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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４年３月２日（水） 午前 10 時 00 分から午前 11 時 30 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，豊田 雅之 

（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３年度事業報告について                   （公開） 

（２）令和３年度市民センター利用状況について             （公開） 

（３）令和３年度定期講座事業評価について               （公開） 

（４）令和４年度定期講座開設について                 （公開） 

（５）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３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「令和３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。 

本日，委員の皆様方には，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。 

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。 

       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。 

（会長挨拶） 

執行機関   ありがとうございました。 

   協議に入ります前に，本日は委員定数の２分の１以上の４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，水戸市附属機関の会議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） 

執行機関    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３年度事業報告について説明をお願いします。 

執行機関   （初めに，新型コロナウイルス感染症の対応状況の経過概要について説

明する。） 

（資料に基づき，議事（１）令和３年度事業報告について説明する。） 

  会長   ただいまの説明の中で，何か御質問，御意見等ございますか。 

  委員   １１月のかるた大会は人数制限はなかったのですか。 

執行機関   人数制限はありました。 

  委員   これは延べ人数ということですか。 

執行機関   そのとおりです。対戦表を用意して，集合時間をずらして５０名を超え

ないように活動しました。 

  委員   わかりました。 

  会長   他に何かありますか。 

   なければ，議事（１）につきましては，了承といたします。 

  続いて，議事（２）令和３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３年度市民センター利用状況について
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説明する。） 

  会長   ただいまの説明の中で，何か御質問，御意見等ございますか。 

  委員   これは延べの数字ですよね。合計の件数と人数は延べの数字ということ

ですね。そうなると，市民センターを利用している実際の人数は何名なの

かなと。同じ人が何回も利用しているのか，１回だけ利用した人が多いの

か調べれば，限られた人が利用しているのか，いろいろな人が利用してい

るのか分かるのではないかと思います。 

執行機関   ただいまの説明は，全て延べ人数です。全市民センターで延べ人数での

統計になっており，実際に何名が利用したか調べる方法がないのが現状で

す。 

  会長   今のお話ですと，単純に延べ人数だけで利用状況を判断するのではなく，

実際にどれくらいの人が市民センターを利用しているのか，地域の人がど

の程度の割合で利用しているのか捉えられれば，市民センターの利用が限

られた人だけでなく，どのくらい利用が広がっているのか分かるのではな

いでしょうか。 

  委員   利用者が固定化されているのは良くないでしょうからね。 

  会長   それを調査する手段がないということですね。調べるのは労力が必要か

と思いますが，一つの提案として聞いていただければ。 

  委員   あまり延べ人数にこだわって，利用がセンターの中で何位とかいうこと

よりも，いろいろな人を呼べるように工夫する方がいいのかなと思います。 

  委員   見和でも子育てのキッズランドがありますが，地区の子どもに限らず，

他地区からも来ています。私も他地区の講座に参加しています。グループ

ごとに統計をとることはできないことはないと思いますが，大変ですね。 

  会長   そこまでする必要はないでしょうけれど，特定の人が何回も使っている

のがカウントされているのが少し。 

  委員   そうですね。いろいろな人が使えた方がいいですね。 

  会長   市民センターの利用状況についての分析方法については，もう少し視野

を広げてもいいのではないですか。人数にこだわらずに，内容ですとか，

そういったことにも。 

    他にございますか。 

    料理教室は今回初めてですか。 

執行機関   そのとおりです。 

    会長   他になければ，議事（２）につきましては，以上といたします。 

   続いて，議事（３）令和３年度定期講座事業評価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３年度定期講座事業評価について説明

する。） 

  会長   ただいまの説明の中で，何か御質問，御意見等ございますか。 
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  委員   私も利用していますが，市民センターに来ないと講座があることが分か

らない。回覧でも配られるが，読まない人も多い。近くのスポーツ施設な

どには人がたくさんいるが，そういう人は市民センターには来ていない。 

  会長   講座の内容に対する情報提供の方法でしょうか。 

  委員   講座の定員はいっぱいになっていますか。 

執行機関   講座によって空いているところもあります。 

  委員   コロナの影響でしょうか。 

執行機関   そうではなく，もともと空いている講座もあります。 

  委員   私も今日知った講座がありますので，知名度がないですよね。 

  会長   情報提供の仕方をもう少し改善した方がよろしいと。 

  委員   10 年以上続けている方もいて，すばらしいと思います。１年未満の方も

いますが，バランスよく運営されていると思います。もっと地域に広がる

といいですね。口コミで入っている方が多いようなので，あと何名入れま

すとか，情報発信が必要かと考えます。講座満足度は高いのですばらしい

ですね。 

  委員   若い世代の利用は難しいでしょうね。ずっと同じような講座ではなく，

若い方に興味を持ってもらえるような新しい講座を考える必要があるの

ではないでしょうか。若い方に考えてもらうのも方法ではないですか。 

  会長   ただいま皆様から御意見を頂戴しました。 

まず１点は，講座の情報提供の仕方，これが回覧だけでは不十分と。講

座の内容を載せたり，工夫はされていると思いますが，もう少しインパク

トのある方法はないのかなと。口コミで入られる方が多いようなので，口

コミを利用して情報提供するのも一つの方法かと思います。 

もう１点は，ずっと同じ講座を同じ方がずっと続けている，サロン化し

ている面があると思います。本来であれば，教室からクラブへ，クラブか

らサークルへ移行して自立するというのが水戸市の方針なのでしょうけ

れども，サークルになると自分たちで場所を取らないといけない。講座は

市民センターで取ってもらえると。ここがサークルへの移行が進まない原

因であることは明白かと。 

執行機関   クラブで自主運営ができるようになり，新しく受講生を入れずに，この

まま続けていきたいとなって，サークルに移行するわけですが，先ほど  

委員がおっしゃったように，サークルになると，毎月決まった曜日に部屋

が取れなくなります。それに強い抵抗があるというのが現状です。 

   水戸市では，定期講座がサークルに移行し，空いたところにまた新しい

講座を始めて，生涯学習環境を充実させることを目指していますが，実際

は部屋が取れなくなるということで，クラブのまま長年継続するというこ

とが全市民センターで同じ状況になっています。 

  会長   それは以前からそうでしたよね。 
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執行機関   水戸市以外の市町村では，講座は１年やったら終了で，また新しい講座

が始まるとなっていますが，水戸市は少し変わったやり方ですが，どちら

もメリットもデメリットもあります。１か所の市民センターだけでやり方

を変えるのは難しいところです。 

  会長   その点については，水戸市の生涯学習の考え方によるのでしょうけれど，

あちこちの市民センターで課題になっているので，水戸市全体で抜本的な

見直しが必要ではないでしょうか。 

  委員   一般的な施設は有料ですから，無料で使える市民センターはありがたい

です。 

  会長   悪いところとしては，10 年同じ方が活動しているということは，サロン

化しているということですね。 

  委員   それに関して質問なのですが，私はクラブに入っていますが，多年受講

の継続制限があるという文言がチラシに入りましたよね。それはいつ入っ

たのですか。 

執行機関   令和元年度から２年度に移行するタイミングです。 

  委員   それまでは文言が入っていないので，いくらでも継続できるということ

でしたか。 

執行機関   新しく募集できないという相談があり，募集できないのであれば，サー

クルとして活動してくださいとお話したところ，それは無理だということ

になりました。そこで，継続できる最長年限を設けて，長く活動した人か

ら卒業して新しく募集するという決め事をして，定期講座として続けてい

くことになりました。新しい受講者が募集できないタイミングでサークル

に移行した定期講座もあります。 

  会長   新陳代謝がうまくいかないですね，今の状態ですと。長い方がずっとい

るので，新しい人が入れないと。定期講座の活性化，若い人の利用が少な

いという問題があります。チラシでお知らせするだけでなく，利用したい

方の意見を吸い上げるような仕組みを作り，それを基に講座を開設するこ

とも必要ではないでしょうか。 

  委員   子育て広場に子どもと来る保護者の方がヨガをやりたいということで，

講座をやったことがあります。ただ遊ばせるだけでなく，意見を聞いて企

画するのも良いかと思います。 

  会長   そういう方法もありますね。 

   受講の成果が地域づくりに生かされているかという質問がありますが，

具体的にはどういうことですか。 

執行機関   水戸市は，小学校区に一つ市民センターがあるのが特徴です。この質問

の狙いとしては，定期講座に参加しますと，その中に地域ボランティア活

動をされている方がいます。どのようにして地域活動に参加したら良いの

か分からなかった方が，講座でのコミュニティを通じて，参加していくき
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っかけとなっているかということです。 

  会長  地域という言葉がよく出てきますので，ここでの地域とはどういったこと

を指すのかと疑問に思いまして。 

執行機関  児童の登下校時の見守りなど，やりたいけれども，一人ではどうしていい

か分からないという方も，定期講座中で活動している方がいれば，そこでつ

ながりができます。 

  会長  定期講座を通じて人と人とをつなぐという役割も考えられるということ

ですね。 

  委員  下校後に子ども向けの講座を開催するというのはどうでしょうか。 

  会長  保護者とのつながりもできますね。夏休みや冬休みを利用した企画はあり

ますが，日常的にも何か企画があれば良いですね。 

  委員  中学生や高校生にアイデアを出してもらうこともできます。 

  委員  運営や見守りをするボランティアも必要ですね。子どもだけでは不安です

ね。 

  委員  いろいろな年代とふれあう機会にもなりますね。 

  会長  子どもたちの放課後の時間を有効に利用する使い方，市民センター単独で

は厳しいと思いますので，地域の方と連携してできることがあれば良いと思

います。 

執行機関  それでは，運営審議会の御意見として，情報発信の方法や内容を充実させ

ていくことを検討する，若い世代の参画を促すため，若い世代の考えを聞く

ような取組を試行してもらいたい，市民ニーズの把握に努めてもらいたいと

いった内容でよろしいですか。 

  会長  教室，クラブ，サークルの流れを抜本的に見直したほうがよろしいのでは

ないかと。それも運営審議会の意見として追加したいと思います。 

他に何かございますか。なければ，（３）については以上とします。 

 次に，（４）令和４年度定期講座開設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４年度定期講座開設について説明する。） 

  会長  それでは，（４）について何かございますか。 

  運動系が多いですね。 

執行機関  健康志向のものは人気ですが，人数が少なくても地域のニーズに応えるも

のを用意したいと考えています。 

  会長  他に何かございますか。ないようですので，（４）については以上としま

す。 

 続いて，（５）その他について説明をお願いします。 

執行機関  今回，市民センターからは特にございません。 

  会長  それでは，（５）につきましては，以上とします。 

      他に何かございますか。 

      ないようですので，全ての議事を終了いたします。 



７  

 

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

の皆様方の貴重な御意見を踏まえ，今後，市民センター事業を展開してま

いりますので，よろしくお願いいたします。 

       以上をもちまして，令和３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。 

 

 


