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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 29年７月 19日（水） 13時 30分から 14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 ・ 後藤 さゆり 

（３） その他 

 

５ 議題及び公開･非公開の別 

（１） 平成 28年度市民センター利用状況及び事業報告について（公開） 

（２） 平成 29年度市民センター運営方針及び重点目標について（公開） 

（３） 平成 29年度市民センター事業計画及び関連事業について（公開） 

（４） 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 29年度 第１回水戸市寿市民センター運営審議会 

 

 

 

 



９ 発言内容 

執行機関    本日は，平成 29 年度第一回水戸市寿市民センター運営審議会ということで，貴重なお時

間の間をぬってお集まり頂きまして，誠にありがとうございます。所長といたしまして，最初

にお礼の言葉を述べさせて頂きます。 

つきましては，定刻になりましたので，さっそく「平成 29 年度第一回水戸市寿市民センタ

ー運営審議会」を開催したいと思います。 

お手元に資料がございますが，会議の次第と致しましては（１）から（４）に従いまして進行

したいと思います。 

会長といたしまして，防犯協会平須分会会長・    様，副会長といたしまして，女性会

会長・     様，本日は，よろしくお願いいたします。 

それでは開会ということで只今より「平成 29 年度第一回水戸市寿市民センター運営審議

会」を開催させていただきます。よろしくお願いいたします。 

まず最初に委員のご紹介といたしましてこちらから御紹介させていただきます。 

会長であります，    様。 

  会長 よろしくお願いします。 

執行機関 女性会会長であります，     様。 

  委員 よろしくお願いいたします。 

執行機関  自治連の副会長であります，    様。 

  委員 よろしくお願いします。 

執行機関 民生委員会計をしております，    様。 

  委員 よろしくお願いします。 

執行機関 寿小学校校長であります，    様。 

  委員 よろしくお願いします。 

執行機関 自治連で元幹事であります，    様です。よろしくお願いします。 

  委員 よろしくお願いします。 

執行機関 以上でお揃いですので始めさせていただきます。 

      最初に会長挨拶といたしまして    様より一言よろしくお願いいたします。 

  会長  皆様こんにちは。本日はお忙しい中，また暑い中お集まりいただきましてありがとうござい

ます。 

      分け入るよりも豊富な審議にしたいと思いますので，ご協力をお願いいたします。 

お手元にございます，資料の通りに進めたいと思いますので皆様どうぞよろしくお願いいた

します。わたくしからは，この程度で，お話を終わらせていただきます。 

執行機関    ありがとうございます。続きましては議題の方に移らせていただきたいと思います。 

（１）から（４）までございます。（１）から議長の方で進めていただきます。 

  会長  それでは，始めさせていただきます。平成２８年度の市民センター利用状況及び事業報

告について寿市民センター所長のほうでお願いしたいと思います。 

執行機関  それでは（１）の平成２８年度市民センター利用状況及び事業報告につきまして，私，市

民センター所長  より御説明させていただきます。 



 

 

まず，お手元の資料の 2ページをお開きになってください。平成 28年度市民センター利

用状況及び事業報告でございます。 

期間といたしましては年度ということで，平成 28年４月から平成 29年３月までの数字の内

容となっております。 

数字の合計で述べさせて頂きます。数字的なものといたしまして，合計は右端の方にござ

います１７，３１３人となっております。平成２７年度の合計と比較いたしまして１，１２９人プラ

スということです。パーセント的にはわずかな増加となっております。部屋別利用状況も同じ

でございます。御存知のとおり部屋が図書室となっておりますが実際は図書コーナーとなっ

ております。次回からは名称を変更させていただきたいと考えております。 

部屋といたしましては，ホール，和室，会議室，調理室の順でございます。こちらも人数と

連動いたしまして，１７，３１３人，比較いたしますと１，１２９人でございます。 補足といたしま

して前回の平成 28年度の比較対象である平成 26年度の方が人数的には多いです。現実

的な使用ではありますが平成 27 年度の利用期間が平成 27 年４月から平成 28 年３月まで

で，比較年度が平成 26年度の，１８，４９０人になります。なぜかと申しますと，他の市民セン

ターなどが地震及び建て替えなどの影響で寿市民センターに一部利用者が流れてきたこと

いうことで，このような数字になっております。最近やっと上大野と稲荷第一が新しくなり，落

ち着いてきたため若干人数の方が少なくなっております。以上が部屋の利用状況になりま

す。 

３ページに移りまして，図書室利用状況ですが，ことらは逆に減っております。理由といた

しましては図書の入れ替えが昔ほど行われていない状況で，数年に一回半分程度の図書

を入れ替えとの形になっております。この点は，利用者の方もわかっておりまして，簡単な資

料の方は市民センターの図書を利用し，本格的なものは各図書館，この近くですと，見和・

東部・中央を利用するようです。件数といたしましては図書の数が減ったというわけではござ

いませんが，実際，各３１ヶ所の市民センターの方も図書の入れ替えはなかなか進んでない

というのが現状です。これは寿に限らず他の市民センターでも同じことがいえると思います。 

４ページと５ページの方に移りまして，平成 28 年度市民センター事業計画及び関連事業

でございます。事業といたしましては，新規というものはございませんが，移動学習関係は，

「寿高齢者大学」・「寿女性セミナー」は今年も行く場所は変えております。「寿高齢者大学」

も事業といたしましては，中身を変えております。「ふれあいキャンプ」につきまして，少々触

れたいと思います。実は「少年自然の家」が今年の４月に全面リニューアル致しまして，非常

に現代にマッチした建物になっております。今までは各部屋にエアコンもなく，熱中症を心

配されておりましたが，今年度から各部屋冷暖房完備となり，食堂も近代的になりまして，

「寿地区子ども会育成連合会」の方も８月に利用するとのことです。また，２年間だけ工事の

ため使用ができないとのことで「ふれあいキャンプ」という伝統的なものを継承するという意味

合いも込めまして，市民センターとしても協力を申し出て２年間，お泊りの方ですが，市民セ

ンターを解放いたしました。こちらでは会場が市民センターとなっております。次に，「三世

代交流事業」ですが，こちらは変わっておりません。「一般教養講座及び世代間交流事業」

ですが，こちらもほとんど変わっておりません。人数的なことで言えば５月１４日に行われた



親子サイクリングですが，参加者は少なくなっているというのが現状です。また，一つ違いま

すのが「一般教養講座及び世代間交流事業」ですが，こちらには記載はございませんが，

水戸市の「生涯学習課」の方から申し入れがございまして，生涯学習的なものを地区のもの

とは別に何か開いてほしいということで，市民センターと地区，関係団体との協働で，４回シ

リーズで「好文カレッジ」が間に入りまして単発で講座を開かせていただきました。今年も同

系統のものではございますが，中身の違った事業をということで，現在進行しております。す

でに毎年開催となっておりますが，「町内会長会議」は年度内で２回開催いたします。第一

回目に市民生活課の  係長が，いらっしゃいまして，お集まりいただきました各会長に町

内会の在り方ですとか，どのような活動をしているかということで，説明会を開かせていただ

きました。 

続きまして，平成 28 年度定期講座の開催状況でございます。こちらですが殆ど新しいも

のはございません。補足といたしまして，１７番の民舞ですが，受講される方が極端に減って

しまいまして，平成 29 年度の新規受講生を募集いたしましたが受講される方が集まらなか

ったので今年度はやむをえず休講になりました。 

最後に６ページの平成 28年度市民センター窓口利用状況ですが，こちらに関しましては

27 年度より減少しております。比較する中身といたしましては 27 年度の窓口件数は増えて

おりました。理由といたしまして寿地区の世帯数が１万を超えたためと一部利用できない市

民センターがあったことが考えられます。議題（１）につきましては以上です。 

  会長    ありがとうございます。皆様何か御質問等ございませんか。無いようですので，次の議題に移

らせていただきます。それでは（２）につきましてよろしくお願いいたします。 

執行機関    はい，それでは（２）の平成 29 年度市民センター運営方針及び重点目標について，７ペー

ジから９ページをご説明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） 

        続きまして（３）の学校，家庭，地域の連携の強化に関しましては，元々寿地区は連携の強い地

区ではございます。学校と地域のご協力を頂き「サイクリング大会」や「ふれあい学級」や育

成会の「ふれあいキャンプ」を行っております。このような活動を通しまして，子ども同士や

地域の皆様とのコミュニケーションが図れているものと考えております。 

  会長    ありがとうございます。（２）の運営方針及び重点目標について皆様御質問ございますか。無い

ようですので，（３）の市民センター事業計画及び関連事業について説明をお願いいたしま

す。 

執行機関    はい，それでは（３）平成 29 年度市民センター事業計画及び関連事業につきましてご説明

いたします。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。今年度の 6 月 9

日に行いました「ふれあい学級」では「茨城県警察音楽隊『おまわりさんのコンサート』」に

つきましては  校長先生の御尽力もあり寿小学校体育館を解放していただき寿小学校の

１・２年生，市立平須保育所をお招きいたしまして，コンサートを開催いたしました。続きまし

て，「家庭教育講演会」といたしまして，今年も開催を予定しております。７月２０日には「女

性セミナー」も開催いたします。こちらも「茨城県警察音楽隊演奏会＆詐欺予防講習会」と

いうことで「茨城県警察音楽隊」の演奏会と詐欺の予防などを含めた講習会を予定しており



 

 

ます。こちらはすでに終了しておりますが７月１４日に「高齢者大学」の「茨城の様々な祭礼」

ということで開催させていただきました。続きまして，「一般教養講座」ですが，こちらも一つ

終了しております，「寿地区親子サイクリング大会」ですね。５月１４日に開催いたしました。

他に，予定しているものですが，「第一回男の料理教室」。来月の夏休み期間となりますが

毎年開催しております，「夏休みチャレンジ教室」。９月になりますと，「コミュニティ移動学

習」ですが，今年は担当が「総務企画部」となっておりますがまだ，日程が決まっておらず，

多少ずれる可能性があるとのことです。９月２４日には防災訓練を行います。１１月１２日は

「みんなみんなの寿まつり」。１９日には「ふれあいウォークラリー」と「ふれあいニュースポー

ツ」を開催いたします。年があけますと，「育成会のかるた大会」，３月には「寿ふれあいの

つどい」の開催を予定しておりますので，皆様の御参加お待ちしております。 

        続きまして，平成 29 年度の定期講座の開催状況になりますが，先ほどもご説明いたしましたが，

民舞は人数の関係上開催することができなかったということで，２２の講座が開催しておりま

す。 

        最後に，平成 29 年度市民センター行事および関連行事ですが，こちらも昨年とほぼ同じ内容

となっており，多少天候等に左右されるとは思いますがこの通りに開催できたらと考えてお

ります。以上で，（３）平成29年度市民センター事業計画及び関連事業につきましてご説明

させていただきました。 

  会長    センター長に，（１）から（３）まで御説明いただきました。寿地域は皆さんがそれぞれの一生懸

命やって下さっているので，これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは，皆様御

質問等ございますか。 

  委員    はい，「ふれあいキャンプ」ですが会場が「少年自然の家」にということですが主催が移行とな

ったのはなぜでしょう。 

執行機関    移行といいますか，元々は「寿地区子ども会育成連合会」の方で行っておりましたが，「少年

自然の家」の減免ということでセンターの方で申請しておりました。今後は育成会が自分た

ちで申請等を行うということです。 

  委員    わかりました。ありがとうございます。 

  委員    以前お話にありました，「子育て支援」の話は進んでいるのでしょうか？ 

執行委員    はい，話はしております。実際，女性会の御厚意で進めさせていただいておりますが，一つ

気になりましたのが，決まりが無いということです。体調が悪い時は来るのを御遠慮いただ

きたいなどの決まりを決めてから行った方がいいのではないかとの提案は致しました。事業

が始まってから９年たっておりますが，担当者に伺いましたところ，書面などはないとのこと

でした。 

  委員    水戸市の女性会が２５地区ありましてその中の１５地区が行っているとのことでしたが，そこは

どうなっているでしょうか。 

執行機関    そちらも，決まりは何もないとのことです。最低限の子育て支援の要項などの決まりは，ほし

いと担当者にはお伝えしました。ある程度の準備も必要だと考えております。 

  委員    わかりました。ありがとうございます。 

  会長    他に何か御質問等ございますか。無いようですので，これで議事を終わります。以上を持ちま



して，平成 29年度水戸市寿市民センター運営審議会を終わります。本日はお忙しい中あり

がとうございました。 


