
様式第３号（第７条関係） 

会  議  録 

 

１ 附属機関の会議の名称  水戸市常磐市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 平成３０年２月１９日（月） 午前１０時００分から午前１１時３０分まで 

 

３ 開催場所 水戸市常磐市民センター 会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）  委員   吉羽文男，坂口しづ子，小林富雄，森田聡，渡邊みね子，宮田武範 

（２）  執行機関 山田斉，大澤美智子 

（３）  その他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）  平成２９年度事業報告について              （公開） 

（２）  平成２９年度利用状況について              （公開） 

（３）  平成３０年度定期講座募集について            （公開） 

（４）  その他                        （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数   ０人 

 

８ 会議資料の名称 平成 29 年度第２回常磐市民センター運営審議会 

 

９ 発言の内容 

執行機関 

本日は，お忙しい中，御出席賜わりまして，誠にありがとうございます。 

ただ今から平成２９年度第２回水戸市常磐市民センター運営審議会を開会いたします。 

本日の会議につきましては，水戸市附属機関の会議の公開等に関する規程により，原則

公開となっておりますので御承知おきをお願いいたします。 

なお，傍聴人はいません。 

それでは，次第に従い議事を進めさせていただきます。 

はじめに，運営審議会会長より御挨拶をお願いいたします。 

 

会長 

皆さん，こんにちは。この運営審議会も今年度を総括するものとなっておりますので，

皆さん審議の方よろしくお願いします。 



 

執行機関 

ありがとうございました。 

それでは，議題に入る前に，議事録署名人を指名させていただきます。今回は   委員

と  委員にお願いいたします。 

それでは，議事に入りたいと思います。 

ここからの議事の進行は，水戸市市民センター条例第１２条第１項の規定により，会長に

お願いいたします。 

 

会長 

それでは，議事に入ります。平成２９年度事業報告について，事務局より説明願います。 

 

執行機関 

（説明） 

 

会長 

ただ今の説明について，項目ごとに進めていきたいと思います。 

はじめに常磐寿大学について御質問，御意見はありますか。 

なければ，次に常磐ふれあい学級について，何か御意見，御質問ありましたらお願いし

ます。 

次のサマーチャレンジスクールの中で御意見や御希望があったらお願いしたいと思い

ます。 

なければ，次のときわ歴史散歩に入りたいと思います。ときわ歴史散歩は昨年度より参

加者が増えました。 

 

執行機関 

はい。増えました。 

 

会長 

今年は参加者が多くて，小学校の校長先生や幼稚園の先生も御家族で参加してくれまし

た。講師を務めてくれた  委員，ありがとうございました。 

 

委員 

そんなに説明もできなかったという記憶がございます。 

 

会長 

そんなことはないと思います。良いお話を聞かせていただきました。 

 

委員 



ありがとうございます。 

会長 

次回は，少し人数を減らしたほうが良いのではという話がでております。人数が多いと

引率をされる方も大変だと思います。交通事故の心配もありますので，募集人数について

考えたほうが良いかと思います。 

 

執行機関 

分りました。 

私も参加してみて人数が多いと交通事故の問題があると思いました。また，先生のお話

が後ろまで聞こえないということもあるので，来年度は募集人数を減らし３０名位でやって

いければと考えています。 

 

委員 

参加人数を減らすお話ですが，歩く会では１０人位のグループを組んで歩いていると思い

ます。歴史散歩でも説明を聞く場所まで，先頭と最後の人を決めてグループで歩いて行き，

着いたらみんなで先生のお話を伺うというようにすれば，５０人いても安全に歩けるのでは

ないでしょうか。お子さんは保護者の方が引率すればそんなに心配することはないと思い

ます。 

 

会長 

拠点から拠点の間はグループで移動していただいて，皆さん揃ったら先生の話を伺うと

いうことですね。グループごとにリーダーを決めることで，交通事故の問題も解決できる

と思います。 

 

執行機関 

はい。分かりました。来年度に向けて検討いたします。 

 

委員 

コースについては毎年同じになっているので，別の場所があれば行きたいと思っている

のですが，なかなかそういう場所がなく同じところに行っています。 

 

委員 

ずっと同じコースですよね。 

 

会長 

２０年以上同じコースです。 

 

委員 

別の場所もあるでしょうが，詳しい記録が無いところがありますので，他の所に行くと



歴史的な事実が分からないとお話ができないことがあり，同じ場所に固定してしまう状況

です。 

別の方法でということもあるかもしれません。例えば，茨鉄線の話を聞いてその後みん

なで歩くということもできるかと思います。 

 

会長 

実際参加する方は，初めての方も結構いらっしゃいます。毎年同じコースでも初めての

方が半数かそれ以上いました。その中には校長先生も幼稚園の先生もいらっしゃいました。

参加していただくのは初めてだったと思います。それから，隣の地区の方も何人か参加し

てくれました。 

 

委員 

常磐小学校，幼稚園に勤務になっても，なかなか地域を回ることができません。歴史散

歩に参加することで地域のことを分かって，それを子ども達に教えることができるのは良

いことですし，私も初めて知ることもありました。同じコースでも毎回新しい発見がある

と思います。 

 

委員 

昨年は橘孝三郎の生家や水戸商業高校の古い校舎，お稲荷さんなども行きました。少し

ずつ変えてやっていくのも良いのかなと思います。 

 

会長 

そうですね。去年は水戸商業高校の古い建物を見ましたね。 

２０年以上同じところでも，毎年新しい発見があるという貴重な御意見や今のお話を総括

して，来年度の事業に結び付けていただけたらと思います。 

 

執行機関 

分かりました。 

 

会長 

続いて郷土文学講座ですが，参加された方はとても喜んでいたという御報告を私からさ

せていただきます。昨年もキャンセル待ちが出るほどの人気で，今年も参加人数以上の申

込みがありました。郷土文学講座について何か御意見，御質問があればお願いします。 

なければ，女性セミナーに移ります。今回はみそ作りでした。何か御意見，御質問ござ

いますか。 

なければ，次に入りたいと思います。家庭教育強化事業は２月１日に実施したものです。

子どもサロンで皆さん楽しそうに歌っていたのを私も見ていました。家庭教育強化事業で

御意見等ございましたらお願いします。 

それでは次に入ります。催事関係の夏まつり，春まつり，体育事業，ここでの御意見を



頂戴したいと思います。 

なければ関連事業の常磐小学校の行事，子ども会の行事，防災ネットワーク事業の行事，

いきいき健康，元気アップ，ふれあい給食などで御意見ございますか。ふれあい給食は，

去年は毎月１回の開催でしたね。 

 

執行機関 

昨年は，２か月に１回でした。 

 

会長 

今年は，２回実施したのですね。 

 

執行機関 

不定期になりましたが，１０月と２月に行いました。 

 

会長 

他に関連事業の中で御意見ございますか。 

 

委員 

２月１４日の防災訓練のとき，家の中で自分の安全を確認してから市民センターに集まる

ことになっていたと思いますが，すでに大勢の方が来ていて始まっていました。  

町内会長さんでトランシーバーを持って来ていた方がいましたが，防災訓練でトランシ

ーバーをどのように使ったのか知りたかったです。 

本当に災害が起きて避難をするときには，地区に住んでいる防災担当の方が中心になっ

て指導してくださるのですか。毎年３，４回防災訓練をしていると思いますが，その辺り

のお話を聞きたいなと思っていました。 

 

会長 

訓練では１１時５分に災害が発生して，自宅で身を守る訓練をしてから市民センターに向

かってくださいという話をしてありましたが，実際は市民センターで訓練のラジオ放送を

聞いた方が多かったです。皆さんが来てしまったので始めることになってしまいました。

本当は自宅で身を守る訓練をしてから地域で拠点を作り，住民の皆さんを誘導しながら１１

時３０分位までに市民センターに集まる計画でした。来年からはそういうところを考えてい

きたいと思います。 

 

委員 

もう３年位同じ訓練をしているのでそろそろステップアップをしても良いのかなと思

います。とりあえず市民センターに避難をするということは，皆さん理解したと思います。  

 

会長 



今年は小さなお子さんを連れたお母さん方が参加してくれたので，赤ちゃんの泣き声が

聞こえ本当の避難所らしくなりました。 

今，お話がありました様に，こちらの計画通りに避難の時間などがうまくいかなかった

のは間違いないです。来年はそこのところをしっかりと詰めていきたいと思います。  

他に何かございますか。 

それでは，次の地区内各種団体活動支援に入ります。これはいろいろな地域活動，ボラ

ンティア活動に対して市民センターが支援活動を実施した状況があります。特出すべきこ

とは，ときわふれあい電話が３０周年を迎えたということです。ときわ子どもサロンも盛況

で小さなお子さんを連れたお母さん方がたくさん参加してくれています。図書室ボランテ

ィアは平成２３年９月に一般公募をして協力していただいている状況です。 

他にこの中で何かございますか。 

なければ，平成２９年度利用状況について事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関 

（説明） 

 

会長 

ありがとうございました。毎年，話題になるのが図書室の利用についてです。前回の運

営審議会でも図書室の利用を増やす方法として，チラシを作り地区内に回覧しましたが，

その効果があまり出ていません。どうしたら図書室の利用状況を改善することができるか

お考えいただけたらと思います。 

 

委員 

図書室の本は年に何回くらい入れ替えをしているのですか。 

 

執行機関 

１年に１回入れ替える予定になっていますが，市の図書館が改修工事中で昨年から入れ

替えができていない状況です。 

 

委員 

私もいろいろな図書館で本を借りていますが，人が来るというのは，やはり新しい本や

話題の本が借りられることかなと思います。本の動きがないと利用者も増えないので，周

りの人から読み終えた本を寄付してもらってはどうでしょうか。本を変えれば利用者も増

えるのではないでしょうか。 

 

会長 

新刊本がなくても蔵書の中に魅力的な本があれば，それを周知してもいいかもしれませ

ん。昨年は本の種類や冊数だけのお知らせをしました。 

 



 

委員 

市民センターには行事や講座などをお知らせするホームページはあるのですか。 

 

執行機関 

市民センター独自のホームページはありません。 

 

委員 

今，図書館を使って便利なのは，読みたい本がどこにあるか簡単に調べられることです。

チラシで回覧するのもいいですが，ホームページのようなもので一覧が出るようになって

いれば分かりやすいと思います。 

 

委員 

市民センターとしてやるのは難しいと思いますが，地区でホームページを作って図書室

の紹介やイベントのお知らせをすることを考えてはどうでしょうか。各団体みんなでホー

ムページを立ち上げてやっていくような時代になっていると思います。 

 

会長 

地区会でホームページを持っているところもあります。私も以前にホームページ立ち上

げにどれくらいの費用がかかるのか相談をしたことがありますが，そのままになってしま

いました。 

 

委員 

インターネットに繋がる環境があればできると思います。そうすると市や各団体からの

連絡や回答もメールでできます。 

 

委員 

業者にホームページを作ってもらうと最初は何十万円か掛って，その後も年間何万円か

のメンテナンス料がかかるのではないですか。 

 

委員 

ホームページを立ち上げると，セキュリティやメンテナンスがあってお金もかかってき

ます。ホームページよりもフェイスブックやブログのほうが，お金がかからないです。そ

ういうものがあると良いのかなと思います。まずは，始めてみることが大事なんじゃない

でしょうか。 

 

会長 

セキュリティとメンテナンス料がかかるのですね。 

 



 

委員 

お金がかからないものもあると思いますが，ホームページを作ると管理も大変で，更新

されないと誰も見なくなってしまいます。管理者が必要になってきますね。 

 

委員 

ここは学校と施設が一体になっているのですから，学校のホームページに地区会のコー

ナーを作れれば簡単かと思います。そうすることで学校の閲覧と一緒に見てもらうことも

できます。 

 

会長 

いろいろな方法が出てきましたので，事務局でも調べてみてください。お願いします。 

 

執行機関 

はい。調べてみます。 

 

委員 

インターネットに繋げない人もいるのでチラシ等の回覧も必要だと思います。 

 

会長 

それはそうですね。両方の方法でやれたら良いと思います。いろいろな御意見ありがと

うございました。 

他に何かございますか。 

なければ，平成３０年度定期講座募集について事務局からお願いします。 

 

執行機関 

（説明） 

 

会長 

定期講座について御意見，御質問ございますか。 

なければ，その他のところで何かございますか。 

 

委員 

市民センターと学校は，防犯，防災という面で密接な関係にありますが，放送関係では

繋がりがありませんでした。不審者などの場合子ども達が市民センターに避難することも

ありますので，回線を作り非常放送などがセンターにも入ったほうが良いのかと思います。

皆さんの意見を聞かせていただきたいです。 

 

委員 



一斉放送が繋がっていないということですね。 

委員 

そうです。 

 

会長 

小学校の防災訓練には市民センターの利用者と地区会の防災ネットワークがトランシ

ーバーを持って一緒に参加しています。 

今は小学校で災害が発生した場合，校内放送をし，その後改めて市民センターに連絡す

るシステムになっているようですが，それが１回で済むということですね。市民センター

はいかがですか。 

 

執行機関 

非常時に回線が繋がっているのは良いことだと思います。施設に関しては市民生活課に

も相談してみます。 

 

会長 

相談してください。 

 

委員 

避難場所として小学校と市民センター両方が提示されていますが，どちらに避難すれば

いいのですか。 

 

会長 

市民センターです。市民センターに収容できなくなったら小学校の体育館ということに

なります。 

 

委員 

小学校に避難すると思っていました。 

 

会長 

市からは市民センターに避難すると聞いています。 

 

委員 

地区によって小学校の所もあります。 

 

会長 

地域状況によって違うのかもしれません。 

他にその他のところでございますか。なければ事務局からお願いします。 

 



 

執行機関 

市民センターの休日夜間管理をお願いしている方から，高齢になり管理人を続けるのが

難しいというお話がありました。 

来年度より休日夜間管理をシルバー人材センターに委託する形で検討しております。大

きく変更になる点は，今までは，利用者が管理人に鍵を借り，終わったら鍵を返していま

したが，シルバー人材センターに委託するとシルバーの方が鍵の開け閉めをすることにな

ります。なお，今年の４月から変更の方向で準備をしております。 

 

会長 

何か御意見ありますか。 

他になければ終わりにします。 

御審議ありがとうございました。 

 

執行機関 

本日は，御審議ありがとうございました。 

以上をもちまして，平成２９年度第２回常磐市民センター運営審議会を閉会いたします。 

 


