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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 

第１回水戸市吉田市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

令和４年７月１日（金） 午後１時 30 分から午後２時 30 分まで 

 

３ 開催場所 

水戸市吉田市民センター １階 ホール 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委員 

仲澤 守一・上田 曻・村田 春江・田上 惠子・伊藤 健司 

(2) 執行機関 

堀 晴子・小林 久美子・鈴木 常泰 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 令和３年度事業報告について                 （公開） 

(2) 令和３年度利用状況について                 （公開） 

(3) 令和４年度吉田市民センター運営方針及び重点目標について   （公開） 

(4) 令和４年度事業計画について                 （公開） 

(5) 令和４年度定期講座開設状況について             （公開） 

(6) 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 

令和４年度第１回水戸市吉田市民センター運営審議会 
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９ 発言の内容 

執行機関  ただいまより，令和４年度第１回水戸市吉田市民センター運営審議会を

始めさせていただきます。なお，議事録作成に当たり，会議の内容を録音

させていただくことを御了承願います。 

今年度は委員の改選の年でありますので，初めに委任状の交付をさせて

いただきます。申し訳ありませんが，委任状は，机上に配布させていただ

きましたので，御確認をいただければと思います。 

それでは，委員皆さまの御紹介をいたします。お手元の資料の１ページ

に記載しております委員名簿の順番に御紹介させていただきますので，一

言ずつ御挨拶をお願いいたします。 

 

        （委員紹介） 

   

  執行機関  ありがとうございました。 

なお，任期は令和６年３月 31 日までの２年間でございますので，よろし

くお願いいたします。 

続きまして，職員の紹介をいたします。 

 

        （職員紹介） 

   

  執行機関  続きまして，水戸市市民センター条例第 11 条第３項の規定に基づき，会

長と副会長を委員の互選により選任することになっております。 

 

        （事務局一任の声あり） 

 

 

  執行機関  それでは，会長を  委員，副会長を  委員にお願いできればと思い

ます。よろしいでしょうか。 

 

        （よろしくお願いしますとの声あり） 

 

 執行機関    会長，  副会長よろしくお願いします。前の席へ御移動願います。 

それでは，  会長より御挨拶をお願いいたします。 

 

    会長  （挨拶） 

 

  執行機関    会長，ありがとうございました。 

        協議に入ります前に，本日は，５名の委員の出席をいただいており，水

戸市市民センター条例第12条第２項の規定する委員定数の２分の１以上に
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達しておりますので，当審議会が成立していることを御報告いたします。

なお，  委員は所用により欠席の御連絡をいただいていることを併せて

御報告いたします。 

また，水戸市附属機関の公開に関する規程に基づき，会議録署名人を２

名以上置くこととされておりますので，議事録署名人を  委員，  委

員のお二人にお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（よろしくお願いしますとの声あり） 

 

執行機関    委員，  委員，よろしくお願いいたします。 

それでは，これより本日の議題に入ります。議事進行につきましては，

水戸市市民センター条例第12条第１項の規定により，会長に議長になって

いただき，議事進行をお願いいたします。 

 

  会長  それでは，議事に入りたいと思います。お手元の会議資料に基づき議事

を進めてまいりますので，各委員の皆様からの活発な御意見をお願いいた

します。 

それでは，議題(1) 令和３年度事業報告及び(2) 令和３年度利用状況に

ついて関連がありますので，一括して事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関  （資料２～７ページの説明） 

 

  会長  ただいま，事務局より議題(1) 及び(2) についての説明がありましたが，

何か御意見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

  会長  利用は増えてきているようですね。 

 

執行機関  令和２年度に比べますと少し増えています。 

 

  委員  ９月が０人というのはどうしてでしょうか。 

 

執行機関  ８月 18 日から９月 30 日までは，終日，センターの利用及び事業を中止

していたためでございます。 

 

  会長  その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

ないようですので，次に議題(3) 令和４年度吉田市民センター運営方針

及び重点目標について，事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関  （資料８～10 ページの説明） 
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  会長  ただいま，事務局より議題(3) についての説明がありましたが，何か御

意見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

  委員  ８ページの重点目標の１の(3) に「地域防災活動との連携」とあります

が，地域防災活動についてお尋ねします。吉田地区には自警団と防災連合

会があるようですが，２つの団体に関係はありますか。  

 

  会長  防災連合会は 13 年前から，自警団はそれ以前からあります。自警団はあ

るものの，２，３年前から活動していません。 

防災連合会は吉田地区自治実践会と同じように組織され，自治実践会会

長が防災連合会会長を兼務しています。今年度は災害時応急給水タンク設

営訓練やつくば市の防災科学技術研究所への研修を計画しています。 

自警団との関係はありません。 

 

  会長  ９ページの２の(1) のイの「現代的課題を取り扱った講座の開催」の中

にデジタル・ディバイド解消とありますが，これに関する講座を充実させ

るとよいかと思います。定期講座でも工夫していただけたらと思います。 

 

  委員  以前は定期講座にパソコン教室がありましたが，今はないのですか。 

 

執行機関  現在はありません。 

 

  委員  そのような講座をまた取り上げていただきたいです。 

 

  委員  昨年度，寿大学の移動学習でえこみっと見学が計画されていましたが，

コロナウイルス感染症の影響で実施されませんでした。弘道館周辺が整備

されたとのことですので，見学をしたいのですが，今年度は実施できるの

でしょうか。 

 

執行機関  弘道館周辺への移動学習を計画しておりましたが，水戸城二の丸角櫓付

近において，舗装工事が予定されていると市担当課から聞いたところでご

ざいます。工事期間がいつまでになるのか，見込めないということで，大

手門及び角櫓の見学が難しい状況でございますが，弘道館のみなら可能か

と思います。 

 

  委員  えこみっとより，弘道館の方でお願いしたいです。ぜひ実施できるよう

計画をお願いします。 

 

  会長  その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 
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ないようですので，次に議題(4) 令和４年度事業計画について，事務局

より説明をお願いします。 

 

執行機関  （資料 11 ページの説明） 

 

  会長  ただいま，事務局より議題(4) についての説明がありましたが，何か御

意見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

  会長  「はじめてのスマホ体験講座」は先ほどの重点目標の生涯学習活動の推

進にうまく合っていると思います。そのほかの講座も内容が多岐にわたっ

ており，また，短期と定期講座とあり，良いと思います。 

 

  委員  「はじめてのスマホ体験講座」は良い企画だと思います。私は，スマホ

を購入した時，携帯電話会社で講座を受けましたが，センターで受けられ

るのはいいですね。 

 

執行機関  今回の講座は，携帯電話会社のスマートフォンアドバイザー数名にお越

しいただき，御指導いただきます。スマホも御用意いただき，受講生全員

が同じ機種で体験することとなっています。 

 

  会長  使っていくとスマホはとても面白いですね。パソコンと同じですから。 

 

  委員  高齢者クラブの奉仕活動で７月 16 日に小学校の樹木の剪定を行うこと

になっていますが，併せてセンターの方も行おうという話も出ているので

すが構いませんか。 

 

執行機関  お願いできればありがたいです。 

 

  委員  吉田地区の高齢者クラブは活動が盛んですね。 

 

  会長  コミュニティがしっかりしています。大事なことです。 

 

  会長  その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

ないようですので，次に，議題(5) 令和４年度定期講座開設状況につい

て，事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関  （資料 12 ページの説明） 

 

  会長  ただいま，事務局より議題(5) についての説明がありましたが，何か御
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意見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

  会長  講座について，何か御意見，御質問等はございませんか。 

ないようですので，次に，議題(6) その他について，何かありますか。 

 

  委員  トイレのスリッパを買い替えていただきましたが，以前のものよりも大

きくなったので，運動靴を履いたままスリッパを履いている方がいます。

壁に，履き替えるよう注意書きがありますが，履くときには目線が下にな

るので，スリッパの近くの床に注意書きしたものを置くなどした方がいい

と思います。 

 

執行機関  検討し，対応いたします。 

 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございませんか。 

ないようですので，事務局から何かありますか。 

 

執行機関  （吉田市民センター長寿命化型改修工事について説明） 

         

  会長  ただいま，事務局より議題(6) についての説明がありましたが，何か御

意見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

  会長  長寿命化型改修工事ということは，建て替えはないということですか。 

 

  執行機関  はい，そういうことになります。 

 

  委員  そうしますと，エアコンも部屋ごとではなく，今のまま全館空調という

ことでしょうか。 

 

  委員  希望は聴いてもらえないのでしょうか。 

エアコンを入れていても，２階の小会議室は暑いです。また，涼しい日

で窓を開ければ大丈夫という場合でも，運動している方たちは暑いのでエ

アコンを入れることがありますよね。部屋によって各部屋で切り替えがで

きるとよいと思います。経済的にもその方がいいのではないでしょうか。 

 

執行機関  地区の御希望は担当課にもお伝えしてまいります。長寿命化型改修工事

となりますので，設備というより，主に壁や床の補修になるかと思います。 

 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございますか。 

意見等がないようですので，以上で，本日の議題についての審議は終わ
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りにいたします。 

 

執行機関  長時間にわたり，慎重な御審議ありがとうございました。本日の皆様方

の貴重な御意見を参考にし，今後，市民センター事業を展開してまいりま

すので，よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして，令和４年度第１回水戸市吉田市民センター運営審議

会を閉会いたします。 


