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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   水戸市少年自然の家運営委員会 

 

２ 開催日時   平成 27 年３月３日（火）午前 10 時 00 分から午前 11時 30 分まで 

 

３ 開催場所   水戸市少年自然の家 小研修室（全隈町 80-1） 

 

４ 出席した者の氏名 

（１） 委員  ：寺門 南，磯﨑 則男，勝村 登，飯村 久美子，菊池 直樹， 

成願 強，猪野 和惠，大津 俊英  

（２） 執行機関：塚原 広孔，菊池 精一，石井 智枝，石川 起也  

  

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１） 平成 26 年度利用状況について（公開） 

（２） 平成 26 年度主催事業について（公開） 

（３） 平成 27 年度運営方針及び努力目標について（公開） 

（４） 平成 27 年度主催事業（案）について（公開） 

（５） 少年自然の家大規模改造工事について（公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数   ０人 

 

８ 会議資料の名称   平成 26年度第２回少年自然の家運営委員会資料 

 

９ 発言の内容 

執行機関     ただ今から，平成 26年度第２回水戸市少年自然の家運営委員会を

開催いたします。 

始めに，委員長より御挨拶をお願いします。 

委員長     （委員長挨拶） 

執行機関     当運営委員会の出席状況ですが，10 名の委員のうち８名出席して

おります。水戸市少年自然の家条例第 16 条第２項により当運営委員

会は定足数に達しておりますので，御報告いたします。 

それでは，議事に入りますが，少年自然の家条例第 16 条第１項の

規定によりまして，議長を委員長にお願いしたいと思います。＿＿

委員長，よろしくお願いいたします。 
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委員長      それでは，次第に基づきまして議事を進めます。 

始めに，（１）平成 26 年度利用状況について，（２）平成 26年度主

催事業については関連がありますので，併せて事務局より説明をお

願いします。 

執行機関     ① 滞在日数別利用状況について，② 対象別利用状況について，

③ 月別利用者数について，④ 過去６年間の年度別利用状況につ

いてを資料に基づき説明。また，平成 26 年度の主催事業の実施状況

を資料に基づき説明。 

委員長      事務局からの説明が終わりましたが，御質問，御意見はございま

すか。 

＿＿委員     平成22年度から23年度の利用者数の急激な伸びには何か理由があ

るのでしょうか。 

執行機関     平成 22 年度に少年自然の家利用促進方策を策定したためです。 

＿＿委員     それは広報の方法なども含みますか。 

執行機関     含んでおります。 

＿＿委員     教職員のための事前研修の参加者が少ないが，何か原因はあるので

すか。 

執行機関     開催日の８月 21日が，多くの学校で職員会議のある日であったた

めでございます。 

＿＿委員     昨年度の主催事業の参加者数は分かったが，募集人数を教えてくだ

さい。 

執行機関     小学４～６年対象としたものは 80人，親子を対象としたものは 20

組 60 人でございます。ただし，サマーキャンプは 100 人でございま

す。 

＿＿委員     教員の事前研修の参加者が少なかったのは残念である。今度，実施

する際は，日程を事前にすり合わせてから実施してほしい。 

＿＿委員     少年自然の家では広報はどういった手段で実施しているのか。 

執行機関     少年自然の家にチラシを配置する，学校に依頼してチラシを配布し

てもらう，市報に掲載する，ホームページ等に掲載する，ブログ等

での広報を実施しております。 

＿＿委員     少年自然の家ではアンケート等でリピーターの割合等は確認して

いるか。 

執行機関     現在は把握しておりませんので，今後のアンケートの項目に入れた

いと思います。 

委員長      ほかにございませんか。なければ，次に，（３）平成 27 年度運営

方針及び努力目標について，（４）平成 27 年度主催事業についても

関連がありますので，併せて事務局より説明をお願いします。 

執行機関     運営方針はつきましては今年度と同様の方針で実施してまいりま

す。事業につきましては，６月末日まで現行のとおり実施し，７月
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以降につきましては，山根市民センター等を借用して主催事業を年

間通して実施していく予定でございます。その上で協力を依頼して

おります常磐大学等と連携しながら，活動プログラムの新規開発に

努め，耐震補強及び大規模改造工事の整備に努める等して，より一

層充実した活動を提供できるよう事業を展開していきたいと考えて

おります。 

委員長      事務局からの説明が終わりましたが，御質問，御意見はございま

すか。 

＿＿委員     ６月までということですが，そのことについての周知はどうしま

すか。 

執行機関     市報，ホームページ等，小学校等への周知を考えております。 

＿＿委員     山根には森林公園もあり，様々な企画を行っている。同じように

する必要はないが，森林公園を利用した企画を作ってはどうか。ま

た，山根小学校の跡地利用もある。親子で自然体験を行える機会は

貴重であるし，山根地区全体で活動できるよう協力したい。 

委員長      それは長期的な話でよろしいでしょうか。  

＿＿委員     長期的な考えです。 

執行機関     ＿＿委員の内容は教育委員会内部でも現在，検討しております。 

＿＿委員     説明では今年度同様の運営方針で実施するということだが，施設

が使用できなくなるから無理ではないか。 

執行機関     宿泊を伴う活動はできなくなりますが，工夫をして実施していき

たいと考えております。 

＿＿委員     工事中の休館について，しっかりと市報等で周知し，リニューア

ルオープン後についてもしっかり情報を発信していってほしい。 

＿＿委員     学校等に職員を派遣して活動プログラム等を実施することは可能

か。 

執行機関     実施は可能だと思われますので検討してまいります。 

＿＿委員     ピザ焼きを学校等で体験できるのであれば，子どもたちも喜んで

活動すると思う。 

＿＿委員     四季の体験学習ですが，最近，米作りは学校で実施することが多

い。山根地区の特色ある活動として，果樹園での体験活動はできな

いだろうか。他県の例だが，果樹園の体験は利用者だけでなく農家

側にも好評だと聞いている。ここでもできないだろうか。 

委員長      ＿＿委員，山根地区に果樹園はどの程度あるのでしょうか。 

＿＿委員     昔は 200 件程度ありましたが，現在は 100 件程度です。果樹園の

物で売れないものを加工するための設備を，自然の家に用意できれ

ば最高の体験学習になると思う。 

＿＿委員     ホームステイではないが，この施設を宿泊の拠点とし，山根地区

で体験活動ができるようにできないだろうか。 
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＿＿委員     山根の人口は減少傾向にあり，地域が自分本位の考えになりがち

になっていて，まとめるのには苦労する。 

委員長      事務局はどう考えていますか。 

執行機関     山根地区の果樹園等を体験するという体験は非常に良い意見だと

思います。時期の問題もあると思いますが，日中，果樹園で体験し，

夜間は自然の家で寝るというのは良いと思う。 

＿＿委員     現在ＮＨＫで放送している限界集落株式会社という番組で，限界

集落で村全体がまとまって作物の販売や自然体験等を発信している。

自然の家でも自信を持って発信できる活動を市内，市外の人にイン

ターネット等で発信し，魅力的なプログラムを準備してほしい。 

また，魅力的な活動が準備できても周知を平成 28年度に実施する

では遅いと思うので，平成 27年度の内から計画を立てて取り組まな

ければいけないと思う。 

さらに，地域全体でまとまり，ここを拠点として他と連携できる

よう整備したらどうか。先進で取り組んでいる場所に視察研修にい

き，ノウハウを生かしてほしい。 

＿＿委員     ＥＳＤが最近注目されている。点ではなく関連から面に広げてい

くことで地域への愛着を育てることができるとよい。 

＿＿委員     常磐大学の協力を受けて開発を行うにしても，事前にどこまで地

域が協力できるかを確認してから行ってほしい。 

＿＿委員     利用した際，地場産物を購入できるシステムは難しいですか。単

に施設だけでなく付加的な部分も計画を練ってほしい。 

＿＿委員     食堂もリニューアルするのだから，市内の人を雇用したり，地場

産物を使用したりしてほしい。 

委員長      他にございませんか。なければ，次に，（５）少年自然の家大規模

改造工事について事務局より説明をお願いします。 

執行機関     ① 整備後の施設内容について，② 事業費等について，③ 今

後のスケジュールについてを資料に基づき説明。 

委員長      事務局からの説明が終わりましたが，御質問，御意見はございま

すか。 

委員長      資料の事業費は既に決定しているものですか。 

執行機関     まだ決定しておりません。資料の事業費は内示のもので，正式に

決定するのは，現在開かれております議会で承認されてからになり

ます。 

＿＿委員     身体障害者の部屋が１階で食堂が２階になっているが，エレベー

ターはあるのですか。 

執行機関     食堂棟につける予定です。 

＿＿委員     自然の家の進入路を広げることはできないのか。 

＿＿委員     参考に必要経費の算定だけでもしておいてほしい。 
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＿＿委員     この自然の家に道の駅的な機能を付け，常時人が集まるようなオ

プションは付けられないだろうか。法的には無理なのか。 

執行機関     調べておきます。 

＿＿委員     工事の進行状況をブログ等で発信し，関心を集められないか。 

執行機関     ブログ等で発信していきたいと思います。 

＿＿委員     改修とは話が変わるが，主催事業の際に，子どもたちのアレルギ

ーの調査について，どう調査するのが良いのか考えておいてほしい。

参加が決定した子どもから確実にアンケートをとって対処してほし

い。 

委員長      ほかに御意見はございますか。ないようですので，以上で提出さ

れた議事は全て終了いたしました。 

それでは，以上をもちまして議事を終了いたします。委員の皆様

方には，議事進行に当たり御協力を賜り，ありがとうございました。

事務局に進行をお返しいたします。 

執行機関     ありがとうございました。 

それでは，最後に生涯学習課長から御挨拶を申し上げます。 

     （課長挨拶） 

     以上をもちまして，平成 26 年度第２回水戸市少年自然の家運営委

員会を終了いたします。 


