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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 

   水戸市寿市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   平成２７年７月１７日（金） 午後１時３０分から午後２時３５分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市寿市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

（１） 委員 

堀井 武重 ， 坂本 早苗 ， 雨谷 多江子 ， 

上松 智子 ， 江川 静枝 

（２） 執行機関 

飯島 裕 ， 澤田 理子 

（３） その他 

 

５ 議題及び公開･非公開の別 

（１） 平成 26年度市民センター利用状況及び事業報告について（公開） 

（２） 平成 27年度市民センター運営方針及び重点目標について（公開） 

（３） 平成 27年度市民センター事業計画及び関連事業について（公開） 

（４） その他 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

   ０名 

 

８ 会議資料の名称 

   平成２７年度 第１回水戸市寿市民センター運営審議会 
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９ 発言内容 

執行機関   本日はお忙しい中，寿市民センター運営審議会に御出席いただきまして

ありがとうございます。 

       本日，寿小学校の  先生が御公務のため，御欠席という連絡を承って

おりますので御了承お願いします。 

それではただ今から平成 27 年度水戸市寿市民センター第１回の運営審

議会を始めたいと思います。初めに，会長の  さんから御挨拶をお願い

いたします。 

  会長     でございます。本日はお暑い中をお集まりいただきましてありがと

うございます。今年度も引き続き会長を務めさせていただきますので，ど

うぞよろしくお願いします。御審議の程，どうぞよろしくお願いします。 

執行機関   ありがとうございました。議題に入る前に議事録署名人のお二人の指名

をお願いしたいと思います。 

  会長   昨年度は  副会長と  さんにお願いしましたが，本年度も引き続き

お願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

  委員   はい，お引き受けします。 

  委員   はい，お引き受けします。 

  会長   どうぞよろしくお願いします。 

執行機関   では，これより議題に移りたいと思います。議事進行を  会長にお願

いいたします。 

  会長   それではこれより議題に入りたいと思います。 

      議題(１) 平成 26年度市民センター利用状況及び事業報告について， 

      (２) 平成 27年度市民センター運営方針及び重点目標について，(３)  

平成 27年度市民センター事業計画及び関連事業について，執行機関より続

けて説明をお願いしたいと思います。 

執行機関   では，資料に基づき説明させていただきます。 

      （資料に基づき議題（１）平成 26年度市民センター利用状況及び事業報

告について，２ページから６ページを説明） 

       昨年度の利用状況の団体別・部屋別の人数及び図書室の利用状況につ

きましても，平成 25年度の合計数との比較を載せましたが，皆さん御存

知のように25年度は耐震補強工事のために例年どおりの市民センター使

用ができませんでしたので，数字としては比較にはならないと思います。

26 年度に入りまして，定期講座も例年どおりの部屋貸しが始まりました

ので，利用者の数も戻ってきたと思います。５ページの平成 26年度の定

期講座の開催状況には一年を通しての開催回数を載せましたので，御参

考にしてください。図書コーナーに関しましては，今年度に入りまして

更に利用者が増えてきているようです。 

執行機関   ６ページの窓口利用状況につきましては，私の方から補足させていた

だきます。この表につきましては，寿市民センターだけの電送窓口業務

の数字と前年度との比較数字だけではありますが，水戸市全体の市民セ
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ンターの窓口業務の数字とを比較しますと，寿市民センターでのお客様

の取扱件数はかなり高い数字となっております。出張所を省きまして 28

の市民センターの中で６番目に多い件数となっていますので，電送窓口

業務におきましてもかなり忙しい状況であります。今年度に入りまして

の途中の数字は出ておりませんが，６月，７月の状況を見ましてもかな

りの数の件数を取り扱いましたので，今年度も更に増える状況かと思わ

れます。隣の笠原地区もそうですが，世帯数がこの寿地区も１万を超し

ていますので，年々取り扱う数も上昇しているように思われます。 

       では，次に平成 27年度市民センター運営方針及び重点目標について説

明をさせていただきます。 

（議題（２）平成 27 年度市民センター運営方針及び重点目標について，

７ページから９ページを説明。防災活動に関して今年度寿地区の防災マ

ップを作成したこと，11 月には寿市民センターにおいて市民懇談会が開

かれる予定であることを説明。） 

執行機関   続きまして，（３）平成 27 年度市民センター事業計画及び関連事業に

ついての説明に移りたいと思います。 

       今年度の事業につきましては，昨年とほとんど同じ内容で事業を進め

ている状況でございますが，先ほどもお伝えしましたが 11 月 28 日に市

民懇談会を行う予定でありまして，その項目が抜けてしまいましたので，

お詫びするとともに付け加えていただきますようお願いいたします。こ

の市民懇談会につきましては，地区の役員さんを始め，皆様に御協力を

いただく所存でございますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

       付け加えまして，毎年 11月に行います「みんなみんなの寿まつり」に

ついてですが，５月の総会時点の予定では例年どおり 11月に行う予定で

したが，会場になります寿小学校の体育館の耐震工事が伸びてしまい，

使用できないために，こちらの事業も今のところ，来年２月頃に延期と

いう予定になりましたことをお伝えします。 

      （平成 27 年度市民センター事業実施状況，平成 27 年度定期講座の開催

状況，平成 27年度市民センター行事及び関連行事を資料に沿って説明。） 

       以上をもちまして，説明を終わります。 

  会長   ありがとうございました。 

       先ほどの説明の中に市民懇談会の件が出ましたが，日程が 11 月 28 日

に決まりましたので，改めまして皆様に御協力，御参加いただきますよ

うどうぞよろしくお願いいたします。 

       では，これまでの説明の中で何か御質問ございますか。 

特に質問がないようですので，私の方から少し補足させていただきま

す。重点目標の中に地域コミュニティの話が出ておりますが，水戸市か

らの地域コミュニティプランの要請が出ておりますが，寿地区におきま

しては，常々いろいろなプランを立て地域活性化のために動いています

が，今年度から来年度にかけてまた新たに取組を考えまとめていきたい
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と思っております。これから，自治会連合会の中で話し合って準備をし

ていきたいと思っておりますが，自治会連合会だけではなく，社会福祉

協議会，女性会，高齢者，子ども会というように皆さんのお力により成

り立っていますので，今後も一層の御協力をお願いしたいと思います。 

また，「町内会・自治会への加入促進」につきましては，水戸市住みよ

いまちづくり協議会ばかりでなく水戸市としての課題と捉えて，市長か

らも重点項目としての話があり，市民生活課へ投げかけたりと，積極的

に町内会への加入促進に努めていますので，寿地区の自治会としても，

もう少し内容を細かいところまで見ながら話合いをしていきたいと思っ

ています。その際には，皆様に御相談をさせていただきますのでどうぞ

よろしくお願いします。 

それから，重点目標３，市民センターの機能充実のところにおきまし

て，コミュニティールームの設置を推進するとありますが，耐震補強工

事も終わってしまいましたし，なかなか難しい問題ですね。 

執行機関   はい，寿市民センターも耐震補強工事が完了いたしまして，きれいに

はなりましたが、部屋数が増えたわけではありません。実際，コミュニ

ティールームとして常に使える小部屋はなく，会議室，和室等を使って

いただいている状態です。比較的近年に新築で建て替えている所として，

常磐市民センター，上大野市民センター，見和市民センターなどにおき

ましては，５，６人が常に使える小部屋をコミュニティールームとして

設置しています。少人数で使える独立したコミュニティールームの設置

は本当に理想ですね。自治会連合会の方々に御活躍いただいている寿市

民センターには是非とも欲しいところですが，実際のところ，敷地面積

が増えるわけでもありませんので，残念ですが当分の間の設置は難しい

ように思われます。 

  会長   小学校などの空き教室を使ってはどうかというような意見も出ていま

すが，結論にはまだ至らないようです。以前からこの本題は出てきてい

ますが，すぐに解決していけるものでもなさそうですね。 

       その他，御意見ございますか。 

  委員   実は先日，女性セミナーの今年度の募集をかけましたところ，若い女

性の方が窓口にお見えになりました。今年度のセミナーの中に「プリザ

ーブドフラワー」を予定したところ，こちらの講習を受けたいとのこと

でしたが，年間４回シリーズで募集をかけていますので，その中の１つ

だけを受講することはできないことになっております。その方は幼稚園

のお子様がいらっしゃり，なかなか時間の調整が難しいことをおっしゃ

っておられましたが，せっかくの御希望でしたので，他の３つの項目も

できるだけ受けていただくことを条件で参加していただくことになりま

した。 

この女性セミナーも，高齢化してきている女性会のメンバーを中心に

参加していただいています。その他の参加者のほとんどが地区の高齢の
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方になってきています。今回のように若い世代の方が参加してくださる

ことはとても嬉しいことだと思います。 

今回に限らず，私たちも自分たちの都合ばかりで予定を立てずに，若

い人たちがどんどん入ってきていただけるように，時間帯などを考えた

りしながら，若い世代が入りやすい環境を考えていきたいと思いました。 

  会長   そうですね。高齢化が進んできている時代です。地域に関しましても

今の御意見は大事だと思います。地域の若い世代の方々が参加できるも

のを考え，市民センターにも足を運んでいただき，少しでも多くの若い

人に地域コミュニティに参加していただけるような環境を考えて作って

いきたいですね。御意見ありがとうございました。 

  会長   それから，これも地域コミュニティプランの一環にもなりますが，寿

地区防災マップを 3,000 部作りました。７月の回覧の際に，寿地区全世

帯の各家庭に約 2,500 部を配布することができました。これは自治会連

合会の防災部を中心に，昨年度から井戸やＡＥＤの設置場所を調べ上げ

完成させたものです。社会福祉協議会からの援助も頂きまして，少し予

算をかけ，地図の裏面には防災情報も入れ，両面刷りのマップに仕上げ

ました。地区の皆さんには是非目を通していただき，お役立ていただき

たいと思っております。水戸市の防災の方も，この防災マップを参考に

し，他地区にも指導したいということです。８月の下旬に水戸市すみよ

いまちづくり協議会で各地区の自治会長さんが集まる会議がございます

ので，その際にこの防災マップをお配りし，御紹介したいと思います。 

執行機関   このマップを御覧いただければお分かりになると思いますが，寿地区

のように災害時の協力井戸の登録が多い地区は他には少ないと思います。

会長の御意見もありまして，この防災マップを作成することになり，自

治会連合会の予算を作っていただきまして，内容の濃い防災マップに仕

上がっております。 

さらに，防災部長の  さんには長い期間大変お骨折りいただきまし

た。その御苦労もありまして，とても素晴らしい仕上がりになっており

ます。地区内の井戸の場所に加えまして，ＡＥＤの設置場所も一目で分

かるようになっております。災害が起きた時には大変お役立ていただけ

ると思いますので，御自宅のすぐ分かる所に置いていただきたいと思い

ます。 

  委員   我が家にも井戸がありましたが，自宅近くに高速道路ができてしまい

そのために枯れてしまいましたが，そこに雨水を溜めるようにして利用

しています。飲み水としては使うことができませんが，東日本大震災の

時にも，トイレ用に使ったりと役立つことは多かったのでとても助かり

ました。 

執行機関   井戸に関しましては，地域安全課で防災用の市内の井戸の検査を順々

にしていくように予定しているそうですので，お伝えしておきます。ま

た，付け加えまして，飲み水としてのタンクが寿小学校には設置されて
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います。寿小学校に限らず，市内の小学校には飲料水のタンクがそれぞ

れに設置されているようです。 

  会長   まだ，詳しいことは決まっているかどうかは分かりませんが，近々水

戸市の水道課の方では，各地区に約１トンの水を用意していくような話

が出ています。その話が進むとそのためにそれを保管する場所のことも

課題になってきますね。震災後の防災関係の強化も進んでいると思いま

す。 

他に御意見ございませんか。それでは，他に御意見がなければ議事を

終了したいと思います。 

執行機関   以上を持ちまして，平成２７年度第１回水戸市寿市民センター運営審議

会を終わりにします。ありがとうございました。 


