
様式第３号（第７条） 

 

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７月５日（水）  10時 00分から 10時 50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年度利用状況について    （公開） 

（２） 平成 29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 29年度事業計画について           （公開） 

（４） 平成 29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 

 

７  傍聴人の数 

    なし 

 

８  会議資料の名称 

    平成 29年度 第１回水戸市城東市民センター運営審議会 

 

 

 



９  発言内容 

 （１）開  会 

（２）会長あいさつ 

（３）議  題 

議  長：  それでは，議事に入ります。 

（１）平成 28 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 28 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ページまでで，何か御意見・御質問がありました

ら，お願いいたします。 

       １ページでは，いかがでしょうか。 

私からよろしいですか。昨年度に比べて利用人数が減とのことですが，考え

られることは何かあるのでしょうか。 

執行機関：  確たる理由は難しいのですが，市民センターの利用は一般的に言いますと，

今まで利用していた団体が引き続き利用する，また利用していた団体が利用 

しなくなってしまうこともございますし，新しく団体ができて，その団体が 

利用されることもございます。城東市民センターの場合は，今まで利用して 

いた団体の方がいらっしゃって，そのほかに 29 年度も４団体が新しくいらっ

しゃって利用しておりますが，その減っている部分と，増えている部分との 

差が，少なくなっているのが原因であると思っております。 

       私どものＰＲ不足という面もあろうかと思いますので，今後も新たな団体の

働きかけなどに努めてまいりたいと思います。 

議  長：  分かりました。他にありませんか。 

＿＿委員：  １ページの団体別利用状況を見ますと，減っているのが「市」というところ

で，逆に「その他」というのが増えているのですが，具体的に「市」で顕著に

減っているものがお分かりになれば，あとは「その他」で増えているものは  

どのようなものなのでしょうか。 

執行機関：  「市」というのは，水戸市の行政でございますので，高齢福祉課などで定例

的に入っている事業と，市の会議など臨時的に入るものがございます。定例的

な事業はほぼ前年と変化がございませんので，臨時的な市の会議等が前年に 

比べて減っている状況でございます。 

       「その他」といいますのは，市民センター，社会教育関係団体，市，県以外

のものですので，主に趣味のサークルなどでございます。先ほど申し上げま 

したように，新たな団体も利用されることもございますので，人数はやや増え

ている状況でございます。 



議  長：  その他，何かありませんか。 

＿＿委員：  図書の利用が減っているのですが，例えば借りる人の傾向，子どもの利用が

少なくなった等，何か分かるような資料はありますか。 

執行機関：  図書の貸し出しにあたっては，名前と電話番号だけを書いていただくという

できるだけ簡便な手続きで御利用いただいております。ですので，年齢別の 

統計というのは取っておりませんが，子どもの利用につきましては，現在，  

書架の下から２段目までが児童書になっており，実際に貸出しが多数ござい 

ます。子ども自身が借りていく場合と，親子連れの場合と，おじいちゃんおば

あちゃんが絵本を借りていかれる場合と，いろいろでございます。特に子ども

の利用が減っている等の状況ではないかと思います。 

今年度は図書の入替がございませんでした。中央図書館が耐震工事中ですべ

ての市民センターで図書の入替ができない状況でございますので，来年度以降

のできるだけ早い時期に図書の入替を行い，窓口でも声をかけるなどして， 

皆様がより利用しやすくなるよう進めていきたいと思います。 

議  長：  よろしいでしょうか。他にないようでしたら， 次に（２）平成 29年度水戸

市城東市民センターの運営方針等について，事務局からお願いいたします。 

執行機関：  （２）平成 29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：   それでは，まず運営方針について，御質問・御意見がありましたらお願い  

いたします。いかがでしょうか。特にございませんか。 

       次に重点目標の「１ 地域コミュニティ活動の推進」（１）～（３）について

はいかがでしょうか。 

＿＿委員：  「（２）地域コミュニティ活動環境の充実」ということで，我々にも課題は

あると思うのですが，実際にコミュニティルームの活用がされていないのでは

ないかと思います。他の市民センターではどのような状況なのでしょうか。 

また，キャビネットがもう少しあれば物品の整理もできると思います。 

それと，駐車場の問題については，昨年も同じような問題が出ていたと思う

のですが，それに対して，去年と比較して駐車場を確保するような環境が整っ

たようなことがあるのでしょうか。 

執行機関：  まず，コミュニティルームの利用でございますが，城東市民センターにおき

ましても４月から従前の保育室をコミュニティルームに位置づけました。図書

室やロビーと同じように申請許可の手続きがなく利用出来ます。コミュニティ

ルームに使用簿を置いて，利用人数などの御記入を各団体にお願いしています。 

コミュニティルームの利用人数は議題の（１）でお示ししました利用状況の 

統計には含まれませんが，６月末までの３か月間で，城東ふれあい電話を中心

に，社協など，29回 89人の御利用がございます。 

近在の市民センターの状況ですが，他の市民センターも順次コミュニティ 



ルームを設置しております。確認しましたところ，同様に利用状況の統計には

含まれていないようです。コミュニティルームの広さは城東よりも広いところ

もございます。全市民センターのコミュニティルームの利用人数の統計はござ

いませんが，城東市民センターは，比較的利用されている方だと思います。 

       キャビネットにつきましては，各団体のロッカーが既にございますので， 

その中で物品が置けるように整理いただければと思います。 

       駐車場は，昨年から変わりなく 16 台で，城東市民センターでは，駐車台数

の不足がございまして，皆様に御不便をおかけしているところでございます。

駐車場を増やすということになると市の方で事務を行いますが，市といたし  

ましても，土地所有者の御協力をいただける場合は，賃借をするなど，狭あい

駐車場の解消に努めることとしております。 

       また，今年度中を目安にしまして計画を作っておりまして，「市民センター

総合管理計画」というものを市民生活課で策定中でございます。これは市民 

センターの長寿命化，改築などの施設更新の方針とともに，駐車場や取り付け

道路も含めて市民センターの施設について方針を定めるものでございます。 

今年度中にまとまる予定ですので，この計画に沿って施設の整備を進めていく

ことになります。城東市民センターは，水戸市全体の中でも駐車場が狭い方で

ございますので，今後，狭あい駐車場が解消できるよう努力をしてまいりたい

と思います。 

議  長：  ありがとうございました。 

他に関連でありますか。ないようでしたら，５ページ，６ページについても，

御意見・御質問があればお願いしたいと思います。ありませんか。 

それでは（２）平成 29 年度水戸市城東市民センターの運営方針等について

は終わりにさせていただきます。 

（３）平成 29年度事業計画について，お願いしたいと思います。 

執行機関：  （３）平成 29年度事業計画について説明。 

議  長：  それでは平成 29 年度事業計画について，７ページから９ページまで御説明

いただきました。何か御質問・御意見があれば，お願いしたいと思います。ま

ず，７ページでいかがでしょうか。 

次に年間予定表では，いかがでしょうか。 

９ページに入りまして，城東市民センターの家庭教育強化事業として新規 

事業が３つほど上がっております。これは予算面ではどのようなことになって

いるのでしょうか。 

執行機関：  市の教育委員会の方で一括して予算を計上しまして，市民センターに配分 

しています。各市民センターで３回分くらいの予定であります。 

議  長：  他に御質問ありますか。 



＿＿委員：  小学校・幼稚園における教育活動については，熱心にやっていただいて感謝

しております。参加する方々も本当に一生懸命やってくださっているし，子ど

も達への効果は非常に大きいと思っております。今度の土曜日も城東幼稚園で

夏祭りが行われるわけですが，引き続き御支援をいただければありがたいと 

思っております。 

９ページの新規事業につきましては，せっかくのいい企画でございますので，

できるだけ幼稚園・小学校の子ども達も参加できるように，何らかの方法で 

広報活動をできればいいなと思いますので，お声かけいただければパンフレッ

トの配布など呼びかけをしたいと思っております。時間帯などは決まっていま

すか。 

執行機関：  はい，いずれも午前中，10時から開始を予定しております。 

＿＿委員：  親子体操は，保育所の方々が参加されるのですね。 

執行機関：  親子体操につきましては，公募ではなく，保育所の子ども達と親御さんに  

来ていただこうと思っております。 

＿＿委員：  絵本の読み聞かせ講座は平日なので，普通に学校・幼稚園がある日ですね。 

執行機関：  はい，学校がある日の午前中です。 

＿＿委員：  対象としては就園前の小さいお子さん達ということになりますか。 

執行機関：  未就学の方を想定して，その親御さんたちに聞いていただいて，絵本は親子

のコミュニケーションのひとつのツールでもありますし，家庭で読み聞かせを

進めていただこうと思っております。 

＿＿委員：  親を対象にやるということですね。 

執行機関：  家庭で読み聞かせをしていただいて，親と子のコミュニケーションに役立て

ていただくために開催するものです。 

議  長：  ありがとうございます。 

私からいいですか。２回目の絵本の読み聞かせ講座で「（保育付き）」と   

あるのですが，これはどういう意味ですか。 

執行機関：  託児付きで開催するということです。教育委員会から示された事業例の中で，

親子が一緒に参加をして親子のふれあいを深めていただくためのものと，子ど

もを別室に預けて親が学習をする機会を作るということと，両方ございます。

２回目の絵本の講座につきましては，和室で保育ボランティアさんが小さい 

お子さんをお預かりしまして，この１階学習室で親御さんが学習していただく

というものでございます。 

議  長：  分かりました。 

       他にありますか。ないようでしたら，次に（４）平成 29 年度定期講座募集

状況について，御説明をお願いいたします。 

執行機関：  （４）平成 29年度定期講座募集状況について説明。 



議  長：  １０ページの（４）平成 29 年度定期講座募集状況についてということで，

２講座が減って 27講座ということと，会員数は 12名減っているということで

ございますが，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に女性会も共催しているのですが，このところ協力で

きる方が少なくなってきて苦慮しているところです。今後も女性会と共催のほ

うがいいでしょうか。 

執行機関：  グラウンドゴルフ教室につきましては，もともと女性会の皆様方からの声が

ございまして，定期講座化した経緯がございますので，今後も女性会さんと 

連携をもちながら進めていけたらと思います。ただ，何人以上出席しなければ

ならないということではございませんし，定期講座となった以上は一般の方に

も声かけをして入っていただいておりますので，入っていただいた方も含めて，

51人で自主運営していくというのが定期講座の趣旨でございますので，引き続

き女性会の皆様方にお世話になりながら，自主運営ができるように努めてまい

りたいと思います。 

議  長：  他にないでしょうか。 

＿＿委員：  10 ページの表の，募集人数，応募人数，28 年度会員数，29 年度会員数の兼

ね合いが，よく分からないのですが，例えば，グラウンドゴルフの場合，５人

の募集に対して４人の応募があったのですか。 

執行機関：  グラウンドゴルフで御説明いたしますと，28 年度会員数が 50 人でございま

すので，１年前には 50 人の会員の方がいらっしゃいました。その後，年度末

に 29 年度も継続しますか，継続しませんかということを会員の皆さんに確認

しまして，継続する方の名簿を出していただいております。その人数が，３人

の方がおやめになって 47 人になりました。29 年度は，新たに５人の募集を行

い，４人の応募がございまして，29年度会員数は 51人になりました。 

＿＿委員：  新規募集人数ということですね。 

執行機関：  はい，新規の募集人数は，各講座で状況によって出していただいておりまし

て，グラウンドゴルフ教室につきましては，５人の募集ということでいただ 

いております。  

議  長：  他に御質問はありませんか。以上で予定された議事は終了しましたが，他に

全体を通して，何か御意見・御質問がありましたら，お願いしたいと思います。 

＿＿委員：  話は戻ってしまうのですが，「城東ふれあい学級」というのは，城東幼稚園

と市民センターの共催ということでしょうか。 

執行機関：  はい，「城東ふれあい学級」につきましては，城東幼稚園と幼稚園ＰＴＡ，

私ども市民センターで，毎年共催で行っております。企画の中身につきまして

は，私どもで担当のほうから他の講座の状況など情報提供はいたしますが， 

幼稚園ＰＴＡの担当役員さんたちから，幼稚園児をもつ親が何を学びたいかを



出していただいて，それを年４回講座にしております。これは従前から，幼稚

園さんと共催で開催しているものです。 

＿＿委員：  市から補助金のようなものが出るのでしょうか。 

執行機関：  補助金といいますか，講師謝礼は市民センターの方で支出しまして，企画や

会場は幼稚園のほうで用意していただいております。 

＿＿委員：  どの幼稚園でもやっていることなのでしょうか。 

執行機関：  幼稚園によってでございまして，やっていない幼稚園もございます。 

＿＿委員：  イメージとしては，小学校で各学年ＰＴＡが，親子ふれあい活動をやってい

るのですが，それに市民センターが関わってくださって，共催してくださって

いるという感じだと思います。 

＿＿委員：  小学校でも，このようなことはできないのでしょうか。 

執行機関：  小学校でも一昨年までは共催で家庭教育学級を開催していたわけなのですが，

昨年は小学校の主催になりました。今年度については，共催を御検討ください

とお願いしているところです。一緒に家庭教育のためにやれることがあれば，

協力させていただきたいと思います。 

＿＿委員：  城東小学校に入ってくる保護者を対象に，家庭教育ということでやるのです

が，昨年度は就学児健康診断の時に学校側が講座を開きました。日を改めて 

講座を開くとなると，おそらくなかなか人が集まらないので，就学時健康診断

の時に開催しました。そうすると長い時間が取れないので，わざわざ外部から

講師をお招きして短い時間のために来ていただくのも申し訳ないので，昨年は

小学校の中でやってしまいました。 

一昨年度は市民センターと共催で比留間先生をお招きしてお話をいただい

た経緯もございます。参加者が確保できないともったいないので，どうすれば

たくさん参加者が集まるかということを考えながら，市民センターと相談して

やっていきたいと思います。 

＿＿委員：  例えば，親子レクは，今でも小学校でやっているのですか。 

＿＿委員：  はい，全ての学年でやっております。 

＿＿委員：  参加率はいいですか。 

＿＿委員：  いいです。 

＿＿委員：  私が思っているのは，親子レクで保護者に来ていただいた時に，家庭教育の

ようなものが市民センターとコラボでできればと思っています。 

＿＿委員：  親子レクは，やはり親子で何かやるのが基本なので，みんな参加される方も

多いですね。 

執行機関：  親子のレクリエーションですとか，当然これも家庭教育の推進のひとつとし

て，親子がそこで絆を深めていただくことは大事なことだと思いますので， 

小学校と連携して進めていきたいと思います。 



＿＿委員：  自分の子どものことを一生懸命やる親御さんは年々増えています。入学式・

卒業式でもすごい参加率でお父さんが出ています。親子レクでも参加すると 

思うので，そのような時に，自分の子どもだけでなくて他人の子どものことも 

気にかけたり，親同士の関係を深めたり，一歩進んだものをつくっていって 

ほしいなと思います。希望ですね。 

議  長：  その他，ありませんでしょうか。 

       それでは，本日の議事をすべて終了いたしましたので，進行を事務局にお返

しいたします。 

執行機関：  本日はお忙しいところ，ありがとうございました。 

これで平成 29 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。 

 

（４）閉  会     


