
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 

    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７月６日（水） 午前 10時 00 分から午前 10時 45 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，白田 茂司，早川 美代子，小松 和子，坪内 博，佐藤 隆 

（２）執行機関 

柳橋 剛，岡部 美穂 

 

５  議題及び公開・非公開の別 

（１）平成 27年度利用状況について           （公開） 

（２）平成 28年度城東市民センターの運営方針等について （公開） 

（３）平成 28年度事業計画について           （公開） 

（４）平成 28年度定期講座募集状況について       （公開） 

（５）その他                      （公開） 

 

６  非公開の理由 

    なし 

 

７  傍聴人の数 

    ０人 

 

８  会議資料の名称 

    平成 28 年度第１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）委嘱状交付 

（３）正副会長選出 

（４）会長挨拶 

（５）議  題 

議  長：  議事に入ります。 

その他を含め，（１）～（５）まででございます。 

それでは，（１）平成 27 年度市民センター利用状況について，事務局より  

御説明をお願いいたします。 

執行機関： （資料に基づき説明） 

議  長：   ただ今事務局より，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。１ページから３ページのこれらについて，何か御質問等がありまし

たら，お願いいたします。 

       何かありませんか。なければ（１）平成 27 年度市民センター利用状況につい

ては以上で終わりにしたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

＿＿委員：  はい。 

議  長：   次に，（２）平成 28 年度水戸市城東市民センターの運営方針等について，  

事務局より御説明をお願いいたします。 

執行機関： （（２）平成 28年度水戸市城東市民センター運営方針等について説明） 

議  長：   ただ今事務局から，平成 28 年度水戸市城東市民センター運営方針等につい

て，御説明がありました。４ページから６ページの３ページについて，ページ

ごとに御質問を受けたいと思います。 

       まず，４ページについてはいかがでしょうか。 

＿＿委員：  重点目標第１の地域コミュニティ活動の支援の中の２地域コミュニティ推進

体制の充実・連携強化の（３）で，水戸市住みよいまちづくり推進協議会及び  

水戸市城東地区自治団体連合会において，ホームページの開設等を進めると 

あります。これは実際に，今のところは自治団体連合会でホームページを開設

するという動きはないのですが，市民センターとしては独自に動きがあるので

しょうか。 

執行機関：  ホームページでございますが，市民センター独自でできることではありま 

せんので，城東地区自治団体連合会と協力しながら進めることになります。 

水戸市住みよいまちづくり推進協議会や地区会において活用の検討が進め

られておりますが，現在，住みよいまちづくり推進協議会でもまだホームペー

ジが開設されていない状況です。今後，住みよいまちづくり推進協議会におい

て開設を進める，そして，地区会においても開設を進めていくということで 

ございます。 

＿＿委員：  他の市民センターでホームページを作られているような所はあるのでしょう

か。 
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執行機関：  はい，地区会では三の丸地区，国田地区等で独自に立ち上げております。 

＿＿委員：  城東小学校はホームページのアクセス数が水戸市内で一番になるくらい多い

です。それに習ってできるといいなと思います。 

議  長：  ホームページにつきましては，昨年度も話題になりました。住みよいまち 

づくり推進協議会と各地区でホームページを一斉に立ち上げればよいのです

が，今事務局で言われたように，いくつかしか立ち上がっていません。そのよ

うな中，手探りの状況でありますので，小学校の教えを受けるような形になる

と思います。 

＿＿委員：  水戸市全体で，各小学校に一つの市民センターがあるわけですから，小学校

のホームページの中で，例えば地域の声という一コマの枠でお借りしたりする

ことが可能であれば，それほど難しいことではなくてできるのかなと思います。 

議  長：  間借りするような形でお願いできればという感じですね。 

執行機関：  ホームページでの間借りという形では，住みよいまちづくり推進協議会でも

町内会の運営の手引き等は，市のホームページの枠の中で，住みよいまちづく

り推進協議会の情報ということで載っておりますので，スペースを間借りして

いることもあると思います。 

自主的な団体として，まず自分たちのホームページを立ち上げることを  

住みよいまちづくり推進協議会で検討しているところでございます。今年度中

ではないので，情報発信の一環としてホームページを含めて考えていこうと 

いう趣旨です。 

議  長：  住みよいまちづくり推進協議会の人員構成が，事務局長と女の方が３人です

ので，日常の事務消化でゆとりがない状況です。今は水戸市のホームページの

中で間借りしている状況で，事務局で言われたように，今年度，来年度という

短期間ではなく，長期的な考え方で見ていかないと無理かなと思います。 

城東地区は，新しく運営審議会委員になりました＿＿委員を中心にお願いで

いればと思っています。 

＿＿委員：  人材がいないと作りづらいので，ホームページで情報発信しようという気持

ちがあり，スキルがある方がいればいいですね。 

議  長：  分かりました。ありがとうございました。 

他に何か御意見ありませんか。４ページについて御質問等ありませんか。 

       次に５ページに入らせていただきます。５ページでいかがでしょう。ありま

せんか。 

       それでは６ページでいかがでしょう。 

＿＿委員：  全体でよろしいですか。 

       市民センター運営方針及び重点目標は，他の市民センターとは違う城東市民

センターならではのものはあるのですか。それとも水戸市全体の市民センター

の運営方針及び重点目標を，城東市民センターとして変えているですか。 

執行機関：  水戸市全体としての市民センターの運営方針等に沿いまして，作成をして 

おります。 
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＿＿委員：  城東市民センターならではの運営方針及び重点目標というのはないのですね。 

議  長：  少なくとも 31 ある市民センターで大体同じようなということですね。 

＿＿委員のおっしゃるような城東ならではのというのはなかなかないです

ね。 

ありがとうございました。 

それでは（２）平成 28 年度水戸市城東市民センターの運営方針等について

の説明は終わりにさせていただきます。 

（３）平成 28年度事業計画について，事務局よりお願いいたします。 

執行機関： （（３）平成 28年度事業計画について説明） 

議  長：  はい，ただ今平成 28 年度事業計画について御説明がございました。７ペー

ジ，８ページにわたっておりますが，何か御意見・御質問がありましたら，お

願いいたします。 

＿＿委員：  調理室の備品についてですが，現在使用していない備品がありますが，どう

するのでしょうか。 

執行機関：  現在使用していないのであれば，廃棄していきたいと思いますが，料理クラ

ブや菓子つくりクラブとも個別に相談させていただきたいと思います。 

＿＿委員：  はい，分かりました。 

議  長：  それでは，事業計画について御質問があれば承りたいと思います。 

＿＿委員：  運営方針の中で，地域防災活動の拠点としてというところは非常に重要だと

思っています。 

11 月５日土曜日に城東小学校で学校公開をする時に，地域防災訓練を本校と

しては予定しています。以前は，学校単独で行っていたのですが，地域の方と

連携をしながら，防災に関する意識を高めて，ノウハウを身に付けていくとい

うことの重要性を感じています。どこまでが市民センターの事業かという線引

きがわからないところがあるのですが，今後，市民センターと小学校と地域の

組織と連携させていただきながら，いざ，この前の熊本地震のような大きな地

震が起きたらどうするか，水害が起きたらどうするか，それぞれの役割をあら

かじめ確認する作業をやらなければいけないと思っておりますので，いろいろ

と相談させていただきたいと思います。 

       よろしくお願いいたします。 

議  長：  自治団体連合会としても 11 月５日に防災訓練，小学校で避難訓練という形

で合同でさせていただきたいと考えております。今年が合同で行うことになっ

て３年目，手探り状態からスタートいたしました。軌道に乗りつつある状況に

なっておりますので，詳細につきましては，今後検討して，小学校に御相談に

伺いたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

執行機関：  市民センターといたしましても，運営方針にありましたように，小学校との 

連携，防災拠点としての役割がございますので，防災訓練につきましても  

協力，連携しながら進めてまいりたいと思いますので，よろしくお願いいたし

ます。 
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議  長：  はい，よろしくお願いいたします。 

       それ以外にありますか。 

       ないようですので，（３）平成 28年度事業計画については終わりにさせてい

ただきます。 

       よろしいでしょうか。 

＿＿委員：  はい。 

議  長：  それでは，（４）平成 28 年度定期講座募集状況について，事務局より御説明

をお願いいたします。 

執行機関： （（４）平成 28年度定期講座募集状況について説明） 

議  長：  ただ今御説明いただきましたが，新規教室が骨盤体操とグラウンドゴルフで

す。定期講座の中で，唯一会費が必要ないのがグラウンドゴルフです。それ以

外が有料ということになります。 

それでは，今の説明につきまして，御質問等がありましたらお願いいたし 

ます。 

＿＿委員：  募集人員に対して，おおよその参加割合はどれくらいですか。 

執行機関：  講座によって全く違いますが，全体としては募集人員の３分の１くらいで，

合計で 62 人の応募がございました。平成 28 年度会員数は多い講座ですと，童

謡，菓子つくり，レクリエーション体操，歌謡，料理については定員に近い応

募がございます。また，募集はしているのですが応募に結びつかない講座もご

ざいますので，講座によって様々でございます。 

＿＿委員：  全体といたしましては，全体の３分の１ですね。 

執行機関：  はい。 

議  長：  それ以外に御質問等があればお願いいたします。 

＿＿委員：  募集状況の応募が増えているというお話があり，また昨年度の市民センター

の利用者が増えているということでしたが，その増えている要因は何ですか。 

執行機関：  僅かな増加でございますので，理由というのも難しいですが，先ほどお話し

しましたように，新しい講座ができたり，新しい団体の方が利用するように 

なったりして増えてきているのではないかと感じます。 

議  長：  （４）平成 28年度定期講座募集状況については，よろしいでしょうか。 

       それでは，最後になりますが（５）その他についてですが，事務局の方で  

何かございますか。 

執行機関：  市民センターの施設の関係で，いくつか御報告をいたします。 

コミュニティルームにつきましては，城東市民センターにおいては，今年度

内に整備する形で予算付けがされておりますので，来年の３月までには整備を

してまいります。 

 また，調理室で雨漏りがしていたわけですが，屋根のシートが剝がれている

状態ですので，屋根の工事と調理室の天井の工事を今月中に行います。 

もう１つ，電気工作物の動作不良が分かりまして，近隣の波及事故防止の 

観点から，こちらも９月に工事に入る予定です。以上，御報告いたします。 
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議  長：  ただ今，その他で事務局より御説明がありましたが，何か御質問があれば 

お願いいたします。 

       私の方からよろしいですか。 

       コミュニティルームですが，現在ふれあい電話の相談窓口になっていますの

で，部屋使用に当たり，調整は必要だと思います。自治会として使用したい時

は，その空き時間帯を利用することになりますね。 

       それと，この部屋は水戸市の方へ私名義で使用許可申請を出しますよね。 

執行機関：  市民センターや学校を地区会で使用する場合は申請が必要ですが，コミュニ

ティルームは市民センターの施設ですので，地区会が何か申請をしたりする 

必要はないです。 

議  長：  コミュニティルームについては，使用許可申請はしなくてよいということで

すね。 

       それと，狭あい駐車場の解消のために，城東市民センターでは駐車場の拡充

は無理なのでしょうか。 

執行機関：  城東市民センターは，駐車場が狭い状況でございます。 

水戸市第６次総合計画において，市民センターにおいては，施設の長寿命化

とともに，狭あい駐車場の解消ということが書かれております。ですので，市

全体として総合計画において，狭い駐車場については整備をしていくという 

方針が出されております。 

＿＿委員：  近所の方でも借りられるのであれば，早急に進めてほしいと思います。 

執行機関：  これまでもイベントなどの時には，地権者の方の御了解を得て，周辺の駐車

場を借りてきた経緯もございます。 

        実際には市のほうで順次整備していくことになりますが，城東市民センター

の駐車場は狭いですし，周辺に駐車場の民有地がございますので，今後，狭あ

い駐車場を解消できるよう努力してまいります。 

＿＿委員：  よろしくお願いします。 

議  長：  その他，ありませんでしょうか。 

全体を通してでも構いませんので，見直していただいて，御質問等があれば

お願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

       それでは，本日の議事を全て終了いたしましたので，以上で議長としての責

務を終わらせていただきます。 

慎重な御審議，御意見を頂きまして，誠にありがとうございました。 

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 28 年度第１回水戸市城東市民センター運営審議会

を閉会いたします。 

本日は，お忙しい中，御出席をいただきまして，ありがとうございました。 

 

（６）閉  会 


