１)から(５)までまとめられておりますが，この議

事に入ります前にセンター側のほうから本年度の運営方針，さらには重点目標

について説明していただき，理解したうえで議事に入っていくということでご

ざいます。センターから本年度の運営方針，重点目標について御説明お願いいた

します。 

 

執行機関  （本年度の運営方針，重点目標について説明） 

  

＿＿会長  はい，御説明いただいたことを念頭におきながら，それぞれに目を通しながら

議事に入ってまいりたいと思います。議事⑴ですけれども平成 29年度施設の利

用状況等，及び事業報告について説明お願い致します。 

 

執行機関  (資料に基づき(１)平成 29年度施設の利用状況等及び事業報告について説明) 

 

＿＿会長  はい，ありがとうございました。昨年度の利用状況及び事業の中身についての

報告がありましたけれども，この数字を読むことによっていろいろな事柄がわ

かると思います。その４ページの上の欄の団体利用状況のまとめがあって，市民

センター，社会教育団体，市，県，その他の利用した団体の整理があるんですけ

れども，市が主催し利用する活動，県が，その他が，少し分かりにくいのですが。 

 

執行機関  はい，４ページの上の欄の，市は本当に市の何か活動で，例えば毎年８月に行

っている敦賀市の親善姉妹都市歓迎事業だったり，事務的なところでは，土木と

か建築課などの工事検査の会議をここで開いたりとか，市の関係課，出先機関が

市民センターを使って活動することが該当します。県は，ほとんど利用がないん

ですけれども，そういう形で市民センターを使って活動する場合です。その他は

いろいろなサークル活動が主です。あとは水戸こどもの劇場とかが利用したり，

ＮＰＯなどの団体がその他に属します。 

 

＿＿会長  はい，ありがとうございました。 



      続きましては，議事の(２)平成 30年度事業計画についてということで，御説

明をいただきたいと思います。 

 

執行機関  (資料に基づき(２)平成 30年度事業計画について説明) 

 

＿＿会長  はい，ありがとうございました。30 年度の事業計画の全体の報告でありまし

たけれども，お尋ねや，御意見ありましたらお願いいたします。 

       

＿＿委員  お世話になることが多くて子供たちが，どんな形でお世話になっているのか

わからないこともあり，例えば先程の図書利用，これなんかは子供達が来て借り

てるんですかね。 

 

執行機関  子供達だけが来て借りることは少ないです。コミュニティルームができて図 

     書のスペースが少なくなり，玄関を入った所に少しとコミュニティルームに少 

     しあるだけなので，どちらかというと小さい子がいる親子で来て，ちょっと借り

ていくとか，そのような利用ですかね。小学生は何か子供会で来た時にそこで読

んだりとかはしますけれども，借りていくまでは，あまりしないですね。図書館

は見和もありますのでね。 

 

＿＿委員  例えば夏休み，学校を開放してないものですから開放学級に入っていない子

供達が，こちらで涼しい所でやってるという子はいるのかな，どうなのかなと思

ったものですから。 

 

執行機関  いきなり来て本を読んでくれる子は少ないですね。何かの活動で来た時に本

をちょっといじったりはしてくれますけれども。 

 

＿＿委員  何でしょうね，御迷惑をかけているようなことは，行儀悪く暴れてとか。 

 

執行機関  幼児スペースで駆け回る子がいることがありますけれども，それは許容範囲

です。 

 

＿＿委員  許容範囲ですか。 

 

執行機関  危なくなく，怪我をしなければ。例えば，最近できたセンターであれば，玄関

入ったホールのところが広くて，クラブで利用した人達が，お昼を食べて行った

りとか，小学校と隣接しているセンターであれば，子供達が，わあーと来てセン



ターでくつろいでから帰るとか，そういうことができるのですが，見川は十分な

スペースがないので，もうちょっとスペースがあれば活用していただけるので

すけれども。 

 

＿＿会長  その辺は，かなり微妙だし，御苦労の多いところだと思うし，それぞれの市民

センターの認知のされ方とか広さとか利用状況によっても違いますからね。例

えば見和の図書館が近くにあるとなれば，図書の貸し出しは，どうするか考える

必要がありますよね。それから先程の事業報告の中でホールの利用件数ですが，

非常に高くなっている話ですけれども，狭いホールなのに満杯になって，他のい

ろいろな団体が借りようと思ってもなかなか借りられない状況になっているの

かどうかってことも，ひとつのポイントかなと思うんですけれども，その辺はど

うなんですか。 

 

執行機関  ホールの広さとしては，そんなに狭いほうではないです。 

 

＿＿会長  例えば，借りようと思っても他のところとぶつかってるとか，ここもここも取

られちゃってるとかは，どういう状況なんですか。 

 

執行機関  センターのクラブを入れると，それだけでかなり埋まってしまうんですね。 

     どうしてもスポーツ系のクラブが多いものですから，まずは，定期講座のクラブ

を入れると空いているのは金曜日の午前と何曜日の午前だけとか，そういう状

況になってしまうんですね。土曜日も午前中はクラブだけで一杯，絵画が入って

いたり輪投げが入っていたりで，ホールを土曜日に使うとしたら午後か夜間し

か空いていない。日曜日はフリーなんです。日曜日は，ほぼクラブは入っていな

いので１日を通して借りることができるんですが，そういう状況ですね。 

 

＿＿会長  その他の人達がセンターでホールや和室，会議室を使おうと思うと，例えば，

はじき出されてしまう事例というのは多いんですか。 

 

執行機関  ホールを利用する団体も概ね決まってきてはいるので，ここ以外にも見和が

あったり桜川があったりするので自分が使いたい時と空いている時とで，需要

と供給じゃないですけど，金曜日の午後だったらここが空いているので金曜日

はここで，他の日はあっちでというような借り方をしているようです。 

 

＿＿会長  それなりに工夫している。 

 



執行機関  工夫ですね。 

 

＿＿会長  はい，ありがとうございました。 

      続きまして，次の議事(３)平成 30年度定期講座受講生募集状況について，御

説明お願いいたします。 

 

執行機関  (資料に基づき(３)平成 30年度定期講座受講生募集状況について説明) 

      本日，皆様に，お諮りしたい件があります。定期講座はクラブごとに新しい方

が入られるので，その方を対象にして全部のクラブをまとめて毎年４月に合同

開講式を開いていて，クラブの代表者がそのクラブを紹介したり定期講座代表

者連絡会の役員を紹介したりしています。合同開講式は皆さんにアピールして

きたのですが年々，参加者が減っておりまして，今年は特に役員等以外は，10名

位しか新しい方が来ていない状況でした。30 分位で終わってしまう式でして，

それ以外に何も活動もなく，わざわざこれだけのために皆さんいらっしゃるの

も難しいようです。なので，来年度以降は，この合同開講式を行わないというこ

とにしたいと考えております。先日の定期講座代表者会議で提案して，代表の

方々には承認をいただきました。どういうことかと言うと次年度以降はクラブ

ごとに５月の最初のクラブの時に開講式を行っていただく。その際に職員とか

私の方で，ご挨拶して開講式のようなことを，それぞれのクラブで自主的にやっ

ていただくことになるのですが，本日，皆様のご承認をいただければ来年度から

は，そのような形にしたいと思うんですけれども皆様いかがでしょうか。 

 

＿＿会長  はい，本年度の募集状況についての御報告と，それから毎年やっている合同開

講式を来年度からは，やめにしてはどうかという御提案がございました。御意見

をお聞かせください。 

 

＿＿委員  お話がありましたように，御準備の割には，ずいぶん参加者が少なく盛り上が

りも見込めないでしょうし，案のとおりに次年度からは，いいのかなって私は感

じました。 

 

＿＿会長  おそらく，こういう合同っていう形で，どういう内容が期待されていたかって

思うんですけれど，私は絵画クラブに入っているんですが，他のクラブが何をや

っているかは知らないし，ほとんど興味がないんですよね。たまたま絵画クラブ

がある時に他のクラブがやっていて，それを垣間見てという程度の興味はある

けれども，ヨーガクラブがどんなことをやっているかとか興味がなくて，それぞ

れのクラブが一生懸命やるということで良いのではないか。自分達のクラブ中



心になってしまうのは必然的でそれで良いのではないか。せっかく，このセンタ

ーを利用しているそれぞれが勉強したり，トレーニングしたり，その人達が集ま

って一緒っていうか，お互いに理解しあうのも必要なのではないのということ

で，おそらく合同というスタイルの開講式にしたのではないかと思います。合同

開講式が役割を果たしていないなら合同ということに込めた願いみたいなもの

は，どういうふうに繋げていけるかが一つのポイントだと思うんですよね。 

 

執行機関  そうですよね。正直なところ自分がやっているクラブ以外のことはあまり興

味ないですよね。 

 

＿＿会長  たまたま見かけた時に，こんな事やってるのかと見るのは面白いですけれど。 

     絵画クラブを充実させるためには面白くやるには，他のクラブと何かしなくて

はというのは，あんまりないですよね。 

 

＿＿委員  この合同開講式というのは，講師の先生の他に受講者の方達もってことです

よね。 

 

執行機関  そうですね。今年度入られた方達ですね。 

 

＿＿委員  そうすると多分，自分の空いている時間，ここならって入れてる人もいるから，

この時間にわざわざっていうのは，いいかなって思っちゃいますよね。30 分で

午前中の真ん中で，だったらクラブの初日に行けばいいかなって形になってし

まいますよね。もし，合同というのも残したいのであれば，代表の方達だけの顔

合わせみたいなのをすれば。 

 

執行機関  それはそれで代表者会議があるので。 

 

＿＿委員  であれば来年からは合同開講式は，なくしていいのではないかと思います。 

 

 

＿＿委員  ９ページの表の見方，定員は，この人数なんだけど，定員に達していない募集

だったり，定員に満たしているんだけど，この位だったらいいよという数字だっ

たりするわけですかね。 

 

執行機関  定期講座の運営の仕方として，募集なしはやらない。1 人でも 2 人でも毎年，

募集者を必ず募るとなっていて定員一杯でも２～３人は地域の方を入れていた



だくとなっております。 

 

＿＿委員  今年は，もう，みんないってますけど，それでも９名以下の場合は開講しない。 

 

執行機関  ９名以下の場合は開講しないことになります。ただクラブの意志を尊重して，

10 名以下になると先生に謝礼を払ったりする関係でクラブの人達の会費とかを

負担する割合が多くなるので，その辺との兼ね合いなんですね。クラブの方達で

若干，会費が増えたりしても構わないということであれば 10名以下でも，この

先，増える可能性もあるので続ける形にします。 

 

＿＿委員  はい，わかりました。 

 

＿＿会長  はい，ありがとうございました。先程の提案の合同開講式を来年度は，やめに

してもいいでしょうか。ということについては結論としては，決まりました。 

 

執行機関  はい，ありがとうございました。 

 

＿＿会長  はい，続きましては，次の議題にまいります。 

      (４)地域における現代的課題（継続審議）についてでございますけれども，継

続審議の意味も一緒に，ご説明いただけたらと思います。 

 

執行機関  (少子高齢化，核家族化の影響等による見川地区における課題について説明) 

 

＿＿会長  課題山積ということで，課題としては感じることができるんだけれども，どう

したらいいんだろうっていうのが，出てこないという状況ですね。 

      それから，先程の情報発信をもっと充実させたいという，お話がありまして，

しかし，それは必ずしも市民センターで設置，管理，運営する形は難しいお話で

あるわけですけれども，そういうことを，きっかけにイメージしてみると例えば

高齢者クラブでだったら，どうなんだろうか。住みよい見川をつくる会の人達が

一生懸命になってやるというのは，どうなんだろうか。女性会は，どうなんだろ

うか。ということも当然，皆さん考えているんだろうと思うんですが。例えば，

私なんかが関わっている住みよい見川をつくる会の中の生涯学習部の中の皆さ

んというのは 20人位いるんですけれども，例えば，その方達とのやりとりとい

ったものを考えてみようとする時に，例えば，携帯を皆さんお持ちだからグルー

プを組むことによって，連絡がもっとイージーにできる手立てがあるけれども，

なかなか勉強するぞっていう気にもならないっていう，ある意味では私達の熱



心さの欠如みたいなことかなと思ったりもするんですけれどもね。その辺，どう

いう可能性があるのか，そのためには私達高齢者が，どういう勉強をしなくては

ならないのか。ちょっと，皆さん工夫したり議論してみたりする必要はあるのか

なって思うんですけれどもね。だから，例えば高齢者クラブの何とか教室ってこ

とを考える時に，中学生に教えてもらう。携帯の使い方を中学生から教えてもら

う教室，今風の発想なんじゃないかな。 

 

＿＿委員  逆に，中学生がみるスマホ教室，高齢者に向けてのスマホの使い方教室，そう

いうのも有りなのかも知れませんね。 

 

執行機関  いいですね。 

 

＿＿会長  そういうのが，世代間交流だね，世代間理解。 

 

＿＿委員  大人からではなく，子供から教わるってのもあってもいいのかも知れない。 

 

＿＿会長  それから，地域の高齢化が進んでいて，今，一生懸命やっている人達が次の代，

なかなか抜けられないで，そろそろ，いい歳なんだけど辞められない。誰かに任

せたいんだけれども，という状況が続いている。これも，困ったよねって続いて

いるんですけれども，こういうことに，うまくいっている成功事例を探しだして，

それを盗む。それも有りかなと思うんですけれども。 

 

＿＿委員  でも今はね，ちょっと元気なお年寄りは働いているっていう時代だからね。皆

さん第二の職場みたいな所で働いていますものね。今は働け働けって，働かない

人は何か悪いみたいな風潮になっていますものね。そういう部分もあるじゃな

いですか。 

 

＿＿会長  成功例を探して参考にしようみたいなね。仕事やってても参加できる。やる気

さえあれば。やる気さえあればってことが前提ですけれども，やってみようかな

と思っているんだけれども，仕事がと言わせない，言わなくてもいい何か活動の

あり方みたいなもの。 

 

＿＿委員  仕事がって言われちゃうと，それ以上言えなくなっちゃう。 

 

＿＿会長  いろいろな役員さんなんかをお願いする時にも，夜，活動を期待できる役員さ

んは，この人とこの人。昼間もウイークデーでも活動できる人はこの人とこの人



というように。 

 

＿＿委員  分担じゃないですが，一つのことに３人位お願いする。 

 

＿＿会長 特に，高齢者クラブなんか典型的に昼間だったら，いつでもいいんだ，夜は，ち

ょっととかね。何曜日の昼間は，ちょっと，まずいんだよなって言うと何でと言

われるような状況の中で，高齢者の皆さんが 50代でもいいよ，仕事やってても

いいよ。高齢者クラブで，こういうことお願いできるよということが，もう少し

工夫できたらと思うこともあるんですけれども。おそらく，この辺についてはセ

ンターの皆さんのほうが熱心に考えてくださっていると思います。新しいアイ

ディアがあればと思います。 

      はい，では次に（５）その他についての御説明をお願いします。 

 

執行機関  (「土曜執務体制見直しに関するアンケート結果」について説明) 

 

＿＿会長  土曜日は週休二日制が普及してきているから，土曜日は皆，休みの日だ。その

休みの日だから集まりましょう，何か行事をしましょう。ということの実績は水

戸市全体としてみると，そんなに高くはないということなんですか。この調査結

果を見ると。 

 

執行機関  これは，窓口に何か用事があって来た人のことです。部屋貸しで利用した人の

数は含まれない。窓口に住民票とか申請書を取りに来るのではなく，ボランティ

ア袋とか防犯灯の管理費の書類を提出に来るとか，窓口に具体的に用事があっ

て来た人です。子供会でお部屋を借りていて来た方とかは，ここには含まれてい

ません。 

 

＿＿会長  この施設使用 36％というのはなんでしょうか。 

 

執行機関  これは施設の使用申請率です。部屋貸しの申請ですね。 

 

＿＿会長  ３.15人というのは。 

 

執行機関  ３.15人というのは実際に窓口に来た方です。 

 

＿＿委員  実際に来た方が３.15人で 36％が，お部屋を使っているということですかね。 

 



執行機関  水戸市全部の市民センターの平均を出しているので，３.15人来て，その内の

施設使用申請は 36％ということですね。 

 

＿＿会長  36％が使用したということではない。 

 

＿＿委員  わかりました。施設使用申請をした方が 36％ですね。 

 

＿＿会長  実際に土曜日だから使おうよ。土曜日しか使えないのよ，ってことで土曜日で

部屋貸しの実績はどうなのかってことは，ここには出てないんですよね。管理を

する側と利用をする側とでは，かなり発想のくい違うところではないかと思う

んですけれども。例えば，あるお店が土曜日まで営業していたんだけれども，土

曜日も休業にします。といわれると買い物に行く立場としては毎土曜日買いに

行ってるわけじゃないんだけれども，土曜日でもやってるよということは買い

物をする側にとっては，ものすごく大きなメリットですよね。 

 

執行機関  そうですよね。 

 

＿＿会長  お店側にしてみれば，来てくれるだろうと思って待っているのに土曜日は，お

客の数が少ないんだよ，となると店員の数をちょっと節約したいんだよという

発想になる。似てるような発想のズレみたいなものが出てくるんじゃないかな

と思うんですよね。だから，１日３.15人しかいないんだからといわれると，あ

っ，そうだよねと思うし，行かなかったけれども，いつでも行けるんだと思う安

心感，これは利用者の我がままであって，ちょっと違うんじゃないのという気持

ちは残るんですよね。 

 

＿＿委員  自分は今年，班長になったものですから班長会議をやるのに，お部屋をお借り

するってことをして，実際に土曜日の閉まった後に鍵を開けて終わったら鍵を

閉めて，とあるところに持っていくなんてことは初めてわかったんですね。部屋

をお借りするだけだったら，そういうシステムも特に問題はないのかなって気

はします。例えば，施設利用の申請ってのは直接手書きで書いたものを，お届け

しなければ借りることが出来ないってなると，土曜日しか時間のない方は，ここ

で直接行くしかなくて平日は出せないとなると申請が出来ない，インターネッ

トで申請できるとか。 

 

執行機関  それは一応，市民生活課のほうで４番の課題のところで，その休日来所者困難

者への配慮として使用許可申請については，郵送による申請方法を確立とあり



ますが，ネットとかで出来るようにすれば違いますね。 

 

＿＿委員  例えば土曜日閉庁というのは，もう市民センター31 箇所が一斉に土曜日休み

になるって話ですよね。住民票の発行も出来ない。 

 

執行機関  土日は，元々どこでも住民票の発行はできないですね。 

 

＿＿会長  利用する側と，そこで働く側のバランスをとるのは，とても難しいことですよ

ね。かといって先程センター長が，ご指摘いただいた郵送による申請というのも

ね。 

執行機関  これは，ネットによる申請も検討しております。 

 

＿＿委員  この使用申請書というのは土曜日に来て，土曜日に部屋を使いたいというの

ではないですよね。この先，いついつが空いてますかと申請及び確認ですよね。

空いてたら貸してくださいという。 

 

＿＿会長  だから，それもまた月曜日になってしまうと取られちゃうかも知れないとい

う気持ちも働きますよね。 

 

＿＿委員  申請受付ボックスみたいなものに入れて日にちとか時間とか書くじゃないで

すか，それ書いて大体は下になっている人が一番で，病院の診察券じゃないです

けど。それで電話で空いてますから大丈夫ですとか，空いてませんから使えませ

んとか，直接，対応できれば，この日は空いてないから別の日をって瞬時に変更

できるけど，それが出来ないですね。なかなか難しい。 

 

＿＿会長  はい，これについては私達がここで，是とか非とかの意見をまとめる必要はな

いですよね。 

 

執行機関  そうですね。概ねの御理解はいただいたということで。 

 

＿＿会長  では，そういうことで，これで今日，予定されていた議題が全部終わったとし

て，よろしいでしょうか。 

 

執行機関  はい。 

 

＿＿会長  最初の議長役だったこともあって，あまり上手に進めることができませんで



したけれども，ありがとうございました。これで議長の役目を終了ということで

失礼いたします。 

 

全員    ありがとうございました。 

 

執行機関  皆様，長時間に渡ってありがとうございました。 

 

 

 

 


