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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 

   水戸市石川市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   令和２年２月 13日（木）午後３時 00分から午後４時９分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市石川市民センター 小会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員 

櫻井 盛二，金井 香代子，三宅 秀一，後藤 宣弘，加藤木 忍 

 

（２）執行機関 

青木 浩子， 菅谷 有理恵 

 

（３）その他 

欠席委員：豊田 雅之 

 

５ 課題及び公開・非公開の別 

 （１）報告事項 

・令和元年度 市民センター事業実施状況について       （公開） 

・令和元年度 市民センター利用状況について         （公開） 

（２）協議事項 

・令和２年度 市民センター事業計画（案）について      （公開） 

（３）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２回水戸市石川市民センター運営審議会 

 

９ 発言の内容 
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執行機関    本日は大変お忙しい中，御出席をいただきありがとうございます。会

議に先立ちまして，資料の確認をさせていただきたいと思います。 

        本日の資料は，１ページから 11ページの綴りになっておりますので，

御確認をお願いします。 

        落丁等がございましたらお申し付けください。よろしいでしょうか。 

 

（ここで，市民センター職員紹介） 

 

執行機関    それでは，ただいまから，令和元年度第２回水戸市石川市民センター

運営審議会を開催いたします。 

市民センター条例第 12 条第２項の規定により，審議会は委員の２分

の１以上の出席がなければ，開くことができないものとなっております

が，本日の会議につきましては，定数６名のうち５名の出席があります

ので，会議が成立していることを御報告いたします。 

なお，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，公開の会議として，事前に市ホームページ等で傍聴人を募っており

ました。本日傍聴人は，おりません。 

また，議事録作成のため，録音しております。 

それでは，水戸市市民センター条例第 12 条第１項の規定により，会

議の議長を    会長にお願いいたします。会長よろしくお願いいたし

ます。 

 

議長(会長)   しばらくの間，会議の議長を務めさせていただきます。委員の皆様の

御協力をよろしくお願いいたします。 

それでは，本日の議事に入りたいと思いますが，本日の会議の議事録

署名人を    委員並びに    委員にお願いしたいと思います。 

それでは，報告事項について，事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関    （資料に基づき，報告事項について，事務局より説明） 

 

議長(会長)   はい，ありがとうございました。ただいま，報告事項の「令和元年度

市民センター事業実施状況について」及び「令和元年度市民センター利

用状況について」の説明がありましたが，これについて，御質問等があ

りましたらお願いいたします。 

 

議長(会長)   図書の利用状況ですが，借りた人は同じかたですか。また，貸出しで

はないけれど，図書室を利用して読んでいるかたはもっといらっしゃる

のですよね。 
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執行機関    借りたかたはそれぞれ違う人です。お子さんに絵本の読み聞かせをし

ていたり，読書をしたりとさまざまな利用がありますが，貸出しとして

は少ないです。正確に表現しますと，図書利用状況の利用人員は貸出し

利用人数，利用冊数は貸出利用冊数となります。 

 

  委員    日曜日など，会議をしているときは，お父さんお母さんがお子さんを

連れてきて，図書室で本を読んだりして待っているというのも見かけま

すよね。 

 

執行機関    はい，休日会議中に，会議の参加者ではない人がセンターの入口が開

いているので，図書室でお子さんに絵本の読み聞かせをしていたという

ことがありました。入口が開いていれば入ってもいいのかなと思ってし

まうのも仕方がありません。休日は図書室の利用ができないので，平日

に御利用いただくようお話しました。 

 

  委員    前に図書室で勉強している子がいると話していましたね。 

 

執行機関    はい，今も時おり小中学生が勉強に来ます。特に夏休みの暑いときは，

涼みながら宿題をやっているお子さんが来ていました。 

 

  委員    それはよしとしているのですね。 

 

執行機関    はい，騒いで迷惑をかけるわけではないので。小学生などは「使わせ

ていただきます」と一声かけてから礼儀正しく入ってきてくれます。逆

に，大人はいつの間にか入っていることがあります。 

 

  委員    夏休み中は，図書館に行くよりセンターのほうが近い人は親も安心で

すよね。 

 

執行機関    そうですね。図書館は混んでいますが，市民センターは空いているの

で，知っていれば使えますよね。ただ，逆に人の出入りが少なすぎて居

づらいというかたもいらっしゃいますかね。 

 

  委員    慣れているかたはいいですね。 

 

執行機関    そうですね，小学生で来るかたはいつも同じような顔ぶれの子が多い

ように思います。子どもの時からセンター利用に馴染んでもらうのは大

事なので，いいことですね。 
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  委員    本の整理や分類は，気が付いたときに並べ変えしていただいているの

でしょうか。 

 

執行機関    頻繁にはできていないです。大人向けの本の中に，幼児向けの絵本が

混ざっているなど，あまりに分野が違うものが目についた時には移動す

るようにしていますが，月に一度など定期的な整理はできていない状況

です。 

        ２，３か月に一度，センターの床をワックスがけする際に，職員が図

書室に待機する時間があるので，その時には整理するようにしています。 

 

  委員    本を借りていくのは年配のかたが多いですか。 

 

執行機関    そうですね，比較的御年配のかたでした。また，中央図書館に貸し出

し予約が入った図書が石川市民センターにある場合に，該当の図書を探

して連絡便で貸し出すということもあります。 

 

  委員    中央図書館では市民センターにどんな本があるのかまで把握してい

るのですね。 

 

執行機関    今はネットで検索できるので，借りたい本がある場所に直接行くこと

もできますし，中央図書館やどこかの図書館で予約すると，図書が用意

でき次第，連絡が入り借りることができるという仕組みもあります。 

 

  委員    基本的な質問で恐縮ですが，図書室の本はどこから送られてくるので

すか。毎年定期的になど，補充はあるのでしょうか。 

 

執行機関    中央図書館が担当ですが，改装していたので，本年度久々に蔵書の入

替えを行いました。 

 

  委員    中央図書館で欲しい本を配りますというイベントをやると聞きまし

た。そういう本をもらってきてここに置くわけにはいかないのですか。 

 

  委員    除籍になった図書のことですね。西部図書館でも３月にやっています。 

 

執行機関    図書は現在貸し出している本をさまざまな施設で回しているという

感じです。 

 

  委員    では，市民センターに新刊が入るという事はまずないのですね。 
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執行機関    そうですね。 

 

議長(会長)   利用状況について質問なのですが，以前言っていた駐車台数がとても

多いマージャンの団体はまだ来ていますか。 

 

執行機関    最近は利用しておりません。今年度夏頃までは利用していたのですが，

秋以降見かけていません。 

 

  委員    駐車場があり，場所が広いところを見つけたのかもしれないですね。 

 

執行機関    利用の際には車の駐車場所や時間など，細かく指導するようにしたの 

も大きいかもしれません。厳しいようですが，他の利用団体が，車が停

められず困ってしまうので，やむを得ないかと思っております。 

 

議長(会長)       それで利用人数が減っているのでしょうか。 

 

執行機関    それだけが原因ではないですが，少しは影響があるかと思います。 

 

  委員    確か 20台ほどとめているとのことでしたよね。 

 

執行機関    いえ，以前に駐車台数を数えた時は 31台でした。 

 

  委員    部屋貸し１団体につき 10台という目安があるのですがね。 

 

執行機関    駐車場が広いところや，あまり利用団体が多くない市民センターもあ

りますので，そこに移ったのではないでしょうか。 

 

議長(会長)   石川地区にすると，いいことですね。 

 

  委員    利用者の少ない市民センターもあるから，そういうところに分散する

といいですね。 

 

  委員    あの団体は 12 時頃には来はじめていましたよね。とても早いなと思

いました。それで午前中の団体と被り，とめることが出来ないと揉めて

いるのをみました。駐車場も含めて午後１時からの部屋貸しのはずなの

ですけれどね。 
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  委員    ちょっと早めに来るにしても，せめて前後 20～30 分がいいところで

しょうね。 

 

議長(会長)       委員，なにか御質問ございますか。 

 

  委員    そうですね。小学生がそんなに市民センターを利用していることに驚

きました。自分が子供のころは全くでしたので。 

 

  委員    Wi-Fi が使えるようになったことは，子どもたちは気づきましたか。

ちょうどいいところにステッカーが貼ってあるので。 

 

執行機関    いえ，そのようには見受けられていないです。 

 

  委員    小学生でも携帯電話を持っているのですか。 

 

  委員    いえ，ゲーム機で Wi-Fi の使用を必要とすることがあるようです。 

 

執行機関    玄関のところにはステッカーを貼っているので，気付けば利用するか

もしれないですね。設置した業者からは，およそ 50 人分は利用できる

回線と話していました。 

 

  委員    高齢者のパソコン教室をやろうと思えばできるのですね。 

 

執行機関    はい，高齢者のタブレット教室やスマホの使いかた教室などもできま

すね。また，地区会のホームページも Wi-Fi を利用して運営できます。 

 

  委員    そうですね，ここで更新することができますね。地区会のパソコン自

体が古いので，今後パソコンを購入して，ホームページをオープンしよ

うと思っています。 

 

議長(会長)   毎年人気のある移動学習は，相変わらず人気なのでしょうか。 

 

執行機関    寿大学と女性教養講座の移動学習ですね。どちらの講座も講話などの

学習に出席せず，移動学習にのみ参加するかたが多いと伺っていたので，

寿大学に関しては今回出席の多い順に申込めるようにしました。そのた

めか，定員を少し欠けた人数でした。 

 

議長(会長)      今まではすぐに満員になったのですか。 
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執行機関    そうですね，昨年度までは申込みに条件がなかったので移動学習はす

ぐ定員となっていました。 

 

  委員    定員は 40 名ほどですか。それでしたら，４名ほど欠けても余裕があ

っていいのではないでしょうか。 

 

執行機関    はい，40名です。 

どちらの移動学習も天気に恵まれました。女性教養講座の移動学習で

は，当日にお忘れになっていて欠席されたかたが１名いました。募集に

は条件をつけ，第１回の講話を受講したかたから優先に申し込みを受け

ました。こちらは人気があり，いつから申込みができるようになるかの

お問い合せも多く，申込みが始まると順調に埋まっていきました。 

 

  委員    本来は全４回で一つの講座という形なので，移動学習だけというのは

おかしいですよね。 

 

執行機関    そうですね。しかし，全部参加した人のみが移動学習に参加できると

してしまうと，移動学習に行けなくなったかたが多くいる場合に，催行

できなくなってしまったり，各講座で定員の数が違うので行けない人が

出てしまったりなどの問題もあり，募集の条件に関しては工夫が必要で

す。 

        寿大学は高齢のかたも多く体調も日々変わりますし，受講者の興味も

それぞれで移動学習には行きたくないというかたもいらっしゃるので，

講座の組立てに頭を悩ませているところです。 

 

  委員    お正月のリース作りは 18 名とのことですが，定員は少なめだったの

ですか。 

 

執行機関    20 名が定員でした。今回は大会議室で行い，作る場所の広さもあり，

募集人数を減らしました。同様におおぞら学級のお正月リース作りもあ

りましたが，こちらはホールで行いました。 

 

  委員    学校の先生が 40 名を見るのが大変なように，講師の目が行き届かな

くなってしまいますよね。20名前後が妥当なところですね。 

 

執行機関    あとは，出来上がっているパーツをどれくらい使うかにもよるでしょ

うか。４ページにあります，手づくり講座のしめ飾りづくりは 19 名で

すが，こちらの講座は藁からよっていくので手間暇がかかり，慣れてい

るかたが多いのですが一年に一回のことなので，先生の目が行き届かな
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いと，思うようにいかないのが見受けられました。 

        人数が多いのがよいというわけではなく，指導が行き届かないと本来

の目的が達成できないので，適切な講座内の環境を考えるのが重要かと

思います。 

 

議長(会長)   はい，ありがとうございました。続きまして，（２）協議事項につい

て，事務局より説明願います。  

 

執行機関    （資料に基づき，報告事項について，事務局より説明） 

 

議長(会長)   はい，ありがとうございます。ただいま，「令和２年度市民センター

事業計画（案）について」の説明がありましたが，御質問等がありまし

たらお願いいたします。 

 

  委員    スマイルコンサートは来年度もやる予定なのでしょうか。 

 

  委員    社協石川支部で案としてやる方向ではいるようですが，現実問題とし

て県警音楽隊が２年続けては同じところに行かないので，その点におい

て考えているようですね。音楽隊はあくまでも PR ですから，行った先

も今はネットで活動を公開していますから難しいですね。 

話は少し違うのですが，いまはやっているウイルスの影響で人が集ま

る行事がなくなる可能性がある場合，どこがやってはいけないと判断す

るのでしょうか。 

 

執行機関    もっと状況が悪化してくると，防災・危機管理課あたりでしょうか。

今のところは，感染症対策として手洗いの慣行や咳エチケットについて

のポスター掲示，アルコール除菌の設置，職員のマスク着用を行ってい

ます。 

 

  委員    どうしても重症化するのは高齢者のかたが多いようですが，市民セン

ターの行事は高齢者のかたがメインのものが多いので，どのようになる

か気になりますね。集まるのがだめとなると，窓口業務しかできません

よね。 

 

執行機関    そうですね。 

 

  委員    幼稚園や学校でも，運動会など行事について頭を抱えることになりそ

うですね。 
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執行機関    卒園式，卒業式もこれから続きますしね。お子さんの症例は少ないと

いう状況らしいですが，根拠がないので，行事については少し気にかけ

る必要がありそうです。 

 

  委員    石川小学校は感染性胃腸炎が出ているようですね。 

 

  委員    今回のウイルスで手洗いが浸透し，ほかのインフルエンザの患者が減

ったという話もありますが。 

 

  委員    ノロウイルスは感染力が強いので注意しないといけませんね。今度の

ふれあいまつりでもそうですが，食べるものを出すことに買うほうも売

るほうも過敏になりますね。原因が売ったものになくても，インフルエ

ンザの症状でのどが痛い，気持ち悪いといったものが，食中毒に間違わ

れてしまうこともあるかもしれません。 

 

  委員    特に餅つきはダメですよね。 

 

  委員    以前はデモンストレーションで杵と臼でついたりもしましたが，何年

か前から全部機械にして餅はつかなくなりました。一番食中毒が多いの

が餅なので。 

 

議長(会長)   続きまして，その他でございますが，何かございますか。 

 

  委員    エンディングノートというのはセンターに何部ほどあるのでしょう

か。 

 

執行機関    およそ 20部ほどです。窓口で申出のかたのみに配布します。 

 

  委員    ごみのパンフレットは春に全戸配布ですか。 

 

執行機関    いま順次ポスティングしているところです。 

 

  委員    これを見たら余計に分からなくなってしまいました。こんなに資源ご

みとして出せる種類が多いのかと思うと，区別するのが大変ですね。 

 

  委員    どのくらいまで洗えばいいのかの写真もあり，工夫が見られます。あ

る程度分別をやるだけでもごみの量が全く違うので，当たり前のプラス

チックだけでも分けるとよいのではないでしょうか。 
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  委員    逆に透明や白い袋が最近はみつからなくて大変です。 

 

執行機関    乳白色のコンビニなどの袋で大丈夫ですよ。 

 

  委員    なぜ資源ごみの新聞とダンボールを第２・４金曜日にして，ペットボ

トルを第１・３金曜日にしてしまったのでしょうか。同じ日に出して，

置く場所を分けるようにしてもらえれば混乱が少なくて済んだように

思います。 

 

  委員    回収業者の関係ではないでしょうか。 

 

  委員    うちの周りではおじいちゃんおばあちゃんがよく理解できず４回と

も出してしまっていました。また，普通の燃えるごみは 12 時頃に来る

のに，資源ごみは回収が８時 30 分頃と早いので，時間曜日ともに勘違

いで出してしまうと，集積所に山のように残っていますね。 

 

  委員    資源ごみは燃えるごみと違って生ものが入っているわけではないの

で，前日の午後からは出してもいいことにしてもいいのではないでしょ

うか。 

 

  委員    うちの町内ではそのように決めるという話がありました。朝，間に合

わないですから。 

        先に分別が始まっているひたちなかの人から聞いたのですが，資源ご

みの回収が変わった日の朝から，自分の町内会のごみ捨て場を見回り，

間違って出していないか１年間ほど確認を徹底し，間違って持ってきた

人を見かけたら教えるようにしたそうですよ。 

         

  委員    ほとんど有料のごみはなくなりましたね。一番大きなごみはプラスチ

ックですよね。 

 

  委員    うちでは，一度大きなダンボールに洗ったプラスチックごみを入れて

おいて，捨てる際に白いのと白くないのを分けています。 

 

  委員    防災訓練のチラシは回覧で入れましたよね。先日の防災訓練で受付に

来たかたと話してみると，なにかの団体に属していないかたでも自主的

に避難してきたかたがいらしていました。AED をぜひ体験したい人や，

昨年石川中学校での避難訓練を受けて今年度も参加してくれた人もい

たようです。回覧はあまり見られていないのかと思っていましたが，思

っているより確認している人がいるのだなと実感しました。また，子育
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て広場に来ているお母さんが旦那さんとお子さんを連れて参加してい

たりもしていました。 

市民センターになにかのきっかけで来るかたが，行事に参加すること

もあるのだなと思いました。そういったかたがいるので，いろんな事業

を展開していくのは，全体的な利用者を増やしていくのに大切なのだな

と思いました。 

 

執行機関    そうですね。回覧に関しましては，受けとった人だけではなく，回覧

物の情報を家庭内で共有していただけるかが重要なのではないでしょ

うか。回覧を見た人のみで，家族で共有されないまま次に回してしまう

こともあるでしょうし，全戸配布ではない弱みですね。 

        防災訓練に関しましては，もう少し参加が多いとよかったかとは思い

ますが，規則性なく座っていたのでそれなりに人がいたようでもありま

したね。 

 

  委員    およそ 50名の参加でした。 

 

執行機関    他の地区でも防災訓練をした消防のかたたちの話では，少し少なく感

じたと伺いました。 

 

  委員    今年は前日と当日広報をやらなかったので，その影響がでたのかもし

れません。回覧してから半月からひと月ほど時間が開いたので，忘れて

しまったかたも多かったのではないでしょうか。来年度は広報を検討し

ます。 

 

  委員    去年のことを思うと，市民センターに隣接する町内会の会長にはお知

らせを出したり，範囲を決めて全戸配布を行ったりしてもいいかもしれ

ないですね。 

        昨年は，のだはら地区にお住いのかたが多く参加していらっしゃいま

した。中には本格的に持ち出しリュックやヘルメットを被って参加した

りなど，自主的に来ていただけていたように思います。 

 

  委員    去年は初めて石川中学校での開催で，のだはらは市民センターだと遠

いのでほぼ参加してこないのですが，中学校ですと近い避難所となるの

で，初めて防災訓練に参加できるということもあり，半分くらいの世帯

が参加していたようでした。 

 

  委員    去年は収拾がつかないくらいに受付が大変でしたね。 
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  委員    人数を集めることは工夫もできますし苦ではないのですが，来た人に

何を体験してもらうか，新しいことを提供することが難しいですね。 

         

  委員    中学生のボランティアにも参加してもらいましたよね。 

 

  委員    そうですね，避難場所が中学校でしたので，中学校に詳しいのは中学

生なので協力してもらいました。今年は市民センターでしたので，頼み

ませんでしたし，令和２年度は防災研修の年なので１年開きますね。令

和３年度の夏は小学校が避難場所ですので，小学生や先生がたに協力を

頼む予定です。 

 

  委員    石川は安心な地区だ，という認識も強いのではないでしょうか。 

 

執行機関    はい，地震や水害の大きな被害がでないのは大きいですね。 

 

  委員    大雨で冠水することはあっても，１日で水が引くぐらいですしね。 

 

議長(会長)    他に何かございますか。特にないようですので，以上で本日の会議

にかけられました案件の審議はすべて終了しました。 

 

執行機関     ありがとうございました。 

  会長には，長時間にわたり議事進行，誠にありがとうございまし

た。また，各委員の皆様にも，御協力をいただきありがとうございまし

た。 

以上をもちまして，令和元年度第２回水戸市石川市民センター運営審

議会を閉会いたします。本日はお忙しい中，ありがとうございました。 


