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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 29 年３月６日（月） 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 28年度市民センター事業報告について     （公開） 

（２）平成 28年度市民センター利用状況について     （公開） 

（３）平成 29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 28 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，議事に入ります。 

その他を含め，（１）～（４）まででございます。 

それでは，（１）平成 28 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，２ページから５ページにわたりまして御説明がありまし

た。御質問等がありましたら，どのページからでも結構ですので，お願いいた

します。何かありませんか。 

＿＿委員：  城東文化展の時の講師の駐車場はあるんですか。 

執行機関：  城東文化展の時の駐車場でございますが，３日間のうち，２月４日（土）・５

日（日）につきましては，駐車場で催事があり駐車できませんでしたので，近

隣住民の方にお願いしてその日だけ駐車場を借用し，御案内してまいりました。

２月 18 日（土）につきましては，講師の方は市民センターの駐車場を御利用い

ただき，その他の発表者の方につきましては，できる限り自転車等でお越しい

ただくか，お車の方は近隣住民の方の駐車場を御案内しておりました。駐車場

が狭く御迷惑をおかけしておりますが，よろしくお願いいたします。 

議  長：  その他に，御質問等はありますか。ないようでしたら，次の議題に移らせて

いただきます。 

次に（２）平成 28 年度城東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： （（２）平成 28年度市民センター利用状況について説明） 

議  長：   ただ今事務局から，平成 28 年度市民センター利用状況について，御説明を

いただきました。 

御質問等がありましたら，お願いいたします。いかがでしょうか。 

＿＿委員：  図書の利用状況が前年と比べると少なくなっているようですが，前々年も少

なかったので，前年だけが多いのですが，何か理由があるのでしょうか。 

執行機関：  理由というのも難しいのですが，城東市民センターの図書の利用は，水戸市

の市民センターの中で，一番多いほうでございます。今まで借りなかった方が

繰り返し利用される方もいますが，図書の利用方法を聞かれて新たに御利用に

なる方もいらっしゃいます。 

また，今年度と来年度は中央図書館が耐震工事中で図書の入替えができませ

んので，再来年度には行いたいと思います。 

＿＿委員：  具体的にはどのような方法で利用できるのでしょうか。図書館への登録が必

要なのでしょうか。 

執行機関：  城東市民センターの図書を借りる場合は，図書館に登録の必要はありません。
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名前と電話番号を書いていただければ利用できます。 

       また，市立図書館のカードをお持ちの方は，御希望があれば，市立図書館の

所蔵資料を取り寄せることもできます。予約申込書に著者や書名などを書いて

いただき，市立図書館から資料を取り寄せて市民センターの窓口でお渡しして

います。 

議  長：  よろしいでしょうか。他に何かあればお願いします。質問でなくて御意見で

も結構です。 

特にないようですので，（３）平成 29 年度市民センター定期講座募集（案）

について，事務局よりお願いいたします。 

執行機関： （（３）平成 29年度市民センター定期講座募集（案）について説明） 

議  長：  はい，ただ今平成 29 年度市民センター定期講座募集（案）について御説明

がございました。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：  グラウンドゴルフ教室ですが，遠くから来る方もいらっしゃるのですが，城

東地区外の方が参加を希望する場合，参加できるのでしょうか。 

執行機関：  どなたでも参加できます。住所で制限はしていませんが，チラシは城東地区

内で配布しますので，必然的に城東地区の方の参加が多いのですが，城東地区

の方のお友達など，実際に定期講座に参加されています。 

＿＿委員：  今のお話ですが，それは，グラウンドゴルフ教室以外の定期講座でも同様と

いうことでしょうか。 

執行機関：  はい。城東市民センターの定期講座は，城東地区外の方でも参加は可能です。 

＿＿委員：  実は，城東ふれあいサロンで城東地区外だからと参加をお断りされてしまっ

たケースがあるらしいのですが。 

＿＿委員：  城東ふれあいサロンの場合は，社会福祉協議会城東支部が主催でやっており

まして，委員さんも城東地区の方がやっておりますので，この市民センター定

期講座とは別のものです。その辺りは言っていただいて，検討いたします。 

議  長：  ふれあいサロンも３年目に入って，課題を整理していきたいと思います。 

小学校の会場の広さの問題もありますので，検討していきたいと思います。 

＿＿委員：  ふれあいサロンのようなものは各地域にあるはずだと思いますが，これから

は城東地区以外の方とも広域に連携も必要ですので，学区外だから参加でき 

ないのもどうかと思いますし，かといって何十人も参加されると，限られたス

ペースの中で対応できないかもしれません。この場ではっきりとは答えを申し

上げられませんが，事実関係を確認し，社協としても話合いをしてまいります。 

議  長：  検討させていただきたいと思います。 

       それ以外にありますか。 

       ないようですので，（３）平成 29年度市民センター定期講座募集（案）につ

いては資料のとおりとさせていただきます。 

  それでは，４番目の「その他」として，何かありますか。 

執行機関：  来年度，新たな事業といたしまして，現在予算の提案中でございますが，「家

庭教育支援事業」を新たに進めてまいりたいと考えております。 
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特に幼少期の家庭教育は，生活に必要な習慣や自立心，規範意識などを身に

付ける，重要な教育でございます。城東市民センターでは，これまで「ふれあ

い学級」などを通しまして，家庭の教育力の向上のための施策を進めてまいり

ました。 

 来年度は，これまでの「ふれあい学級」とは別に，「家庭教育支援事業」と

して，子育てに関する託児付きの講座を年１回，親子のふれあい体験の講座を

年１回，開催したいと考えております。 

 これらの事業につきましては，実際には市民センターの力だけでできるもの

ではありませんので，保育所，幼稚園，小学校，地域の方々などのお力が必要

でございます。追って御相談したいと思いますので，どうぞよろしくお願いい

たします。 

議  長：  今御説明をいただきましたが，新たな事業を今後展開していく上で，お力添

えをお願いしたいと考えているところでございます。 

事務局で何か資料があれば，提供いただきたいと思います。 

執行機関：  水戸市教育委員会から資料が届きましたら皆様方にもお渡しし，御意見を頂

き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。 

内容を決めるに当たっての視点として考えておりますのは，現在，水戸市教

育委員会と常磐大学の学生さんとで連携いたしまして，新しい学習プログラム

の開発に取り組んでいるところです。そういう発想の中で，生かせるものは生

かしていきたいと考えております。 

また，例えば市民センターの定期講座で学んだ成果を，親子のふれあい体験

の講座で御指導いただくなど，教室・クラブの皆様方に何らかの形で関わって

いただき，学習の成果を生かして家庭教育の支援につなげられたらと考えてお

ります。 

 議  長：  新たな事業を展開していく上で，幼稚園や保育所，小学校という教育者を交

えて，学生さんという若い新しい感覚の持ち主と関わっていくことは刺激にも

なりますし，重要なことであると考えているところでございます。 

 ＿＿委員：  具体的に言いますと，それは今やっている「子育て広場」を，市の指導の下

に発展させたようなものなのですか。 

 執行機関：  「子育て広場」は別のものでございまして，親子の交流を目的として，城東

地区では女性会の皆様に運営をお願いして月１回，どなたでも来ていただきま

して，開かれているものでございます。これは従前どおり毎月開催をしてまい

りたいと思います。 

今回の「家庭教育支援事業」は，家庭教育の支援のための講座で，親に対す

る学習の支援ということと，子どもたちが親とともに健やかに育つための支援

でございます。 

親の学習支援として託児付きで子育てに関する講座を開催していくことと，

親子同士が集まって学習活動をしていくことと，両方を考えております。 

＿＿委員：  「子育て広場」も「家庭教育支援事業」も，どちらも対象は親子なんですよ
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ね。そこに学生さんの考え方を取り入れていくということですね。 

執行機関：  大学との連携による学習プログラムにつきましては，後程，教育委員会で資

料がまとまると思いますので，それを参考にしながら，城東市民センターとし

てどのようなことをやっていくのかを考えていきたいと思います。幼稚園や保

育所等と連携して行うのか，広く募集して夏休みに開催するのか，検討してい

きたいと思います。 

＿＿委員：  何でもいいので，家庭教育の支援を各地区でやってほしいと言われた方が，

各地区の独自性が出て，よいのではないかと思いますが，次回の審議会で審議

することでよろしいでしょうか。 

執行機関：  次回の審議会で，年間計画案を御提示して御審議いただくことになります。 

議  長：  次回にも検討してまいりたいと思います。「その他」で他にありますか。 

＿＿委員：  来年度の城東小学校の「学校へようこそ」ですが，11 月 11 日（土）で考え

ております。水戸市城東地区自治団体連合会の地域防災訓練もその日で御検討

くださいとお話ししましたので，市民センターも御承知いただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

議  長：  ありがとうございました。他にございませんか。 

なければ，私から１点，事務局にお願いしたいと思いますが，私は水戸市住

みよいまちづくり推進協議会の常任理事も務めており，協議会の各部で部会を

開催しておりますが，残念ながらこの城東市民センターは特に駐車場が狭あい

でして，外部から部員さんを招へいするにもちょっとためらっている状況です。

何とか駐車場の拡充をお願いできないだろうかと思っているのですが，新しく

できた市民センターでは，大きいところは 50～60 台駐車できるという状況の

中で，城東市民センターは駐車台数が少ないということで，近隣の土地を借り

上げるか買い上げるかしていただきたいと思います。建物の部屋数について申

し分ないと思いますが，何せ駐車場が狭いので，拡充の検討をお願いしたいと

思います。 

執行機関：  前回の審議会におきましても駐車場については御意見を頂いておりまして，

御案内のように城東市民センターは駐車場が狭いという現状がございます。こ

れまでもイベントの時には，近隣の駐車場をその日だけ借りてきた経緯もござ

います。 

水戸市第６次総合計画において，狭あい駐車場の解消という方針が出されて

おります。城東市民センターには駐車場にできそうな民有地がありますので，

隣接する民有地を駐車場として借上げ又は買取りができないかと事務レベル

で検討を進めておりますが，現時点で来年度につきましては，そのような予定

はないというところでございます。 

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

は狭い方でございますので，今後も引き続き狭あい駐車場が解消されるよう努

力してまいります。 

そのことで御意見等ありましたらお聞かせいただければと思います。 
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議  長：  地続きで使えるような方策を考えていただければと思います。防災倉庫や樹

木等を移動しなければならない問題も出てくるでしょうし，難しさはあると思

います。 

執行機関：  現実的には，倉庫などを移動させて車が通れるようにする方法と，通用口の

ようなものを作って人だけ通る方法と，可能性としてはあると思います。 

議  長：  要望として出しておきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

＿＿委員：  城東幼稚園の隣は使用できる状況でしょうか。 

＿＿委員：  幼稚園，小学校，横山大観の生誕の地等，距離はありますが，市民センター

から事前に台数の御連絡をいただければ，使用できるようにいたします。現在

は主に開放学級の送迎やエンジョイスクールの時などに使用しています。 

議  長：  市民センターまで少し距離がありすぎるという感じもします。 

 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，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しました。事務局にお返しいたします。 

執行機関：  はい，それでは，以上をもちまして，平成 28 年度第２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。 

（４）閉  会 


