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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６月 17日（水）午後３時 00分から 

午後４時 14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，渡邊 義政，  

加藤木 忍，三宅 秀一 

 (2) 執行機関 青木 浩子，菅谷 有理恵 

 (3) その他  

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

報告事項 

○令和元年度石川市民センター利用状況について（公開） 

○令和２年度石川市民センター定期講座募集状況について（公開） 

協議事項 

○令和２年度石川市民センター運営方針及び重点目標（案）について（公開） 

○令和２年度石川市民センター事業計画（案）について （公開） 

その他（公開） 

 

 

 

６ 非公開の理由 

 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）  ０人 

 

８ 会議資料の名称 

令和２年度第１回水戸市石川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   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 20 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下さい。よろしいでしょうか。 

 

（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２年度第１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。 

はじめに，水戸市市民センター条例第 11条第２項により，委員の任期

が令和２年３月 31日となっておりますので，新たに委嘱状の交付をいた

します。本来であればお一人ずつ委嘱状をお渡しするべきかと思います

が，新型コロナウイルス感染対策として距離の確保・時間の短縮を図るた

め，お手元に御用意いたしました。御了承ください。 

続きまして，水戸市市民センター条例第 11条第３項に委員の互選によ

り会長・副会長を置く，となっておりますので，選任をお願いいたします。 

 

（会長，副会長に指名の声） 

 

それでは会長に  委員，副会長に  委員で御異議がなければ，拍手

で御承認くださるようお願いいたします。 

 

会長の  委員から御挨拶いただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

（会長挨拶） 

 

ありがとうございました。続きまして、副会長の  委員から御挨拶い

ただきたいと思います。 

 

（副会長挨拶） 

 

ありがとうございました。 

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，
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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，本日の会議ですが，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，事前に市のホームページで傍聴人を募っており

ましたが，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。よろしくお願いいたします。 

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ので，御協力を

よろしくお願いいたします。 

 

議長(会長)   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２名を決めたいと思います。  委員と  委員にお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

それでは，（１）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)   ただいま報告事項の説明が事務局よりございましたが，なにか御質問

等がございましたらお願いいたします。 

 

議長(会長)   先ほど定期講座について説明いただきましたが，スポーツ吹矢につい

ては３月まで中止との事でしたが，来年の３月のことでしょうか。 

 

執行機関    はい，今年度はやらないということになりました。 

 

議長(会長)   ヨーガクラブも同様なのでしょうか。 

 

執行機関    はい。ヨーガクラブの場合は，健康不安だけでなく，継続者が８名で，

先生への謝金などクラブ運営が難しいというお話をいただき，今年度は

やらないという判断になりました。 

 

議長(会長)   では，今年度中止するのはヨーガとスポーツ吹矢だけですか。 

 

執行機関    まだ打合わせをしていないクラブもありますので，現時点にはなりま

すが，決まっているのはその２クラブです。 
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議長(会長)  親子ふれあい英語教室も中止ですね。 

 

執行機関   はい，今年度は中止なのですがお申込みいただいた３組のかたがたから

やりたいという希望はありまして，感染状況や対策などがクリアできて，

短期間で開講が可能であれば先生に協議するという道も考えています。 

 

議長(会長)  そのほかの定期講座は普通に７月から全部始まるのですか。 

 

執行機関   ７月からやるところと９月からやるところとあります。 

 

議長(会長)  一番早くて７月ということですね。ちなみにどこの講座でしょうか。 

 

執行機関   ７月１日開講予定の水墨画教室と絵画クラブが最も早い開講です。 

 

  委員   水墨画教室は受講者数が３人ということですか。 

 

執行機関   はい，昨年度教室を終了したいという声をいただいていたのですが，受

講者と先生との話合いで折り合いがついたようで，少人数でもやはり続け

ていきたいと再度相談があり，今年度も開講することとなりました。他の

センターに水墨画教室が少ないことや，受講を希望するかたがいることも

考え，水墨画を学習する機会をなくさないという理由もあります。 

 

議長(会長)  ７月からの講座は先ほどの２つで，あとは９月からなのでしょうか。 

 

執行機関   いいえ，９月から開講の定期講座のかたが少なく，現時点で４つです。

茶道，絵手紙，パッチワーク，新舞踊クラブです。 

 

  委員   話合いが終わっていないので，やれるかどうかも分からないクラブもま

だあるということですね。 

 

執行機関   はい，感染対策に関する話合いをしていないクラブについては開講が未

定の状態です。今年度中止のスポーツ吹矢クラブも，床消毒をクリアすれ

ば活動できると思われるのですが，クラブ内でそこまでできないという話

になり，中止に至りました。 

床消毒についての提案は，スポーツ吹矢クラブからでたものです。吹矢

を飛ばす間に飛沫が床に落ちるので，床を消毒して活動するよう，スポー

ツ吹矢の上部組織から先生に連絡があったそうです。 
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こちらも御提案をいただいてから，床の消毒に気づきました。考えてみ

ますと，子どもたちが素足で活動するような利用団体もありますので，床

の消毒もお願いしなければならなかったので，対策をお願いしたところ消

毒が難しいとなりました。 

 

  委員   私はコロナを怖がってはいないのですが，世の中の流れもありますし，

消毒のお話もありましたのでお聞きしますが，定期講座の定数というのは

通常時の人数でしょうか。それとも，コロナ対策として部屋の広さに対し

てから制限をかけた人数なのでしょうか。 

 

執行機関   資料の定数は募集時の人数ですので，部屋の広さに対する制限人数では

ありません。 

 

  委員   そうしますと，歌謡クラブの 45名定数で受講者が 34名というのは，厚

生労働省が出している部屋の広さに対する使用人数の制限には引っかか

ってしまっているのですか。 

 

執行機関   部屋の広さに対する使用人数の制限も，各定期講座との話合いの項目の

一つに含めております。例えばですが，この小会議室も部屋の利用人数を

最大で 10 名として貸出しをしております。大会議室は 20 名，和室は 30

名，ホールは 40 名で制限しております。ホールの人数につきましては，

最初に職員二人で両手を広げて手の触れ合わない距離を測り，人数をおお

よそ割り出しましたが，今は２メートルおきに床にテープを貼ってありま

す。そのテープ間隔でみるとおよそ 40 名入ると確認できましたので，40

名を定員としました。また，部屋の利用人数からはみ出すような講座につ

いては，これまで使っていた部屋から広い部屋に移動してもらったり，部

屋を分散してもらったりして活動するようにしています。 

       部屋の利用人数だけでなく，活動するときの受講者の動きも話合いの中

で確認させていただいています。お話を聞くと，一つのテーブルに全員が

集まって作品を講評する時間があるといったクラブもあり，密になってい

ることがわかりました。また，途中の休憩時間に窓際でおしゃべりに人が

集まってしまうことがあるという話もありました。人との距離を保つよう

に，講座の間の動きに対する感染対策をどのようにしていくかを話し合う

ようにしています。 

 

  委員   ヨーガクラブは募集人員が５名ということは，もともとは 25 名ほどい

たという事でしょうか。 
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執行機関   はい，募集人員は継続調査をしてチラシを作成する時点での継続人数で

すので，その後実際に開講するまで時間が開くこともあり，やはり辞めた

いというかたが出てくることも多いです。 

 

  委員   実は私も別のセンターでピラティスをやっているのですが，昨年は 30

名ほどいたのですが，今年は新人さん入れて 20 名なので，９名ほど辞め

ているようでして，やはりコロナの影響なのかなと思いまして。ヨガマッ

トなどを敷いて活動していますが，やはり体が出てしまいます。終了後に

は大きなモップで掃除をしていますが，床の消毒まではしていないですね。 

 

執行機関   ヨーガクラブとの話合いの中で，「畳に寝転がるなどの動きがあるので

畳は消毒していただけるのでしょうか」，という質問がありました。消毒

は御利用いただいたかたが利用後に各自でしていただくので，クラブのみ

なさんで消毒を行っていただきますと説明しました。手が触れるような動

きも多いようで，消毒に対して気にかかるところがあったのかと思われま

す。クラブ員は高齢のかたが多く，感染症にかかった際は重症化しやすい

年齢層が中心で活動していますので，活動再開をしたい人もいらっしゃい

ましたが，したくないという人の声のほうが大きかったです。 

 

  委員   和室で手が触れあう活動ですと，ヨーガだけではなく茶道も同じですね。

接触の度合いをどう感じるかは，個人の衛生観念で大きく変わりますね。 

 

執行機関   ヨーガでしたら，畳に直接触れ合わないようにマットやシーツを敷いて

行うなどの対策が考えられるのですが，感染症対策だけでなく活動人数が

少なく運営が難しいという面もあるので，今年度の中止に至ったようです。 

 

議長(会長)  利用状況について３月が減少していますが，例年通りに３月の貸出しが

行われていれば，昨年度と同程度の利用状況になっていたのでしょうか。 

 

執行機関   石川地区ですと，３月にひなまつり，ふれあいまつり，町内会長引継ぎ

会と大きな行事が立て続けに入っていましたので，おそらくは同程度にな

るかと思われます。 

 

  委員   行事がなくなると，それに関連して会議などもなくなるので大きな減少

になってしまうのでしょうね。昨年度の３月以降はしょうがないですね。 

 

議長(会長)   幼稚園でも３月は大変でしたか。 
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  委員    そうですね，保護者のかたも仕方ないとお話していました。 

 

  委員   おまつりの中止決定をどのタイミングでするべきか，というときに，打

合わせ会で代表のかたが揃っていたので，御意見を伺ったのですが，ほと

んど全てのかたが止めたほうがよいとおっしゃっていたのが印象的でし

た。２月の半ばのことでした。 

 

執行機関   おまつりに参加するかたに一度に御意見と結果をお話することができ

たので，会議のタイミングで中止の決定について話し合うことができたの

はとてもありがたかったです。 

 

  委員    食べ物を扱うところもあったのでやはり難しいですね。 

 

  委員   あの時はまだ，なんとか形を変えて開催できないかと考えていましたが，

今考えると中止を決断したベストタイミングだったと思います。現在のよ

うに生活に制限がでるような事態になるとはあの時思ってもみなかった

ので，驚きです。 

 

議長(会長)  はい，ありがとうございました。それでは続いて，（２）協議事項につ

いて事務局より説明をお願いします。  

 

    （資料に基づき，協議事項について，事務局より説明） 

 

議長(会長)   はい，ありがとうございます。 

以上で協議事項の令和２年度石川市民センター運営方針及び重点目標

（案）についてと，令和２年度石川市民センター事業計画（案）につい

ての説明が終わりましたが，何か御質問ございますか。 

 

議長(会長)  いきいき健康クラブは開催未定ですか。 

 

執行機関   ７月からの再開に向けて調整の問い合わせが先日きたところです。活動

再開に向けて，市民センター利用の制限や対策があれば知りたいとのこと

だったので，人数制限など利用団体にお伝えしているのと同じことをお話

しました。明日，石川地区の福祉厚生部といきいき健康クラブの担当者で，

どういった形でクラブを再開していくかの話合いの場を持つと伺ってい

ます。 

 

議長(会長)   寿大学は第一回目が９月 11日という事ですが，いつ一回目の中止を決
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断する予定でしょうか。 

 

執行機関    チラシを回覧して募集をかける関係で，９月 11日開催ですと８月１日

号の広報で回さないといけないので，７月中旬には開催の可否を決断し

ます。 

集まってはいけないことはないので，講座は人数を例年よりも減らし

て開催を計画しています。前提として，密にならず，飲食を伴わないもの

を条件に講座を考えております。移動学習についても，密にならず一時間

を超えたら途中休憩をはさみ，窓を開けて換気をするなど，講座運営の指

針が出ているので，それに合わせて計画を立てていく予定です。 

 

議長(会長)  中止の判断は本庁からはこないのでしょうか。 

 

執行機関   市民センターの利用を中止する判断が出た場合は，講座も開催できない

のですが，６月から貸出しが再開されているので，制限はつけても開催の

計画をしております。４月では一度貸出しが再開されましたが，直後に市

内で感染者が出たため，即日に貸出しが中止になりました。今後も感染状

況によって，直前に中止となってしまう可能性がある年になると思われま

す。 

 

  委員   そうですね，行事なども直前中止があり得ると思って過ごすべきですね。 

 

  委員   市のバスは，何人まで乗車できるなどコロナ対策に係る規定はあるので

しょうか。 

 

執行機関   先日，バスの運用に関する連絡がきたところです。できれば県内で 90

分以内で行けるところ，混雑の予想される場所は避ける，一時間に一回は

換気のための休憩時間を設ける，可能な範囲で過密乗車を避けるよう募集

人員を決定する，参加者は３列目からの乗車とし，募集最大人員は 36 名

とする，乗車名簿を作る，といった条件が挙げられています。その他，会

話を控えるマスクを着用するなど，通常言われていることは省略しており

ます。 

 

議長(会長)  出かけているときに会話を控えるのは難しそうですね。 

 

  委員   今日のニュースで北九州の小学校で出ているクラスターは，下校中の密

接な距離での会話や，授業中の前後席での会話が原因に挙げられていまし

たが，それを避けさせるのは子どもにも，大人にもなかなか難しいですよ
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ね。 

 

  委員   誰から感染したと正確にたどるのは難しいので，口や目など粘膜にふれ

る前に，洗い落とすしかないのでしょうね。自分の意志で遊びに行くので

あれば，どのようなバスに乗るかは自己判断になりますが，主催者として

開催を計画するのであれば，どのように感染対策をするか全て責任が生じ

るので，難しいですね。開催をしないのであれば，リスクは負わないです

からね。 

 

  委員   移動学習に関しては，楽しみに待ち望んでいるかたはいる気がしますね。 

 

  委員   今回は前半期に講座ができなかったので，移動学習が一回目でそれ以降

の講座に出席しない人も出てしまうのではないでしょうか。 

 

執行機関   現時点では女性教養講座に関しては，御協力をいただいている女性会の

会長との話の中で，バス移動は難しいのではないかと話している部分もあ

るので，検討段階です。 

 

  委員   各部屋の消毒は円滑に行われていますか。 

 

執行機関   はい。小さなお子さんを連れた利用団体が使用したときなどは，通常以

上にアルコールが減っていました。消毒の備品にも在庫に限りがあるので，

多量に使われてしまうと心もとないと思ってしまうこともありますが，利

用団体のかたがたも感染症対策に協力いただいています。掲示物やポスタ

ー，対策チェックシートなど思いつく限り工夫をしてきたところですが，

来館されるかたから，これだけ対策してくださっているので安心して利用

できるという声もいただきました。 

 

  委員   夏休みが近づいてきていますが，２週間しかないのであまり夏休みの宿

題を出さないであげてほしいですね。 

 

執行機関   先日教頭先生とお話したときは，２週間しかない夏休みなのであまり詰

め込まないように検討しているところと伺いました。また，今年度はプー

ルをやらないと聞きました。 

 

  委員   プールについては，小学校からげんこつの会でやっていただけないかと

お話をいただいています。夏休み中２回しかできないのですが，水の環境

は学校が整えるので，授業では行えない分夏休みにやっていただけると嬉
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しいとの話でした。ですが，ビート板など備品の消毒や更衣室の感染対策，

学校でプール授業がない分人がたくさん集まってしまう可能性があるこ

となど，考えなければいけない問題が多くあり検討段階です。やってあげ

たい気持ちはとてもあるのですが，どこまで対応できるのかと考えると悩

ましいところです。 

 

  委員   学校側は教育委員会からプール授業をやらないように指導が来ている

のでしょうか。 

 

  委員   プール授業前後が，子どもたちの勉強にならなくなってしまうので，実

質３授業分潰れてしまうので，授業時間が足りないことを考え断念したそ

うです。夏休みのプール開放は，行き帰り保護者同伴で更衣室の用意をし

ないで，水着のまま帰るというような形であれば実現に近づきますが，そ

こまでしてもらわないと難しいですね。 

 

  委員   そこまでしてもプールに来たいかどうかですね。 

 

  委員   今年一年は，何ができなくても我慢してもらう一年になると思います。

例えば運動会にしても，かぼちゃまつりにしても，中止になったときは残

念に思うでしょうが，今年は我慢の年だと納得してもらいたいですね。 

 

  委員   運動会の話がでたので，今年の市民運動会はまだはっきり決まっていな

いですか。 

 

執行機関   スポーツ課からきた連絡では各地区の状況に応じて，各地区で判断して

ほしいとのことでした。 

 

  委員   住みよいまちづくり推進協議会の会議に出た際に，運動会がないので広

報誌の記事をどうするかという話が部会長からでていて，やらない見通し

でいるのだなと感じ，少し驚きを感じました。 

 

  委員   運動会はなかなか難しそうですね。やるかやらないかの打合せもできな

いような状況ですし。市民運動会のような行事は市から，今年はやらなく

ていいですというよな，市内全部中止の判断を出してもらえると地区とし

てはいいですね。 

 

執行機関   スポーツ課には，やるかやらないかの判断を地区に任せるのであれば，

やるのであればどういう競技がいいのかを示してほしいと話しました。 
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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

は全て終了しました。それでは，進行を事務局にお返しいたします。 

 

執行機関     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２年度第１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。 

 

 


