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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 31年２月 20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，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 30年度事業報告について                  （公開） 

（２）平成 30年度市民センター利用状況について            （公開） 

（３）平成 31年度定期講座受講生募集について            （公開） 

（４）その他                            （公開） 

                            

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（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２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２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   会長よりごあいさつ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     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。  

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    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。  

 

執行機関   （資料に基づき議事（１）平成 30 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。  

       

  委員    ７月に行われた「三世代交流スポーツ大会」について，この行事

には多くの高齢者の方が参加されています。年々，気温が高くな

ってきている印象があります。開催時期の変更はできないのでし

ょうか。  

 

  会長    「三世代交流スポーツ大会」は，地区連合会と地高連の主催事業

になりますので，高齢者への安全対策を考慮して開催時期を検討

するよう要望することになりますか。  
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執行機関    主催者に対して提案させていただきます。  

 

  会長    熱中症対策など，夏場の事業にはこれまで以上に注意を促してい  

く必要があると感じます。  

       他に御意見ございますか。  

 

  委員    同じく「三世代交流スポーツ大会」についてですが，この事業は

子ども会で参加を取りまとめする形をとっています。子どもの人

数が少なくなっているため，子どもの参加者が集まらない状況と

なっていますので，競技の見直し等も行っていく必要性を感じま

した。  

 

  会長    過去にもそのような課題が挙がっていたと記憶しています。  

 

  委員    「市民運動会」や「ソフトバレーボール交流会」等，子ども会を

通じて参加を呼び掛ける行事については，年々，人集めが難しく

なってきています。  

 

  会長    子ども会のソフトボール大会等は現在も実施しているのですか。 

 

  委員    １チームがライオンズ大会に向けて実施しています。  

 

執行機関    子ども会球技大会については，現在，ソフトボールとドッジボー

ルの２種目が行われています。ただ，学区予選については，２種

目とも開催できている学区は少ないようです。  

 

  会長    子どもの減少は，梅が丘学区に限ったことではないということで

すね。子ども会の加入率はどうなっていますか。  

 

  委員    低下していっています。梅が丘学区で１００名程度ではないでし

ょうか。子ども会の数自体が減っています。会員の増加に向けた

話し合いを役員会でも行っているのですが，効果的な対策は難し

いと感じています。  

 

執行機関    見川学区等は，新しい形での子ども会運営を行っているようです。 

      現在，市生涯学習課でも，新しい子ども会の仕組みづくりについて  

の検討を進めているようです。  
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  会長    個人の考え方が変わってきている中で，行事や組織等，抜本的に

見直さないといけない時期に来ているのかもしれませんね。  

       ここまでをまとめますと，行事の開催に当たっては，時期や内容

等も含めて，参加しやすい環境づくりを主催者側に求めていくと

いうことになるでしょうか。  

       他に御意見はございますか。  

       私の方から「サマーキッズスクール」の「おもしろ理科先生」と

「絵画教室」を視察しましたので御報告します。  

       「おもしろ理科先生」は「アトムから原子へ」という内容でした。

過去もお願いしている講師の方でしたので，子どもたちの理科へ

の興味を引き出すような内容で大変良かったと思いました。  

       「絵画教室」については，内容が「夏休みの宿題を描く」という

ことで，時間的な問題もあったのかもしれませんが，子どもたち

も初めは戸惑っていたように感じました。「サマーキッズスクー

ル」が夏休みの宿題をやる場所になってしまってもったいないと

感じました。  

人気行事でもあるので，上手く進めていっていただきたいと感じ  

ました。  

       市民センターの「市民運動会」「ふれあいまつり」などへの業務

としてのかかわりはどの程度の負担となっていますか。  

 

執行機関    「市民運動会」については，事務局が市民センターとなっていま

す。会議の開催通知や資料の作成等，企画・準備・当日も含めて，

市民センターとしての業務量は地域行事の中では最も多くなって

いると思います。これについては，地区連合会長と「市民運動会」

の事務的な部分の改善を検討しているところです。  

       「ふれあいまつり」については，地区連合会書記の２名の方や企

画運営部会の方が，例年，主体的に業務に当たられていて，市民

センターが担う業務はほとんどありません。  

 

  会長    過去も「市民運動会」については，市民センターの負担が多くて  

改善の必要性があったと記憶しています。「市民運動会」も「ふれ  

あいまつり」同様，自立を進めていかなければならないと思います。 

「防災避難訓練」はいかがですか。  

 

執行機関    「防災避難訓練」については，市民センターは行政や関係機関と  

のつなぎ役という位置づけになっています。現在は，連合会自主  

防災対策委員長が事務的業務を行ってらっしゃるのですが，事務  
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的な部分での委員長の負担が大きいので，委員長をサポートする  

立場の方の必要性を感じています。  

 

  会長     サポート役を含めて，委員長の後継者の育成も喫緊の課題にな

っていると思います。  

        他に何かございますか。  

        市民センターの地域コミュニティーへの支援方策というとこ

ろでまとめますと，「市民運動会」の市民センターが現在担って

いる業務を行う地域の人材の育成に努める必要があること。「ふ

れあいまつり」については，市民センターと地域コミュニティー

の関わりはうまくいっているということ。「防災避難訓練」につ

いては，主体的に実施されていてうまくいっているが，委員長の

補佐役及び後継者の人材育成に努めていただく必要があるという

ところになろうかと思います。  

 

執行機関    事業報告の補足説明をさせていただきます。「文化展」につきま

して，旧市民センターで当時開催されていた「梅が丘小学校絵画展」

を，梅が丘小学校及び梅が丘女性会の御協力をいただいて今年度よ

り再開いたしました。非常に多くの親子連れの方に小学生の絵画を

御覧になっていただくことができました。展示期間は，小学校と協

議の上，「文化展」開催日から２週間といたしました。来年度以降

も継続していきたいと考えています。  

 

  会長    今後も継続できると良いですね。  

 

  委員    小学校としましても，貴重な機会を与えていただき感謝していま  

す。今後も継続していきたいと思います。もしよろしければ，「文  

化展」の時だけでなく，日頃から児童の作品の展示ができるとあり  

がたいと思います。  

 

  会長    「文化展」については，「梅が丘小学校絵画展」を再開すること

でバージョンアップが図られたということですので，今後もさら

に発展させていただければ良いと思います。  

       サマーキッズスクールについては，私の方から報告させていただ

きましたが，その他の生涯学習関連事業の方で参加及び視察され

た方がいらっしゃいましたら，報告をいただきたいと思います。  

 

  委員    私は「女性教養講座」に参加しました。移動学習で「花王鹿島工
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場」の見学をしたのですが，参加者の方は，材料から製品になる

のが見たかったのだと思うのですが，今回は中間原料を製造する

工場だったので残念でした。  

 

  会長    工場見学の内容が物足りなかったということですね。  

       「ふれあい学級」はこれまでに比べて人数は増えたのですか。  

 

執行機関    「ふれあい学級」は，対象者が梅が丘幼稚園の園児とその親とな

るので，参加者の数は在籍園児の人数に左右されるところがあり

ます。昨年度の参加者数と今年度を単純に比較すれば減少してい

るのですが，ありがたいことに，ほぼすべての園児と保護者の方

に御参加いただけているという状況です。  

 

  会長    「キッズランド」はいかがですか。  

 

  委員    年何回かのイベントがあるときは，多くの参加があります。  

 

  会長    対象年齢はどのあたりでしたか。  

 

  委員    未就園児とその親ですが，２歳以下くらいの子が多い印象です。 

 

  会長    私が視察しての記憶では２・３組だったかと思いますが，その頃  

に比べて参加者は増えているようですね。  

 

  委員    当初に比べればだいぶ来ていただけるようにはなりましたが，イ

ベントの時とそうでない時では，参加人数に開きがあります。  

 

  委員    １２月２０日の参加者１３５名はイベントを行ったのですか。  

 

  委員    「クリスマス会」を開催しました。「クリスマス会」は非常に多  

くの方が来るだろうと予測があったので，会場を「ホール」にあら  

かじめ変更したのですが，日頃より会場が「多目的ルーム」では狭

くなってきたなという印象です。  

 

  会長    梅が丘女性会の協力もあって，設立当初に比べるとだいぶ発展が  

あったのですね。これからも女性会の方にはがんばっていただきた   

いと思います。  

他に質問はございますか。  
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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３０年度市民センター利用状況に  

ついて説明）  

 

  会長    ここ数年，市内で１番利用が多い状況が続いていますが，何か要  

因というものはあるのでしょうか。  

 

執行機関    駐車場を含めて，市民センターの使い勝手が良いことのほか，「梅  

が丘ふれあいまつり」を市民センター会場に開催していることが大  

きな要因であると考えています。  

 

  会長    利用が増えてきたことによる不具合などはありますか。  

 

執行機関    特にないですが，定期講座等を増やすことで，さらに部屋確保の

競争率が上がってしまうのではと危惧しています。  

       関連として，本日，別紙でお配りしている「市民センター窓口開

設時間変更のお知らせ」について，御説明させていただきます。  

 

（別紙「市民センター窓口開設時間変更のお知らせ」について説明） 

 

  会長    平成３１年４月１日より土曜窓口が閉設になることで，土曜日午

前の利用者もこれまでの窓口閉設時の利用方法に変更になるとい

うことですね。  

その他，議事（２）について，皆様から御質問等はございますか。  

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３１年度定期講座受講生募集につ  

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。  

では，私の方から関連で説明させていただきます。定期講座代  

表者会議を２月８日に開催して，私も同席しました。その中で，  

定期講座運営要項というのがあるのですが，こちらと実際の運  



８  

 

営に齟齬が生じてきているという課題が生じてきました。早急  

に定期講座運営要項について精査をし，実際の運営に適したも  

のにしていく必要が出てきたということです。  

        人数の理由等で消滅したり，サークルに移行したりするような  

クラブはありそうですか。  

 

執行機関     募集定員に達していないクラブはありますが，クラブの性質上，

継続を希望する方が予めいらっしゃって，継続希望の方が定員を

下回った場合に，チラシに掲載して募集を行うという手続きにな

っています。継続を希望する方が一定数いるクラブについては，

定員を下回ったとしても講座を開設しています。現在，サークル

に移行を希望するクラブはございませんので，各クラブからの継

続希望者名簿が提出され，募集人数が確定しましたら，資料中の

内容でチラシを作成し，募集を行うという流れになろうかと思い

ます。  

  

  会長     委員の方で何か御意見等ございますか。  

見和市民センターの定期講座開設状況としては，利用状況を考  

えると新たな教室・クラブの増設が難しい中で，既存の教室・  

クラブが活発に活動をし，ゆくゆくはサークルに移行するという  

展開になるのが理想でありますが，サークル化に関してはなかな  

か難しい状況だということです。  

        運営要項については，特に会費の取扱いが難しい状況にあるよ  

うですが，これについては，市民センターの方で取扱いに対して  

一定の方向性を示してあげないと，講座の中で自主的に解決する  

のは難しいと感じています。  

 

執行機関     運営要項については，再作成して次回の運営審議会で御審議い  

ただければと思います。  

 

  会長     よろしくお願いします。  

他に御意見はございますか。  

続きまして，議事（４）のその他として，執行機関の方で何か  

付け加えることはありますか。  

 

執行機関     議事についてではないのですが，今年度中に，鯉渕・妻里市民

センターがそれぞれオープンして，来年度から内原中央公民館

が内原市民センターへ名称変更がされますと，市内全小学校区
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に市民センターが整備されることになります。  

 

  会長     他に何かございますか。  

 

  委員     「文化展」の準備でパネルの設置があるのですが，今年度は女  

性会と市民センターで設置しましたが，ほとんど女性の方たちば  

かりなので，来年度は，地区連合会から男性の人にお手伝いいた  

だければありがたいと思います。  

 

執行機関     「文化展」の準備に当たって，他の出展団体で女性の方からも  

協力したいと声はあったのですが，やはり男性の方がよろしいで  

すか。  

 

  委員     パネルが大きいのと，やはり女性にはちょっと重いので，男性  

の方があと数名いていただいた方が良いと思います。  

 

執行機関     地区連合会の他，関連機関の方に御相談してみます。  

 

  会長     議事（４）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終了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  

の皆様方の貴重な御意見を参考にし，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３０年度第２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。  

 


