
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 31 年３月１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利用状況について（公開） 

(2) 平成 30 年度事業報告について（公開） 

(3) 平成 31 年度定期講座の開催について（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２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２回桜川市民センター

運営審議会を開会いたします。 

   それでは，会長から御挨拶をお願いいたします。 

笹沼会長   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，笹沼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以上に達し

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，笹沼委員，吉原委員にお願いし

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，議事録署名人には私笹沼と吉原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利用状況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利用状況について説明） 

議長    今の説明で何か質問や御意見はありますか。 

吉原委員  資料Ｐ２の表の中でその他の欄は相変わらず多いですね。クラブ

以外の部屋貸しとかが多いのですか。 

執行機関  毎月１日に次の月の一般の方の利用受付を行います。今は平均し

て 20 以上の団体が毎月定期的に借りに来ています。また音楽サー

クルなどは音を出すため，他の市民センターの利用が難しいようで，

定期的に利用があります。 

平戸委員  音を出すところは利用できないのですか。 

執行機関  他の市民センターも利用は可能ですが，近隣に住宅が密集してお

りますと音がうるさいと苦情が寄せられるようです。幸い桜川市民

センターは敷地が大きいため建物から一定の距離がありますので，



音に対しての苦情は寄せられておりません。 

議長    市民センター周辺住民に御迷惑をかけるわけにはいきませんか

らね。他に何か質問や意見などありますか。なければ次の議題（２）

平成 30 年度事業報告について説明を願います。 

執行機関 （議題２ 平成 30 年度事業報告について説明） 

議長    今の説明で何か質問や御意見はありますか。 

君島委員  ゆたかな河和田七夕まつりですが，８月の最初の土曜日に行うた

め毎年黄門まつりと重なってしまいます。黄門まつりの前後の週に

変更したほうがよいと思うのですが。 

執行機関  主催がゆたかな河和田をつくる会ですので協議が必要ですが，そ

の件は前から要望が出ています。次年度は７月 20 日の土曜日が開

催予定になっています。 

君島委員  ７月に変更になったのですね。やはり黄門まつりと重なってしま

うといろいろ大変ですので変更できたらと思っていました。 

澤畑委員  始まったときは，７月の七夕から１か月後の８月７日で固定され

ていました。平日だと手伝いが大変だとのことで，７日に近い土曜

日に開催するようになったはずです。だから，黄門まつりと重なっ

てしまっていたのですね。 

吉原委員  ２月に大規模な防災訓練を行いましたが，他の地区もあのような

大規模な訓練を行っているのですか。 

執行機関  複数の地区で開催されているようです。例えば緑岡地区など大規

模に開催していたと思います。 

増田委員  あのような訓練をできたことは児童たちにとって大変よい体験

になりました。また，地区会長をはじめ消防団やＰＴＡの皆さんの

御協力に感謝いたします。 

議長    私も参加しましたが，地域と学校が一緒になってあのような訓練

を行うのは大変よいことだと思います。 

澤畑委員  私も女性防火クラブでお手伝いしました。400 人分の非常食作り

は大変でした。それで参加者からちょっと言われたのですが，お昼

に配った非常食（アルファ米）ですがお弁当持参の日だったので，

夕方持って帰ってきたので衛生的にどうかなとのことでした。冬の

開催だったので，まだ大丈夫だったのでしょうが，衛生面で考える

とやはり不安は残りますし。 

議長    この辺について事務局で対策はありますか。 

執行機関  今回は非常食（アルファ米）の試食ということで，全校児童及び

一般参加者分を用意しました。予算上，数を揃えるためにアルファ

米となってしまいましたが，今後検討してまいりたいと考えており

ます。 



      ところで，防災訓練の話になりましたので来年度の防災訓練のお

話をしたいと思います。今年度の防災訓練は去年もお話しさせてい

ただきましたが，河和田小学校で地域住民と児童とが協力して訓練

を行うことを目的として開催されました。ですが，大規模に実施し

たことから，準備不足や慣れない進行で皆様に御迷惑をおかけした

部分もあると思います。また反省点として，参加団体と事前打合せ

をもっと密に行えればよかったと考えております。 

      そこで御提案なのですが，次年度は規模を縮小し，例えば小学校

は全学年の参加ではなく，３年生，４年生の２学年を対象としても

っと充実した訓練を行えればどうかと考えております。 

議長    全学年を対象とした訓練は行わないのですか。 

執行機関  大規模な全体訓練は３年に１回くらいの割合でできればよいと

思っています。 

増田委員  現在水戸市では地元の方々と子供たちが協力し，さまざまな事業

を行うことに力を入れています。事務局に負担をかけて申し訳あり

ませんが，できれば今年度同様といかなくても全部の子供たちが参

加できるように考えてもらえないでしょうか。 

澤畑委員  女性防火クラブは５人参加しましたが，あの人数になるともう少

し手伝いの人数が必要になります。 

君島委員  今回ＰＴＡも参加しましたが，仕事の内容がはっきりしませんで

したので持て余してしまった感じはあります。 

執行機関  大規模訓練は初めてでしたのでどうしても手探りになってしま

いました。次年度は，訓練内容等の事前打合せを，学校をはじめと

する関係者と十分に行うことといたします。その中で，訓練規模な

ど検討していきたいと考えております。 

増田委員  学校といたしましては，授業の一環として行いたいと考えており

ます。ですから，事務局だけに負担を押し付けないよう協力いたし

ますのでよろしくお願いいたします。 

議長    主催者としてゆたかな河和田をつくる会も検討してまいります

のでよろしくお願いいたします。 

      それでは私からも質問ですが，今年はゆたかな河和田ふれあいま

つりの開催日を２日間から１日へと短縮しました。短縮によってど

のような影響や効果があったでしょうか。 

執行機関  変更して良かった点といたしまして，消防団，ＰＴＡ，育成会な

どの若い方が土曜日に準備を手伝ってくれたことで，役員や市民セ

ンターの負担が大きく減りました。更に日曜日だけにしたことで，

お客さんの出足が大変よく，一時は駐車場が満杯になってしまうほ

ど盛況となりました。反面，悪かった点として，その駐車場が足り



なくなり，御厚意で駐車場を貸していただいている隣のフロイデ・

サポートセンターの駐車場も満杯になり，利用者送迎バスの出入り

口を塞いでしまいました。お客さんが一時的に集中してしまったこ

ともありますが，駐車場の確保が次年度の課題になると思います。 

君島委員  今はどこが駐車場になっているのですか。 

執行機関  河和田幼稚園と花澤耳鼻科，そしてフロイデです。もう一か所く

らい確保したいですね。 

増田委員  新しい共同調理場はどうなのでしょうか。あそこならば駐車場も

広いと思います。 

議長    共同調理場は日曜日はやっているのですか。 

増田委員  学校給食の調理場ですので原則土日は休みだと思います。 

執行機関  次年度については，共同調理場にも声を掛けてみようと思います。

共同調理場は基本的に係員専用にしてフロイデさんの駐車場は来

場者優先で考えたいと思います。 

議長   それでは他に御意見はありますか。なければ次の議題（３）平成 

31 年度定期講座の開催について説明を願います。 

執行機関 （議題３ 平成 31 年度定期講座の開催について説明） 

議長    今の説明で何か質問や御意見はありますか。 

平戸委員  来年廃止になる教室やクラブとかはあるのですか。 

執行機関  ペン習字クラブが平成 30 年度中に講師の都合で解散いたしまし

た。また，講師が高齢で継続が難しいクラブもありますが，資料に

載っている教室・クラブについては平成 31 年度は開催いたします。 

議長    他に質問はございますか。なければ議題（４）その他ですが執行

機関より何かありますか。 

執行機関  運営審議委員の皆様にはアンケートが届いておりますのでもう

御承知のこととは思いますが，平成 31 年４月１日をもって土曜日

の窓口開設がなくなります。市民センター利用者にはできるだけ御

迷惑をかけないように運営するようにいたします。 

吉原委員  土曜日の窓口開設がなくなると，どのような影響が出るでしょう。 

執行機関  一番大きな影響で考えられるのは，市民センター使用申請が土曜

日に行えなくなることだと思います。これにつきましては，対策と

して，申請書のポストへの投函，郵送，ＦＡＸ等の利用を考えてお

ります。前提として事前に電話の仮予約を必要としますが。 

      次に影響が出そうなのが印刷機の使用です。現在事務室の隣に印

刷室がありますが，印刷室内に備品や印刷用紙などがあり，開けっ

放しにできないものですから。また，事務室と連動の警備会社への

緊急通報装置が設置されているため，それの解除をしなくてはなり

ません。 



議長    市民センターの方針としてはどのようにするつもりですか。 

執行機関  育成会や幼稚園など，よく印刷室を利用する団体と話したのです

が，特に土曜日に利用しているわけではないので，平日のみでも大

丈夫ですと回答をいただいています。 

議長    他に何かありますか。ないようですので，以上で平成30年度第２

回運営審議会を閉会します。皆さんお疲れさまでした。 


