
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 30年６月 29日（金） 午後１時 30分から午後２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，君島 茂男 

(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 30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 30年度事業計画について（公開） 

(3) 平成 30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 30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，ただいまから平成 30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委嘱状の交付をいたします。これは審議会委

員が平成２９年度で一旦任期が切れ，新たに平成３０年度より２年の任期をも

って運営審議委員になられますことから改めて委嘱状を交付するものです。      

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。それでは 

      審議委員から前に出てください。 

－審議委員全員に委嘱状交付－ 

執行機関  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，前年度に引き続きゆたかな河和田をつくる会会

長の  委員に会長をお願いしますとともに，  委員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，  委員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。 

 それでは，平成 30 年度から新たに２年間運審委員に委嘱されたことですし，

河和田小学校のＰＴＡ会長さんも変わられたことですから皆さんに改めて自己

紹介をお願いいたします。 

（各自自己紹介） 

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，  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   ただいまの報告により，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は，私  と  委員で行いたい

と思いますがいかがでしょうか。 



（全員了承） 

  議長   了承いただけましたので，議事録署名人には  と  委員が務めること

といたします。 

   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 30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 30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。 

 さらに，ゆたかな河和田をつくる会をはじ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。災害時においては防災対策会や町内

会，消防団などが協力しやすい環境づくりに努めます。 

 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

取り扱ったテーマや生涯学習のきっかけづくりを働きかけてまいりたいと考

えております。今週の２６日に女性セミナーを開催し，移動学習で群馬県太

田市，栃木県足利市に行ってまいりました。見学先としまして太田市がボタ

ニックガーデンでイギリス風ガーデニングの作り方を勉強するとともに足利

市のココ・ファーム・ワイナリーでは障害を持つ方々がワイナリーを運営す

る様子を見学してまいりまして，大変好評を得ました。 

 また，７月に寿学級の開催を予定しており，第１回のテーマにつきまして

は前年度女性セミナーで好評だったヒモトレーニングを予定しております。 

 家庭教育学級につきましては，先日痛ましい事件があり，家庭での親子の

在り方を考えさせられました。あのような悲劇を起こさないために親と子の

コミュニケーション育成や子育てに悩む親御さんたちのための事業を河和田

小学校や幼稚園と協力しながら実施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「ゆたかな河和田ふれあいまつり」を今年度も開催し，成果の発表

できる場を確保いたしますとともに運動会やスポーツなどをとおして三世代

交流の場の提供など気軽に違う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。 

さらに，学校，家庭，地域との連携の充実を図るため様々な事業展開を行

っ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   去年のゆたかな河和田ふれあいまつりは１１月２５日と２６日に

開催されたのですが，当日は水戸市の産業祭と重なってしまったた



め両方参加することとなり大変な思いをしました。今年のお祭りは

そのようなことが無いと良いですね。  

  議長   お祭りのときは大変お疲れさまでした。盛大に開催できたのも皆

さんの御協力のお陰です。  

日程の件につきましては，ゆたかな河和田をつくる会でも議題に

上がっておりまして，本年度は１２月に行うことになっております。 

執行機関  この後の「（２）平成 30 年度事業計画について」で御説明しよう

と思っていたのですが，今年度の「ゆたかな河和田ふれあいまつり」

の開催日は１２月２日の日曜日を計画しております。今回は日程の

変更に合わせて祭りを１日に短縮する予定になっております。理由

といたしましては会場準備が平日となりますことから，仕事を持っ

ている方の手伝いが難しいことと。１日目の来客がほとんど無いこ

とから短縮する運びとなりました。  

      また，１日目に行っていました事業でございますが，囲碁教室に

つきましては参加者がいないことから，囲碁クラブの方々も参加す

る必要がないのではないかと意見があり，今年度は見送ることとい

たしました。  

防災教室については河和田小学校と共催で行えないかと相談が

あり，小学校を会場として多くの方に参加していただける防災教室

を行いたいと考えております。防災教室の日程については河和田小

学校と今後調整してまいりたいと考えております。  

  議長   ただいま執行機関より説明がありましたが何か御質問はあります

か。 

  委員   先ほどの防災教室の件なのですが，日程的に何時頃になりそうで

しょうか。  

執行機関  まだ確定はしておりませんが，従前の話では 11 月初旬を予定し

ているのですが。  

  委員   小学校としては，授業の一環として防災教室に参加できればと考

えております。そうしますと平日が良いのですが，平日では地区の

皆様や協力団体が参加できないと思います。そこで土曜日に実施と

なりますと１０月，１１月はすでに学校行事で土曜日の授業が続き

まして，これ以上土曜日の実施が難しいと思います。  

  委員   確かに１１月には河小フェステェバルや河和田地区の運動会があ

って難しそうですね。防災訓練には先生方も参加するのですよね。 

  委員   はい。それと働き方改革の件もありますので，教職員にあまり負

担をかけたくないというのが現状でして。できれば３学期あたりに

できないか相談したかったところです。  

  委員   消防団にも参加してもらおうと思いますので，やはり土曜や日曜

にしてほしいですね。 



  議長   防災教室の中身は何を予定しているのですか。  

執行機関  防災教室に関してはＡＥＤ研修，避難所設置研修，防災物資の展

示など考えております。また，消防団が参加してくれた場合は消防

訓練など見学してもらいたいと考えています。  

  委員   ＡＥＤ研修に関しては去年同様水戸地区救急普及協会に依頼する

のですよね。女性防火クラブも参加することでよいでしょうか。  

執行機関  お願いします。体育館でＡＥＤ体験と避難所設置や防災備品の展

示を行いたいと思います。また，炊き出し訓練などあるかもしれま

せんのでいろいろな組織に協力をお願いすることになります。  

  議長   ゆたかな河和田をつくる会からは自治部会の防災委員会が参加す

ることになりますね。今後日程や関係機関との調整をしっかりお願

いします。ほかにご質問はありますか。なければ議題（２）平成 3

0 年度事業計画について説明願います。  

（議題２ 平成 30年度事業計画説明） 

  議長   今の説明でなにか質問や御意見はありますか。  

  委員   ８月に行われる七夕祭りなのですが，今年も黄門祭りと日程が重

なってしまっているのですね。七夕祭りの日程変更は難しいのでし

ょうか。  

執行機関  一昨年までは毎年８月７日に開催していたのですが，平日になっ

てしまうことから去年から８月の第１週目の土曜日になったよう

です。  

  委員   河和田女性防火クラブも七夕祭りに協力しているのですが，黄門

祭りのパレードにも参加要請があるため参加人数の調整が大変で

す。今年はなんとか調整できましたが，これが毎年となると。  

  委員   七夕祭りについては日程を調整したのですが，子供たちや育成会

が参加できる日となりますと限られてしまうのが現状です。今後の

課題として部会や役員会で問題提起していきたいと思います。  

  議長   ほかに御質問ありますか。なければ（３）平成 30 年度定期講座募

集状況について説明願います。  

（議題３ 平成 30年度定期講座募集状況について説明） 

執行機関  平成 29年度第２回運営審議会でもご説明いたしましたが，上段の教室からク

ラブへ移行した教室が何件かございます。クラブになりますと自主運営になり

ますので，新規受講生を募集しないクラブが２件発生しました。 

    「卓球クラブ桜」と「お菓子作りクラブ」ですがどちらも生徒のキャパシテ

ィが最大となってしまい，今年度募集を行わないこととなりました。 

      対応策といたしましてはクラブを２つに分ける，クラブを新設する等が考え

られますが，講師の都合や開催日の確保などの問題があり，今後の課題となっ

ております。 

  議長  今の説明でなにか質問や御意見はありますか。  



  委員  新しい教室はもう開催しないのでしょうか。 

執行機関  いまだ７つの教室があり，一般への部屋貸も多いためなかなか新規開催に踏

み切れない部分があります。ですが女性セミナーや寿教室，ふれあい学級など

で開催した事業で好評なものがあれば，新規開催を検討いたします。 

  委員  この資料を見ると桜川市民センター利用者は年々増加しているようですね。 

執行機関  施設が新しいことと，駐車場のキャパシティが大きいため地域のみならず遠

方の利用者も多いようです。今後，内原に新しい市民センターが２つできるの

と，老朽化した市民センターの改修も継続されますので増加する推移も穏やか

になっていくと思われます。 

  議長   ほかに御質問はありますか。なければ議題（４）その他について

何かありますか。  

執行機関  それでは（４）その他として９ページの資料を御覧ください。  

      「市民センターにおける土曜職務体制の見直し」について御説明

いたします。  

      資料にありますように平成２９年度１０月に地区会長をはじめ

運営審議委員の皆様にアンケート調査をお願いした結果が記載さ

れております。その回答によりますと概ねの方々が市民センターの

土曜職務の見直しは仕方がないものと捉えていらっしゃるようで

す。ただし心配な点も多く挙げられており，今後スムーズな土曜職

務の変更にむけて課題や対策を行っていく必要があります。  

課題の主だったものに地域の行事に影響があるのではないか，と

ありますが，以前よりお祭りや運動会，スポーツ大会などについて

は職員が土曜職務に関係なく参加しております。また，地区会や関

係団体が施設を利用できなくなると心配してらっしゃる方もいら

っしゃいますが，事前申請してもらい許可書を発行しておりますの

で普段の時間外利用と同様に利用可能であります。  

  委員    実はその件で相談というか，お願いがありまして。５月に女性

防火クラブによる総会があったのですが，許可書を忘れてしまい市

民センターの鍵を借りることができず，慌てて所長に連絡を取って

もらい，鍵を借りたことがありました。できれば河和田地区の公の

団体などは許可書がなくても鍵を借りられるようになりませんか。 

執行機関  夜間管理人には毎週利用者予定者の報告をしているのですが，わ

からなかったのかもしれません。今後は同じことが無いように連絡

手段を工夫してみます。  

  委員   お願いします。総会の開催が時間ギリギリになってしまったもの

ですから。  

  議長   ほかに何かございますか。  

執行機関  一般への方の貸出方法ですが，平日の申請が困難な方は事前に電

話でのやり取りを行い，市民センターのポストへ投函していただく，



又はホームページを利用した方法はできないかなど現在試案中で

す。様々な方法で市民サービスの低下が無いよう応対したいと考え

ております。  

  議長   そうですね。地元の方ばかりでなく水戸市民が利用出来るのが市

民センターでしょうから，今後の検討課題ですね。  

      ほかに御意見はありますか。ないようですので，以上で平成３０

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。  

 


