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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 

  水戸市五軒市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

  平成 27 年 7月 24 日(金)   午後２時 00 分から午後３時 00分まで 

 

３ 開催場所   

  水戸市五軒市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委  員  大関 典男  齋藤 敬二  白土 恵子  川又 昭子   

坂場 克身  高野 健治 

(2) 執行機関   金生 不二雄  鈴木 さやか  薗部 篤生 

(3) その他 

  

５ 議題及び公開・非公開の例 

(1) 平成 26 年度五軒市民センター使用状況及び事業報告について (公開) 

 (2) 平成 27 年度五軒市民センター運営方針及び重点目標について（公開） 

 (3) 平成 27 年度五軒市民センター事業計画及び地域関連事業について(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 27 年度 第１回五軒市民センター運営審議会 

 

９ 発言の内容 

執行機関： それでは，ただ今から平成27年度第１回水戸市五軒市民センター運営審議

会を開催させていただきます。なお，水戸市市民センター条例第12条第２項

の規定により，委員数の２分の１以上が出席され定足数に達していることを
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申し添えます。 

      それでは，次第に沿って進めたいと思いますので，よろしくお願いいたし

ます。 

      始めに委嘱状交付とありますが，今回，  委員が３月をもって退任され

ました。その補充委嘱ということで，後任として  様に引き受けていただ

きました。  様には，前任者の残任期間ということで，来年の３月31日ま

で運営審議委員として御委嘱申し上げますのでよろしくお願いいたします。 

     （委嘱状交付） 

執行機関： 今回初めての方もいらっしゃいますので，改めて委員の方の自己紹介とい

うことでお願いしたいと思います。 

各 委 員： （委員自己紹介） 

執行機関： ありがとうございました。 

      次に事務局職員を紹介させていただきます。 

      （所長より事務局職員を紹介） 

      それでは，会議に先立ちまして，改めて  会長より御挨拶を頂きたいと

思います。 

会  長： （会長挨拶） 

執行機関： ありがとうございました。 

      それでは水戸市市民センター条例第12条第１項の規定により，会長に議長

になっていただき，議事進行をお願い致します。 

議  長： それでは始めに，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２名以上置くこととされておりますので，今回も名簿順に  委

員と  委員にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

― 異議なしの声 ― 

よろしくお願いします。 

それでは議事に移ります。（１）平成26年度五軒市民センター使用状況及

び事業報告について，事務局より説明していただきます。よろしくお願いし

ます。 

執行機関： （執行機関説明 資料１～４ページ参照） 

議  長： ありがとうございました。今の事業報告や使用状況について，何か御質問

等ありましたらお願いします。 

      今の説明の中で，事業関係，特に定期講座や単発講座で休講していたもの

は，今現在はどうなっていますか。 

執行機関： はい，このあと事業計画の方で説明しますが，２年前と同じような形で始

まっています。 

議  長： はい，分かりました。では他に質問等なければ（２）平成27年度五軒市民
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センター運営方針及び重点目標について説明お願いします。 

執行機関： （執行機関説明 資料５～６ページ参照） 

議  長： ありがとうございます。今の説明の中で何か質問等あればお願いします。 

― 異議なしの声 ― 

議  長： それでは（３）平成27年度五軒市民センター事業計画及び地域関連事業に

ついて事務局より説明お願いします。 

執行機関： （執行機関説明 資料７～１１ページ参照） 

議  長： はい，ありがとうございました。ただ今の中で何か質問等あればお願いし

ます。 

― 異議なしの声 ― 

議  長： なければ，（４）のその他になりますが，何か御意見等あればお願いしま

す。 

  委員： 先日終わりましたサマーナイトコンサートについてなんですが、私たちも

一応子供の店ということで出店しまして，12時から販売したのですが，子供

さんの姿が少ないですね。子供さんもそうですけど，大人の方もやっぱり暑

い時って来ないんだと思うんです。だからお店で焼きそば売っていた方は，

最初３００円，人が来ないから２００円，最後には１００円で持って行って

ちょうだいという状態だったので，少し時間的なことも会議の時に見直して

みてはどうでしょうかと思って。３時４時はすごく人が出て来ましたので，

３時からのコンサートはそのくらいの時間でいいと思うのですが，ふれあい

まつりという時間を例えば２時くらいからにするとか，ちょっと考えてみて

はいかがなものか，暑さ対策としても思いました。 

執行機関： コンサート自体も３時からだから，３時過ぎに皆さん来るのかもしれない

ですね。 

  委員： どうしてもコンサート中心なんでね。 

  委員： そうですよね。ただ，コンサートに出演している子供たちにも楽しんでも

らいたいということでお店を出しているんですけど，いかんせん子供が来な

くって，あとの方になって来た頃にはもうないっていう状態だったんですね。

だから，できるのであれば私たちの場合にはお店を出す時間を遅くして，コ

ンサート出演後の子供がたくさん来た時に対応してあげたいと思ったので

ちょっと伺ったんですけど，そういうことは可能ですか。 

  委員： 可能だと思います。子供たちに楽しんでもらいたいですからね。 

      あと，今年は少し体調を崩されたお子様がいましたが大丈夫でしたか。 

  委員： １人は前日から調子が悪くて，でも今年最後だからって出たんですが，も

う１人はやっぱり暑かったせいでしょうね。ただ，すぐ冷やしてもらったら

かなり良くなったので，おかげさまで大丈夫でした。 



4 

 

  委員： びっくりしましたね。 

議  長：   委員いかがですか。 

  委員： 今年は市民センターが例年どおり使えるということで，またいろいろな催

し物が元に戻って，前のように活気がある市民センターになればなと思って

聞いておりました。以上でございます。 

議  長： ありがとうございます。  委員いかがですか。 

  委員： 防災のつどいの宿泊関係で，昨年度は学校も耐震工事で体育館を使えない

ということだったのですが，今年は例年どおり体育館に戻るのですか。 

執行機関： はい，そうです。夜間開放もその日は中止にしていただくということで 

担当の先生にお願いしています。 

  委員： 分かりました。その辺をちょっと確認したかったので。 

議  長： では  委員いかがですか。 

  委員： 初めて参加させていただいて，スポーツレクリエーション部会の方ではい

ろいろ活動させてもらっていますが，こんなに多くのことをやっているとい

うのは分からなかったのでびっくりしました。マンションに住んでいるので

すが，マンションの住人というのが，こういう活動とか全く分かっていない

ので，そういうところにもお知らせが行くようなことがあるといいなと思う

のですが。マンションに住んでいる方っていろいろな方がいて，なるべく周

りと係わりたくないって方もいらっしゃいますし，難しいとは思うんですけ

ど，地震なんかの時は人との繋がりがないと最終的に命を落とすというよう

なこともあるので，もっと浸透させられたらいいなと思います。 

議  長： ありがとうございます。災害の時には市民センターや小学校等が避難所に

なって皆さんお世話になるということなので，マンション等の中にもそうい

うお知らせは行っているわけですよね。 

執行機関： 町内会として地区会に入ってくれれば回るようにはなっています。 

議  長： ただうちの町内もそうですけど，町内会に入らないマンションというのが

結構あるんですよね。 

  委員： 去年いろいろ事業をやった中で，あるマンションにヒアリングをさせてい

ただいたんです。その中で，例えば市報の配布なんかはどうなっているかと

いうと，みんな読んだりもしないので管理人室で止めているそうなんです。

いらないって言うんですって。 

  委員： それでは催し物があればエントランスのところに貼っていくとか，そうい

うアピールでもしないと，目に留まらない可能性はありますよね。 

  委員： そうですよね。結局自分からシャットアウトしている方が多い感じですよ

ね。 

  委員： 情報を欲しい人と欲しくない人がいるから難しいんでしょうね。 
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執行機関： 水戸市の方でも町内会加入は推進しているんですけどなかなか今難しくて，

マンション自体に管理組合があって，市報もこちらが配らなくても事務所に

管理人さんが取りに来るんですよ。それで他のマンションじゃない町内会に

入ってない人たちは，今コンビニとかいろんなところで貰えるから町内会に

入る必要がないってことで入らない方が多いんです。それらに加入の推進を

してもなかなか難しいんですね。町内会としての魅力とか，魅力のある活動

とかがあれば別なんでしょうけど。不動産会社を通して一戸建ての販売とか

の時は，その不動産会社が町内会への加入ＰＲをしたりとか，水戸市の方か

ら不動産会社の方に連携は取っているみたいなんですけど。なかなか町内会

加入は難しい事態になってきているのかなと思うんですね。 

  委員： 市報を見なくても生活はできますからね。 

執行機関： 何かあれば市役所に電話すればいいですしね。 

  委員： ホームページも見られますからね。 

執行機関： 便利になった分なかなか難しいんですね。 

議  長： うちの周辺の町内は，町内会に入ってくる方はほとんどゼロで，商店で店

舗を借りて入ってきて，それで商店会に入るかっていうとそういう人も少な

い。 

執行機関： あとは既存の町内会も高齢化が進んで，会長とか班長とかできる人がいな

くなっているんだそうです。だから大変なところもありますよね。 

  委員： 確かに，根本町も高齢化が進んできてますね。 

議  長： うちの町内も，年寄りになったからって建物を壊して子供とか孫のところ

へ行っちゃって，だからうちの前はみんな駐車場ですよ。 

執行機関： 今後，市民センターといたしましても，地区会と密に連携を取りながら，

町内会加入促進を図ってまいりたいと思います。 

議  長： 他に何か御意見等ありますか。 

― 異議なしの声 ― 

議  長： それでは，異議なしの声がありましたので，以上を持ちまして本日の議案

が全て終了しましたので，議長を降ろさせていただきます。御協力ありがと

うございました。 

閉  会 

 

執行機関： 貴重な御意見ありがとうございました。皆様方の御意見を参考にしながら，

今年度の事業等も進めていきたいと思いますので，今後とも御指導，御協力

の程お願い申し上げまして，第１回五軒市民センター運営審議会を終了いた

します。ありがとうございました。 

 


