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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 

   水戸市寿市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   平成 28 年７月 21日（木） 午後１時 30分から午後２時 30 分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市寿市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

（１） 委員 

雨谷 精一，桐原 敏夫，雨谷 多江子，上松 智子，大髙 眞澄，高野 邦夫 

（２） 執行機関 

飯島 裕，澤田 理子 

（３） その他 

 

５ 議題及び公開･非公開の別 

（１）正副会長の選任について               （公開） 

（２）平成 27 年度市民センター利用状況及び事業報告について（公開） 

（３）平成 28 年度市民センター運営方針及び重点目標について（公開） 

（４）平成 28 年度市民センター事業計画及び関連事業について（公開） 

（５）その他 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

   ０名 

 

８ 会議資料の名称 

   平成 28 年度 第１回水戸市寿市民センター運営審議会 
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９ 発言内容 

執行機関   本日はお忙しい中，寿市民センター運営審議会に御出席いただきまして

ありがとうございます。 

       ただ今から平成 28 年度水戸市寿市民センター第１回運営審議会を始め

たいと思います。 

今期，平成 28 年４月から平成 30 年３月までの期間の運営審議会委員を

皆様にお願いしたいと思います。お手元に委嘱状を御用意しましたので，

どうぞよろしくお願いします。それでは，委員の皆様に自己紹介をお願い

します。 

  （    さんから順に６名の委員の簡単な自己紹介） 

執行機関   ありがとうございました。続きまして議題に入りたいと思います。まず

始めに正副会長の選任をさせていただきたいと思います。会長を  さん

にお願いしたいと思いますが，お引き受けいただけますでしょうか。 

  委員   はい，お引き受けします。 

      （拍手） 

執行機関   ありがとうございます。２年間どうぞよろしくお願いします。 

       引き続き副会長を    さんにお願いしたいと思います。  さん，

お願いできますでしょうか。 

  委員   はい，お引き受けします。 

執行機関   ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。 

  委員   どうぞよろしくお願いします。 

執行機関   次の議題に入る前に，議事録署名人をお二人の方にお願いしたいと思い

ます。こちらも    さん，お願いできますでしょうか。 

  委員  分かりました。お引き受けします。 

執行機関   ありがとうございます。では，もうお一人は   さんにお願いしたい

と思います。お引き受けいただけますか。 

  委員   はい，お引き受けします。 

執行機関   ありがとうございました。 

執行機関   それでは次の議題に移りたいと思います。 

      議題(２) 平成 27 年度市民センター利用状況及び事業報告について，市民

センター   より説明させていただきます。 

執行機関   では，私の方から説明させていただきます。説明に入る前に大変申し訳

ありませんが，資料の人数の訂正をさせていただきます。（２ページの団体

別利用状況及び部屋別利用状況において，平成 28年３月の合計人数がプラ

ス 850 人の増加の訂正。ふれあいのつどいの行事の分を計上しなかった理

由を述べ，お詫びと訂正を伝える。） 

結果，利用者人数合計が 16,184 人となります。前年に比べまして，約

2,300 人の減少です。これは，寿４大事業のうちの“防災訓練”及び“寿

まつり”が行われなかったことが大きな理由として挙げられると思います。 

      （資料に基づき議題（２）平成 27年度市民センター利用状況及び事業報
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告について，２ページを説明。【図書室利用状況】の３ページを続けて説

明。） 

図書の利用に関しましては，人数的に昨年とあまり変わりはありませ

んが，一年を通しての利用者はほとんど同じ顔ぶれであり，加えまして，

夏休み冬休み等の休みの期間に子どもたちの利用者が少し増えるという

状況です。 

（次に【市民センター事業報告】を説明。） 

昨年度は寿４大事業の中の「防災訓練」が，準備をしっかりしたにも

かかわらず，残念ながら雨のために中止になってしまいました。また，「み

んなみんなの寿まつり」は，寿小学校の体育館耐震補強工事のためにで

きませんでした。これで，説明を終わらせていただきます。 

執行機関     の説明に加えまして，私の方から少し付け加えたいと思います。

今年度も「ふれあいキャンプ」が予定されていますが，昨年と同様に寿

市民センターで行います。一昨年まで長年「少年自然の家」を使ってき

ましたが，自然の家も老朽化がひどく，建替え工事を行っていましたが，

こちらが全面的に終わりまして，８月１日からリニューアルオープンを

して使えるようになります。 

（「少年自然の家」のパンフレットを委員に回しながら説明。） 

生涯学習課の方からは育成会や地区会会長宛にそれぞれの案内が出て

いるようです。冷暖房も完備したようですし，設備が大分充実されたよ

うです。「寿ふれあいキャンプ」は昨年に続き，今年もとりあえず当市民

センターで行いますが，来年度からまたどちらを使っていくかは，今の

ところ未定のようです。私としては，やはり市民センター内ではできる

ことが限られてしまうと思いますので，育成会には自然の家を使っての

「ふれあいキャンプ」を計画してほしいとは思っております。実際，一

昨年まで，名前のとおりに「キャンプ」ということで，自然の家の裏庭

にテントを張って宿泊をしていました。その分，付添いも大変ではあり

ますが，当市民センターにおいては，場所柄キャンプはできませんので，

また例年どおり，場所を自然の家においての計画をしてほしいとは思い

ます。ただ実際のところ，建物のリニューアルはしましたが，備品等に

までの予算までは叶わなかったようですので，テント等の設備が古い物

のままであるようです。その辺のところに少し問題は残りますね。 

  委員   小学校の方としましては，水戸市を優先してくれるという話を聞いて

いますので，設備が整った施設を是非利用させていただきたいと思いま

す。大分古い施設でしたので，きれいに使いやすくなった施設は楽しみ

ですね。 

執行機関   それでは，次に移ります。 

（【平成 27 年度の定期講座の開催状況】【窓口利用状況】においても昨年

の数字とほとんど変わりないことを説明。） 

執行機関   では，次に平成 28年度市民センター運営方針及び重点目標について７
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ページから８ページまでの説明をさせていただきます。 

（運営方針において昨年とほぼ変わりがないことを説明。重点目標に関

しても同じようにほぼ昨年と同じ内容であることを説明。） 

       ３．の“学校，家庭，地域の連携の強化”に関しましては，学校の父

兄だけでなく地域の人たちも協力してスクールガードを行ったりしてい

ます。また地域住民と学校対象に「防災訓練」を行っています。寿小学

校校長前任者の  先生の時から，今年度も引き続き，  校長先生に

も全面的に御協力いただきまして，日曜日にこの「防災訓練」を登校日

に当て，登校班の生徒たちと地区の人たちが一緒に学校までの道のりを

歩きます。正に学校・家庭・地域の連携させたものとして，寿地区 4 大

事業の一つとして盛大に行っています。この行事を，今年度も９月 25 日

に予定していますが，地区の恒例の行事として今後も続けていきたいで

すね。 

執行機関   それでは続きまして，（４）平成 28 年度市民センター事業計画及び関

連事業について 10 ページを御覧いただきたいと思います。内容としまし

ては昨年とほぼ同じ事業内容で進めております。ただ今年度は，水戸市

の生涯学習課が企画する学習プログラムを計画しており，市民センター

においての初めての取組として，市内 31の市民センターの中で最初にこ

の寿市民センターで実行しています。いくつかの講座を計画し、進めて

いるところです。第１回目は実は６月の町内会長会議の時に行ったので

すが，水戸市の市民生活課と生涯学習課が一緒に，地区の町内会長，自

治会長を対象に講演会を行いました。学習テーマ『少子高齢化における

町内会・自治会活動』の説明がありました。第２回目の企画が，8 月 17

日の寿高齢者大学で『高齢化社会に対応する地域社会づくり』を行いま

す。その他いくつか企画を考えているところです。その中の一つに，育

成会への加入が近年減ってきている問題があります。環境の変化も致し

方ないことではありますが，子ども会単位では時代の流れに合わない状

況になってきているということで，生涯学習課でもいくつかの取組や，

その方針の説明を行いたいようです。第３回目として，育成会の役員の

方々や幼稚園の父兄，役員さんにも，できれば声をかけて説明会を行う

ことを考えています。時期的にまだはっきり決まっていませんが，年内

早いうちに続けてできればと考えております。このような企画を生涯学

習課の取組として市民センターにおいて順に進めていくようですが、い

ずれにしましても，この寿市民センターにおいての今年度の講演・説明

会が参考資料になってくると思います。 

       それでは 11 ページの定期講座の開催状況に移ります。今年度の定期講

座の開催状況は，ほとんど昨年度と変わりのない状況となっております。

続いて 12 ページの“28 年度の市民センター行事及び地区の関連行事”

を載せましたが，こちらも昨年とほぼ同じ内容となっておりますが，昨

年できなかった四大事業の一つ「みんなみんなの寿まつり」ですが，今
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年は例年どおり行います。今週末にいよいよ実行委員会から始まります。

皆さんで盛大にできたらと思っています。以上で説明を終わらせていた

だきます。今までのところで何か御質問ございますか。 

執行機関     会長から何かございましたらお願いします。 

  会長   今日は司会，そして進行，御説明いただきましてありがとうございま

した。この地域は皆さんがそれぞれの御担当で一生懸命やってくださる

地域ですので，これからもどうぞよろしくお願いいたします。先ほども

ちょっと校長先生からありましたように，生徒たちの人数が増えている

ようですので，スクールガードに関してもそうですが，子どもたちの見

守りをしっかりやっていくつもりです。地域の皆さんにも，市民センタ

ーにも御協力のほどお願いいたします。 

執行機関   この地域は地形的にも低い土地で災害に成りやすいというわけでもあ

りませんので，やはりどちらかといいますと「防災」というより「防犯」

の面で皆さんにお世話になっていると思いますが，防犯協会の分会長さ

んというお立場から，  さんから皆さんに何かございますか。 

  会長   はい，今御紹介にありましたように，私は水戸市防犯協会平須分会の

分会長をさせていただいていますので，少しお話しさせていただきます。

平須分会では毎月 15 日の夜，７時頃から約２時間程度の地区のパトロー

ルをしています。自動車で見回り，パトロールをしています。以前，駐

在さんがいた頃は，本官立会いの下で，駐車している車等のドア・窓が

開いているかどうかなど，一つずつ確認をしました。また，啓発すると

いうことで，のぼり旗を立てています。これは自警団と共同でやってお

ります。自警団の方は学校の下校に合わせて何人かのグループを組んで，

歩いての見回りと車での見回りの両方で行っていると思います。それか

ら，やはりこの辺は，いわゆる「コソ泥」が多く，特に旧６号沿いの東

山から桧木山の近辺が多く出ています。皆さん，十分にお気を付けくだ

さい。そういう理由で，東山地区では各班長さんのところにのぼり旗を

設置しています。交番の方の指導もありますので，皆さんに喚起するよ

うしています。地域の皆様にも御協力いただくように是非お願いいたし

ます。今回は校長先生にも来ていただいていますので，防災・防犯とい

う面で地域と学校がタイアップをしていくことで，これからもどうぞ御

協力をよろしくお願いします。 

  委員   こちらこそどうぞよろしくお願いします。  

執行委員   ありがとうございました。それではここまでで何か御質問ありますで

しょうか。 

       ないようですので，ここで御参考までに水戸市の統計で地区の人口を

出しておりますが，寿地区と近辺の地区の数字をお持ちしましたのでお

伝えします。今年の６月１日現在で、この平須地区の人口は，10,486 人

です。お隣の笠原地区は 10,803 人です。両地域とも少しずつ増えてきて

います。世帯数で見ますと，平須地区は 4,208 世帯，笠原地区は 4,720
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世帯です。隣の吉沢地区は 10,476 人で，世帯数は 4,426 と寿地区とほぼ

同じような数字となっています。毎年増加傾向にあるようです。 

  委員   まだまだ増えますね。実際，小学校生徒が増え，教室が足らなくなっ

てきています。学年によっては，一クラスに一人増えてしまうと教室を

増やさなければならないような満杯状態ですので，プレハブ校舎を建て

るという話も出てきています。吉沢小学校も同じような状況のようです。 

執行機関   吉沢地区も，寿地区と同じように小学校に大きく御協力いただき，大

きな行事を行っています。子どもたちと地域が一緒になっての行事を盛

大にできるよう，これからもよろしくお願いしたいと思います。ただ，

現状としまして，人口が増えてきた一方，町内会や子ども会の加入者が

減少してきているという問題も抱えています。昨年は寿市民センターで

市民懇談会を行いましたが，今年度は先ほども少し御説明させていただ

いたように，水戸市生涯学習課が，初めて市民センターに導入して行う

講座を，地区の事業に関心を持ってもらうということを目的として企画

しています。コミュニティ協働事業の一環です。今のところ３回ほどの

講座を予定していますが，この企画講座を通して，多くの方々が町内会

や子ども会加入に，少しでもつながればよいと思っています。 

執行機関   他に何か御質問や御意見がございましたらお願いします。 

      ないようですので，議事を終わります。 

執行機関   以上を持ちまして，平成 28 年度水戸市寿市民センター運営審議会を終

わります。本日はありがとうございました。 


