
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 

令和４年２月 22 日（火） 午後３時から 

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    江幡 裕，岡﨑 充芳，鈴木 由恵，上田 皆子，川和田 篤史  

（２）執行機関    秋山 優子，松田 理恵 

（３）そ の 他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）令和３年度施設の利用状況等及び事業報告について  （公開） 

（２）令和４年度事業計画について           （公開） 

（３）令和４年度定期講座受講生募集状況について    （公開） 

（４）その他                      （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

   0 名 

 

８ 会議資料の名称 

   令和３年度第２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  定刻になりましたので，令和３年度第２回見川市民センター運営審議会を開

催いたします。ここで会長から御挨拶をお願いいたします。 

 

会  長  皆様お寒い中，お集りいただきありがとうございます。 



今日の御審議，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

執行機関  それでは早速議事に入りたいと思います。市民センター条例第 12 条の規定

により，これより会長に議長をお願いいたします。 

 

議  長  それでは議長の役目を務めさせていただきます。 

本日の出席者は６名中５名であります。したがいまして，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いたします。更に本日の審議につき

まして，議事録署名人を   さんと   さんにお願いいたします。 

では，本日の議事に入ります。 

まず（１）令和３年度施設利用状況及び事業報告について，センター長に説

明をお願いします。 

 

執行機関  執行部から（１）令和３年度施設利用状況及び事業報告について御説明いた

します。 

（資料に基づき説明） 

 

議  長  何か御意見がございましたら，よろしくお願いいたします。 

 

  委員  23 ページにある人口の資料の御説明をお願いします。 

 

執行機関  見川地区の人口を表しております。 

 

  委員  どこかに掲示してあるようなものと同じですか。 

 

執行機関  これは，水戸市が発表したものです。水戸市で統計をとっておりますので，

そちらの資料になります。 

 

  委員  今，見川では，新興住宅地が少しずつできていますが，小学生がどのくらい

増えているのかが気になります。見川小学校自体は，児童数が減っている状況

です。増える要素があるだろうと思いますが，梅が丘や笠原地区と比べるとや

はり少し少なく感じますので，年齢別の前年比のようなものが掲載されていた

ら嬉しいなと思いました。見川地区は南側が非常に手薄で交通量も多く，岩間

街道沿いは渋滞も多い。さほど車は動かないが，スピードは出ています。 

見守りボランティアなど，何か地域で協力していただけることはないか，い

ろいろと考えているところです。 

 

執行機関  交通のお話でいうと，スクールゾーンにゴミの集積所があり，大変危険なの

で，なんとかしてほしいというお話がありました。ゴミ集積所の問題は，本当



に難しい問題で，何もできてない状態というが現状です。 

実際見に行ってみると，確かに危ないと感じますが，スクールゾーンの話に

なると，道路行政と学校行政になってしまうので，なかなか解決するのは難し

いのかなと思います。 

 

  委員  分かりました。 

 

  委員  私の息子はスクールバスのある幼稚園でしたが，車でバス停まで行くのは禁

止されていて，下の子をベビーカーに乗せて，歩いてバス停まで行っていまし

たが，歩く道が悪くて危ないなと感じることもあり，大変でした。 

 

  委員  本来なら，家から幼稚園まで手を繋いで通うのがいちばんいいですよね。親

子で一緒に通園するために小学校区内に市立幼稚園があるのかなとも思います。 

 

  委員  市民センターの活動計画の中に多くの子どもたちが関わる事業があるので，

反映させていただきたいと思います。 

 

議  長  その他，第１の議題に対して，御質問は無いでしょうか。 

では，続きまして(２)令和４年度定期講座募集要項(案)について，センター

長から説明をお願いします。 

 

執行機関  令和４年度定期講座募集要項（案）を御覧ください。 

     （資料に基づき説明） 

 

議  長  御質問等ございましたらお願いします。 

 

  委員  見川地区は図書館が無いので，キッズイングリッシュ教室が始まるまでの時

間，子どもたちが市民センターを図書館の自習室のように利用出来ればありが

たいと思います。 

 

執行機関  市民センターは，子どもたちが危険を感じたときに駆け込める場所になって

おりますが，学校から自宅に着くまでが学校の管理下ですので，登下校中に何

かトラブルがあったときの責任の所在を考えると，途中，市民センターに寄っ

ていいということは，学校的には難しいのかなとは思います。ただ教室の開始

前に早く来て，学校の勉強をしても良いのではないかと思います。 

 

議  長  はい，ありがとうごいました。来年度のお話ということになりますが御意見

はありますでしょうか。 

 



  委員  これは，来月の市報に入れて出しますか。 

 

執行機関  そうですね。市報と一緒に全戸配布になります。 

 

  委員  講師がいらっしゃらないというクラブもあるようですが。 

 

執行機関  はい，ございます。 

 

  委員  代表者の方は一応いるということですか。 

 

執行機関  はい，将棋は講師なしで実施しています。カラオケの講師は高齢が理由でお

辞めになりました。カラオケ春は受講者のみで継続しておりますが，カラオケ

虹はコロナで中止しておりまして，機材の操作が難しいという理由もあり，現

在は休講となっております。 

 

  委員  今までは，講師名が記載されていたイメージがあったので，なくても大丈夫

ということですね。 

 

執行機関  はい。 

 

議  長  来年度も，活発な活動が出来ることを願います。 

第２の議題について，その他に御意見はございますか。 

では，最後になりますが，（３）その他をお願いします。 

 

執行機関  その他としては３つほどございます。 

まず，現在の運営審議会委員さんの委嘱期間が令和２年４月１日から令和４

年３月 31 日までになっております。次の令和４年４月 1 日から令和６年３月

31 日までの委嘱について，引き続きお願いしたいと思っておりますが，皆様い

かがでしょうか。 

本日欠席の  委員については，先日お電話で承知いただいております。役

員の交代等は，４月になりましたら学校に確認いたしますので，現時点の役職

で考えていただいて，差し支えなければ，このまま内申という形で市民生活課

に報告したいと思います。 

 

議  長  来年度から２年間ですね。 

 

執行機関  はい，よろしくお願いいたします。御承諾いただいたということで，内申を

させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

２つ目でございます。お手元に市民センター事業評価表の資料をお配りして



おります。こちらは定期講座受講者に対するアンケートをもとに市民センター

の事業評価をするというものでして，そのアンケートの結果について，委員の

皆様の御意見をお伺いしたいと思います。 

簡単にアンケートの結果を御説明いたします。 

     （資料に基づき説明） 

 

今回のアンケートでは，幼児教室とラッコだっこ教室の若いお母さんたちが

自分の意見を積極的に発信してくれました。たくさんある講座の中の２つの教

室の方がこれだけの意見を自ら発信してくれているというのが凄いなと思いま

した。幼児教室，ラッコだっこ教室がきっかけとなり，他の定期講座，市民セ

ンターの事業に興味を持っていただけたらいいなと感じました。 

それから，和室の畳の劣化を改善してほしい要望には，先週 15 日に新しい畳

に交換になりました。い草より耐久性に優れた和紙を使用しております。畳の

香りがしなくて寂しいですが，やっときれいな畳が入り，利用者にとても喜ん

でいただいていております。 

 

議  長  ２月に入ってからですか。 

 

執行機関  はい，２月に入ってからです。 

講座に対する意見として，月２回ではなく毎週にしてほしいという意見があ

りましたが，これについては，サークル等の部屋貸しの基準が市民の公平性に

鑑み月２回という基準になっておりますので，毎週というのは考えにくいかな

と思っております。 

人数が少なくても続けてほしい，入会人数が増えるようにＰＲしてほしいと

いう意見については，今年度人数が集まらなくて開講できなかった講座がいく

つかありましたので，それに伴うものかと思います。ＰＲについては玄関ホー

ルにポスターを掲示したり，見和市民センターに掲示をお願いしたりしていま

す。 

開講できるクラブの人数については，自主運営で講師謝礼が賄えることを基

本としております。あまり人数が少ないと個人負担が増えてしまうので，少人

数でも講座として続けてほしいというのは，難しいと考えております。 

また，感染症の再拡大に不安を抱いている住民の心理を理解して対応してほ

しいとありますが，休みたくても休めないという状況の方が一定数いるのかな

という気はいたします。周りの方に気を遣って休めない，コロナが危ないから

中止しようと思っていても参加しないと仲間はずれになってしまうというよう

なことがあると聞いたことがあります。いっそのこと市民センターを閉じてく

れということのようです。 

 

  委員  まん延防止の期間は中止にして下さいってお話なのかな。 



 

執行機関  そうですね。 

  委員  定期講座を楽しみに市民センターがあって，皆さんの交流の場になっている

ので，なかなか閉じるのは難しいですよね。 

 

  委員  でも本当に駄目なときに使用を中止したという時期もあるので，御理解いた

だいて，水戸市の判断として市民センターが運営されていると思うので，それ

をＰＲしていく，伝えていくのがいいのかなと思います。 

 

  委員  やっぱり人間関係なのでしょうか。 

休んでしまうと何か言われてしまうからと思ってしまうのでしょうか。 

個人的にヨガのサークルをやっていますが，自分からは退会できないのかな

と思ったので，こちらから先にこういう状況ですのでもし来られない方がいる

のなら退会されてもかまわないです。もし再度入会したければ快く入会してほ

しいと伝えましたら，３人ほど退会されました。 

退会される方に，角が立たないようなやり方で伝えていけばいいのかなと思

いました。 

 

  委員  定期講座も若干名の募集をかけるけれど，実際は定員いっぱいで入れないと

いうのが現状だと思います。年を取れば取るほど，そういう不安が多いのでは

ないかと思います。いったん辞めてしまうと，今度大丈夫になったときに，人

数いっぱいで入れないとなってしまうのが嫌なのではないかなと思います。 

 

執行機関  だから閉じてほしいということですね。 

 

  委員  コロナが理由だけじゃないかもしれませんね。 

 

執行機関  参加したくないのに，市民センターが開いているからやる，危ないから辞め

ようと言えない，仕方ないから来るということですね。 

 

  委員  市民センターは，現在は通常どおりに戻ったのですか。 

 

執行機関  通常に戻りました。カラオケもマスクを着用すれば実施可能です。 

 

  委員  今回のまん延防止は，去年の緊急事態宣言と違って，こういった施設が全部

利用できますよね。 

 

執行機関  やはり難しいですよね。抜けたくはないけれど，行きたくないという。 

 



  委員  それこそ月謝が高ければ，落ち着いてから入会しようってなりますよね。 

 

議  長  個人の考えだけで活動するしないを判断したら波風が立ってしまう。どうし

たらよいのでしょうね。センターから一律にお休みにしますと伝えてくれたら

楽なのかもしれません。 

 

  委員  前回はセンターを利用できなかったから納得できたけれど，前回より今の方

が感染者は多いですよね。そうすると，市民センターが全部使用中止になって

くれればいいなと思ったりします。でもそうすると，市民センターで活動され

ていた方たちは行き場がなくなってしまい，家に閉じこもってしまう方も増え

てしまうという矛盾があります。 

 

執行機関  定期講座は，お休みするかしないかを伺うと，お休みしないというお返事を

いただきます。 

 

  委員  やっぱりやりたいんですね。 

 

  委員  そうですね。御家族に反対されている方もいる可能性もあるのかな。でもや

っているから行かなきゃならないという葛藤の中で来ている方もいるかもしれ

ないですね。 

 

執行機関  そうですね。 

アンケートに対する御意見等はございますか。 

 

  委員  非常にいい内容だと思います。英会話をやってほしいとか，体操教室をやっ

てほしいとか，このような新しい教室の話がでてくることは，すばらしいなと

思います。実行していければいいなと思いました。 

 

執行機関  そうですね。英語教室は他の市民センターで親と子のキッズイングリッシュ

というのを実施しているようです。 

 

  委員  月謝が安いという魅力的なところもあるのかな。 

また，遠方から引っ越ししてきて周りに誰も知り合いがいないと，やはり市

民センターの定期講座などでお友達を作ったりしますね。市のホームページで

検索して，何かの講座に参加してお友達を作ると聞いています。 

 

  委員  幼児教室や子ども教室で，同じ悩みを持つ親たちが集まって情報交換をして

ほしいですね。育児の悩みを相談できるというのはとてもいいと思います。 

 



執行機関  子育て広場も仲間づくりになっていると聞きます。 

 

  委員  そうですね。お友達がそこで結構できて，コロナ禍前の子育て広場は 12 時前

には片付けて，和室でお弁当を食べて，なんていう方たちもいました。 

      子育て広場は子どもだけではなく，親にとってもとても大事だと思います。 

 

議  長  とても大事だと思いますよ。ママ友というのは。 

 

  委員  今は幼稚園の送迎もバスで，そこでいってらっしゃいで，近所で集まった人

は仲良くなるけれど全体は分からない。私の子どもは送り迎えだったので，子

どもたちが出てくるまで，全員の親がいて毎日顔を合わせるので，それでいろ

いろなことが分かるし，その中で仲良くなったり，子どもつながりでつながっ

たりしました。やっぱり親もつながりを求めているのではないかと思います。 

 

議  長  アンケートを見ると，子どもに関する活動であったり，期待であったりと読

み取れるのかなと思いました。ということは，見川市民センターの年間の活動

計画を考えようとすると，対象は子どもで，高齢者ではないのでしょうか。 

 

執行機関  アンケートに積極的に答えてくれたのが若いお母さんが多かったということ

だと思います。 

 

  委員  子育てに関する講座や子どもの講座の希望がありますが，今の利用状況をみ

ると，午前中が多いですよね。それと夜間。若いお母さんは夕方が忙しいので，

午前中がやはり動きやすい。時間的な問題があると思います。また，親子の講

座にするのか子のみにするかによってもかなり違いますよね。 

 

  委員  子育てされているママさんとお子さん，高齢者が利用対象になってしまいま

すね。 

仕事をリタイアされた方に地域ボランティアの組織を作ってほしいです。見

川地区は地域ボランティアの方が非常に少ないエリアです。自分の住んでいる

地域をある程度把握をしている方たちが団結して，子どもたちの登下校の見守

りをやるなど，コミュニティスクールがまとまってくると違うのかなと思いま

した。 

 

  委員  地域で子どもを育てようと言われていますけれども，実際には難しいですね。 

 

議  長  アンケートによると，一見定期講座は高齢者と思うけれども，自由意見を見

ると活発に若い世代の方が参加しているのが分かりますね。子どもやママが焦

点になっているのかと思います。 



 

執行機関  意見をちゃんと挙げてくれているのが凄いなと思いました。意見を出してい

ただけるなら，ゆくゆくはもっとセンターに来ていただけるようになるといい

のかなと思います。 

 

  委員  見川市民センターに対する期待だと思います。 

 

執行機関  子育て関係ばかりではなく，高齢者がたくさん参加できるような講座も考え

ていかなくてはと思っております。新しい発見としては，これだけの意見を言

ってくれる人が参加してくれていたのだと嬉しく思いました。 

 

  委員  家に祖父母がいないから，お母さんは一人で抱えてしまいますからね。 

 

  委員  全く初めての方の中には引っ越して来られて，ここでお友達を作って，いろ

いろな子育て広場を回っているようで，交友関係が広がっているそうです。 

子育て広場は片付けも一緒にやります。子どもは一緒に片付けをやりたがる

ので，お母さんと一緒に後片付けをやるというのも子育ての一環になると思い

ます。今は人数制限があるので，参加をお断りすることもあるので，申し訳な

いと思います。 

 

執行機関  今年は子育ても含めて，高齢者とも交流ができなかったので，来年は交流で

きるようにしたいですね。 

防災教室だけは「住みよい見川をつくる会」の皆様と一緒に実施しました。 

 

議  長  ここまでとても良いお話ができたと思います。 

 

執行機関  あと，もう１つ報告があります。市民センターの休日夜間の鍵の開け閉めが

４月からキーボックスになります。 

      以上でございます。 

 

議  長  はいそれでは，本日の予定されていました議事について議論し尽くしたかと

思います。どうもありがとうございました。これで，議長のお役目をおりたい

と思います。 

 

執行機関  本日は貴重な御意見をありがとうごいました。 

      以上で，令和３年度第２回見川市民センター運営審議会を終了いたします。 


