
様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

 

１ 附属機関の会議の名称 

水戸市桜川市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

  平成 29年６月 30日（金）午後２時 00分から午後３時 30分まで 

 

３ 開催場所   

水戸市桜川市民センター  

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委員 

笹沼 慎一，吉原 孝則，増田 年男，澤畑 清子，平戸 則子，樫村 忠 

(2) 執行機関 

五上 正嗣，豊田 千賀子 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 平成 29年度桜川市民センター運営方針及び重点目標について（公開） 

(2) 平成 29年度事業計画について（公開） 

(3) 平成 29年度定期講座募集状況について（公開） 

(4) その他（公開） 

 

６ 非公開の理由   

なし 

 

７ 傍聴人の数 

  ０人 

 

８ 会議資料の名称 

  平成 29年度第１回桜川市民センター運営審議会 

 

 

 

 



９ 発言の内容 

執行機関  定刻となりましたので，ただ今から平成 29年度第１回桜川市民センター運営

審議会を開会いたします。 

      運営審議会開催に先立ちまして新たな審議会委員を御紹介させていただきま

す。水戸市立河和田小学校長の〇〇校長先生が退職なされ，新たに〇〇校長先

生が水戸市立笠原小学校から赴任なされました。〇〇校長先生には前任の校長

先生と同様に審議会委員を務めていただきます。 

      それでは〇〇校長先生に桜川市民センター運営審議会委員の委嘱状の交付を

させていただきます。本来，水戸市長がお渡しすべきところではございますが

公務多忙のため出席することができませんので，私の方からお渡しさせていた

だきます。 

  －委嘱状交付－ 

執行機関  なお，市民センター運営審議会委員の皆様方の任期は２年でございますが，

〇〇委員につきましては前任者の継続となり任期は今後１年間ということにな

ります。 

続きまして，市民センター条例第１１条第３項の規定により，運営審議会に

正副会長を置くことになっております。選出方法につきましては役員の互選と

いうことになっておりますが，いかがいたしますか。 

委員    執行機関に何か案はありますか。 

執行機関  それでは執行機関案としてゆたかな河和田をつくる会会長の〇〇委員さんに

会長をお願いしますとともに，前年度に引き続き〇〇委員さんに副会長をお願

いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

     （全員了承） 

執行機関  それでは異議なしとのことですので，〇〇委員さんに会長をお願いいたしま

す。それでは，会長からごあいさつをお願いいたします。 

会長    お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。本日の審議会が 

円滑に進められますよう御協力をお願いいたします。 

執行機関   ありがとうございました。 

       それでは議事に入りたいと思います。会議の議長でございますが，市民セ

ンター条例第１２条第１項の規定により，〇〇会長にお願いいたします。 

議長     それでは，市民センター条例の規定により議長を務めさせていただきます。

議題に入る前に本日の出席状況を執行機関より報告を願います。 

執行機関   本日の出席状況について御報告いたします。委員，現在６名のところ，出

席者６名，欠席者０名でございます。よって，出席者が２分の１以上を達し

ておりますことから市民センター条例第１２条の２の要件を満たしており，

本日の会議が成立していると報告いたします。 

議長     ただ今の報告により，本日の運営審議会は成立しておりますので，これよ

り会議次第に従って議事を進めてまいります。 



       なお，本日の議事録署名人につきまして執行機関で案はありますか。 

執行機関   それでは，議事録署名人でございますが，〇〇委員，○○委員にお願いし

たいと思いますが，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

議長     それでは，議事録署名人には〇〇委員と〇〇委員が務めることといたしま

す。それでは議事に先立ち各委員の自己紹介をお願いいたします。 

      （全員自己紹介） 

議長     それでは議事に入ります。本日御審議いただく案件はその他を含めまして

４件でございます。 

議題（１）平成 29年度桜川市民センター運営方針及び重点目標について説

明を願います。 

執行機関  （議題１ 平成 29年度桜川市民センター運営方針読み上げ後重点目標説明） 

 地域コミュニティ活動の活性化として河和田地区コミュニティプラン実現

に向けた取り組みや支援を行ってまいります。また，地域内の現存する各種

団体が横の連携を図れるよう情報の共有化などを行ってまいります。 

 さらに，ゆたかな河和田をつくる会を始めとする河和田地区のコミュニテ

ィ活動について広報誌等を利用し積極的な情報提供を行うことで町内会・自

治会への参加意識の高揚を図ります。万一の災害時においては防災組織や町

内会・自治会の務める役割は非常に大きいことから地域コミュニティの活動

推進は重要であると考えております。 

 続きまして，生涯学習活動の推進でございますが，受講者や市民ニーズを

捉えた講習を開催するとともに，女性学級や高齢者学級等に現代的な課題を

取り扱ったテーマを組み入れることにより，地域課題等を主体的に捉える学

習機会を創設してまいりたいと考えております。 

 また，少子化の時代を迎え，家庭教育学級の重要性はますます高まってい

ると考慮しております。未就園児や小学校低学年児童を中心とする家庭教育

の支援を強化し，家庭での教育を考え親子で学びあえる事業を開催してまい

りたいと考えております。 

 次に学習の成果が生かせる環境づくりでございますが，市民センターを会

場にしたふれあい河和田祭りを開催し，成果の発表できる場を確保いたしま

す。さらに市民センター主催で行った各種講座や教室の成果について運営審

議会等の第三者の検証を行い，より地域のコミュニティ育成や活性化に寄与

するよう事業提起を行ってまいります。 

 さらに学校，家庭，地域の連携強化といたしまして，学校やＰＴＡ，地区

の各種団体と協力しながら子供たちの生きる力を育む事業展開を行っていき

たいと考えております。運動会やお祭りなど三世代交流の場の提供など気軽

に異世代が参加できるような事業を検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。  



議長     今の説明でなにか質問や御意見はありますか。  

委員     今年のふれあい河和田まつりは１１月２５日と２６日に開催さ

れそうですが，実はその日は水戸市の産業祭と同じ日になっていま

す。私も産業祭に参加しなくてはならず，ふれあいまつりと同時に

参加するのが大変なのです。できれば日程をずらすことはできない

でしょうか。今年のふれあいまつりの日程はいつ頃決めたものなの

でしょうか。  

議長     日程の調整というのは可能なのですか。 

執行機関   ふれあい河和田まつりの日程については今年の１月末のころに

各クラブと部員募集の打ち合わせに合わせて協議し，１１月の末に

決定いたしました。ただし，その時点では水戸市の産業祭の日程と

の擦り合わせは行っていないようです。今年度の日程を変更いたし

ますことは市民センターの年間スケジュールを変更しなければな

らず，調整は困難と考えております。  

      次年度については調整が可能と考えております。今年度について

は産業祭に参加される団体と準備のスケジュールや出店等の内容

を検討し，できるだけ負担にならないよう調整を行いたいと考えて

おります。  

議長     来年については開催時期の変更は可能とのことですね。できるだ

け多くの方々に参加してほしいですから，よろしくお願いします。 

      他に質問はございますか。  

委員     地域の連携の件で質問というか相談なのですが，現在子供会への

加入が深刻な状態となっています。河和田地区は町内会加入と子供

会加入がセットになっている感じで，町内会に入らない家庭は子供

会にも入っていない状況です。河和田小学校への登下校で，交差点

の渡しを子供会育成会でやっていますので，親御さんの方からも不

公平感が漏らされています。  

      できることなら，地区会の権限で町内会に加入するような方針を

決定してもらいたいと思っています。  

議長     確かに町内会加入世帯が減っている状況で，それが子供会育成会

にも影響が出ているのは問題と考えています。ただし，地区会の権

限で町内会に加入というのは現状では難しいと思っています。登下

校に関しては学校の方で何か対策ができることはないか，保護者の

考え方の啓発など今度小学校の方へ相談してきます。  

委員     町内会に子供会が入っている状況では無理があるかもしれませ

ん。登下校に関してだけでも何かほかの形態に変更できないもので

しょうか。  

委員     もっと子供会に入りやすい体制づくりをできないものか検討し



ているところですが，ほかの地区と一緒になった場合など，他の地

区の子供に対して町内会から補助金を出せないなどの問題もあり，

なかなか進展できません。  

委員     登下校の問題は学校の問題でもあります。登下校時の見守りは育

成会の方々が行っておりますが，代わりに地区の方々の見守りをも

っと行っていただけるよう尽力していきます。また，ほかの地区で

すがスクールガードという組織があり，登下校時の見回りを行って

いただいているケースがあります。また，登下校の班編成について

は，現在の形をベースとしながらも地域性を十分考慮し，児童全員

を集団登下校させることで，児童の安全を確保したいと考えていま

す。 

議長     このことは地区の大きな問題でありますので，ほかの組織にも諮

ってまいりたいと思います。  

他に御質問はございますか。なければ議題（２）平成 29 年度事

業計画について執行機関から説明願います。  

執行機関  （地域コミュニティ活動の支援読み上げ，続いて生涯学習の推進  

説明）  

       生涯学習活動の推進につきましては，定期講座の開催を今年度も

継続して行ってまいります。６，７ページは定期講座の募集チラシ

でございますが，前年度と同様に教室・クラブの変化はございませ

ん。次に家庭教育学級の開催でございますが，６月１９日に河和田

小学校の保護者を対象としたほほえみ学級を開催しております。ま

た，７月には河和田幼稚園と共催でふれあい学級を開催する予定に

なっております。ふれあい学級につきましては助産師の方が講師と

なり保護者を対象とした性教育や子供とのかかわり方を講演して

いただく予定です。次に女性セミナーでございますが，すでに移動

学習を開催しており，埼玉県の川越市の町並みなどを見学してまい

りました。参加者からは大変好評を得ました。寿学級につきまして

は，７月２０日に高齢者の健康づくりに役立つ後援会として，水戸

ヤクルト販売株式会社から講師を派遣していただき講演会を開催

する予定です。郷土史研究では，地元の有識者による講演など河和

田地区の歴史などの講演や史跡案内など開催する予定になってお

ります。ふれあい河和田まつりにつきましては，先ほど御意見があ

りました通り，次年度は日程調整等を密に行います。最後の介護予

防事業の実施につきましては，関係機関と協力し継続してまいりた

いと考えております。以上になります。  

議長     今年度新規に提案したものはあるのですか。  

執行機関  今年度新規に提案したものにつきましては，夏休みの子供の居場



所づくりとして，八月後半にサマースクールを開催したいと考えて

おります。内容については絵画教室を開催する予定となっておりま

す。 

      さらに，家庭教育学級のふれあい学級の回数を増やすなどますま

す充実させるよう計画しております。  

議長     他になにか御質問・御意見等はありますか。  

委員     女性セミナーは移動学習だけで終わりなのですか。  

執行機関  ９月に実習体験を予定しておりますが，詳細はままだ決まってい

ません。更に来年１月ごろに第３回女性セミナーを開催する予定で，

こちらは講演会を予定しております。５ページに年間の予定を掲載

しておりますので御確認ください。  

議長     他に御質問はございますか。なければ議題（ 3）平成 29 年度定期

講座募集状況について執行機関から説明願います。  

執行機関   それでは（３）平成 29 年度定期講座募集状況について御説明いたします。

こちらは今年の３月に地区内全戸に配布した募集チラシになります。表面に

は募集要項と，定期講座以外の事業を載せてございます。裏面につきまして

は定期講座の詳細と募集人員が載せてございます。教室とクラブの詳細につ

きましては資料のほうを御確認願います。続きまして９ページを御覧くださ

い。定期講座の募集人数と申込人数となっております。上段につきましては

定期講座の教室，下段につきましてはクラブとなっております。表の中で在

籍数につきましては，申込人数を累計した６月２０日現在の人数となってお

ります。 

いろいろなクラブや教室を開催しておりますが，ものによっては新規加入

者が０のところがあり，今後の継続や運営の在り方について検討する必要が

あると考えております。さらに，基本的に昼間の教室が多いことから講座へ

の参加者が高齢化しており，若い人が気軽に参加できるような時間帯の検討

や魅力的な事業を行うことが必要と認識しております。以上でございます。 

議長    （３）平成29年度定期講座募集状況について説明がありましたがなにか質問

等ありますか。無いようですので（４）のその他ですが，執行機関

でなにかありますか。  

執行機関  運営審議会とは直接関係ありませんが，新たに町内会が発足しま

した。ゆたかな河和田をつくる会にも参加いただけるとのことでし

たので，ここで皆様にも報告いたします。  

委員     新しい町内会とは新たに開発した団地のところですか。  

執行機関  そこになります。町内会名は K’sTownコミュニティーとなってい

ます。世帯数は現在７２世帯で，まだ１０世帯が加入を保留してい

る状態とのことです。  

議長     町内会が増えることはよいことですね。残った世帯も加入してく



れるとよいですが。他になにかありますか。ないようですので，以

上で平成 29年度第１回運営審議会を閉会します。皆さんお疲れさま

でした。  

 

 


