
様式第３号（第７条関係） 

 

会  議  録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

   水戸市国田市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   令和４年３月３日（木）午前 10 時 00 分から午前 11 時 10 分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市国田市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委  員  根本正一，園部武正，小林安子，高安成子，石川敦史，玉井康浩 

(2) 執行機関  須藤礼次，小川雄生 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 令和３年度利用状況について                  （公開） 

(2) 令和３年度事業報告について                  （公開） 

(3) 令和４年度定期講座募集（案）について              （公開） 

(4) 市民センター事業評価について                 （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回国田市民センター運営審議会 

 

９ 発言の内容 

  議  長  本日審議いただく事項は，その他を含め全部で５件でございます。 

それでは，「(1)令和３年度利用状況について」説明願います。 

  執行機関  （議題(1)について説明） 

   議  長  ただいまの説明で，何か御意見や御質問がありましたらお願いいたします。 

         毎回ではありますが，図書の利用率は依然として低いですね。 

     委員  以前よりは増えましたね。 

   執行機関  今年については，図書入替えの際に，中央図書館に過去のベストセラーなどに

替えてほしいとの要望を出して，「永遠のゼロ」や「三匹のおっさん」，又吉さん

の作品など，最新版ではありませんが，話題になった図書に入替えをしてもらい



ました。ただ，依然としてＰＲ不足はあるかもしれません。 

  委員  利用者の年齢層はどのような状況でしょうか。 

執行機関  年配の方もいらっしゃいますが，今年度は，子育て広場に来たお子さんが利用

するようなことも多くなりました。 

議  長  子ども向けのコミックなどは置いてありますか。 

執行機関  コミックはありません。あるのは伝記的なものになります。 

議  長  今の子たちは，読むより目で見る漫画的なもので学習することが多い気がしま

すね。 

  委員  漫画で学ぶ三国志などのシリーズは人気で手に入らないので，そういったもの

を入庫してもらえると利用が増えると思います。 

    委員  新しい図書を用意したときに，新刊入荷などと書いてＰＲしても良いですね。 

  委員  ポップを用意してはどうでしょうか。その方が目に入りやすいし，興味がわく

と思います。 

執行機関  たしかに，目に付くところにそういったポップなどがあると良いですね。 

  議  長  ロビーにあるテレビを活用してみてもいいのではないでしょうか。 

    委員  映像を利用して図書の案内などをしてもよいと思います。 

  執行機関  ちなみに，学校では子どもさんの利用は増加していますでしょうか。 

    委員  学校でもそんなに一気に増えるといったことはありません。図書は，市の図書

館の方が巡回で入替えと整理に来てくださっています。学校の図書室では，季節

ごとにお薦めの図書などをまとめた棚などを用意しています。 

  執行機関  ポップなどは導入できることだと思いますので，検討させていただきます。 

    委員  映像のライブラリーなどはないのでしょうか。 

  執行機関  こちらには置いておりません。 

    委員  貸出しなどもできないでしょうから，難しいですかね。 

    委員  自宅で子どもが見なくなったＤＶＤや図書を寄付するのはいかがでしょうか。 

  執行機関  寄付について，ＤＶＤや図書の寄付のお話は多いのですが，新刊等，一定の書

籍以外は受け入れていない状況です。 

  議  長  先ほどの映像の件ですが，流す映像について審査などはあるのでしょうか。 

  執行機関  特に市の方で審査をするということはありません。 

  議  長  その他，ございませんか。 

ないようであれば，次に，「(2)令和３年度事業報告について」説明願います。 

執行機関  （議題(2)について説明） 

議  長  ただいまの説明で，何か御質問はありますでしょうか。 

  委員  メディア教育指導員による講座を，センターの家庭教育学級の中でも実施でき

ないでしょうか。従来，１年生を対象に実施していましたが，対象を１年生以外

にも拡大していただければ，メディア教育につながると思います。 

議  長  その他に何かありますか。 

  委員  青少年浄化活動についてですが，今年度はコロナの関係もあり，縮小して児童

と保護者のみで実施させていただきました。今後は,ただゴミを拾うだけではなく，

現在の浄化活動は継続した上で，看板の作成など別な方法でも活動をしていこう

と思っていますので，よろしくお願いします。 



議  長  実践会の活動も，コロナの関係で飲食を伴うものは難しいので，令和４年度の

事業でも夏祭りは中止ということになりました。コロナがある現状では，全員が

集まってするイベントは厳しいですね。夏祭りは台風 11 号による被害以降，実施

できていないですが，現状では，コロナの特効薬でもできない限り難しいでしょ

うね。 

  他には何かありますか。 

  委員  子育て広場についてですが，お子さんたちが生き生きと遊んでいて，今後も継

続するといいなと思います。 

  委員  子育て広場の参加人数はどのくらいでしょうか。 

執行機関  それほど多くはないのですが，１回につき３～４組，10 名弱といったところで

す。 

  委員  参加者は地区外の方も多いですか。 

執行機関  地区外の方も多いです。保護者同士のＳＮＳで情報を知って，地区外からいら

っしゃる方もいます。クリスマスなどイベントのときは，皆さんいろいろなセン

ターの子育て広場を回っているようで，そのときは 20～30 名くらいになります。 

  委員  その地区外から参加している方に，義務教育学校の勧誘などをすることは可能

でしょうか。 

執行機関  それは可能だと思います。チラシの配布なども大丈夫です。 

  委員  そうであれば，学校としてＰＲに来ます。 

執行機関  ただ，子育て広場は参加対象が１～３歳くらいの未就学児童なので，すぐに小

学校ということではないと思います。 

  委員  ならば，幼稚園のＰＲができますね。 

  委員  一定の人数が集まるようなときは，説明に来させていただきます。 

執行機関  幼稚園から義務教育学校へという流れができれば良いと思います。 

議  長  国田は特殊な教育をしていますというアピールができればいいですね。国田の

特色ある授業内容を周知できれば，入学してくれる方が多くなると思います。 

やはり，これからはグロ－バルな視点が必要で，英語などができないと今後は

厳しいと思います。語学力は必須だと思いますので，そういうものに特化した学

校づくりができれば良いと思います。 

  委員  将来保育士を目指す中学生を子育て広場に参加させることは可能でしょうか。 

  委員  子育て広場の実施が平日なので，子どもたちの参加は難しいかと思います。職

場体験として実施することもできなくはないですが，職場体験のときは幼稚園に

行ってしまいます。 

議  長  その他に御意見ありますか。 

特にないようであれば，次に(3)の「令和４年度定期講座募集（案）について」

説明願います。 

  執行機関  （議題(3)について説明） 

  議  長  皆さんの方で御意見や質問がありましたらお願いします。 

    委員  定期講座は基本的には月２回までですか。 

  執行機関  原則は２回です。 

    委員  定期講座のチラシの裏面の市民センター案内に，図書利用の案内を入れたらよ



いのではないでしょうか。 

  執行機関  そうですね。修正させていただきます。 

  議  長  シニア向けのスマートフォンの定期講座のようなものはないのでしょうか。 

  執行機関  スマホ講座については，来年度のセンター事業として，単発の講座での実施を

予定しています。開催した上で反響があれば，次年度以降に定期講座として実施

も考えたいと思います。 

  議  長  子どもと一緒に住んでいる人は使い方を教えてもらえるが，そうでない人は教

えてもらえる人がいないので，講座をやってもらえるといいですね。 

  その他にございませんか。ないようであれば，原案どおり承認するということ

でよろしいでしょうか。 

  委員  はい。 

議  長  次に，(4)の「事業評価について」説明願います。 

  執行機関  （議題(4)について説明） 

議  長  ただいまの説明で，何か御意見はありますか。 

    委員  定期講座の募集チラシの人数と事業評価の人数が違っていて，チラシのほうが

かなり少ない気がしますが，この違いは何ですか。 

  執行機関  チラシに記載されている人数は，来年度の新規の募集人数で，継続の受講者は

含まれていません。これに対して，事業評価の人数は今年度の受講者の人数です。 

    委員  分かりました。そうすると，新たに定期講座に申し込む場合は，長年継続され

ている人たちの中に入ることになると思うので，勇気がいりますね。 

また，チラシを見ると，平日の日中の講座が多いですが，参加者を増やすには，

生活スタイルの多様化に伴って，実施時間などを考えてみてはどうかと思います。 

    委員  参加者を増やすことについてですが，ヨガクラブの場合は，コロナ感染症対策

として受講者間のスペースを取っていて，人数が増えても入りきれなくなるため，

少人数の募集となっています。 

  議  長  コロナがあるため，人を集めたいけれど，集まりすぎては困るといった矛盾す

ることになっていますね。 

    委員  定期講座のチラシについてですが，周知力の問題があるのではないかと思いま

す。チラシだけを見ても，何をやっているかが分からないですね。 

        時代に合わせて，ＳＮＳ等でＰＲをしてはどうでしょうか。回覧等を見ない若

い世代に知ってもらう必要がありますし，それにはＳＮＳを活用した発信が良い

と思います。 

  執行機関  定期講座の案内を全戸配布で配布していますが，地区の方たちはどの程度回覧

文書を気にしているのかと感じています。 

  議  長  気にして見ているとは思います。募集人数に対して，どの程度の反響というか

申込みがあるのでしょうか。 

  執行機関  ほぼ新規の申込みはない状況です。募集に対していっぱいにはならないです。 

議  長  募集内容がニーズに合わないからかな。 

      若い方は共稼ぎが増えていて，平日の日中はなかなか難しい。６０代以上にな

ってしまうのもそのためですね。 

  委員  会費の中で全ての参加費用が賄えるのでしょうか。 



執行機関  チラシの会費の欄に書いてある金額は，講師の謝金に当たる部分です。チラシ

の中にもあるように，教材費や材料費は別途各自の負担になります。 

    委員  元気アップ・ステップ運動は定期講座ではないのでしょうか。チラシから抜け

ている気がするのですが。 

  執行機関  元気アップ・ステップ運動は定期講座ではないため，記載されていません。 

    委員  ＰＲ方法についてですが，定期講座の活動風景を動画に撮って，ロビーやホー

ムページで流してみてはどうでしょうか。 

  委員  チラシだけでは，内容が分かっても，雰囲気が分からないですからね。 

    委員  以前，男の料理教室に参加していましたが，あの講座は楽しかったし，おいし

かった。でも，それは参加していない人は分からないですからね。 

    委員  チラシに「見学可」などの見出しを入れるのはいかがでしょう。いきなり加入

してもらうのではなく，少しハードルを下げてみてはどうでしょうか。 

    委員  体験入学的なものをやってみても良いかもしれないですね。 

  執行機関  定期講座の代表としては，見学や体験は可能でしょうか。 

    委員  見学や体験はいつでも大丈夫です。 

    委員  開かれた講座にしていった方が良いですね。 

    委員  ホームページの件ですが，今は実践会のホームページの中にありますが，それ

を独立させるのも一つの手ですね。少し費用が掛かるとは思いますが。 

  執行機関  そうですね。市民センターとしてホームページが作れるのかという問題もあり

ますし，費用等も発生する可能性があると思いますので，調査検討いたします。 

    委員  そのあたりは，実践会に支出してもらうのも良いと思います。 

        実践会のホームページ内でも動画や講師の紹介を載せたりはできますけれど，

見づらいですからね。 

    委員  ただ，その実践会のホームページ自体が更新されていないのですけれどね。 

        いずれにしても，時代に沿ったアプローチを検討していく必要があると思いま

す。 

  議  長  その他，何か御意見はありますか。ないようであれば，原案どおり承認という

ことにいたします。 

次に，(5)の「その他」に移りますが，何かございますか。 

        今はコロナでいろいろなことが制限されていて，思い切ってやろうと思っても

やりづらいとは思いますね。 

    委員  ホールに置かれている縁台を，ふだん使わないときは別の場所にしまっておく

ことは難しいのでしょうか。どこか収納できるスペースはないのでしょうか。 

    委員  今はどこに置いてあるのですか。 

  執行機関  今は収納スペースの関係で，ホール正面の壁際に重ねてあります。 

    委員  収納する部屋を増設したいですね。 

  議  長  まん延防止等重点措置が延長になりましたが，それに伴って部屋貸しに影響な

どはありますか。 

  執行機関  施設の利用については，従来のマスク着用や人数制限等があるのみで，新たな

制限はありません。 

    委員  マスクを着用しない等のトラブルはないですか。 



  執行機関  トラブルは今のところありません。 

    委員  田舎のおじちゃんなどはマスクを着けないで来ることが多いと思いますが，ど

うでしょうか。施設としては，マスクの着用を促したりするのでしょうか。 

  執行機関  マスクを着用していない場合には，他に利用者がいるなど，状況に応じてマス

ク着用のお願いをしています。 

    委員  あくまでも強制ではなく任意ですからね。予備のマスク等は用意しているので

しょうか。 

  執行機関  予備のマスクは用意してあります。お忘れになった方にはお渡ししています。

ただ，故意に着用しないなどという方は今のところいらっしゃらないです。 

    委員  ホールにあるＣＤプレイヤーのトレーが開かないことがあるのですが，修理や

交換は無理でしょうか。 

  執行機関  故障について確認してみます。 

  議  長  オーディオ設備が複雑で，使い方が分かりにくいですね。1 台電源を入れるだ

けでは使えないのですね。 

  執行機関  そうですね。複数の設備がついているので，少し複雑になっています。使い方

については，分かりやすいようにテプラで番号を貼ったり，写真付きの説明書を

作成する等してオーディオ設備のところに置いています。 

  議  長  他にございませんか。 

ないようであれば，本日予定しておりました事項全てについて審議が終了いた

しましたので，以上をもって議事を終了します。 

  執行機関  ありがとうございました。以上をもちまして「令和３年度第２回国田市民セン

ター運営審議会」を終了いたします。 


