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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    

水戸市吉田市民センター運営審議会  

  

２ 開催日時    

平成 29 年 7月 19 日（水） 午前 10時 00 分 から午前 11時 30 分まで  

  

３ 開催場所    

水戸市吉田市民センター ２階 小会議室  

   

４ 出席した者の氏名  

（１）委員   

加瀬 孝雄・山﨑 次男・上田 須美子・荒井 曉・黒木 勇・三浦 明子  

（２）執行機関   

菅谷 源文・小林 久美子   

  

５ 議題及び公開・非公開の別  

（１）平成 28年度 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 水戸市市民センター運営方針及び重点目標について （公開） 

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

（５）平成 29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   平成 29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    ただ今より，平成 29 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，議事録作成にあ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。 

議事に入ります前に委嘱状の交付を行います。これまで委員でありました 

  様の吉田学区子ども会育成連合会の会長退任に伴い，  様に代わりまし

て後任の  様に委員をお願いすることにいたしました。 

水戸市長名で委嘱状の交付をさせていただきますので、お名前をお呼びいた

しましたら前のほうへお進みください。 

 

（委嘱状交付） 

  

執行機関  それでは、  様 一言，御挨拶をお願いいたします。 

 

  委員  （あいさつ）   

 

執行機関  任期は平成 30 年３月 31 日までとなっておりますので，よろしくお願いいた

します。 

つづきまして，  会長より御挨拶を頂戴したいと思います。  会長よろ

しくお願いいたします 

   

  会長  （挨拶）  

  

執行機関  会長ありがとうございました。 

では，議事に入ります前に，市民センターから御報告させていただきます。 

４月１日付人事異動によりまして，運営審議会の担当が変更となりましたの

で御紹介させていただきます。  

 

（担当者自己紹介） 

 

また，新任職員といたしまして，４月１日付で吉田市民センター に配属にな

りました  でございます。 

 

（新任職員自己紹介） 
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執行機関  議事に入る前に，本日は委員定数の２分の１以上の６名の委員の御出席をい

ただき，市民センター条例第１２条第２項に規定する出席定足数に達している

ことを御報告いたします。 また，水戸市附属機関の公開に関する規定に基づき，

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，議事録署名人を名簿

順により，  委員・  委員のお二人の方にお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 では，市民センター条例第１２条第１項の規定により，

会長に会議の議長となっていただき，議事進行をお願いいたします。 

 

  会長  各委員の皆さま，本日は公私ともお忙しい中，御出席をいただきありがとう

ございます。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，皆さま

からの活発な御意見をお願いいたします。 

協議に入る前にまず資料１ページの名簿について訂正箇所等がないか御確認

をお願いします。いかがでしょうか。 

それでは議事（１）平成 28 年度事業実施報告及び（２）平成 28 年度市民

センター利用状況報告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  （説明） 

 

  会長  ただ今の説明について，御質問，御意見等ありましたらお願いします。 

 

  委員  水戸市外の方は，どの程度利用されているのですか。 

 

執行機関  利用者の名簿の提示が義務づけられていないため，水戸市外の方がどの程度

利用されているかは把握できない状況であります。また，同様に吉田地区内の

方がどの程度利用されているかも把握できない状況であります。 

 

  委員  分かりました。今後は，水戸市全体で地域の方が利用しやすい仕組み作りを

考えていただきたいです。 

 

  会長  その他，ございませんでしょうか。 

 

  委員  市民センターの利用状況について，減少傾向にあるのは何か要因があるので

すか。 
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執行機関  一団体につき，月２回までという利用制限があることや，部屋によっては利

用内容が制限されているため，目的に合った利用ができないという理由で利用

を断念する場合があります。 

また，市民センター駐車場の台数に制限があるため，「駐車場利用不可」と条

件を付した場合には，利用を断念する場合もあります。 

 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございますか。  

       他になければ，議題（３）平成 29 年度 水戸市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  （説明） 

 

  会長  ただ今の説明について，御質問，御意見等ありましたらお願いします。 

 

  委員  町内会自治会の加入率向上のためにどのような取り組みを行っておりますか。 

 

執行機関  ２月の町内会・自治会加入促進月間において,のぼり旗を設置し，窓口では加

入のしおりや加入促進のチラシの配布を行ないました。 

      また，広報みと，水戸市ホームページ等でも加入促進の啓発に努めておりま

す。 

 

  委員  自治会では，地区内の大手不動産 7 社を訪問して現状を説明し, 町内会・自

治会への加入協力要請のチラシを配布しました。 

      今後は，住みよいまちづくり協議会と市で，水戸市全体の不動産業者へ町内

会・自治会への加入協力要請を働きかけるようなチラシの作成をしていただき

たい。 

 

執行機関  分かりました。今後，住みよいまちづくり協議会及び担当課と協力し検討し

てまいります。 

 

執行機関    委員，子ども会の加入率はどのような状況ですか。 

 

  委員  今年度は 236人の加入状況でありますが，ここ 2年間で 59人減少しています。 

また，もともと，子ども会は 10 団体ありましたが，1 団体は消滅して，もう

1団体は人数が少ないため休会している状況です。 

今後も，減少傾向になるのではないかと危惧しています。 
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  委員  行事等がたくさんあるため，子ども会の運営も大変です。１町内会では運営

が厳しいので，複数の町内会でまとまって運営しているところもあります。他

の自治会では，子ども会自体が消滅しているところもあると聞いています。 

 

  委員  町内会も同様で，若い世帯は町内会行事の負担が大きいため,町内会を退会す

る方が出ています。 

      やはり，負担が大きいというのが一番の要因と思います。 

 

  委員  地域のコミュニティーが徐々に無くなってくると，みんなで助け合うという

意識が薄くなってしまうため地域に浸透するような啓発活動を広げていかない

とこの問題は解決しないのではないかと思います。また，小さな頃から助け合

い（共助）ということを根強く浸透させていくことも重要だと思います。 

 

執行機関  重要な問題でありますので，問題解決のため他の地域でどのような啓発活動

を行っているか調査し，今後どのような取り組みをすべきか検討してまいりま

す。 

 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございますか。  

       他になければ，議題（４）平成 29 年度 事業計画及び（５）平成 29 年度 定

期講座開設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  （説明） 

 

  会長  ただ今の説明について，御質問，御意見等ありましたらお願いします。 

 

  委員  料理教室の定員は，何名ですか。 

 

執行機関  20名です。 

 

  委員  男性の方も在籍しているのですか。 

 

執行機関  1名在籍しております。 

 

  委員  高齢化問題により独居老人が増えているため，多くの男性の方が料理教室に
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参加されるとよいですね。 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございますか。  

       他になければ，議題（６）その他について，事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関  （①～⑦について説明） 

①トイレの改修工事について 

②印刷機の入れ替えについて 

③管理カメラの設置について 

④女性会の物置の設置について 

⑤スリッパの購入について 

⑥庭木の剪定について 

⑦市民センターの修繕要望内容及び結果について 

 

  会長  ただ今の説明について，御質問，御意見等ありましたらお願いします。 

 

  委員  市民センターでは，ＷｉＦｉは繋がらないのですか。 

 

執行機関  繋がりません。ただし，防災上の観点から必要と思われるので，今後担当課

で予算要求を行っていくとのことです。 

 

  委員  定期的な防災無線の点検は行っているのですか。 

 

執行機関  年に何回か点検をします。 

 

  委員  電波受信の感度が悪いと聞いておりますがいかがですか。 

 

執行機関  高い場所でないと感度が悪いです。 

 

  委員  操作方法が難しいということを聞いているので，いざという時に役立つよう

常日頃，訓練をする必要がありますね。 

 

執行機関  今後，自主的に定期的な訓練を行ってまいります。 

 

  委員  他の地域であるが，高齢者の徘徊や不審者出没等があった場合には，地域全

体に放送できる防災無線等を利用して解決を図っているところがあると聞いて

いるが，水戸市ではどのような対策をしているのですか。 
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  委員  地域包括センターを中心として，月に 1度，3か所ぐらいで模擬訓練を行って

います。 

 

  委員  実際に，徘徊者を見つけた場合には，どこに連絡すればよいのですか。 

 

  委員  警察に連絡すれば大丈夫です。 

 

  委員  水戸市では，徘徊行動のある高齢者の行方が分からなくなったとき、所在位

置を探索してお知らせできる発信機の貸し出しもしています。 

 

  委員  秋祭りの時に貸し出している市民センターの椅子と机ですが，返却する時に

分かりやすいようにどの部屋から借りたものか目印を付けていただきたい。ま

た，部屋ごとの台帳も作成していただきたい。 

 

執行機関  分かりました。貸し出す際，搬入・搬出に手間がかからないように整理しま

す。 

 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございますか。 

意見等が無いようですので，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

て参りますので，よろしくお願い申し上げ，以上をもちまして，平成２９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。 

 

 

 


