
ページ 1 

センター委員会議事録 
（平成 30 年度 第２回） 

            

          平成 3１年４月８日 

              大正地区センター 

開催日、場所 

開催日 ︓平成 3１年３月 2３日（土） １5︓3０〜１6︓3０ 

場所  ︓大正地区センター 第１会議室 

出席者名（敬称略） 

・センター委員︓福井委員⻑、松本副委員⻑、川崎副委員⻑、川邉委員、川村委員 

桜井委員、露⽊委員、宮嶋委員、山田委員、山崎委員 

・⼾塚区役所地域振興課 ︓情野係⻑ 

・大正地区センター   ︓館⻑︓大内、 副館⻑︓岸本・溝田 

 

資料   センター利⽤状況    ・・・資料 1 

予算遂⾏状況    ・・・資料 2 

事業運営について     ・・・資料３ 

自主事業実績      ・・・資料４ 

インターネットによる部屋予約システムについて 

        ・・・別添 
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委員⻑挨拶 
センターが今後もさらに活発に動くように皆様のご意⾒を伺いたいと思いますので宜し

くお願いします。 

 

議事 
 
1. センター利⽤状況 （資料-1） 

1-1. 利⽤者数推移 

大正地区センターの利⽤者は昨年度、初めて 10 万人を超えましたが、今年度は、１０
万人に少し届かない⾒込みです。昨年は選挙があり、その影響（約１，５００名）があり
ますが、近隣に開設した地域ケアプラザや、ニュータウン内の集会所など、施設利⽤の選
択肢が増えたことが利⽤者減の⼀因と思っています。 

利⽤者が減ったことも⼀因ですが、利⽤料⾦収⼊も横ばいの傾向となっております。 

 

1-2. 部屋稼働率推移 

平成 30 年９月までの平均稼働率は 49.３％と低迷していましたが、下期だけでは５３．
１％と従来の稼働に戻っています。この結果、年間では５１％と平均的な⽔準に戻ってい
ます。 

部屋別の稼働率は、体育室は昨年度より稼働が上がっていますが、他の部屋の稼働は下
がっています。時間帯別では、午前中は昨年度より稼働が上がっていますが、午後から夜
間に掛けて稼働が下がっています。 

 

２．予算遂⾏状況 （資料-2） 

2-1. 収⽀⾒込（2 月末時点） 

平成 30 年度の収⽀は、426,965 円のマイナスを⾒込んでいます。利⽤料⾦収⼊、自主
事業収⼊、自販機収⼊が約８７８千円程度予算未達であることが大きな要因です。収⼊減
を⾒込んで⽀出も４５２千円程度抑制しましたが、これだけでは対応しきれませんでした。 

 



ページ 3 

2-2. 修繕費実績・計画 

修繕費予算（658,000 円）に対し、排煙窓修理、トイレ扉修理などを実施しました。 

センターの予算ではないのですが、樹齢 80~100 年の桜の伐根を⾏いました。根が腐って
いて倒れてもおかしくないので切りました。（区の予算処置） 

また、北側の桐や植栽を剪定して、大正団地への影響がないようにしました（費⽤は、⼿
数料に振り替え） 

 

2-3. ニーズ対応費実績・計画 

ニーズ対応費は、利⽤料⾦収⼊の 1/3 で 1,400 千円の予算でしたが、収⼊減を⾒込んで
1,300 千円程度の⽀出を⾒込んでいます。大きなところでは、和室の畳の表替えを実施し
ました。（229,590 円）今回は、強度を優先して化学繊維の畳にしました。備品購⼊費と
しては、卓球台、受付⽤パソコンなどを購⼊しました。 

 

３．事業運営について (資料-3) 

 地域の皆様と連携、ご協⼒を得ながら事業運営させていただいています。 

日々の出来事はブログなどで発信しております。 

事業概要は資料-3 を参照してください。事業分野ごとに今年度の計画と実績を記載してい
ます。詳細（例）は APPENDIX をご覧ください。 

 

① たいしょ食堂 

  地域食堂の位置づけで、5 月 6 日にトライアルを実施します。実施にあたって、近隣
の多くの団体、ボランティアのご協⼒を得ることで実施にこぎつけました。トライアルか
ら今後、継続するにあたっての課題を模索しようと思っています。 

 

主催︓大正地区センター 共催︓原宿地域ケアプラザ 

協⼒︓大正連合町内会自治会、原宿町内会、大正地区社会福祉協議会、大正東地区⺠⽣・
主任児童委員、ヘルスメイト、大正地区⻘少年指導員、和みの園、 

ボランティアの皆さん 
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②小中学生優先および家族優先枠設置 （10 月 1 日〜 ） 

 体育室を利⽤されている⽅からのご提案（利⽤者会議）および東⼾塚地区センターで先
⾏しているルールを大正地区センターでも適⽤しました。利⽤者の理解も得られて、好評
です。 

小中学⽣優先枠 （火、⽊の午後②、土の午後①） 

家族優先枠 （日祝の午後① 親・祖⽗⺟、⼦どもは小学⽣以下） 

 優先︓卓球台２台、バドミントン（A、BC）を家族利⽤者が優先的に利⽤できます。 

 

③０歳からの絵本に親しむ講座 開催 

 ⼾塚図書館の司書が、絵本の選び⽅や楽しみ⽅をお伝えし、絵本を通して、⾚ちゃんと
のふれあい⽅を学ぶ講座。（⼾塚区の読書推進事業の⼀環） 

今回は、家でも楽しめるように絵本のプレゼントもありました。 

 開催 ︓12 月 13 日（⽊） １０︓００〜１１︓００ 

主催 : 大正地区センター、⼾塚図書館、⼾塚区役所地域振興課 

協⼒ : 野村証券株式会社⼾塚⽀社、NPO 法人こまちぷらす 絵本の無償提供 

参加 : 10 組 （募集 10 組) 

 

④インターネットによる部屋予約のルール変更 

 ■抽選申込 

・毎日⾏っていた応当日の申込・抽選から、２か月先（翌々月）の１ヵ月分をまとめて抽
選申込を受け付けて抽選し結果を公開する⽅法に変更します。申込受付は毎月 1 日から
10 日です。 

・抽選申込は、従来の来館・電話・Fax による申込から、自宅のパソコンやスマートフォ
ンおよび来館・Fax に変わり、電話による抽選申込はできなくなります。 

パソコンやスマートフォン・Fax をご利⽤になれない⽅は、センター利⽤時に備え付けの
申込⽤紙でお申し込みください。 

 

■抽選後の部屋の仮予約 



ページ 5 

・抽選で仮予約が確定した部屋および空いている部屋をインターネットで公開します。公
開後の空部屋利⽤の仮予約もインターネットで可能になります。（従来通り電話も可能） 

《実施時期》 

申込受付︓2019 年 4 月 1 日〜4 月 10 日（６月ご利⽤分から） 

      ※毎月、利⽤ 2 か月前の 1 日〜10 日に受付ます 

抽選  ︓毎月 15 日    結果公開︓毎月 16 日〜 

 

⑤センターまつりの報告 

今年も皆様のご協⼒を得て無事に終えることができました。 

開催日 平成 30 年 12 月１日〜２日 

展示    ２２サークル 近隣小中学校（７校） 

舞台    ３２サークル、大正中学校吹奏楽部  

司会  渋谷さん、羽太さん（⻘少年指導員） 

来場者数 １，５００人（推定） （プログラム印刷︓1,000 部から推定） 

 

模擬店※ 

12 月１日 

 たい焼き  ⻘少年指導員協議会 ４５０個（１１︓３０頃で売り切れ）   

お弁当、パン 社会福祉法人 紡 おべんとうばこ 完売 

 野菜     近隣農家） 

12 月２日 

 たい焼き    ⻘少年指導員協議会） ４５０個（１１︓３０頃で売り切れ） 

 パン、菓⼦   特定非営利活動法人 ぶどうの樹  完売（２００個︖） 

 餅つき    スポーツ推進委員連絡協議会 ６００パック（もち米６０KG） 

 カレー    NPO 法人 ふらっとステーション  １００パック 完売 

 お汁粉、珈琲  NPO 法人 ふらっとステーション 
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５．自主事業計画 （資料-4） 

平成 30 年度の自主事業（講座）は、4２講座（新規︓８）、延べ 2１９回の講座を開催
しました。 

 

ご意⾒・質問等 
（委員）和室の畳の表替えは以前にも実施したのではないでしょうか。 

（館⻑）前期、舞台側の表替えをしましたが、今回は⽔屋側の表替えを⾏いました。 

⽔屋側（12 畳）にはお茶の炉の部分や変形した畳があり、舞台側より割⾼な費⽤が発⽣し
ました。また、強度優先で化学繊維の畳表を使⽤しました。 

 

（委員）その⽅が⻑持ちするのでしょうか。 

（館⻑）そうです。利⽤者にも確認して、化学繊維でも問題ないことを確認しました。 

 

（委員）化学繊維で滑らないでしょうか。 

（館⻑）大丈夫です。 

 

（委員）センターまつりで餅つきをやらせていただきました。ぎりぎりまで人集めなどで
結論がでなかったので、実施の決定が遅くなりました。そのために事前の宣伝が不⼗分な
状態で実施したにもかかわらず、約６００パックを売ることができました。今後も継続的
に実施していきたいと思っています。当面、６０Kg 程度でいこうと思います。 

 

（委員⻑）他地区センターに⾒学に⾏ったとき、やはり餅つきコーナーは非常に盛況でし
た。朝から並んでいて、イベントとして外せないな、と思って帰ってきました。 

 

（館⻑）まつりではもっとイベントを企画するようにとの委員⻑からのご指導もあり、今
回はスポーツ推進の桜井委員と相談させていただきました。 

 

（委員⻑）できれば、他のイベントも企画してはどうでしょうか。 
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（館⻑）大正フェスタに参加されている団体の皆様と相談させていただきます。 

 

（委員）来年度の地区センターまつりの日程は決まりましたか。 

（館⻑）12 月７日（土）〜８日（日）です。 

 

（委員）例年、大正小学校の作品展示に協⼒させていただいています。まつりの報告の中
で何か披露していただけないか、という話がありました。出せるものは、大正フェスタ―
で⾏っている⿎笛隊や⼾塚のアートフェスティバルでおこなっている和太⿎のどちらかで
協⼒できないか考えています。前向きに、職員にも聞いてみます。 

 

（館⻑）開始時点で演奏していただければ、まつりが盛り上がりますのでぜひお願いいた
します。 

 

（館⻑）たいしょう食堂のポスターも学校にお持ちしますので、宣伝も宜しくお願いしま
す。 

 

（委員⻑）間に合えば、センターだよりにも掲載してください。 

 

（館⻑）センターだより 4 月号に、たいしょう食堂を掲載いたしますので、各町会での回
覧をお願いいたします。 

 

（委員⻑）利⽤者を増やすための施策は簡単には出てこないと思いますが、何かご提案が
あればと思います。 

 

（委員）インターネット部屋予約システムのマニュアルは皆さんにわたっているのですか。 
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（館⻑）説明会に参加された（１２０団体⼿程度）団体にはわたっていますが、全ての団
体にはわたっていません。分からない⽅は、センターに来館いただければご説明しますの
で、ぜひ、そのような⽅にはお声を掛けていただければと思います。 

パソコンを使⽤できない⽅は、来館して紙ベースでお申込くだされば私共が代⾏してパソ
コンに⼊⼒するというオプションも準備しておりますので、ご安心ください。 

 

 

 

以上 

 


