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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 

令和元年６月 25 日（火） 午前 10時 00 分から午前 11時 40 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・荒井 曉・大澤 きく江・簗瀬 浩幸・日下 祐子 

（２） 執行機関 

山田 斉・小林 久美子 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１） 平成 30 年度事業報告について                 （公開） 

（２） 平成 30 年度利用状況について                 （公開） 

（３） 令和元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） 令和元年度事業計画について                 （公開） 

（５） 令和元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 

令和元年度第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，令和元年度第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。 

今年度から，委員の変更がありましたので，御報告いたします。これまで委

員でありました吉田小学校校長  様の退任に伴い，後任の  様に，吉田学

区子ども会育成連合会会長  様の退任に伴い，後任の  様に委員をお願い

いたしました。 

それでは，  委員，  委員，一言御挨拶をお願いいたします。 

 

  委員  （挨拶） 

 

  委員  （挨拶） 

 

執行機関  ありがとうございました。任期は，令和２年３月 31 日となっておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

続きまして，  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。次に，市民センターから御報告いたします。 

今年度の人事異動により，市民センターの職員に変更がありましたので，御

紹介いたします。 

（職員自己紹介） 

それでは，議事に入る前に，本日は，６名全員の委員の御出席をいただいて

おります。水戸市市民センター条例第 12条第２項の規定する，委員定数の半数

以上に達しておりますので，当会議が成立したことを御報告いたします。 

また，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，会議録署名人を２名以上置くこととされております。  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） 

よろしくお願いいたします。 

それでは，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  各委員の皆様からの活発な御意見をお願いいたします。 

それでは議事に入りたいと思います。（１） 平成 30 年度事業報告及び（２） 平成 30
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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  （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，御発言をいただきたいと思います。 

 

  会長  前年度より，利用者が増えたと説明があり，その理由が，市民センター作品展示

会とのことでしたが，見に来た方は 65歳以上の方が多いのでしょうか。 

 

執行機関  年齢での統計はとっておりませんので，65歳以上の方の割合は分かりませんが，

作品展示会に見に来た方は，３日間で 500 名位でした。 

 

  会長  市民センター作品展示会は，市民センターの定期講座の方々が作成した作品とい

うことでよろしいのでしょうか。 

 

執行機関  はい，市民センターの定期講座の方々の作品の発表会になります。 

 

  委員  市民センター作品展示会の時に，見に来た方のサロン等の休憩するスペースはあ

るのですか。 

 

執行機関  和室で，高齢者クラブの方が，お茶やコーヒー等が飲めるサロンを開催いたしま

した。 

 

  委員  市民センターで年間を通して，お茶やコーヒーが飲めるサロンを開催しています

か。 

 

執行機関  年間を通してお茶やコーヒー等が飲めるサロンは開催しておりません。 

 

  会長  年間を通してお茶やコーヒー等が飲めるサロン等があればよいですね。 

 

  委員  シルバーリハビリ体操，いきいき健康クラブなど高齢者対象の事業があり，認知

症予防等にもよいと思うので，もっと地域に広報等をやっていただければよいと思

います。 

 

執行機関  分かりました。 
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  委員  利用状況の利用団体別で市関係とありますが，どのような団体が利用しています

か。 

 

執行機関  市関係としましては，シルバーリハビリ体操やいきいき健康クラブの事業は，高

齢福祉課の地域支援センターが主催で実施している事業になっており，また，健康

診断等は保健センターの事業になっており，このような事業を，市関係として区分

しております。 

 

  委員  ふれあい学級の１月 25 日に実施した講座の講師（株）LIXIL は，どのような講

座を実施したのでしょうか。 

 

執行機関  （株）LIXIL は，吉田地区にある会社でありまして，御協力をいただきました。

無料でフォトフレーム作りを開催していただき，参加者からはとても好評でした。 

 

  委員  幼稚園としても大変好評だったので，今年もふれあい学級で，お願いしていけれ

ばと考えております。 

 

  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（３） 令和元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  （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，御発言をいただきたいと思います。 

 

  会長  来年度から，この吉田地区の環境が大きく変わっていく要素があります。それは，

地区内に，大規模商業施設ができる予定です。この商業施設ができると，車が１日

約 3,000 台，人が約 10,000 人の利用が見込まれています。自治会としては，県に

対して，交通渋滞や事故等及び防災に対しての要望をしました。その回答として，

しっかりと対応していくとの回答をもらっています。 

 

  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） 令和元年度事業計画及び（５） 令和元年度定期講

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） 
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  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，御発言をいただきたいと思います。 

 

  委員  事業計画の中にある，２月に実施予定の防災訓練で，小学生と一緒に防災訓練を

実施しますが，その時の簡易担架の訓練が危ないと感じたので，もう一度見直した

方がよいと思います。せっかく訓練をしているので，正しい方法をもう一度小学生

に指導した方がよいと思います。 

 

  会長  そうですね。毎年訓練しているので，もう一度正しい方法を指導していければと

思います。 

 

  会長  幼稚園や小学校と地域の関わりは，どうでしょうか。 

 

  委員  まず，幼稚園は，高齢者クラブ等にお世話になりながら，いろいろと地域の方と

交流をしています。小学校も今年度からふれあいエンジョイスクールが始まり，毎

週木曜日に高齢者の方が小学校に来て小学生と交流しています。また，高齢者クラ

ブの方とも以前からいろいろと交流をしています。ぜひ，小学校に来ていただけれ

ば，もっといろいろな交流ができると思います。 

 

  会長  地区にはいろいろな技術を持った方がいるので，ぜひ，これからも交流していけ

ればよいと思います。 

 

  委員  定期講座で，料理教室が今年度から料理クラブになりましたが，男性はいるので

すか。 

 

執行機関  はい,男性もいます。また，料理教室とは別に男性のみの対象で，男の台所を年

２回開催しています。 

 

  会長  人数が多く，講座に入れなかった方はどうしているのですか。 

 

執行機関  部屋の広さも関係しているので，定数に制限があります。人気のある講座は，ど

うしてもキャンセル待ちになってしまいますので，他の曜日や他の先生の講座を案

内したり，他の市民センターの講座を案内したりしています。 

 

  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（６） その他について，何かありますか。 

 

  委員  他の市町村で，町内会が解散して防犯灯の維持ができなくなった町内会があると
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いうニュースを見て，自分の町内会は大丈夫かと町内の方から質問がありました。

このことは，吉田地区でも町内会の加入率が下がっているので自治会としても危惧

しなければならないことだと思います。 

 

  委員  県道長岡線の歩道に危険な個所があります。小学生等の登下校にも危ないと思い

ますので，補修等をしてくれるとよいのですが。 

 

  会長  県道長岡線の歩道補修については，以前に要望をしたことがあります。 

 

  会長  その他，事務局の方から何かありますか。 

 

執行機関  （①②について説明）  

①市民センター屋根の防水工事と非常階段の修繕について 

②公衆 Wi-Fiの設置について 

 

  会長  センターの大規増改築を期待していますが，吉田市民センターは，市内で何番目

に古い施設になっていますか。 

 

執行機関  市内で，７番目に古い施設になっております。 

 

  会長  吉田市民センターより古い施設がそんなにあるのですね。 

 

  委員  それなので，まずは，屋根の防水工事と非常階段の修繕ということですね。 

 

執行機関  はい，そうです。増改築は基本的に古い施設から実施していると思います。 

 

  委員  和室の畳と座布団が古いと思われますが，交換の予定はありますか。 

 

執行機関  今のところ交換の予定はありませんが，畳も座布団も古いので，検討してまいり

ます。 

 

  委員  樹木の剪定等は，所長が実施しているように見えますが，業者に依頼する予定は

ないのですか。 

 

執行機関  他の市民センターでは，業者に依頼しているところもあると思います。吉田でも

業者に依頼できるか検討してまいります。 

 

  委員  公衆 Wi-Fiは，コミュニティールームでも使用できますか。 
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執行機関  ロビーで使えるように設置しますので，電波の届く範囲によっては，使用できな

いかもしれません。 

 

  委員  子ども会の加入状況はどうですか。 

 

  委員  １年生から３年生までは加入しているが，親の負担等が大きいため，脱会してし

まう方も多いので，人数の少ない子ども会は，同じ方が何回も役員をやっていると

ころもあるので，苦労しています。 

 

  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

願いいたします。以上をもちまして，令和元年度第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。 


