
1 

 

様式第３号（第７条関係） 

 

会  議  録 

 

 

１ 附属機関の会議の名称 

   令和３年度第２回水戸市上中妻市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   令和４年３月 10 日（木）13 時 30 分から 

               14 時 10 分まで 

 

３ 開催場所 

   上中妻市民センター 集会室 

 

４ 出席した者の氏名 

 （１）委員 

    穂積 弘行，菅野 耕司，雪竹 環，江橋 信子，立原 文男 

 （２）執行機関 

    関 文男，佐川 好美 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）令和３年度上中妻市民センター事業並びに利用状況経過報告について（公開） 

（２）令和４年度上中妻市民センター定期講座（案）について      （公開） 

（３）上中妻市民センター定期講座アンケート結果について       （公開） 

（４）その他                            （公開）  

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

   なし 

 

８ 会議資料の名称 

   令和３年度第２回水戸市上中妻市民センター運営審議会 
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９ 発言内容 

 

執行機関   定刻となりましたので，ただいまから令和３年度第２回水戸市上中妻市民

センター運営審議会を開催いたします。 

初めに，  会長より，御挨拶をいただきたいと思います。 

  会長  （挨拶） 

執行機関   それでは，議題に移りたいと思います。 

議事の進行は，水戸市市民センター条例第 12 条第１項により会長にお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

  議長   それでは，議事進行を務めさせていただきます。本日の議題につきまして，

スムーズに進行を行いたいと思いますので，皆様の御協力をお願いいたしま

す。 

 本日は傍聴希望者がいらっしゃいません。 

本日の審議会でございますが，委員６名中５名が出席しており，水戸市市民

センター条例第 12条第２項により本日の審議会が成立していることを報告い

たします。 

また，本日の審議会は，議事録を作成し，公表することになっておりますの

で，議事録署名人に  委員，  委員を指名いたしますので，よろしくお願

いいたします。 

それでは，３の議題（１）令和３年度上中妻市民センター事業並びに利用状

況経過報告について，執行機関から説明をお願いします。 

執行機関   議題（１）令和３年度上中妻市民センター事業並びに利用状況経過報告につ

いて説明いたします。 

この事業につきましては，２月末日までに実施されたものを掲載しており

ます。 

ア 市民センター主催による事業 

       女性教養講座で２つ実施しております。「骨盤ストレッチ」，成人女性を対象

といたしまして，令和３年 10 月 29 日に実施いたしました。次に，「お正月の

寄せ植え教室」，同じく成人女性を対象といたしまして，令和３年 12 月 21 日

に実施いたしました。 

続きまして，児童講座でございます。サマースクール「絵画教室」，小学生

を対象といたしまして，令和３年８月 17 日に実施いたしました。 

次に，家庭教育強化事業でございますが，「親子ヨガ講座」を未就学児とそ

の保護者を対象といたしまして，令和３年 12 月７日に実施いたしました。 

イ 地区住民の会・市民センター共催による事業 

       上中妻地区お父さんソフトボール大会を，令和３年６月 27 日に２チームで
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実施いたしました。西部ブロック球技大会（ソフトボール）を，令和３年 12 月

12 日に実施し，上中妻地区は１チーム参加しています。 

      ウ 地区高齢者クラブ連合会・市民センター共催による事業 

      高齢者スポーツ交流会を，上中妻市民運動場で令和３年 11 月 25 日に実施い

たしました。 

      エ その他 

      子育て広場を本年度より開設いたしました。毎月第１火曜日 10:00～11:30 の 

     １時間半で実施しております。毎月の未就学児人数は４月６日 14 名，６月１日

７名，７月６日８名，８月３日９名，９月７日コロナの関係で中止，10 月５日

７名，11 月２日５名，12 月７日９名，１月４日５名，２月１日コロナの関係で

中止となりました。 

      オ 団体別利用状況 

      市民センター，社教団体，市・県関係，その他の市民センターの利用状況です。 

     各々の計を報告いたします。市民センター344 件 3,243 人，社教団体 44 件 621

人，市・県関係 73 件 1,108 人，その他 341 件 2,994 人，合計 802 件 7,966 人， 

      ４ページ下段の表ですが，令和２年度と３年度との２月末現在の比較でござ

います。どの団体も令和３年度は伸び率は増えております。 

      カ 部屋別利用状況 

      部屋別利用の集計を報告させていただきます。ホール 389 件 4,707 人，和室

173 件 1,361 人，集会室 228 件 1,754 人，調理室 8件 92 人，館外 4件 52 人，合

計 802 件 7,966 人です。下段は前年度との２月末現在の比較です。件数，人数と

も前年度より増えております。以上です。 

  議長  ただいまの説明につきまして，質疑を受けたいと思います。 

  委員  館外の利用とはどのような団体ですか。 

執行機関  郷土史研究クラブがいろいろな場所に行ってる件数です。 

  議長  （質問はないか諮り，異議なしの発言あり。）（議長：承認の旨の発言） 

引き続き，議題（２）令和４年度上中妻市民センター定期講座（案）につい

て，執行機関から説明をお願いします。 

執行機関  （２）令和４年度上中妻市民センター定期講座（案）について，説明いたしま

す。 

       本来なら，２月に運営審議会を開く予定でしたが，コロナの関係で本日に変

更になりました。 

案ということですが，実際に上中妻地区回覧及び世帯配布をさせていただ

きましたので，報告という形になります。募集期間は，令和４年４月５日から

４月 15 日となります。現在１番から 25 番までありますが，この中でサークル

に変わった団体，並びに３年度をもって終了する団体がありますので，22 団



4 

 

体になります。３年度の受講者数と４年度の募集人数（定員）は資料のとおり

です。 

表の下※筝曲＜すみれ＞，筝曲＜さくら＞クラブについて，令和４年度より

統合し，筝曲＜さくら＞クラブとして活動いたします。パンつくりクラブは令

和３年度で終了となります。３年度につきましても，コロナの関係で人が集ま

らない状況で，実質は活動していない状況でした。手編みクラブは，令和４年

度よりサークルへ移動します。募集要項はお手元のチラシを参考にしてくだ

さい。以上でございます。  

  議長   ただいまの説明につきまして，質疑を受けたいと思います。 

  （質問はないか諮り，異議なしの発言あり。）（議長：承認の旨の発言） 

       次に，議題（３）上中妻市民センター定期講座アンケート結果について， 

執行機関から説明をお願いします。 

執行機関   （３）上中妻市民センター定期講座アンケート結果です。これについては， 

      みと好文カレッジの方から，市民センター事業評価としてお願いされていた

ものです。約 100 名の方を対象にアンケートの回答をいただきました。アンケ

ートの内容は，11 ページ，12 ページに掲載しました。その結果は７ページの

とおりで，定期講座受講者 275 名中 102 名に回答いただきました。 

１ 受講者の性別，年齢，居住地について見ていただきたいのですが，アン

ケートは 102 名中 95 名回答ということで，７名の方が未記入です。回答いた

だいた方を 100％として，上段に記載しております。95 人の内訳は，男性 10

人，女性 85 人，男性 10.5％，女性 89.5％ということになります。年齢は 99

名の方に回答いただいております。50 歳代以上が全てです。年齢が上の方が

多いのが現状です。続いて，居住地です。上中妻地区の方 56.8％，地区外市

内の方 33.8％，市外の方 9.5％です。 

２ 講座の在籍期間について，101 名回答いただいております。１年未満

5.9％，３年未満 17.8％，５年未満 22.8％，10 年未満 19.8％，10 年以上 33.7％

で，長くやられている方が多いということです。 

３ 講座を何で知りましたかですが，これにつきましては，１年未満の方に

聞いてる内容です。６名の回答のうち，全戸配布のチラシ３名，施設のチラシ

１名，友人・知人から２名となっております。 

４ 講座に参加したきっかけですが，内容に興味があった，受講料が手頃，

通いやすい，生きがいづくりがしたいの回答がありました。 

５ 参加している講座の満足度についてですが，大変満足 64.4％，まあ満足

32.7％，どちらともいえない３％で，９割以上の方が満足しています。 

６ 参加している講座の魅力について，内容が良い 27.3％，講師が良い 21％，

友人・仲間がいる 21.8％，受講料が手頃 12.5％，通いやすい 16.6％，その他
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0.7％となっております。 

７ 生きがいづくりや生活に役立っているかについては，大いに役立って

いる 51.6％，まあ役立っている 47.3％，どちらともいえない 1.1％，役立っ

ていない 0％で，ほとんどの方が役立っていると回答しています。 

８ 地域コミュニティ活動に生かされているかについては，大いに生かさ

れている 13％，まあ生かされている 44.6％，どちらともいえない 31.5％，生

かされていない 10.9％でした。 

９ 講座に対する意見，提供してほしい講座，興味がある講座等についてで

すが，提供してほしい講座，興味がある講座といたしまして，筆ペン講座，ト

ンボ玉講座，世界史・美術関係，パッチワークなどの意見がありました。その

他の意見では，「大塚町に来て約 12 年，周りに知り合いがあまりいませんの

で，友達をつくりたくて参加している。」，「参加人数は少ないですが，部屋に

空きがあるならば，これからも続けさせていただきたい。」，「コロナで活動が

制約されているので，思うような活動が望めないが，できる範囲内で楽しんで

いる。」，「市民センターの利用が高齢者にとっても大変心身ともに良い作用に

なっている。」という意見がありました。以上でございます。 

  議長   ただいまの説明につきまして，質疑を受けたいと思います。 

  （質問はないか諮り，異議なしの発言あり。）（議長：承認の旨の発言） 

   次に，議題（４）その他について，何かございますか。 

       議題ではないのですが，私の方から，皆様にお配りした資料の内容を説明さ

せていただきたいと思います。 

水戸市立上中妻小学校教育後援会への御協力についてですが，２年間，新型

コロナウイルスの関係で募集を控えさせていただきましたが，いよいよ後援

会費も底をついてきております。校外学習費・コロナ対策の備品整理・リモー

ト設備の準備などを後援会費からと市からも負担していただいているのです

が，賄えない状況です。後援会費もなかなか使えなくて，ＰＴＡ会費の慶弔費

からも流用する形となっておりました。このままいくと，来年度は後援会費の

出納が難しい状況です。上中妻地区住民の方にも協力いただきたいので，住民

の会会長にもお願いし，また再開させていただくよう御協力をお願いいたし

ます。委員の皆様にも御承知いただければと思います。ＰＴＡ実行委員の方に

は昨日了解いただきました。地域で支えていただいております小学校ですの

で，どうぞよろしくお願いいたします。 

  委員   今までは，子ども会の地区委員さんが集められていましたが，来年度は子ど

も会がなくなるので，どのようにするのですか。 

  議長   来年度は規約を改正して，ＰＴＡ役員の方を多めに配置していこうと進め

ておりますので，よろしくお願いいたします。 
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       他に御意見ございますでしょうか。 

ないようでしたら，一人一人御意見を頂戴してよろしいでしょうか。 

  委員   今，お話しいただいた件ですが，２年間集めていなかったということですが，

赤塚中学校は集めていたのですか。       

  委員   赤塚中学校は，集めてました。 

  委員   上中妻小学校は，コロナの関係で集められなかったのですね。問題ありませ

んので，ぜひ集めてください。  

  委員   水戸市の方からもコロナ対策で予算が回ってこなくて，大丈夫なのか心配

しておりました。私の息子も上中妻小学校を卒業させていただきましたので，

ぜひ御協力させていただきたいと思います。 

  委員   子ども会がなくなってしまうということで，子ども会役員が協力していた

ものに対して影響があると思いますが，アンケートを取ったところ，続けられ

ないという意見が多数ありました。子ども会がなくなるため，皆様との交流が

少なくなるのが残念です。何かの形で地域の皆様とできるようなことが一つ

でも増えていければと思います。 

  委員   まん延防止が３月 21 日まで延長になり，市民センターの利用できる時間と

曜日を教えてください。 

執行機関   まん延防止が，第１回目は２月 20 日まででした。それから延長になりまし

て，３月 21 日までとなりましたが，２月 21 日からは市の施設の利用制限は解

除されてます。それまでは平日の昼間だけ利用できまして，平日の夜間と土日

祝日の終日は利用できませんでした。県はまん延防止が継続しておりますが，

水戸市につきましては，解除されて通常どおり利用できます。しかしながら，

感染対策，マスク着用，距離をとる，換気をしていただくのは変わらず継続を

お願いいたします。 

  委員   感染対策はまん延防止に関わらず行っていくのですね。 

執行機関   令和２年３月頃から，市民センターが使えたり，使えなくなったりという 

状況が増えてきたと思います。その頃から，使える使えないに関わらず，感染 

対策をしていただくのは変わりありません。 

  委員   ４月になりますと，各町内会の総会があり，土日や夜間利用することが多く

なると思われますが，制限はないのですね。 

執行機関   通常どおり使える状態ですが，少ない人数での利用をお願いしております。    

  議長   最後に私の方から，学校の現状を報告させていただきます。おかげさまをも

ちまして，６年生 45 名，３月 18 日に無事に卒業式を迎えることになります。

残念ながら御来賓の皆様の御参加を御遠慮させていただいております。職員

と卒業生と保護者一家族２名までということで行わせていただきます。水戸

市の方で各教室１台テレビを買っていただいたので，在校生のお別れの言葉
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を録画しておいて，その様子を使いながら卒業式をやっていければと考えて

おります。また，タブレットを持ち帰って在校生にオンラインで見せることも

考えております。  

       在校生に関しては，14 日から 18 日まで自宅学習になっており，卒業式は出

られません。県の通達がありましたので，それに従ってのリモート学習になり

ます。卒業式に関しては以上です。 

新たに４月７日入学式で 37 名の児童を迎えます。37 名中２名が特別支援学

級の児童になります。現在は 36 名にならないと２クラスにならないので，35

名の１クラスになります。今年度は２クラスで卒業，来年度は１クラスで入学

ということで進行させていただきます。 

       資金面の方では，緑化育成事業に応募したところ，当選しまして，50 万円

の緑化育成資金をいただきました。その資金を木の伐採に使わせていただき

ました。きれいになったところに記念樹を植えたので，５月 19 日に完成式典

を行う予定です。 

       また，来年度から水戸市のプールの使い方が変わりました。老朽化が激しい

プールを使わないで，その代わりリリー幼稚園や青柳のプールやその他ある

のですが，水戸市でバスが迎えに来て，児童を連れて行き，温水プールなので

一年間使えることになったのですが，上中妻小学校は老朽化していないし，設

備がいいということで，残念ながら該当しませんでした。該当なしの小学校は

19 校あり，徐々にやっていくということです。報告は以上でございます。 

   その他，ないようでしたら，以上で本日予定していた議題について，終了い

たします。皆様の御協力により無事終了いたしましたので，ここで議長の座を

降りて，執行機関にお返しいたします。ありがとうございました。 

執行機関   以上で，令和３年度第２回水戸市上中妻市民センター運営審議会を終了い 

たします。大変お疲れさまでした。        

          

 

 

 


