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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６月 12日（火） 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・大澤 きく江・堀江 俊夫・川上 美帆  

（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 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 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）平成 30年度 事業計画について                （公開） 

（５）平成 30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 30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 30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。 

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，成立したことを御報告いたします。 

       なお，  様におかれましては，所用により本日は，欠席となります。 

また，本日の審議会につきましては，水戸市附属機関の会議の公開に関

する規程第３条により，公開とさせていただきます。 

会議に先立ちまして，本年度は委員の改選の年でありますので，はじめ

に委嘱状の交付をいたします。 

代表しまして  委員にお渡しいたします。 

 

（委嘱状交付） 

 

執行機関  なお，委員の任期につきましては，平成 32 年 3 月 31 日までとなります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 続いて，水戸市吉田市民センター運営審議会委員の皆様を御紹介いたしま

す。お手元の委員名簿の順番に御紹介させていただきます。なお，御紹介があ

りましたら一言御挨拶をお願いいたします。 

       

（委員紹介） 

 

執行機関  続いて，市民センター職員の紹介を行わせていただきます。 

 

（職員紹介） 

 

執行機関  それでは，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，委員の互選により運営審議会の会長と副会長を選任していただきたいと

思います。    

 

（事務局一任との声あり） 

 

執行機関  それでは，事務局一任と言う声が上がりましたので，  委員に会長を， 

  委員に副会長をお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 
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（異議なしとの声あり） 

 

執行機関  それでは，会長に選任されました  委員より御挨拶をお願いいたします。 

   

  会長 （あいさつ） 

 

執行機関  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項により，会長にお願いしたいと思います。 

 

  会長  本日の会議は，水戸市附属機関の会議の公開に関する規程により，会議録を

作成いたしますが，２名以上の署名人が必要になります。私の方から指名させ

ていただきます。 

       会議録署名人を  委員と  委員にお願いしたいと思いますが，いかが

でしょうか。 

       

（異議なしとの声あり） 

        

  会長  それでは，  委員と  委員に会議録署名人をお願いいたします。 

       それでは議事に入りたいと思います。 

（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，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，御発言を頂きたいと思います。 

 

  委員  家庭教育学級関係の中の「みとぴよ音楽隊」とは，どのような団体ですか。 

 

執行機関  水戸市内の市民センターや幼稚園などを中心に活動している，お父さんや

お母さんで構成している吹奏楽サークルです。子どもたちに，音楽を聴かせて

くれたり，体験させてくれたり，触れさせてくれたりします。 

 

  委員  構成員は，吉田地区の方ですか。 

 

執行機関  水戸市内外の方がおり，小さな子どもを連れて活動しているお母さんもい
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ます。 

 

  委員  現在，全国的に待機児童が大きな問題となっておりますが，吉田地区の待機

児童について市民センターと何か関わり合いはありますか。 

 

執行機関  待機児童であるか分かりませんが，市民センターでは，子育て広場を実施し

ているのみです。 

       吉田が丘幼稚園では，幼稚園就学前のお子さんと園児が一緒に遊ぶ「ようち

えんであそびましょう」という行事を行っております。 

 

  委員  子育て広場は，人数が増えていると聞いておりますが，対象の年齢は何歳で

すか。 

 

執行機関  未就学児が対象となります。 

       子育て広場は，子育てなどについて親同士も交流を図れる場であり，12 月

には，クリスマス会を開催しております。女性会の方々が中心となり，アンパ

ンマンやサンタに仮装し多くの親子が参加し好評です。 

        

  委員  それは，良いことですね。 

 

執行機関  酒門市民センターでも，今年度から子育て広場を開催することになったの

ですが，玩具が不足しているとのことで，こちらで利用している玩具を貸し出

しました。その中でも，女性会の方が作った玩具が一番好評だったとのことで

した。 

 

  委員  保護者の方から，意見を聞いて玩具を購入したり作ったりしています。手作

りのものは，フェルトや磁石を使ったりして安全面を考慮して作っています。 

 

  委員  そのように工夫するとは，素晴らしいことですね。 

 

  委員  子育て広場は，すべての市民センターで開催されていないのですか。 

 

執行機関  はい,そうです。徐々に広げてゆき，最終的には全市民センターで開催する

予定とのことです。 

 

  委員  以前から，議題に挙がっている市民センターの利用方法について，何か進展



- 5 - 

 

はありましたか。吉田地区の方が，優先的に部屋を利用出来ず困っているので

どうにかならないでしょうか。 

 

執行機関  特に大きな進展はありません。担当課では十分理解しており，検討中と思わ

れます。 

毎月，部屋を抽選で貸し出しておりますが，曜日，時間帯にこだわらなけれ

ば空いている場合もあります。しかし，曜日，時間帯を指定されてしまうと年

間を通して利用するというのは難しいです。 

 

  委員  そうですね。曜日，時間帯を指定されてしまうと難しいですね。 

以前，吉田地区のある企業に利用していない部屋を無料開放できないかと

いう，お話をさせていただいたことがあります。今後，市民センターの実情等

をお話しし，無料で利用できないかお願いしたいと思います。 

他にも部屋を利用できるような場所がないか，地域や市民センターと情報

交換ができるといいですね。 

 

執行機関  そうですね。今後，そのような情報があれば，情報提供させていただきます。 

 

  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）平成 30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，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，御発言を頂きたいと思います。 

 

  委員  先般，新幹線での殺傷事件がありました。不特定の人を狙った事件であり，

いつ，どこでこのような事件が起こるか分かりません。以前に，どこかの小学

校で不審者が侵入するような事件もあったみたいなので，子どもたちのため

にも地域で連携した見守りが大事であると思います。 

 

  会長  学校関係では何かありませんか。 

 

  委員  小学校としては，市民センターで未就学児を対象とした家庭教育学級を開

催していただき，とても感謝しております。 
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今，小学校でも家庭教育における就学時前教育の重要性が挙げられており，

幼小連携ということで動き出しました。また，地域コミュニティー活動の充実

を図るため，四中学区を核としたコミュニティースクール学校運営協議会を

来年 4 月から始めましょうというお話もあり，より地域との連携が重要性を

増しております。 

そのような状況下にあるため，学校，家庭，地域との連携というところで地

域の中心である市民センターには，大きな役割を持っていただければ有難い

なと思います。 

 

執行機関  市民センターとしても地域の皆様と連携して，より良い地域作りを進めて

いきたいと思います。 

 

  委員  学校では道徳教育などの新しいカリキュラムが始まり，学校も大きく変わ

ろうとしているのが感じられますね。 

 

  委員  道徳性を育てるということは，家庭や地域との関わりは重要ですね。 

 

  委員  市民センターは，市の教育行政の一端を担っているので，小さな子どもから

高齢者までが生涯学習をとおして地域の絆を深めていただければいいなと思

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（４）平成 30年度 事業計画及び（５）平成 30

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，事務局より議題（４）及び（５）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，御発言を頂きたいと思います。 

 

  委員  高齢者が市民センターを利用していて何か具合が悪くなったことはありま

したか。血圧測定器を置いているような施設もありますが，これから暑くなる

ので何か対策は考えておりますか。 

執行機関  他の市民センターでは，保健センターと連携して保健師さんに来ていただ

き血圧測定を行っているところもあります。市民センターでも血圧測定器を
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置いてあるところもあったのですが，管理上問題があるため今は置いてない

と思います。 

       吉田市民センターでは，昨年，具合が悪くなり救急車を呼んだり，ＡＥＤを

使ったりしたことはありませんでした。なお，もしもの時に備え，年に一度，

定期講座の方を対象としたＡＥＤの講習会を開いております。 

 

  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（６）その他ついて，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土曜執務見直しについて 

       ②防災倉庫の発電機の盗難について 

       ③玄関内照明の安定器の修繕について 

       ④自家用電気工作物（キュービクル）の塗装修繕について 

       ⑤樹木剪定について 

       ⑥駐車場ライン修繕及び車止め設置について 

       ⑦ドアクロ―ザーの修繕について 

 

  委員  土曜執務の見直しですが，コミュニティールームが使用できないのが問題

ですね。 

 

執行機関  土曜日の午前中ですが，地区関係の方が単独でコミュニティールームを使

うことはほとんどないと思います。会議等で多くの方が集まる場合には，基本

的に職員が出席すると思いますので問題ないと思われます。 

       

  委員  調査結果において，これだけ土曜執務時の窓口対応件数が低ければ，見直し

しても仕方がないと思います。 

 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございますか。 

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
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参りますので，よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして，平成３０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。 

 

 


