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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 30 年 2月 21 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・中西 由里 

  

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 市民センター利用状況について          （公開） 

（３）平成 30年度 定期講座受講生募集について           （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 2 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。 

はじめに，水戸市市民センター条例第 12条第 2項の規定により，半数以上の

委員の出席がございますので，当会議が成立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，会議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。 

なお，会議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。 

はじめに，  会長より御挨拶を頂戴したいと思います。  会長よろし

くお願いします 

 

  会長  （あいさつ）  

  

執行機関    会長ありがとうございました。 

      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 29 年度 事業報告及び（２）平成 29 年度 市民セン

ター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  （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  先日，町内会で懇談会を開き，その中で，コーラスの活動をしている方から

市民センターのホールの予約がとれないというお話がありました。また，他の

公共施設もなかなか予約がとれないため，民間の施設を借りて活動していると
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のことでした。できれば，吉田地区の方が優先的に部屋を借りられるように何

か改善策はないでしょうか。 

 

執行機関  現在の規則の中では，地域のコミュニティー団体や市民センター主催の定期

講座等は優先的に部屋を利用することができますが，一般団体の方は，地区内，

地区外の団体に関わらず毎月初めに翌月の抽選を行い，部屋を貸し出している

状況です。このことは，他の市民センターでも同様に取り扱っております。 

      なお，吉田市民センターでは，3月初めの抽選で 1年間の順番を決めて，毎月

2団体ごと順番をずらして部屋を貸し出しています。 

 

  委員  以前，県の福祉関係施設に部屋を借りるため連絡したが，使用日の 2 か月よ

り前からは受付できないと言われ，その後，期日になり連絡をしたが，すでに

予約が入っており部屋を借りることができなかった。理由を聞くと，福祉関係

の団体には，優先的に部屋を貸し出しているとのことだった。 

市民センターも地域コミュニティーのための施設なので，県の福祉関係施設

のように考え方を変えることはできないのだろうか。 

 

  委員  市民センターの利用方法であるが，全国誰でも利用できることとなっている。 

      市の方でも，地域の方と地域外の方の何かしらのハードルを設けてはどうだ

ろうかと検討をしているとのことである。 

 

  委員  コーラスの活動をしている方々は，高齢者であるため，わざわざ遠くの他の

市民センターまで行ってコーラス活動はできないということで，地元の民間施

設を借りて活動をしておりますが，楽器もないので自分たちでエレクトーンを

購入し活動をしていると聞いている。ぜひ，市民センターを地域の方が優先し

て利用できるような施設にしていただきたい。 

     

  委員  水戸市では，地区ごとに市民センターがありますが，以前の公民館の役割は，

地域住民に使ってもらうための施設ということでスタートしており，高齢者や

子供たちが歩いて利用できる施設ということがそもそもの考え方であったと思

われます。 

 

  委員  ホールは，１団体のみの利用としているのか，2団体以上で併用して貸し出し

はしていないのですか。 

 

執行機関  併用して貸し出しはしておりません。 
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  委員  例えば，水彩画クラブと俳句クラブを間仕切りして同じ時間にホールで利用

できるように工夫すれば，もっと多くの団体に利用していただくことができる

のではないですか。 

 

執行機関  水彩画と俳句クラブですが，市民センター主催の定期講座クラブのため年間

をとおして部屋を確保しております。それ以外の一般のクラブは，５３団体あ

ります。一般のクラブの場合，利用目的によって各部屋を貸し出しており，ま

た，利用頻度も毎月利用する団体もあれば，年に数回程度しか利用しない団体

もあり，使いたい時に空いている部屋を貸しているため定期講座のように日に

ちを固定することができません。 

 

  委員  定期講座の場合は，利用日を固定することができるので，ホールを 2 団体で

併用することはできないですかね。 

 

執行機関  定期講座でホールを利用しているのは，主にスポーツ系クラブやダンスクラ

ブまたは，多人数のクラブであるため併用して利用することが困難です。 

 

  委員  施設の利用状況を他の市民センターと比較したことはありますか。 

 

執行機関  施設の大きさ等により比較することは難しいですが，平成 28年度の市民セン

ターの使用状況では，吉田市民センターは，全体の 10番目に利用回数が多いで

す。 

 

  委員  吉田市民センターのトイレは，改修されたおかげもあり，清潔であると評判

がいいですよ。そういうことも関係して，市民センターを利用したいと思って

いる方もいると思います。 

 

執行機関  ありがとうございます。 

      

執行機関  吉田市民センターでは，町内会と子ども会関係団体については，これまで一

般団体と同じように取り扱ってきました。しかし，近隣の市民センターでは，

地域のコミュニティー団体として優先的に利用させています。今後は，吉田市

民センターにおいても同様に，優先して利用させてよろしいでしょうか。 

 

  委員  優先的に利用させてよろしいと思います。 
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執行機関  ありがとうございます。今後は，そのように対応してまいります。 

  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，次に議題（３）平成 30 年度 定期講座受講生募集について，

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。 

 

執行機関  新規講座についてですが，先日，料理教室を開講したいというお話がありま

した。調理室については，利用率が低いので講座等を増やしていきたいと考え

ております。受講生の募集等，いきなり教室を開くのも大変なので，初年度は，

単発で何回か講座を開き好評であれば翌年度，教室へ移行していきたいと思い

ます。また，今年度は，給湯器も新設されより便利になったので，利用率を高

めていきたいと考えております。 

 

  委員  ぜひ，利用率を高めていただきたいと思います。 

 

執行機関  市民センター展示会について，2年前から準備等が大変なためロビーでクラブ

ごとに順番で展示会を催しておりますが，より多くの人に作品を見てもらえる

ように来年度以降は，ホールを利用して全クラブまとめて展示会を行いたいと

考えております。 

 

  委員  2年前に，クラブ受講生の高齢化に伴い準備が大変ということで，現在のよう

な形で展示会を催すこととなりました。 

      ホールで展示会を開催することとなれば，各クラブの代表者を集めて今後の

進め方を確認したほうが良いと思われます。 

 

執行機関  代表者会議を開いて，今後のスケジュール等を調整していきたいと思います。 

 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございますか。 

他になければ，次に議題（４）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  （①～⑭の補修状況について説明） 

  ①給湯器の新設について       
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      ②誘導灯の補修について 

      ③エアコンの補修について 

      ④トイレの床補修について 

      ⑤外壁ブロックの補修について 

      ⑥ガス警報遮断器の交換について 

      ⑦エアコンフィルターの交換について 

      ⑧ドアガラスの補修について 

      ⑨安定器の補修について 

      ⑩樹木の剪定について 

      ⑪スロップシンクの新設について 

      ⑫キュービクル塗装補修について 

      ⑬駐車場ラインの補修について 

      ⑭屋上防水改修について 

 

  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  建物が古く管理が大変だと思われますが，よく管理されており利用者も安心

して利用できることと思います。 

 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございますか。 

 

  委員  毎年，町内会加入率が減少しており，吉田地区全体においても加入率が 59％

であります。私の町内会でも，町内会を抜けたいという方がおり，理由は，主

に広報の配布や，会費等の集金といった班長の役割が重荷だということです。 

そこでどうすれば，班長の役割を軽減することができるのか考えました。市

民センターにお願いなのですが，月 2 回配布されている広報以外に町内会長へ

直接届く文書があり，それにより配布回数が増えているので広報日に合わせて

文書を送付していただけるようにできないですか。 

 

執行機関  町内会長に直接届いている文書は，どこの団体からですか。 

      もし，市の関係であれば，連絡して調整したいと思います。 

 

  委員  私の町内会では，月 2 回，広報配布日に各班長が集会所へ集まり仕分けを行

っています。その中には，幼い子供がいる班長さんもいて，負担が大きいなと感

じております。 
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  委員  町内会費等の集金についてですが，毎年，自治会や社会福祉協議会といった

複数の団体の会費を集金しているのですが，各団体の案内文の回覧日がまとまっ

ていないため，会費を一括して徴収することができず，2 度手間となっているケ

ースがあります。班長さんの負担を軽減するためにどうにかなりませんか。 

 

執行機関  回覧日が統一できるように，各団体と調整したいと思います。 

 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございますか。 

      

執行機関  運営審議会委員の改選についてです。この運営審議会委員の在任期間は，３

期以内又は６年以内のいずれか短い期間と決まっております。 

  委員さんと  委員さんについては任期満了に伴い，今回の運営審議会

をもって交代となります。長い間お世話になりました。 

また，  委員さんの後任には， ふれあい学級で関わりが深い吉田が丘幼稚

園の園長先生でもある吉田小学校の  校長先生にお願いしたいと考えており

ます。また，  委員さんの後任には，女性会より１名選任していただければ

と思います。 

また， 子ども会育成連合会会長の  委員さんにおいても，３月の定期総会

をもって会長を退任することにより運営審議会委員も退任となりますので御報

告します。 

１年間ではありましたが，いろいろとお世話になりました。後任には，次期

子ども会育成連合会会長の  さんにお願いしたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございますか。 

ほかに意見等が無いようですので，最後に退任される，各委員さまより一言，

ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

  委員  （退任される各委員よりあいさつ） 

 

  会長  ありがとうございました。 

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

重なご意見を参考にし，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２回水戸市吉田市
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民センター 運営審議会を閉会いたします。 

 

 


