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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 

令和２年７月２日（木） 午後１時 30分から午後２時 40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，緑川 均，樋口 てい子，大津 徳男，田口 寿枝，佐藤 隆 

（２）執行機関  

須能 剛志, 中島 幸恵 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）令和元年度事業報告について                   （公開） 

（２）令和元年度市民センター利用状況について             （公開） 

（３）令和２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）令和２年度事業計画について                   （公開） 

（５）令和２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 

令和２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「令和２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。 

本日皆様がたには，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。 

会議に先立ちまして，令和２年４月１日から令和４年３月 31日までを任

期とする６名の委員に委嘱状をお渡ししたいと思います。 

（委嘱状交付） 

なお，本日は，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。 

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。選出方法も含め，いかがいたしましょうか。 

  委員   会長は，  さんがよいのではないでしょうか。 

執行機関   それでは，会長は  さんにお願いするということでよろしいでしょう

か。 

続いて，副会長はどなたがよろしいでしょうか。 

  委員   副会長は，  さんにお願いすることでどうでしょうか。 

執行機関   それでは，会長は  委員，副会長は  委員にお願いするということ

でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

執行機関   それでは，会長より御挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いい

たします。 

（会長あいさつ） 

執行機関   ありがとうございました。 

執行機関   協議に入ります前に，本日は委員定数の２分の１以上の全６名の委員の

出席をいただき，市民センター条例第 12 条第２項の規定を満たしている

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  委員，  委

員のお二人にお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

（異議なし） 

よろしくお願いいたします。 

それでは，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）令和元年度事業報告について説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき議事（１）令和元年度事業報告について説明する。） 
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  会長   ただいまの説明の中で，何か質問等ございますか。 

  会長   事業の中止は全部新型コロナウイルスの影響ですか。 

執行機関   そのとおりです。 

  会長   その他なければ次に移ります。 

続いて，議事（２）令和元年度市民センター利用状況について説明をお

願いします。 

執行機関   （資料に基づき議事（２）令和元年度市民センター利用状況について説

明する。） 

  会長   ただいまの説明の中で，何か質疑等ございますか。 

  会長   市民センターの利用が全体的に減少しているのは，台風 19 号とコロナ

の影響ですか。 

執行機関   そのとおりです。 

  会長   市民運動会は他の地区でも中止になったのですか。 

執行機関   今回は一律中止となりました。 

  会長   続いて，議事（３）令和２年度水戸市市民センター運営方針及び重点目

標について説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき議事（３）令和２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する。） 

  会長   ただいまの説明について，今年度から新しく委員になっていただいた皆

様には，一度資料に目を通していただければと思います。この運営方針や

重点目標に従って活動が行われ，それについて委員が意見を述べるわけで

すが，時間があれば市民センターの事業の見学等をしていただくとよろし

いかと思います。 

  会長   ただいまの説明について，何か質問等ございますか。 

  委員   未就園児のいる家庭数は調査していますか。 

執行機関   しておりません。 

  委員   梅が丘幼稚園があと２年で閉園となります。見川幼稚園は今のところ存

続しますが，このまま園児数が減ってくると閉園となる可能性があります。

そうなると見川中地区の子どもたちが通う公立の幼稚園がなくなってしま

います。私立の幼稚園は学区内にございますが，動向をみながら今後考え

ていかなくてはならないと思います。 

  会長   小学校の児童数は増えていますか。 

  委員   減っています。今年度 748 人ですが，昨年度から 30 人ほど減っていま

す。毎年 30～40 人ずつ減っており，学区全体で子どもの数が減ってきて

いる状況です。 

  会長   一時期，1000 人位いたと思いますが。 

  委員   一番多い時で約 1200 人でした。 

  会長   ただいまの説明については了承ということでよろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

  会長   次に，（４）令和２年度事業計画について説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき議事（４）令和２年度事業計画について説明する。） 

  会長   ただいまの説明について何か質問等ございますか。 

  委員   センター主催行事の開催の可否については，センターに決定権があるの

ですか。 

執行機関   そのとおりでございます。主催行事については最終的にはセンターで決

定しますが，女性会や高齢者クラブ等と連携して取り組む行事については

協議の上で決定しています。 

  委員   その中で関連行事がたくさんあるが，開催はそれぞれの団体が判断する

のか。 

執行機関   それぞれの関連団体で決定しますが，センターとも協議の上決定してい

るものがほとんどでございます。 

  会長   他にございますか。 

  会長   今の予定で新型コロナウイルス関係で中止になることもありますか。 

執行機関   そうなることもあるかと思います。現時点ではなかなか判断できない状

況でありますので，できれば開催したいと考えて準備していきたいと思い

ます。 

  会長   対策も大事かと考えます。開催の仕方に工夫を凝らして開催するのがよ

ろしいかと思います。 

  会長   他にございますか。なければ（４）については以上とします。 

  会長   次に，（５）令和２年度定期講座開設状況について説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき議事（５）令和２年度定期講座開設状況について説明す

る。） 

  会長   何か質問等はございますか。 

  会長   ウォーキングはクラブになったのですか。 

執行機関   募集時は教室としていましたが，教室は講師の指導が条件となっており，

今年度は講師の都合で指導ができないという申し出がありました。令和３

年度よりクラブへ移行する予定でしたが，令和２年度からクラブとしての

運営を提案し，受講申込者の皆様と協議の上，試行としてクラブとして活

動することを決定しました。 

  会長   令和３年度からはクラブに完全に移行するという流れですか。 

執行機関   そのとおりです。 

今年度教室を２つ新設する予定でしたが，１つしか開設できませんでし

た。令和３年度にも，また新しい教室を設けられるようにしたいと考えて

おります。 

  会長   クラブのゴルフは今年度中止ということですが，来年度は復活する可能

性がありますか。 
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執行機関   はい。 

  会長   ひもトレは何人集まったのか。 

執行機関   ８名です。 

  会長   最低 10名は必要ということですか。 

執行機関   そのとおりです。講師への謝礼や諸経費など年間通して活動するには 

10 名以上いないと難しくなります。講師とは単発講座で開設したいとい

う話をしております。 

  委員   月初めの施設予約がありますが，それをしなくてよいのが教室，クラブ

なのですか。それ以外は予約をしているということですか。 

執行機関   定期講座，地区連合会，地区連合会の構成団体については，前もって施

設利用の予約ができます。 

  委員   女性会は，土曜日に定例会議を開催していましたが，市民センターが閉

庁になり，不便なので平日開催を検討しました。会員の都合が合わないた

め土曜日に開催していますが，センターに確認したいことがあるときは月

曜日まで持ち越してしまうことがあります。 

執行機関   来所でなくとも，月曜日から金曜日であれば，電話でも施設の予約はで

きます。女性会は，地区連合会の構成団体なので，抽選日より前に予約は

可能です。 

  会長   新しい委員もおりますので，ここで簡単に定期講座の教室とクラブの違

いの説明をお願いします。 

執行機関   水戸市で取り組んでいる生涯学習推進の流れがあり，行政では生涯学習

の場を増やしていくということが根底にあります。まず創設をし，活動を

軌道に乗せて自主的に活動できるところまでもっていくのが目的になっ

ています。そうなるとまた新しい活動の創設ができ，いろいろな年代に向

けて増やしていくことができます。教室は創設期にあたります。 

  委員   人数も関係ありますか。 

執行機関   人数は関係ありません。教室で何年か活動し，継続のかたが多くを占め

るようになってきたところでクラブになります。さらに，そのクラブで新

しいメンバーを入れずに，その時点のお仲間でメンバーをある程度固定し，

自分たちで活動していくとなった場合にサークルに移行します。 

  委員   サークルはどの位ありますか。 

執行機関   150～200 位です。地区外のサークルもあり，見和市民センターに届けが

出ているのが 150～200 サークルになります。 

教室，クラブは年間計画で部屋の予約がとれますが，サークルでは前の

月の１日から月ごとに予約が必要となります。 

大きく分けると誕生から成長しているところが教室，ある程度成長し，

活動が軌道に乗っているのがクラブ，熟成されたものがサークルというイ

メージです。 
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  委員   毎月１日に場所をとるのはほとんどがサークルですか。 

執行機関   そのとおりです。クラブからサークルへの移行が全市的な課題となって

います。 

見和市民センターでは，令和元年度から令和２年度に移る際に，ペン習

字がクラブからサークルへ移行しました。そのため，新規の教室を２つ計

画しましたが，１つのみの開設となりました。 

  会長   教室は初心者と考えています。まず入ってもらい，２，３年やってみて

クラブに移行し，全部できるようになったらサークルにという一連の流れ

を目指しているということでよろしいですか。市民センターで補佐するの

が教室ということですか。 

執行機関   わかりやすく説明するとおおむねそのようになります。自治体にもより

ますが，水戸市の場合は誕生させて熟成させ，また新しいものを作ってい

くという考え方なので，こういう方法をとっています。 

他の自治体では，行政主導で全てやっているところもあります。全てを

行政主導でやると人気のあるものに偏るという課題があり，参加者数で講

座のニーズを判断してしまうところがあります。水戸市の場合は人気のな

いものでも学習の場を用意するという考えがあるため，現在のやり方にな

っております。 

  会長   他に何か質問等ございますか。なければ（５）令和２年度定期講座開設

状況については以上とします。 

  会長   （６）その他についての説明をお願いします。 

執行機関   （（６）その他について説明する。） 

（市民センター利用再開について，新しい生活様式にのっとった利用に

当たってのルールについて説明する。） 

  会長   なにか質問等ございますか。 

  委員   ２回目の会議はいつ頃になりますか。 

執行機関   例年２月の末に開催しております。２月上旬の定期講座代表者会議を踏

まえて，その時期の開催となっています。 

  会長   その他質問等ございますか。なければ，（６）については以上とし，議

事を終了といたします。 

それでは，議事進行を所長に戻します。 

執行機関   長時間にわたりまして，慎重な御審議ありがとうございました。

本日の皆様がたの貴重な御意見を踏まえ，市民センター事業を展

開してまいりますので，よろしくお願いいたします。  

         以上をもちまして，令和２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。  

 


