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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 30年５月 23日（水） 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，平塚美智子，大谷 倫子，田口 寿枝，佐藤 隆 

（２）執行機関  

藤枝 一典, 中村多香子 

（３）その他  

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）平成 29年度事業報告について                   （公開） 

（２）平成 29年度市民センター利用状況について             （公開） 

（３）平成 30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 30年度事業計画について                   （公開） 

（５）平成 30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 30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，ただいまより「平成３０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   でございます。  

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。  

はじめに，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３０年４月１日から平成３２年３月３１日まで  

の２年となっております。  

 

（委嘱状の交付）  

 

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    前回同様，   会長・   副会長にお願いします。  

 

執行機関    それでは，御推薦のありました   会長・   副会長のお二人に  

引き続きお願いしてよろしいでしょうか。  

 

（全会一致）  

 

それでは，平成３０・３１年度については   会長・   副会長  

      にそれぞれお願いいたします。  

  会長・   副会長より一言ごあいさつを頂戴したいと思いま  

す。よろしくお願いいたします。  
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（会長・副会長あいさつ）  

 

執行機関     ありがとうございました。  

では，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６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程に基づき，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    それでは議事（１）及び（２）については，前回運営審議会開催  

日以降の報告とし，前回報告した内容については，省略しての説明  

をお願いします。  

 

執行機関  （資料に基づき議事（１）平成 29 年度事業報告について（関連  

事業含む）・（２）平成 29 年度市民センター利用状況について説明） 

        

  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。  

       市内の市民センターの中で１番利用が多いということですか。   

 

執行機関    御指摘の通りです。  

 

  委員    梅が丘地区の人口についても報告がありましたが，こちらは市内

で何番目の人口になるのですか。  

 

執行機関    梅が丘学区の常住人口を超えているのは，緑岡学区と千波学区で

すので，３番目になります。  

 

  会長    前年度より利用者は増えているのですね。  

 

執行機関    御指摘の通りです。  

 

  会長    職員数に利用状況は反映されているのですか。  
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執行機関    職員配置の人数については，市県民税等の収納業務を行っている  

かどうか等で，職員の人数に差がでているようです。見和市民セン  

ターの嘱託員については，正職員と同程度勤務するＡ勤務嘱託員が  

３名配置されていますので，他の市民センターと比べても少なくは  

ないと思っています。  

 

  副会長   収納業務を行っている市民センターはどこですか。  

 

執行機関    緑岡・上大野など１２館の市民センターで行っています。  

 

  会長    嘱託員はＡ勤務以外もあるのですか。  

 

執行機関    正職員の５分の３程度勤務するＢ勤務があります。  

 

  会長    利用件数が多いことで何かトラブルは出ていますか。  

 

執行機関    特にありません。  

 

  会長    他に質問はございますか。  

以上でよろしいでしょうか。  

続きまして，議事（３）平成３０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，また，関連で（４）平成３０年度事業計  

画について，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３０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，（４）平成３０年度事業計画について

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。  

       梅が丘小学校家庭教育講演会は来年３月くらいになりますか。  

 

執行機関    ２月あたりかと思います。  

 

  会長    それが小学校との共催で開催されるということなんですね。  

 

執行機関    御指摘の通りです。  
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  会長    他に御意見はございますか。以上でよろしいでしょうか。  

続きまして，議事（５）平成３０年度定期講座開設状況について  

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（５）平成３０年度定期講座開設状況につい  

て説明）  

 

  会長     先ほど説明のあったことについて，皆様から御意見ございます  

か。  

 

  副会長   利用団体等から新たな教室・クラブに関する要望などはあるので  

すか。  

 

執行機関    利用団体等からの定期講座の教室・クラブに関する要望は，今の

ところありません。  

 

  副会長   曜日や時間帯等，都合の合わない方からの設置要望などあるかと  

思ったのですが。  

 

執行機関    平成３０年度は前年より講座が一つ減少しているので，その代わ  

りに新たな講座を設置することは可能かと思います。  

 

  副会長   他地区の方からの問合せもあるのですか。  

 

執行機関    講座の開設状況や部屋の空き状況等，他地区からの問合せも大変  

多いです。  

 

  会長    他に御意見はございますか。  

       水墨画は大変少人数のようですが，活動に支障は出ていませんか。 

 

執行機関    特に支障は出ていないようです。  

 

  副会長   卓球はだいぶ人数が多いようですね。  

 

執行機関    卓球は受付開始日には満員となります。  

 

  委員    卓球は中学校の部活動でも部員が多いようです。  
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  会長    以上で（５）平成３０年度定期講座開設状況についての議事は終  

了といたします。  

続きまして，議事（６）のその他について，資料中の「市民セン  

ターにおける土曜執務体制の見直しについて」を，執行機関より御  

説明をお願いします。  

         

（資料に基づき市民センターにおける土曜執務体制の見直しに  

ついて」説明）  

 

  会長    ただいま，執行機関より「市民センターにおける土曜執務体制の  

見直しについて」の説明がありましたが，執行機関で答えられる範  

囲で質問をお受けいただきます。何か皆様の方から御質問はありま  

すか。  

  

  委員    水戸市では，土曜日の証明発行業務はどこも行ってはいないので  

すか。  

 

執行機関    土曜日の窓口での証明発行業務は，行ってはいません。現在は， 

マイナンバーカードを利用することで，土・日・祝日・夜間であっ  

てもコンビニエンスストアでの取得ができるようになりました。  

 

  委員    日立市・ひたちなか市は休日でも発行できるようです。  

 

執行機関    土曜日は証明発行ができない等，窓口で行える市民サービスが少  

ないため，土曜日の来館者が少ない状況が生まれています。それが， 

今回の土曜勤務体制の見直しにつながっているものと思われます。 

 

  副会長   コミュニティールームが常時開放しているので，利用する側にと  

ってはありがたいことですが，防犯上のことを考えると，非常に痛  

し痒しのところがあるのは事実です。  

 

  会長    方向性としては，平成３１年４月１日から土曜勤務体制は見直さ  

れ職員は無人となるということなのですね。  

       資料中「４．課題及び対応策」「（２）．アンケート調査におけ

る課題及び対応策」「５．効果的な周知方法」とは何を指している

のですか。  

 

執行機関    土曜執務体制の見直しについての効果的な周知方法のことだと  
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思われます。  

        

  会長    見和市民センターについては，先ほど   副会長から意見のあっ  

た「コミュニティールームの防犯対策」は検討の余地があると思い  

ます。地区連合会と十分に対策を検討いただきたいと思います。  

 

執行機関    地区連合会役員会に諮って検討いただくよう要望していきたい  

と思います。  

       また，見和市民センターでは，職員が不在中の土・日・祝日・夜  

間の調理室の利用は，管理責任上，原則，認めておりません。  

 

  会長    過去に利用を希望された例はあったのですか。  

 

執行機関    ありましたが，理由を説明してお断りさせていただきました。  

 

  副会長   印刷室についてはどのようになりますか。  

 

執行機関    今後，地区連合会等の印刷室を利用される方々と協議していきた  

いと思います。これについては，印刷機の運用と併せて，印刷機を  

コミュニティールームに設置するとなれば，コミュニティールーム  

の運用にもかかわる話なので，しっかりと協議する必要があると思  

っています。  

             

  副会長   印刷機は，平日のみの利用でも皆さんの理解が得られるかもしれ

ません。印刷機をコミュニティールームに設置すれば，管理責任は

地区連合会に委ねられることになるでしょうね。  

       行政サービスの縮小といっては言い過ぎかもしれませんが，今後，

こういった流れは加速するのでしょうか。  

 

執行機関    市民センターについては，残念ながら土曜日に窓口で提供できる

サービスが少ないために，市民センター窓口を利用する方が少ない

という現状があります。例えば，他市町村のように，水戸市でも証

明発行等を土曜日も含めて窓口で行えるように制度改正が図られ

れば，市民センター窓口でも同様にとなるとは思います。  

 

  会長    土曜日は職員１人なのですよね。そういった状況も，見直しの要

因ではあるのでしょう  
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  委員    １人は心細いですよね。それならば見直してほしいと思いますね。 

 

執行機関    土曜勤務の防犯上の問題は，これまでも指摘されてきたようです。 

 

  会長    議事（６）その他「市民センターにおける土曜執務体制の見直し  

について」はよろしいでしょうか。今後も，執行機関からその都度  

説明があるのだろうと思いますので，以上とさせていただきます。 

       私の方からは，執行機関にお願いして，今回の運営審議会から水

戸市市民センター条例並びに施行規則を載せていただきました。運

営審議会に関する箇所が，条例第１０・１１・１２条となっており

ますので，委員の皆様には目を通しておいていただきたいと思いま

す。  

       今年度も委員の皆様には，市民センター主催事業等の視察等をで

きる範囲で行っていただき，運営審議会で御意見等をいただきたい

と思いますので，御協力をお願いします。また，皆様が関わってい

る関連事業につきましても，御報告等をお願いしていきたいと思い

ます。  

       皆様方で御意見等はございますか。  

       ないようでしたら，皆様方におかれましては，御忌憚のない御意

見をいただきましたことに感謝申し上げ，今後とも見和市民センタ

ー運営について，御理解と御協力をお願いいたしまして会議を閉じ

させていただきます。ありがとうございました。  

 


