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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 

    水戸市城東市民センター運営審議会 

 

２  開催日時 

    平成 28 年３月７日（月） 午前 10時 00 分から午前 11時 15 分まで 

 

３  開催場所 

    水戸市城東市民センター 

 

４  出席した者の氏名 

（１） 委員 

中島 弘友，井坂 照夫，礒崎 孝子，関山 ふみ子，小林 靖 

（２） 執行機関 

浅野 一志，岡部 美穂 

 

５  議題及び公開・非公開の別 

（１） 平成 27 年度市民センター事業報告について      （公開） 

（２） 平成 27 年度市民センター利用状況について      （公開） 

（３） 平成 28 年度市民センター定期講座募集（案）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 

    平成 27 年度 第２回水戸市城東市民センター運営審議会 
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９  発言内容 

 （１）開  会 

（２）会長挨拶 

（３）議  題 

議  長：  それでは１番目の議事に入ります。 

本日御審議をいただくのは，その他を含め全部で４件でございます。まず，

（１）平成 27 年度市民センター事業報告について，事務局より御説明をよろ

しくお願いいたします。 

執行機関：   資料に基づき説明。 

議  長：   ありがとうございました。 

ただ今事務局から，平成 27 年度市民センター事業報告について御説明があ

りましたが，これらについて何か御質問・御意見等がありましたらお願い  

いたします。何でも結構です。 

特にありませんか。 

４ページにあります城東地区防災訓練では，小学校に御協力いただき，大変

お世話になりました。平成 26，27 年度と２回合同で開催させていただいてお

り，平成 28 年度も御一緒にお願いできればと思っています。 

＿＿委員：  水戸市といたしましても防災教育にはとても力を入れておりまして，教育の

一環として防災ということを位置付けているところがありますので，そのよう

なこととタイアップできれば有り難いことだと思っています。 

議  長：  よろしくお願いいたします。 

       他に御意見・御質問はありませんか。 

＿＿委員：   防災訓練の日にちは，小学校としてはまだ予定に入れてないのですか。 

＿＿委員：  まだ，会長と相談をしながら進めていこうと思っています。 

＿＿委員：  そうですか。 

＿＿委員：  日程的には，寒い時期より暖かい時期，２月になると寒い中での体験活動   

なので，昨年度と同じ 11月辺りがよいのではと考えています。 

議  長：   私が心配しているのは，防災訓練が朝から夕方までかかってしまい，授業が

防災訓練の後となってしまうことです。時間的にはどうなのでしょうか。 

＿＿委員：  今年のように，午後でしたら全然問題ないです。１日がかりというより，  

給食の後，午後から開催できればいいなと思います。 

議  長：   今年度と同じスタイルで，来年度もお願いできればと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

＿＿委員：  ただ今小学校行事の確認をしたところ，11 月５日の「学校へようこそ」の

時に防災地区訓練の予定が入っていますね。 

＿＿委員：  そうですね。 

＿＿委員：  今年度の防災訓練は，小学生が 280 名，地区が 130 名の参加ということです

が，那珂川の堤防等では心配している状況にもかかわらず，防災訓練となると

皆さん出席しないので，500 名くらい集まってほしいです。 

議  長：  それが理想ですね。 
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＿＿委員：  そうですね。 

確か昨年度も少ないと思います。 

＿＿委員：  それでも昨年度は各町内会から２名ずつ参加するように頼んだので，参加 

してくれました。その人数をもう少し増やすことしかなかなか集まる方法は 

ないのではないでしょうか。頼まなければ参加人数はもっと少なかったと思い

ます。 

＿＿委員：  昨年度は 88 名でした。少しは増えています。 

＿＿委員：  来年度はもう少し参加人数を増やしたいですね。 

＿＿委員：  集まらないというのは，意識がないということでしょうか。 

議  長：  今回は那珂川堤防の水害防止について文書を回してありますので，そのこと

に関連付けることができればと思います。 

＿＿委員：  来年度に期待したいです。 

議  長：  児童を除いて，この 400～500 人ということが望ましいですね。 

＿＿委員：  そうですね。 

議  長：  それは今後の検討課題といたしまして，他に御意見・御質問がなければ（１）

平成 27 年度市民センター事業報告については終わりにします。 

よろしいでしょうか。 

          それでは２番目に（２）平成 27 年度市民センター利用状況について，事務

局からお願いいたします。 

執行機関：  （２）平成 27年度市民センター利用状況について説明。 

議  長：   ただいま（２）平成 27 年度市民センター利用状況について御説明がありま

したが，これらについて何か御質問・御意見があれば承りたいと思います。 

いかがでしょうか。 

       何かありませんか。 

       私の方から１件，６ページの図書利用状況ですが，昨年度より利用人数・  

利用冊数ともに増えていますね。特に７月・８月は，多分小学校の課題図書の

宿題等の関係で，利用冊数もかなり増えているのではないかと思います。 

利用者は，毎月同じ人が本を借りに来ているのですか。それとも異なった人

が来ているのですか。 

利用図書の種類も知りたいです。それと，図書コーナーを見た時に新刊図書

があまり目立たないですが，その新刊図書の購入予算と持ち込みによる譲渡の

図書が把握できればと思います。 

利用人数が大幅に増えたのはうれしいことなのですが，分かる範囲内でお願

いします。 

執行機関：  昨年度に比べて利用人数が増えている経緯については，いろいろな理由は

あります。 

先ほど会長からお話があった，同じ人が繰り返し来ているのかどうかとい

うことですが，もちろん同じ人もたくさん本を借りに来ていただいています。 

本を借りるのに図書カードがないと借りられない，面倒な手間があって 

なかなか借りづらい等思っている方も多いです。 
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窓口に住民票や諸証明を取りに来た時に長い時間待たされる時もあり， 

そのような時に本を途中まで読んだら面白くなり，この本は図書カードが 

なくても借りられるのかと聞いてくる方もいらっしゃいます。市民センター

は図書館ではなく図書コーナーなので，お名前と電話番号を記入していただ

ければ借りられるということをお話ししますと，それだけで借りられるのか

ということで，借りていかれる方もいらっしゃいます。借り方が簡単だと少

しずつ分かってきていただいているのも，伸びた要因かなと思われます。 

       もう一つ，図書の入替えは，中央図書館で持っているものを 31 ある各市民

センターへ回しているので，大体４分の１くらいは毎年入れ替えしてくれて

います。中央図書館の主導で行っていますので，もしこのような審議の場で，

このような図書を少し増冊してほしい等の御要望があれば，それをきちんと

中央図書館へお話しします。 

あくまでもこちらが主体的にという部分ではないです。 

議  長：  利用人数は昨年度のほぼ倍ですが，利用冊数は 60冊くらいの増加です。人

数が倍になったにもかかわらず，反比例しているような結果が出ているので，

それはどうしたのかと懸念しているところです。 

執行機関：  今回このように利用者が伸びて，冊数があまり伸びないというのは，興味

がある本が少ないということもあり，多く借りる人は１回で 10冊借りる方も

いらっしゃいますが，この辺も中央図書館に協議しながら，もう少し興味を

持っていただけるように御提案はしていきたいと思います。 

議  長：   利用する児童にどのような図書が読みたいかアンケート調査等も良いと 

思います。 

執行機関：  はい。 

＿＿委員：  中央図書館は，小学校へも図書の入替えに来てくれています。多分，小学校

と市民センターでは図書の種類も違うのかもしれないですね。小学校は小学校

の方で中央図書館が図書の増冊，入替えをしてくれていますので，市民センタ

ーの主体は市民，大人向けなのだと思います。 

執行機関：  そうですね。小学生が読むというよりは未就学児へお母さんが読んであげる

図書が多く，小学生が読む本もある程度はありますが，小学校との兼ね合いも 

あります。 

＿＿委員：  例えば，このような本が読みたいとの要望があった場合，市民センターへ  

回してもらうことは可能ですか。 

執行機関：  説明が不足しましたが，市民センターの図書コーナーの図書は，中央図書館

が市民センターの場所を借りて，市民の読書の機会を設けるために，ある程度 

いろいろな構成で置いています。 

城東の方が，読みたい本が市民センターの図書コーナーに置いてなくて  

中央図書館まで行けないのだけれどもこのような本を読みたいといった場合，

申請書を出していただければ，ただし図書カードは必要なのですが，中央図書

館で持ってきてくれます。そして，読み終わった時にまた市民センターに届け

てもらえれば，それを中央図書館では引き取りに来てくれます。御要望があれ
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ば即座に反映できます。 

議  長：   はい，それではその他にありませんか。 

（２）平成 27 年度市民センター利用状況については，よろしいでしょうか。

それでは次に（３）平成 28 年度市民センター定期講座受講生募集（案）につ

いてお願いします。 

執行機関：   はい，それでは８ページをお願いします。 

（３）平成 28 年度城東市民センター定期講座受講生募集（案）について   

説明。 

議  長：  ありがとうございました。 

ただ今８～９ページについて御説明がありましたが，何か御意見・御質問が

ありましたらお願いします。 

       ないようでしたら、私の方からよろしいですか。 

新規教室の中で，グラウンドゴルフは会費なしということですが，他のクラ

ブと比較いたしまして，最低でも 2,000円，最高で 10,000円，新規教室の骨

盤体操が 5,000円という年会費の中で，グラウンドゴルフは会費を取らないで

も大丈夫なのですか。 

執行機関：  グラウンドゴルフは市民センター主導で行うのですが，講師は設けていま 

せん。 

グラウンドゴルフはある程度のグラウンドゴルフの知識を持っている，ルー

ル等も分かっている皆さんです。その方たちがいらっしゃることを想定して， 

これからグラウンドゴルフに入る方には，基本的に講師は設けないので謝礼は

ないということで，開催する予定です。 

今までも小学校の御協力でグラウンドゴルフを小学校の校庭で行っており

ました。それを継続する形で幅広く，グラウンドゴルフをやりたい，たくさん

の方に参加していただければと思い，教室はスタートします。 

ただ，教室をスタートして１年して，かなり人数が集まり自主活動をしたい

ということであれば，来年度はクラブへグラウンドゴルフが入り，代表者の下，

会費を集めながら自主運営でやっていただければと思っております。 

骨盤体操はきちんと講師を立てておりますので，その講師への謝礼という 

ことで予定しております。 

議  長：  はい，ありがとうございました。 

それと，もう一点よろしいですか。 

９ページの子育て広場ですが，第１金曜日に行っていますね。２月は文化展

のために第２金曜日でしたが，第１だと 12～13 組くらい集まっていたのにも

かかわらず，第２金曜日は３組と減少，そうすると参加した親子の数よりお世

話をする係員の方が見た目には多くて手持ち無沙汰のように見受けたのです

が，このようなことについてはどのような対応策を考えているのでしょうか。 

執行機関：  子育て広場についての元々の考えは，これは市長がどの市民センターにも未

就学児を預けてお母さん方の交流の場を設けたいということで，まだ 12 くら

いの市民センターでしか開設していませんので，今後３～５年の間には全市民
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センターでも開設してほしいというのが市長の考え方です。現在，担当課であ

る子ども課がいろいろな地区へお願いしています。 

人数的なことをお話ししてしまうと，そのような人数しか毎回来ない所もあ

りますので，人が来るか来ないかは市街地，農村地域の地区によっても違いま

す。あくまでもそのような機会を設けてほしいということで，城東では女性会

が理解してボランティアでやってくれていますので，逆に言えば少ない人数で

も常日頃大勢の係員の方がスタンバイしてくれているというのは，市民センタ

ー並びに子ども課としては感謝に堪えないと思っておりますので，御理解いた

だければと思います。 

議  長：  たまたま子育て広場が見えたので，子どもさんたちの人数の少なさに心配だ

ったので，そのようなことであれば了解いたしました。 

       それ以外に御質問・御意見ありませんか。 

       ないようでしたら，次の議題に入らせていただいてよろしいでしょうか。 

       それでは，その他に入らせていただきますが，事務局の方では何かあります

か。 

執行機関：  はい，それではその他ということで，一番最後の部分が平成御度第 36 回城

東文化展の決算になっております。こちらについて，御説明・御報告させてい

ただきます。 

       第 36 回城東文化展決算書について説明。 

議  長：  はい，事務局より文化展の決算書について御説明がありました。 

御質問・御意見があればお願いいたします。 

ありませんか。 

＿＿委員：  文化展の参加人数というのは，いつもの年より少なかったですか。 

執行機関：  少なかったです。 

       文化展は展示の方で６・７日の２日間で約 700 名なのですが，例年よりは少

し少ないですね。 

＿＿委員：  ６日の土曜日が寒かったですね。 

執行機関：  そうですね。６日の土曜日が少し寒かったですね。 

＿＿委員：  雨が降ったり，寒かったりすると高齢者の方が多いので，外出しにくいです

よね。天候に左右されますね。 

議  長：  住み協でもいろいろな話をするのですが，城東は２月ですが，地区によって

は他の月にやっていますよね。 

＿＿委員：  10 月や 11 月のところもありますね。 

議  長：  城東は毎年２月です。天候に左右される時期，一番寒い月でもあります。高

齢者の方にとっては外出しにくい時期でもあります。 

＿＿委員：  パネルを借りるのにも他の市民センターとの兼ね合いもありますよね。 

執行機関：  そうですね。ただ１年間の中での 31 市民センターの借用ですし，土日だけ

といっても選択肢はありますので，パネルでどうこういうことはありません。 

    季節的なことがあれば，もう少し変えていってもいいのかもしれません。 

＿＿委員：  あとは定期講座の方々も作品が仕上がらないと，できないですよね。 
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執行機関：  そうですね。どうしても年明けまではかかると思いますので，どうしても  

寒い時になってしまいますね。寒いことで考慮するのであれば，あとは３月で

すね。展示の部は外に影響がありますので３月に延ばして，発表の部は部屋の

中でしかやらないので寒くても大丈夫ですし，例年どおり行ってもいいかと思

います。  

＿＿委員：  確かに次第に高齢者も多くなってきているのも実情です。寒い時期は大変 

です。 

       40代・50代の人たちは忙しいですよね。 

＿＿委員：  高齢者は増えているのですが，高齢者クラブ会員は減っている状況です。 

来年度は解散するクラブも一つあります。 

広報誌のふれあい城東発行は何月ですか。 

議  長：  広報誌は３月 20 日過ぎです。 

＿＿委員：  広報誌は年何回ですか。 

執行機関：  生涯学習部で出している「ふれあい城東」ですね。 

       年２回です。 

＿＿委員：  来年度の１回目は何月発行ですか。 

＿＿委員：  10 月くらいにもありますよね。 

議  長：  10 月と３月です。 

＿＿委員：  高齢者クラブに若い方の加入がないものですから，高齢者クラブ加入のお知 

らせを載せたりした方がよいのかなと思いました。 

議  長：  その他，文化展について御質問等ありませんか。 

       文化展についてはよろしいでしょうか。 

＿＿委員：  文化展は毎年２月の第１土・日に行っていますが，第２土・日ですと祝日が

入ってしまいますか。第２の方がよいのではないでしょうか。 

執行機関：  第２にするとなりますと，今度は文化展発表の方が続いてしまいますので， 

１週ずらす等考えなければなりません。 

＿＿委員：  そうですね。  

議  長：  理想的には間が２週間あった方がいいでしょうね。 

＿＿委員：    そうなると，28 年度は２月 11 日・12日が第２土日ですね。 

議  長：  通常ですと，２月４日・５日ですね。 

＿＿委員：    来年度は２月 11 日・12日は祝日ですね。 

＿＿委員：    そうですね。今度は祝日ですね。祝日でもやりますか。 

執行機関：  展示のことを考えると，１月よりは２月でしょうね。発表を動かさなければ

展示は３月初旬でもよいと思います。 

＿＿委員：    ３月の第２土・日でもよいのではないでしょうか。 

＿＿委員：   文化展発表の方を先にやるということは無理なのでしょうか。 

執行機関：  いえ，大丈夫です。 

＿＿委員：  ２月の第３土曜日に発表を行ってもらい，３月の第１土・日の４・５日を  

展示にするというのはどうでしょう。 

執行機関：  それは，前もって皆さんに了承を得られれば大丈夫です。 
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＿＿委員：  了承を得られればいいですね。 

執行機関：  あくまでも実行委員会に諮らなければなりません。 

＿＿委員：  それとも２月の第４土曜に発表，３月の第２土・日に展示ではどうでしょう。 

＿＿委員：  変えるとなれば，検討事項ですね。 

議  長：  あくまでも実行委員会主導でありますので，運営審議委員としては，このよ

うな考えもありますという選択肢の一つですね。 

執行機関：  もし皆さんに諮っていただくとなれば，まず定期講座合同開講式で定期講座

の各団体の方が基本的に全員来るということで，城東文化展の実行委員会の 

皆さんにも参加いただければ，そこで正式に方向性を決める機会はあります。 

＿＿委員：  それは４月下旬ですか。 

執行機関：  そうですね。４月末の合同開講式の時に日取り等改めるということであれば， 

事前にそのような文面で合同開講式の通知を差し上げることも可能です。 

 ２月の下旬になれば，梅の花もだんだん咲く季節となり，３月の方が暖かい

ですね。２月は一番寒い時期ですね。 

議  長：  ２月は寒過ぎますね。 

＿＿委員：  一昨年は雪も降りましたね。 

＿＿委員：  次回の自治連の定例会時にこのような案が出ているということを提案した

らどうでしょうか。 

執行機関：  実行委員会と自治連は違うものです。自治連は自治連，社協，高連，女性会

とみんなが横一線でみんな一緒です。委員は同じ人だとは思いますが，実行委

員会で審議した方がよいのではないでしょうか。 

＿＿委員：  定期講座クラブの部長さんたちは実行委員会に入っているのですか。 

執行機関：  全員実行委員会に入っています。 

＿＿委員：   定期講座の部長さんたちが自治連の定例会メンバーに入っているとは限ら

ないですか。 

執行機関：  はい，入っていないです。実行委員は決められた人がなっています。みんな

各団体の長なので，自治連の役員ほどはいないです。そこである程度の方向性

が出たものを，何人か参加していただいた中で合同開講式でこのようにやりた

いということでしたら，変更できる機会があるのではないかなということです。 

もちろん市民センターの運営の中の一つなので，運営審議会の中で２月では

寒いという意見が出たということであれば，その運営審議会の方々の意見を基

に，現状でいいのかそれとも３月に展示だけずらすか，合同開講式までに意見

をまとめ，市民センターの方で文化展の実行委員会を開いて，合同開講式で定

期講座の方々にこのような形で行いますとお話しするという流れですね。 

議  長：  では，本日の運営審議会の中でこのような意見が出て，実行委員会に諮って

みてはどうかという話ですね。 

＿＿委員：  そうですね。 

議  長：  そのようなことですので，実行委員会に諮ってみてください。 

       文化展については，以上で終わりにします。 

その他，何でも結構ですので，他に御意見等あればお願いします。 
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それでは，今年度３月 31 日をもって次年度以降運営委員を外れる方につい

ては，感想等発言をお願いしたいと思います。 

＿＿委員：  地域に支えられてやってこれたと思います。学校だけだと分からないことが

ありまして，周りから様子を見ていただき，私たちも気づくこともあり，お世

話になりました。 

＿＿委員：  任期は何年でしたか。 

執行機関：  任期は２期６年間です。 

＿＿委員：  私は城東地区社会協議会の方からですが，６年間運営審議委員としてお世話

になりました。 

城東地区は自治会，社協，女性会，高連，また学校ともどもスクラムを組み

素晴らしい地域だと思っております。これから各委員の方にもっとより良い住

みよい城東地区にしていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

議  長：  お疲れ様でした。 

＿＿委員：  この会に参加させていただいて，今まで分からなかったこともかなり深く 

学ばせていただきありがとうございました。まだまだ心は残りますが，任期と

いうことでよろしくお願いいたします。 

議  長：  お疲れ様でした。 

＿＿委員：  私も６年お世話になりました。水戸市の社会教育委員を６年やっていて，城

東の審議委員に入ったことはとても役に立ちました。他の地域のいろいろな話

を聞いた時に，城東はよくまとまっていて，学校，市民センターとのつながり

が上手くいっていると感じ，感謝しております。 

住民として，これからもよろしくお願いいたします。 

議  長：  お疲れ様でした。 

私はあと１期ですので，皆さん方の御意見を吸収させていただきまして，次

の運営審議委員会に諮っていきたいと思いますので，よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 

その他が終わりましたが，他にはありませんか。 

なければ以上で本日の議題を終了させていただきます。 

      委員の皆様には，慎重な御審議・御意見を頂きまして，ありがとうございま

した。 

執行機関：  会長，ありがとうございました。 

委員の皆様には，長時間にわたり，慎重な御審議を頂きましてありがとうご

ざいました。 

以上をもちまして，平成 27 年度第２回城東市民センター運営審議会を終了

させていただきます。 

本日はありがとうございました。 

 

（６）閉  会    

 


