
１ 

様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

水戸市見和市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

平成 28 年５月 26 日（木） 午前 10 時から 

 

３ 開催場所 

水戸市見和市民センター コミュニティルーム 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員  

岡山 伸行，小池 貞，平塚 美智子，大谷 倫子，田口 寿枝 

（２）執行機関  

藤枝 一典，太田 広子 

（３）その他  

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）平成 27 年度事業報告について                  （公開） 

（２）平成 27 年度市民センター利用状況について            （公開） 

（３）平成 28 年度水戸市民センター運営方針及び重点目標について   （公開） 

（４）平成 28 年度事業計画について                  （公開） 

（５）平成 28 年度定期講座開設状況について                          (公開) 

（６）その他                            （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る） 

０人 

 

８ 会議資料の名称 

平成 28 年度第１回水戸市見和市民センター運営審議会 
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９ 発言の内容 

 

執行機関   定刻になりましたので，ただ今より「平成 28 年度第１回水戸市

見和市民センター運営審議会」を開催いたします。 

本日皆様方には，大変御多忙のところ，御出席を賜り誠にありが

とうございます。 

申し遅れましたが，本日の進行を行います見和市民センター所長

の藤枝でございます。 

なお，議事録作成に当たり，会議の内容を録音させていただくこ

とを御了承願います。 

まず，初めに審議会委員の任期満了に伴い，審議会資料１ページ

のとおり委員の改選となりましたので，委嘱状の交付を行います。

名簿順にお呼びしますので，委嘱状をお受け取りくださいますよう，

よろしくお願いいたします。 

なお，任期は平成 28 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの２

年となっております。 

 

 ―――委嘱状交付――― 

 

執行機関    続きまして，正副会長の選出でございますが，水戸市市民センタ

ー条例第 11 条第３項の規定により，審議会に委員の互選により会

長及び副会長を置くことになっております。 

それでは，正副会長の選出をお願いしたいと思いますが，どなた

がよろしいでしょうか。名簿を御覧いただいて推薦をお願いしたい

と思います。 

 

  委員   センター一任で良いと思います。 

 

執行機関   センター一任との声がありましたので，会長に  委員，副会長

に  委員を推薦いたします。 

御承認いただけますでしょうか。 

御承認ありがとうございます。それでは両委員におかれましては，

会長席・副会長席への御移動をお願いします。 

それでは，先ほど選出された会長・副会長を代表して  会長よ

り御挨拶を頂戴したいと思います。なお，御挨拶の後，議事に移ら

せていただきますので，報告事項について御報告いたします。本日

は委員定数の２分の１以上の５名の委員の御出席をいただき，市民

センター条例第 12 条第２項に規定する出席定足数に達しているこ

とを御報告いたします。 
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また，水戸市附属機関の公開に関する規定に基づき，会議録署名

人を２名以上置くこととされておりますので，議事録署名人を名簿

順により，  委員・  委員のお二人の方にお願いしたいと思い

ますが，いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。 

それでは，  会長より就任の御挨拶をいただき，市民センター

条例第 12 条第１項の規定により，会長に会議の議長となっていただ

き，議事進行をお願いいたします。 

 

―――会長あいさつ――― 

 

  会長   それでは議事に入ります。議事（１）及び議事（２）について， 

執行機関より説明をお願いします。 

 

執行機関 （資料に基づき，議事（１）平成 27 年度事業報告について①主催

事業及び関連事業報告について，及び議事（２）平成 27 年度市民

センター利用状況について説明） 

 

  会長   説明があったことについて何か御質問があればお願いします。 

      では，私のほうから一つ伺います。（１）団体別利用状況の「市民

センター」の項目がありますが，これは何を意味しているもので

すか。 

 

執行機関   市民センター主催事業で主に定期講座の利用数となっています。

参考までに，「社教団体」は女性会や長寿会関係で，「市」は水

戸市関係課が主催しているいきいき健康クラブ等といったものに

なります。 

 

  会長   梅が丘地区連合会は「その他」ですか。 

 

執行機関   梅が丘地区連合会は「社教団体」としています。 

 

  会長   では続きまして，議事（３）平成 28 年度水戸市民センター運営

方針及び重点目標について及び議事（４）平成 28 年度事業計画及

び関連事業について，執行機関より説明をお願いいたします。 

 

執行機関  （資料に基づき，議事（３）平成 28 年度水戸市民センター運営方

針及び重点目標について，及び議事（４）平成 28 年度事業計画及

び関連事業について説明） 
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  会長   まず委員の皆様に質問をいただく前に私のほうから一つ確認で

すが，（３）平成 28 年度水戸市民センター運営方針及び重点目標

は，市内全ての市民センターに示されたものなのですか。 

 

執行機関   御指摘のとおりです。 

 

  会長   （４）平成 28 年度事業計画については見和市民センター独自の

ものですか。 

 

執行機関   御指摘のとおりです。 

 

  会長   それでは，（イ）女性教養講座ですが，これは女性だけが対象で

すか。男性は駄目なのですね。 

 

執行機関   御指摘のとおりです。 

 

  会長   理由は何かあるのですか。 

 

執行機関   設立当時から，女性の地位向上等を地域で協力して頑張っていき

ましょうといった趣旨があると考えられます。 

 

  委員   他の市民センターでは，一般教養講座として「男の料理教室」な

どをやっているところはありますよね。 

見和市民センターでは女性教養講座としてやっているのでしょ

うが，成人対象講座を男女とも対象にしてやっている市民センター

もあると聞いています。 

 

  会長   現在の社会の流れとしては，男女平等が一般的ですので，男性だ

け女性だけといった考えは古いと感じます。 

私の知っている任意団体でも，女性部会等は廃止の傾向にあるよ

うです。それはおそらく全国的な流れなのだろうと思います。 

対象を男性・女性に絞ったほうが，事業の企画はしやすいのだと

思うのですが，一緒にやったほうが楽しいと感じる方もいると思い

ます。今年度のテーマである「目の健康」は男性でも聞きたい方が

いらっしゃるのではないかなと思うので，もう少し門戸を広げても

よいのではないかと思います。 

 

執行機関   確かに毎年男性からの問合せは何件かあります。あと，過去には

男性にも対象を広げて講演等を行ったこともあるようです。 
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  会長   委員の皆様は，女性教養講座についてどう思われますか。 

 

  委員   一般教養講座というのもありますので，必要であればそちらで行

っているという状況もあるのでしょうね。 

 

執行機関   女性教養講座は地区女性会との共催で行っていますが，年配の女

性ばかりではなく，若い女性の方の参加をいただきたいと思ってい

ます。ですので，女性教養講座で若い女性の方もターゲットにした

企画を考えていきたいと思います。 

 

  会長   開催日時の問題もあるでしょうね。平日の昼間だとやはりお勤め

されている方もいらっしゃるので。 

子供向け講座で児童を対象と記載があるのですが，これは小学生  

のみという意味ですか。 

 

執行機関   御指摘のとおりです。 

子供向け事業としましては，サマーキッズスクール・ウィンター

キッズスクールのほか，市子ども課の依頼で始まりました梅が丘キ

ッズランドは年間を通しての事業となっていますので，当市民セン

ターにおける子育て支援策は充実してきているのではないかと考

えています。 

しかしながら，中学生以上の青少年等を対象とした事業展開につ

いては，当市民センターを含めた水戸市全体の課題だと感じていま

す。事業の実施時期や内容の調整が難しい側面もありまして，なか

なか事業化には至っていないというのが現状であり，その辺りが，

今後の市民センター運営における課題になってくると考えていま

す。 

 

  会長   資料９ページ・10 ページには平成 28 年度事業日程が掲載されて

います。 

これまでの議事につきまして，委員の皆様から御意見があれば  

お願いします。 

 

  委員   三世代交流芸能発表会について，定期講座の教室・クラブの団体

等の発表があるのかと思いますが，参加状況はいかがですか。 

 

執行機関   全ての団体に三世代交流芸能発表会について御案内して，参加の

有無について確認をしていますが，定期講座の団体であっても参加

に至っていない団体はあります。 
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  委員   よく耳にするのですが，市民センターには自分たちの活動のため

に部屋を借りているだけで，その他の市民センター事業等への協力

は積極的でない団体があるとのことです。しかし三世代交流芸能発

表会の時くらいは，出演が難しいのであれば何人かだけでも準備等

で参加するとか，市民センター事業に理解をいただきたいものです

ね。 

 

  会長   あとは何かございますか。 

サマーキッズスクールについて，今年度の企画についてはこれか 

らですか。 

 

執行機関   サマーキッズスクールについては，７月 28 日及び８月 10 日に開

催予定で，その内容も決まっております。 

７月 28 日開催分については昨年度同様，県立水戸農業高校の御

協力を頂いての移動学習を企画しています。 

８月 10 日開催分については，県水戸生涯学習センターの「おも

しろ理科先生」を派遣いただいての科学教室になる予定でございま

す。 

 

  会長   この事業は人気があるそうですね。 

 

執行機関   非常に人気の高い事業です。 

 

  委員   ７月 28 日の会場が水戸農業高校ですが，これは現地集合ですか。 

 

執行機関   市民センターから貸切りバスで移動しています。 

 

  委員   貸切りバスの費用は。 

 

執行機関   市費で賄っています。バス１台分の予算が配当されています。 

 

  委員   乗馬体験などができて，子どもたちは喜びそうですね。 

 

  会長   学校では経験できない体験ができるのは良いですね。 

 

執行機関   他にも，現地で対応してくれる高校生との，異年齢交流も評価が

高い理由かと感じています。 
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  委員   先着順ということは，朝早くから並ぶ方がいるということですか。 

 

執行機関   受付時間は午後に設定しています。今年度はまだ未定ですが，例

年，終業式の午後にすることで，親御さんが不在でも，子ども自身

で受付することも可能にしています。 

 

  委員   何名募集しているのですか。 

 

執行機関   乗馬体験の回は 35 名で，２回目についても同等の定員となって

います。 

 

  会長   科学教室は市民センターが会場ですか。 

 

執行機関   市民センターで実施しています。昨年度は，液体窒素を使用した

関係で，調理室で開催しました。 

 

  会長   非常に良い企画ですね。アイデアを出すのが大変だとは思います

が，対象者も毎年変わっていくと思いますので，繰り返し実施して

も良いとは思います。 

 

執行機関   県立水戸農業高校での開催は長い実績があります。その昔，見和

地区に県立水戸農業高校があったという背景もあって，今でも付き

合いが続いているということのようです。 

 

  会長   保護者付添いですか。 

 

執行機関   子供だけでの参加となっています。 

 

  会長   他に御意見ございますか。 

 

  委員   委員としても，一度くらいは主催事業に顔を出して事業の様子を

知ることも必要かと思います。 

 

  会長   会議で議論する上で，内容が分かっていないと議論するのもなか

なか難しいと感じるところがありますので，お時間ある委員の方は

事業に参加して，その感想等を審議会において意見としていただけ

ればと思います。 

特に御意見がないようですので，以上のような内容で見和市民セ

ンター平成 28 年度の事業が展開されるということでございますの
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で御承知おきください。 

では続きまして，（５）平成 28 年度定期講座開設状況について，

説明をお願いいたします。   

 

執行機関  （議事（５）平成 28 年度定期講座の開設状況についての説明） 

 

  会長   ありがとうございました。 

       私のほうから確認ですが，受講生は毎年入れ替わるのですか。 

 

執行機関   御指摘のとおりです。 

 

  会長   もう一度学習したいという方もいらっしゃるのですか。 

 

執行機関   そういった方もいらっしゃいます。 

 

  会長   フォークダンスは教室とクラブとがありますが，これの両方に参

加している方はいるのですか。 

 

執行機関   いらっしゃるようです。それについて，講師や代表の方に伺うと，

フォークダンス自体がある程度の人数がいないと成立しないとい

う背景がありまして，必要人数を確保するために初心者ではない方

も教室に参加しているといった形をとっているようです。 

 

  会長   卓球も同様ですか。 

 

執行機関   卓球にはそういった方はいらっしゃらないようです。卓球につい

ては，教室でレベルが上がると初心者向けの内容では物足りなくな

って，クラブへの移行を希望されるのですが，クラブに参加してい

る方は，クラブで継続して学習したいという方が多いため，教室か

らの移行が困難になっている背景があるようです。そして，クラブ

に空きがないために，教室に参加するといった方がいらっしゃると

いうことだと思います。考えられる要因としては，参加の申込みに

ついては，継続の希望が優先されるためであると思われます。 

 

  会長   説明の最後の部分が不可解なところです。クラブで学習された方

たちには，やはりサークルへ移行していただくべきと思います。 

 

  委員   卓球台を常時４台使うので実施する部屋も限られますよね。 

       身体を動かすことは非常に良いことだとは思いますが。 
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  委員   クラブとして掲載しているゴルフについては，どのように活動し

ているのでしょうか。 

 

執行機関   ゴルフについては，市民センター内での活動はほとんどありませ

んが，定期講座として位置付けていますので，月の活動報告と参加

状況，さらに年度終了時には，年間の活動実績と参加実績等を報告

していただくことで，活動内容や参加者等の把握に努めています。 

 

  委員   囲碁は講師なしということですが，代表者はいるのでしょうか。 

 

執行機関   代表者はいらっしゃいます。囲碁については，講義というよりは

対局を多く行うことを目的としているのだろうと推察します。 

 

  会長   ヨガとヨーガセラピーは講師が同じ方がやってらっしゃるよう

ですが，内容が違うのですか。 

 

執行機関   この二つについては内容に大きな違いはないですが，受講生のニ

ーズが高いために２種類の講座を設定しました。講座内容を選定す

るに当たり，やはり受講生のニーズというのは大きな判断材料とな

っています。多くの方が集まる講座については，企画とニーズが合

致していると評価できるので，継続して開催したいという思いはあ

ります。 

 

  会長   大事なのは，受講生等の入れ替わりを含めたその中身ですよね。

その辺りをしっかり見極めていただきたいと思います。 

 

  委員   仲良しクラブになっては良くないこともあるでしょうね。 

 

  会長   （５）平成 28 年度定期講座開設状況について，他に何か御意見

ございますか。 

続きまして，（６）その他については，私のほうから御提案があ

るのですが，先ほどから申し上げていますとおり，審議する機会が

非常に少ないという状況があります。これまでの議事の中でも出て

いるとおり，市民センターの運営について，皆様に御相談させてい

ただきたいということがいくつか出てきているところです。本日明

らかになった疑問点等につきましては，再度，６月下旬か７月上旬，

さらに三世代交流芸能発表会の前等，２～３回程度の会議の場を設

けたいと考えています。それにつきましては，私のほうから案内を
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させていただきます。私としては，皆様からの意見を頂いて運営審

議会の意見として，しかるべき場所に提案をしていきたいと考えて

います。いかがでしょうか。 

 

  委員   この審議会は諮問機関ではあるのですが，やはり委員としての市

民センターの運営について意見を述べる機会が増えることは良い

ことだと思います。 

 

  委員   何期か委員をしていますが，報告を受けるだけでよいのかなとは

感じました。 

 

  会長   御理解いただきありがとうございます。 

       他に皆様の方から御意見ございますか。全般的にでも結構です。 

では，以上をもちまして，議事を閉じたいと思います。誠にあり 

がとうございました。 

 

執行機関   長時間にわたり，慎重な審議ありがとうございました。本日の皆

様方の貴重な御意見を参考にし，今後，市民センター事業を展開し

てまいりますので，よろしくお願い申し上げ，以上をもちまして，

平成 28 年度水戸市見和市民センター運営審議会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 


