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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 29年 5月 25日（木） 午後 1時 30分から午後 2時 35分まで 

 

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, 大谷 倫子，田口 寿枝  

（２）執行機関  

藤枝 一典, 中村 聡子 

（３）その他  

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）平成 28年度事業報告について                  （公開） 

（２）平成 28年度市民センター利用状況について            （公開） 

（３）平成 29年度水戸市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 29年度事業計画について                 （公開） 

（５）平成 29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 29年度第 1回水戸市見和市民センター運営審議会 

 

 

 



２  

 

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 29 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。  

 なお，議事録作成にあ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，はじめに   会長より御挨拶を頂戴したいと思います。  

        会長よろしくお願いします。  

 

―――会長あいさつ―――  

 

執行機関    会長ありがとうございました。  

では，協議に入ります前に，市民センターから御報告させていた  

だきます。４月１日付人事異動によりまして，運営審議会の担当が  

  となりますので御紹介させていただきます。  

 

―――担当者自己紹介―――  

 

執行機関  また，新任職員といたしまして，４月１日付で見和市民センター  

に配属になりました   でございます。  

 

―――新任職員自己紹介―――  

 

執行機関     会議に入る前に，本日は委員定数の２分の１以上の４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。  

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。よろしくお願いいたします。  

では，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    協議に入る前にまず資料１ページの名簿について訂正箇所等が  

ないか御確認をお願いします。いかがでしょうか。では，私の「団  

体等名及び役職名」の「青少年相談員」を「元青少年相談員」に訂  

正をお願いします。  

それでは議事（１）について，執行機関より説明をお願いします。  



３  

 

 

執行機関   （資料に基づき議事（１）平成 28 年度事業報告について（関連

事業含む）説明）  

        

  会長    先ほど報告があった中から，何か質問等ございましたらお願いし  

ます。  

      では私から，３月１６日の子育て広場「梅が丘キッズランド」が常  

磐大との協働ということでしたが，どういった経緯だったのですか。 

 

執行機関    市生涯学習課が連携・協力している常磐大のゼミに，最寄りの市  

民センターである見和市民センターが協力するといった機会がご  

ざいました。具体的に言いますと，そのゼミは地域で行う学習プロ  

グラムの開発を行っているゼミでございまして，その学習プログラ  

ムを，実際に実施できないかと見和市民センターに打診がありまし  

て，私も３回ほどゼミの講義に参加したところ学生の企画の中で， 

子どもを対象とした企画で「市民センターを手作りミュージアムに  

する」といった企画が目にとまり，それを「梅が丘キッズランド」 

の対象である乳幼児向けに学生に再考していただいて，３月１６日  

に開催をしたところです。  

 

  副会長   学生さんは何名参加されたのですか。  

 

執行機関    ４名の学生の協力をいただきました。  

 

  副会長   子どもの参加は何人ですか。  

 

執行機関    ３組の親子で４名の子どもが参加しました。  

 

  会長    開催にあたって感触はいかがでしたか。  

 

執行機関    学生たちにとっては，自分たちの企画が実際に事業化したという  

こともあって，熱心に取り組んでいただきました。参加された方に  

感想を伺うと，子どもの作品作りに多くの人に関わってもらって， 

子どもも嬉しそうだという感想がありました。また，「梅が丘キッ  

ズランド」に参加するにあたって，このような普段と違った企画が  

あると，参加する楽しみも増えるという感想をいただきました。         

 

  会長    事前に告知はしたのですか。  
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執行機関    スケージュールの面やＰＲ効果を考えたときに，地域内への回覧

等は行わずに，全市民センターへチラシの設置をお願いして開催

告知を行いました。結果的にみると，効果的ではなかったという

評価になるかと思います。  

 

  会長    「梅が丘キッズランド」でイベントを行ったのは３月１６日のみ  

ですか。  

 

執行機関    それ以外にも，１２月のクリスマス会では見和めぐみ保育園の先

生に御協力をいただき，他にも読み聞かせグループに協力をいた

だく等，いくつかの企画を実施しました。  

 

  会長    やはりイベントの時の方が参加者は増えるのですか。  

 

執行機関    結果的にみると，必ずしも参加者増につながっていないケースも  

あります。その要因の一つに，今までの地域内回覧等の告知手法で  

は情報が相手方に届いていないのではないかと考えています。対象  

に応じた周知の手法というのを，我々も考えていかなければいけな  

いと感じています。  

 

  副会長   「梅が丘キッズランド」は２１回も開催しているわけですから， 

間違いなく子育て支援につながっていると思います。また，常磐大  

の学生さんのような多くの若い方に参加していただければ，少子化  

対策にも繋がるのではないかと思います。  

 

執行機関    平成 29 年度についても，常磐大と連携・協力していくことにな  

っていまして，先日，そのゼミの学生４０名弱が見和市民センター  

で施設見学や講義を行いました。現在，学習プログラムの検討を行  

っているようです。今年度についても，良い企画があれば実際に事  

業化まで繋げていきたいと考えています。  

 

  委員    ４年制大学の方ですか。  

 

執行機関    ４年制大学の学生さんです。  

 

  委員    梅が丘小も常磐大と連携されていますよね。  
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  会長    以上でよろしいでしょうか。  

続きまして，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（２）平成 28 年度市民センター利用状況に  

ついて説明）  

 

  会長    ただ今の説明について，何か御質問等ございますか。  

       約１０％利用者が増えているということで，何か問題となること  

はありませんか。  

 

執行機関    運営面にも問題があるのかもしれませんが，駐車場に止めるスペ  

ースがなく来館者に御迷惑をおかけするケースが増えています。  

 

  会長    団体利用者には，乗り合わせ等で車の利用を少なくしていただく  

しかないのでしょうね。  

 

  会長    以上でよろしいでしょうか。  

続きまして，議事（３）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（３）平成 29 年度水戸市市民センター運営  

方針及び重点目標について説明）  

 

  会長     ただ今説明をいただき，おおむね内容は変わっていないようで  

すが，重点目標  １地域コミュニティ活動の推進  （１）地域コ  

ミュニティ活動の活性化の文章表現が一部変わっているようです。 

そこで（エ）の文中に「一人一役運動」という言葉が新しく追加  

されているので，これについて説明いただけますか。  

 

執行機関     「一人一役運動」の部分の前段にあります通り，市民自らが意  

欲をもって地域活動に参加しましょうという運動になるかと思  

います。  

 

  副会長    梅が丘地区にＮＰＯの団体はありますか。  

 

執行機関     把握しておりません。  
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  副会長    他地区の事例になりますが，地区内にある池の清掃を行うグル  

ープが母体となってＮＰＯを立ち上げて，現在は地区内の緑化活  

動を広範囲に行っているといった事例があります。  

 

  会長     そういった団体が地区内にあると非常に助かりますね。  

 

  副会長    経理等も含めた法人運営は非常に大変なようですね。梅が丘地  

区でもそういったＮＰＯ等に，地区内を活性化していただきたい  

なと思います。  

 

  会長      他に皆様から御意見ございますか。  

「ふれあい学級」には，何か新しい要素が入ってきたのですか。 

        

執行機関     「ふれあい学級」としては特に新しいものはないです。「ふれ  

あい学級」は，市立幼稚園が実施する家庭教育学級を「ふれあ  

い学級」と称して実施しているものです。  

 

  会長     続きまして，議事（４）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（４）平成 29 年度事業計画 (案 )について  

説明）  

 

  会長     ただ今説明のありました事業計画に基づいて，平成 29 年度各  

種事業を実施されるということでございますので，特に御異議は  

ございませんか。  

        補足ですが，例年実施されています「三世代交流芸能発表会及  

び文化展」については，運営審議会が主管となって関わっていま  

したが，運営審議会は第三者機関の立場から適切ではないという  

ことでありますので，平成２９年度からは主管には入らず第三者  

として視察・評価に留めることになりますのでお含みおきくださ  

い。なお，９ページ，１０ページに事業予定が詳細に記載されて  

いますので，審議委員におかれましては積極的に視察等いただき， 

第２回の審議委員会においての評価・検証の参考にしていただき  

たいと思います。  

        何か御意見等ございますか。  

        日付や題目の入っていない事業については，これから決定する  

ということですか。  
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執行機関     御指摘の通りです。  

 

  会長     平成２９年度新規事業はありませんか。  

 

執行機関     開催時期を含めて，現在動き出していないので記載は控えたの  

ですが，市教育委員会から下りてきた事業になりますが，県が昨  

年１２月に「茨城県家庭教育を支援するための条例」を制定した  

のを受け，市がその対応として市内全市民センターに予算措置し  

て「家庭教育強化事業」を実施することとなりました。具体的に  

は，講演会を１回，親子のふれあい体験教室を２回実施するもの  

でございます。  

 

  副会長    講演会と親子のふれあい体験教室はどのような内容になりそ  

うですか。  

 

執行機関     講演会としては，子どもとの接し方に関する講演等が想定され  

ます。また，ふれあい体験としては，これまでに良く行われてい  

るのはベビーマッサージ等がこれに当たるのかなと考えていま  

す。  

 

  会長     これはふれあい学級として行うということですか。  

 

執行機関     対象が幼稚園・保育園に就園していない子となっていることか  

ら，ふれあい学級の他にという認識です。重複事業としては「梅  

が丘キッズランド」と対象が重複すると考えています。  

 

  会長     これから毎年予算措置されるのですか。  

 

執行機関     単年度予算の可能性もあると考えています。  

 

  副会長    民間ですと０歳児から預かっている所もありますから，どれだ  

けの参加者を集められるのか心配ですね。月２回の「梅が丘キッ  

ズランド」の他にさらにということですから，尚更ですよね。  

こういった事業でも常磐大等と連携が図れると良いと思います。 

         

  会長     議事（４）についてはよろしいでしょうか。では，続きまして，  

議事（５）について，執行機関より説明をお願いします。  
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執行機関    （資料に基づき議事（５）平成 29 年度定期講座開設状況につ  

いて説明）  

 

  副会長    教室・クラブとも新規と継続といらっしゃるのですか。教室は  

全部が新規ですか。  

 

執行機関     募集に関しての教室とクラブとの違いは，教室は参加者全員を  

一度リセットして１から募集を開始するもので，クラブに関して  

は，募集人員のみを新たに募って，それ以外の受講生については， 

継続して受講しているという違いがあります。  

 

  副会長    ヨガ教室の 34 名はホールでも狭いのではないですか。  

 

執行機関     40 名位までは受講できると聞いています。  

 

  会長     議事（５）について他にいかがでしょうか。  

 

  副会長    新たな教室の開催要望はありますか。  

 

執行機関     講師をされたい方からの売り込みも含め，新規講座の要望はご  

ざいます。  

 

  副会長    歴史講座などを開設している市民センターもありますよね。  

 

  委員     講師の先生は梅が丘地区の方ですか。  

 

執行機関     地区外の方もいらっしゃいます。  

 

  副会長    年会費も民間に比べれば格段に安いですよね。  

 

  委員     有名な所ですと何万円とかかる所もありますよね。  

 

執行機関     有名講師の方でしたら高額になると思います。  

 

  委員     現在は夜間の教室は行っていないのですか。  

 

執行機関     休日開催はありますが，夜間の開催は行っていません。見和市  
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民センターの定期講座は自主運営でお願いしていますので，夜間  

の開催も可能だと思います。  

 

  会長     議事（５）について，はよろしいでしょうか。では，続きまし  

て，議事（６）その他でございますが，委員の皆様の方から何か  

ございましたらお願いします。  

 

  委員     ９ページ，１０ページの平成２９年度事業日程について，日付  

の入っているものについては決定ですか。  

 

執行機関     そうお考えいただいてよろしいかと思います。  

 

  委員     ８月 27 日の南部ブロック球技大会はどのような大会ですか。  

 

執行機関     南部ブロック球技大会は，市スポーツ推進委員南部ブロックが  

主催するもので，種目はお父さんソフトボールとママさんバレー  

ボールの２種目を行うものです。今年度は笠原地区が当番地区で， 

市立笠原中学校を会場に行われます。  

 

  会長     議事（６）その他についてはよろしいでしょうか。  

        では，以上をもちまして議事の方を閉じさせていただきます。 

 

執行機関     長時間にわたり，慎重な御審議ありがとうございました。本日

の皆様方の貴重なご意見を参考にし，今後，市民センター事業

を展開して参りますので，よろしくお願い申し上げ，以上をも

ちまして，平成２９年度第１回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。  

 

 

 

 


