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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 30年６月 22日（金）15時 02分から 16時 03分まで 

 

３ 開催場所  水戸市少年自然の家小研修室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委  員  佐川 真治，井川 明美，西野 由希子，伊藤 真木子，高儀 稔， 

         猪野 和惠，小林 宏次，深見 晋 

 (2) 執行機関  大澤 秀樹，湯澤 康一，宮田 英和，川又 淳史 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（1） 平成 29年度利用状況について（公開） 

（2） 平成 29年度主催事業について（公開） 

（3） 平成 30年度運営方針について（公開） 

（4） 平成 30年度主催事業について（公開） 

 

６ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）  ０人 

 

７ 会議資料の名称   

平成 30年度第１回水戸市少年自然の家運営委員会資料 

 

８ 発言の内容 

執行機関   それでは，定刻となりましたので，ただ今から，平成 30年度第１回水戸市少年

自然の家運営委員会を始めさせていただきます。＿＿委員，＿＿委員から欠席の

連絡がありましたので，御報告いたします。資料につきましては一部修正がござ

いましたので，お手元に配布いたしました資料を御覧下さい。 

はじめに，＿＿委員長から御挨拶をいただきたいと存じます。 

          （委員長あいさつ） 

執行機関   ありがとうございました。 

続きまして，委員の異動がございましたので御報告いたします。５月 24日付 

けで＿＿前委員から＿＿委員に変更がございました。恐れ入りますが，＿＿委員 

から自己紹介をお願いしたいと存じます。 

＿＿委員      （自己紹介） 
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執行機関   続きまして，平成 30年４月１日付けで少年自然の家職員に人事異動がございま

したので，紹介させていただきます。私，前＿＿所長の後任で，４月１日付けで

少年自然の家所長を拝命しました＿＿と申します。どうぞよろしくお願いします。 

次に，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 

ておりますことを御報告いたします。 

それでは，これより議事に入ります。議長につきましては，水戸市少年自然の 

家条例第 16条第１項の規定により＿＿委員長にお願いしたいと存じます。よろし 

くお願いします。 

議   長   それでは，次第に基づきまして議事を進めます。御協力の程，よろしくお願い 

します。 

初めに，⑴平成 29年度利用状況について，⑵平成 29年度主催事業について 

は関連がありますので，一括して事務局より説明をお願いします。 

執行機関     （平成 29年度利用状況及び平成 29年度主催事業を資料に基づき説明） 

議  長   事務局からの説明が終わりましたが，御質問，御意見ございますか。 

＿＿委員   平成 29年度の利用人数が２万人を超えたとの説明がありましたが，例えば２泊 

３日での利用の時は３人とカウントされるのでしょうか。 

執行機関   その通りでございます。 

＿＿委員   目標値が２万人だったかと思いますが，それは達成されたということでよろし 

いでしょうか。 

執行機関   水戸市第６次総合計画の目標値の２万人につきましては，平成 29年度は達成い 

たしました。 

＿＿委員   運営方針の中に山根地区の自然を生かした運営との項目があり，立地資源を生 

かした特色ある事業展開とありますが，どのようなことをされているのですか。 

執行機関   昨年度につきましては，立地資源を生かしてウォークラリーやフォトラリーな 

どで自然と触れ合いながら活動しておりましたが，今年度の新たなメニューとい 

たしまして，１つは果樹園が山根地区には広がっておりますので，利用者から梨 

やリンゴなどの果樹狩りの希望があった際には自然の家で果樹園に話をつないで 

そのような体験ができるよう，果樹園の事業主の方と調整しております。 

それと，森林公園では新たにトレイルランニングコースが整備されましたので， 

自然の家の利用者にもそのような施設ができたということを周知していきたいと 

考えております。さらに，ふるさと農場や森林公園にはたくさんのブルーベリー 

が実りますので，ブルーベリー狩りなども体験メニューに入れていきたいと考え 

ております。 

＿＿委員   主催事業の親子でフットパスの参加者がいなかったようですが，これは小学校 

の運動会と同じ日だったからでしょうか。 

執行機関   前回の運営委員会でも御指摘いただきましたが，運動会と重なった関係もある 

かと思いますので，今年度につきましてはそのようなことも考慮して事業を計画 
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しております。 

＿＿委員   主催事業の参加者が募集人員に対して少ない形になっていますけど，どのよう 

に分析されていますか。対処の方法は何か検討されていますか。 

執行機関   １つは周知が不足していると感じております。また前回の運営委員会でパンフ 

レットを見てもつまらないという御意見をいただきましたので，今回お手元にこ 

れから開催を予定しておりますウォーターロケットプロジェクトやサマーキャン 

プのチラシを配布させていただきましたが，チラシを見て楽しそうと思えるよう， 

パンフレットを作成してございます。 

また，周知方法といたしまして，今年度新たに四季の体験学習から水戸市の公 

式フェイスブックを利用して，周知を行っております。四季の体験学習につきま 

しては，フェイスブックの閲覧者が 3,000人を超えましたが，参加者は前年度を 

下回る結果となってしまいました。もう少し工夫が必要だと感じておりますが， 

まずはそういうところから取組を始めているところでございます。 

議  長   他になければ，次に，⑶平成 30年度運営方針について，⑷平成 30年度主催事 

業（案）については関連がありますので，一括して事務局より説明をお願いしま 

す。 

執行機関    （平成 30年度運営方針及び平成 30年度主催事業を資料に基づき説明） 

＿＿委員   ウォーターロケットプロジェクトの講師がＭＡＳＡ長官となっておりますが， 

これは誰ですか。 

執行機関   水戸市移動天文車指導員の＿＿が講師となりますが，子どもたちが気軽に参加 

できるよう，先にニックネームを記載しております。 

議  長   このチラシは，ホームページではカラーですか。 

執行機関   ホームページはカラーとなっております。 

議  長   ウォーターロケットプロジェクトやサマーキャンプのチラシは非常にいいんで 

すが，親子火星観測会のチラシはいかにも行政的で固い感じがするのですけど， 

どうですか。 

執行機関   おっしゃる通りでございます。 

＿＿委員   ウォーターロケットプロジェクトの参加申込者が現在 21名ということなんで 

すが，応募者は小学生が多いですか。 

執行機関   現在までの申込者は全員小学生です。今日も何件か電話をいただいております 

ので，申込者は増えております。 

＿＿委員   とてもいい事業だと思いますが，部活等がありますので中学生の参加は難しい 

と思います。もし中学生を対象にするのであれば，もう少し１日当たりが長時間 

で日数が短いほうがいいのかなと思います。 

それぞれのステージは，２時間半でできるのですか。 

執行機関   ２時間でできるよう日程を組んでおります。一番心配なのは天候です。ただ雨 

が降ってもロケットは飛ばせますので，雨天決行で実施してまいります。 

＿＿委員   参加者全員がステージⅣをクリアできるといいですね。申込者の男女比はどう 
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ですか。 

執行機関   申込者のほとんどが男子です。 

＿＿委員   私はガールスカウトの事務局を務めておりますので，このようなチラシをいた 

だければ，ボーイスカウトやガールスカウトの各団にも配信することができます 

が。 

執行機関   メールを送付させていただきますので，よろしくお願いします。 

＿＿委員   関連して質問いたしますが，このチラシは誰にどのように配布していますか。 

執行機関   各小中学校に配布いたしました。 

＿＿委員   学校では，火星大接近のチラシは全ての児童に配布しております。サマーキャ 

ンプのチラシは学年掲示板等で掲示しております。 

＿＿委員   利用校・利用対象の拡大が挙げられていますが，高校生とか大学生にどのよう 

な利用をイメージされていますか。 

執行機関   先日＿＿委員の授業を少年自然の家で開催していただいたときに大学生の素直 

な感想をいただきまして，ゼミとかサークル等で宿泊する際にお酒が飲めない施 

設での宿泊は難しいとの意見をいただきまして，どちらかというとターゲットを 

高校生以下に絞ろうと思っているのですが，部活等で利用していただきたいと考 

えております。また，水戸市近郊で大会が開かれる際に他県等から参加される方 

の宿泊場所として，グランドや体育館として使用できる多目的ホールがございま 

すので，大会前日に自然の家で練習をしていただき当日試合に臨んでいただけた 

らと考えております。 

＿＿委員   大学生としては，授業の一環としてのボランティアなら利用希望があると思い 

ます。もしいろいろな事業の中で大学生のボランティアが必要ということがあれ 

ば御連絡いただけたらと思います。 

執行機関   今は茨城大学の方に御協力いただき各事業を行っておりますが，サマーキャン 

プについてはいつもお願いしている団体の参加が難しいということがございます 

ので，ぜひお願いしたいと思います。 

＿＿委員   高校生や大学生が自然の家まで来るときに，交通手段がネックになってしまう 

のかと。やはり親の送り迎えがないと，大学生でも車を所有している方は少ない 

と思うので。 

＿＿委員   私のゼミ生が自然の家からの帰りがけに交通手段が問題と言っておりました。 

山奥の温泉旅館のように，もし事前に連絡すればバスなどで迎えに来ていただく 

というのは可能でしょうか。 

執行機関   少年自然の家ではバスは所有しておりませんので，赤塚駅からの路線バスを御 

利用いただきたいと思っております。赤塚駅からの路線バスについては，バス会 

社の方に何人利用するか事前に伝えていただければ，増便の対応も可能とのこと 

ですので，そちらを御利用いただけたらと思います。 

＿＿委員   ホームページにバスの時刻表などは掲載されていますか。 

執行機関   アクセスのところに掲載しております。 
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議  長   アクセスについては，自然豊かということの裏返しにあるのかと思います。 

私の方の子ども会の団体で８月に百何十名で２泊の研修会をここで開催しま 

      すが，その際は前もって利用者数を言っておりますが，利用日の関係でバスがそ 

れほど出せないということで対応に苦慮しているところです。 

あと使われた方がもう一度利用するには施設の良し悪しが一番大事ですが，食 

事も大切ということが前回の運営委員会でも議題になりました。食事については 

何か改善されたということはあったのでしょうか。 

執行機関   前回の委員会で食事のボリュームについて御意見がありましたが，そのことは 

食堂の運営会社に伝えまして，多少ボリュームも改善されたようで，利用者の意 

見としてそのようなことは今年度は聞いておりません。ただし，夕食については 

17時から 18時までを基本としており，夜お腹が空いてしまう子もおりますので， 

多くの団体は夜のおやつとしてパンなどを提供しております。 

議  長   外部委託なのでしようがないとは思いますが，18時は早いよね。夕飯終わって 

からもう１回ご飯あるのという話になるよね。もし時間も検討できるのであれば。 

＿＿委員   小学校であれば，夕食後にキャンプファイヤーなどもやるので，どうしてもそ 

の時間になってしまうというのが現状です。 

議  長   学校で利用する場合には，夕食後にもいろいろなイベントが入ってくるので仕 

方がない部分もありますが。 

あとは，水戸市内だけではなくて県内外のいろいろな団体に利用してもらえる 

ようホームページやＳＮＳでの発信を拡充するといいと思います。ドローンなど 

で撮影してこんなにいいところだよというのを発信した方がいいんじゃないでし 

ょうか。 

＿＿委員   水戸ホーリーホックとか茨城ロボッツのコーチ派遣のＰＲは，スポーツ少年団 

などにされていますか。 

執行機関   まだホームページ上でしかお知らせしていない状況です。 

＿＿委員   29年度の主催事業の実績，また 30年度の主催事業の計画を見比べると，新し 

い事業を起こすのは大変だということは分かりますが，29年度の主催事業を見る 

と，四季の体験学習については募集人数に対して参加人数がかなりあるのでこの 

事業は需要があることが分かります。ところが，30年度の事業の中で冬を楽しも 

うクリスマスリース作りというのがあります。これは 29年度の事業実績では募集 

が 10家族に対して参加が３家族７名しかないのにそれをまた続けてやるわけで 

すね。しかしながら 29年度に行った冬を楽しもう冬空のトレジャーハンティング 

は募集が 20家族に対し９家族の需要があった。ところが 30年度はこの事業はな 

くなっている。そのような分析をもう少し厳しくやってもらいたい。やっぱり費 

用対効果があると思うので，いくら公的な機関だと言ってもそのような分析をし 

て，そのような需要があるからもう少し拡張しようとか，例えば冬を楽しもうク 

リスマスリース作りは参加者が少なかったので今年やるときにはどういうところ 

を改善してこの事業をやるかとか，そのような分析をもう少し厳しくやってもら 
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いたい。同時にスターハウス in自然の家についても 20名の募集に対して５名の 

参加しかなかった。ところが 30年度を見るとスターハウス in自然の家について 

は，募集を 30名に増やしているのですね。この理由があるのか分からないんです 

けど，こういったことの分析をもう少しやって，縮小すべき事業なのか力点を置 

いて膨らませていくべき事業なのかを検討していただけたらと思います。 

議  長   貴重な御意見をいただきましたので，今の御意見をとり入れて今後やっていた 

だけたらと思います。 

＿＿委員   ここの施設で宿泊して，時間をぜいたくに使ってのんびり自然と触れ合うのが 

いいわけなんですね。主催事業を見るとサマーキャンプも人気があるし，今度の 

天体観測も宿泊を伴いますが，天体観測は親子で参加なんですね，親子でのコミ 

ュニケーションが図れないとか親子で仲良くねというのが求められている一方で， 

先ほどのたくましくなんていうことを考えると子どもたちは子どもたち同士でこ 

こで体験をするのもとても大切なのではないかと思うんですね。なかなかそうい 

うのができないのは，親子だと夜，親が子どもを管理してくれるので事業をやる 

上で安心だと，逆に言うと夜子どもの面倒を見る人がなかなかいないという事情 

があってのことなのか質問します。 

執行機関   今回，子どもだけを対象とした事業が 15回のうち８回，親子や家族で参加して 

いただくものが７回あります。それぞれの事業には狙いがありまして，サマーキ 

ャンプは冒険教育，チャレンジ精神を養うということがありますので親元から切 

り離して子どもたちだけで生活させることとしております。今年度，親子または 

家族で参加できるものについては，親子の触れ合いというのも事業の狙いとして 

あるので，今回はそういった形で振り分けをしておりますが，今の貴重な御意見 

もございますので，30年度事業をやってみて分析をして次年度につなげていきた 

いと思っております。 

＿＿委員   子どもたちを見る上で，職員だけでは大変だということもあるんですか。 

執行機関   それはないです。 

議  長   特に子ども会ではよくあるのですが，交通の便や安全の問題があって保護者と 

の参加をうたうことがあるのですが，我々の主催する事業だと親は親だけで違う 

場所で活動させる，そして子どもには体験活動をやらせるということもあるので， 

夜の就寝に関しては親子の触れ合いも大切ですが，オプションとしてそういう取 

組もあるということを考えてもいいような気がします。親子がいつも一緒にいる 

必要はないので。 

あとは何度も出ていますが，昨年度と今年度の主催事業の確認をして人数であ 

るとか周知の方法など，イベントとしては十分魅力があるんだけど知らないだけ 

なのか，あと開催日時を見るとどうしても週末ですので，週末はスポーツ団体と 

かレクリエーション団体とかいろいろな団体で子どもの取り合いをしております 

ので，どこよりも魅力がある事業かが重要なのかなと思っております。 

＿＿委員   事業については皆さんいろいろ御意見をおっしゃっていましたし，ウォーター 
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ロケットプロジェクトのように期待できる事業もあるのかなと思っております。 

先ほど県外からの教育旅行を呼び込みたいということを言っていましたので，す 

でにそういう方向でやっているのは分かるのですが，何かここの目玉のような毎 

年こういう事業があってここに来るとそれが体験ができる，あるいは特別な講師 

の方がいらっしゃってというような魅力を増していかれるといいのかと思います。 

その点では，ホーリーホックやロボッツのコーチ派遣は１つの魅力ですし，ウォ 

ーターロケットの大会などもありますよね，ここで作ったロケットが優勝したり 

ですとか，あるいはここでステージⅣまでクリアしてそれを街中のイベントで披 

露したりすると，この事業に参加するとあれを作れるようになるということで翌 

年にたくさんの子どもたちが参加するなどということもありますので，ここに引 

き込むためのＰＲの機会を作ったり，他の施設にはない魅力のあるプログラムが 

いくつかあると，ここに行かなくてはとなるのかなと思いました。 

それから，自然を楽しむということもありますし，楽器とか合唱の練習はこう 

いう場所ですとすごくいいのかなと思うのですね。ですから，来年度以降かもし 

れませんけど少しずつ幅を広げるのか，何かに特化して自然系とか理科系に絞っ 

ていくのかということもあるのかなと思いました。 

あと＿＿副委員長もおっしゃっていたように，大学とか学生がもしお手伝いで 

きることがありましたら，小学生の地元探検だとか地域学習とかに大学生がお手 

伝いに行く機会もありますので，何かしら  副委員長のところと御一緒に力に 

なれればいいなということも思いました。 

議  長   名称が少年自然の家ということで，ネイチャー的なものにとらわれがちですが， 

施設を見たときには宿泊があって，広大な敷地があってということでございます 

ので，対象者を増やすような形とか，あとは水戸市内で大きなイベントをやると 

きに市内には宿泊施設が少ないという弱さもあるので，そういうところでも全面 

に押し出していくとかということも考えていただいて，あとは室内でキャンプフ 

ァイヤーができる施設ってそうそうないですよね，なのでそのようなことももっ 

と大きくＰＲしたり，いろいろな視点を変えてみなさんからいただいた御意見を 

取り入れて新しい催事，または今までの催事の見直しをかけていただけたらと思 

います。 

   他に御意見はございますか。 

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 

進行にあたり御協力を賜り，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。 

以上をもちまして，平成 30年度第１回水戸市少年自然の家運営委員会を終了い 

たします。 


