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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３年２月 18日（木）午後３時 00分から午後４時３分 

 

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，渡邊 義政，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２年度 石川市民センター事業実施状況について （公開） 

・令和２年度 石川市民センター利用状況について  （公開） 

(2)協議事項 

・令和３年度 石川市民センター事業計画（案）について （公開） 

・令和３年度 石川市民センター定期講座（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２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 

 

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
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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つけください。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，ただ今から，令和２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      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      はい，ありがとうございました。ただ今，報告事項の「令和２年度石

川市民センター事業実施状況について」及び「令和２年度石川市民セン

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      図書の利用ですが，借りた人はお子さんですか，大人ですか。 

 

執行機関    全て大人のかたでした。 

 

  委員    図書館の図書は消毒をしていると聞きましたが，市民センターの本は

どのようにしておりますか。 
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執行機関    そこまでは対応できておりません。消毒剤も２月８日からはアルコー

ルから界面活性剤へと変わり，手荒れなど刺激が強いこともあり，使い

捨ての手袋を使用しております。消毒剤の紙への染み込みを考え，紙類

の消毒対応には至っておりません。 

        また，図書館のように常時人が滞留してしまうわけでもなく，御利用

のかたも同じかたが御利用いただいていることが多いので，ウイルスが

残らないような期間が空くのも理由の一つです。 

        図書室の御利用をいただいたかたに，触れた場所の消毒をしていただ

くように消毒液と消毒用ペーパーをお渡しする対応をとっています。 

 

  委員    かるた大会はぎりぎりまで開催へと向けて調整をしておりましたが，

中止となってしまったのは残念です。来年度も同じような状況が続くと

見込まれますが，新型コロナウイルスへの対応も慣れてきたので，柔軟

にやっていきたいと思います。 

 

議長       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       はい，ありがとうございます。 

ただ今，「令和３年度市民センター事業計画（案）について」及び「令

和３年度石川市民センター定期講座（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    今年度の報告で，文化事業に石川のひなまつりが入っていたのが，事

業計画（案）では抜けてしまっているのは何か意味がありますか。 

 

執行機関    ９ページの文化事業の中に石川のひなまつりが入っていないのは，教

養講座の項目の文化事業のためです。10 ページの関連事業の文化事業

に入れております。報告事項でも項目にしております。 

資料が見づらく大変申し訳ございません。改善に努めます。 

 

議長      スポーツ吹矢について休止中とありますが，やらないということでし

ょうか。 

 

執行機関    スポーツ吹矢クラブとしては，活動したいという意思はあるようなの

ですが，感染対策や消毒に対する手間がとてもかかるので，感染状況な
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どがもう少し落ち着いてから活動を再開したいとのことでした。 

        また，市民センターのクラブとして続けていきたいという意思も確認

がとれましたので，休止中ですが，クラブとしての籍は残し，受講者の

募集もしております。 

 

  委員    今年度は新型コロナウイルスへの対策で探りながらの年になり，中止

になった事業が多くなりましたが，来年度はワクチンや対策のノウハウ

もあり，何の事業ができ何の事業ができなくなるのか，予想が立ちにく

いですね。 

        子育て広場に参加するかたも，12 組程度が多いです。市民センター

の感染対策が安心だからこそ，不特定多数のかたが来ると知っていても

参加するのではないかなと思います。 

        水戸市では市民センターから感染者を出していないというのも大き

な判断材料の一つであるとも思います。 

        行き場のないお母さんたちも，あまりに不特定多数のかたと交わると

ころには連れて行きたくないけれど，ある程度子どもを遊ばせたいとい

う要望は確実にあります。 

        子育てに限らずに，子ども会のかるた大会なども接触や密になるなど

の問題もありますが，やれるような方向を検討していきたいですね。 

        もう少し自由にできるようになるのは，来年度の冬頃になるでしょう

か。来年度のふれあいまつりやひなまつりは多少形を変えてでも，一大

イベントなのでやれるといいのかなと思います。 

 

執行機関    そうですね。市民センターとしても，使用許可の際に感染対策につい

ての説明用紙を渡したり，部屋に注意喚起を貼ったりして，意識しても

らえるように工夫を凝らしています。また，言葉だけでなく，実際に利

用するときに，どのくらいの距離をとればいいのか一目で分かるように，

部屋の床に運動用，歌唱等飛沫の多く飛ぶ活動用など，用途に分けて印

をつけています。部屋貸しや事業を実施する際なども，感染対策につい

て，日々形を変えながらより分かりやすく，代表者が対策についての指

示をしやすいように努めているところです。対策については，大体の形

はできてきていますが，感染者が出た場合は少し変わってくるのかとは

思っております。 

        周りの市民センターよりも厳しく感染対策を指導されると利用者か

らは思われているのではないかという自覚はあるのですが，利用者や地

域のかたがた，勤務する職員など，石川市民センターを利用する全ての

かたに関わることですので，できるだけの指導や注意喚起を行っていま

す。伝えるだけでなく，伝わりやすい方法を模索しながら日々すごして

おります。 



 5

 

  委員    いくつか聞きたいことがあるのですが，今日で県独自の緊急事態宣言

が終わると思うのですが，それに伴って市からなにか情報は来ています

か。 

 

執行機関    まだ何も情報が来ておりません。県独自の緊急事態宣言の解除につい

ても，新聞記事から知り得たぐらいでして，本庁舎からの連絡は一切来

ておりません。 

        市民センターの施設制限についても，多くの場合が知事の記者会見を

受け，１時間後に市の本部会議が始まり，その 30 分から１時間後に対

応決定の指示が出され，その後各利用団体に電話でお伝えしているよう

な流れです。制限の解除については多くの場合が，制限終了日近くの夕

方に知事の記者会見が行われるため，終了日の２日前ぐらいまでは方針

についての情報は一切ないことが多いです。 

 

  委員    今日の会見で，緊急事態宣言の解除を見送ると発表したとネットのニ

ュースに載っていますね。今日発表される入院患者数が多いようです。  

前の施設利用についての解除の連絡も遅かったですよね。大変です

ね。 

 

  委員    もう一点についてですが，部屋の利用人数ですが，ホール 40 人，和

室 30 人，大会議室 20 人，小会議室 10 人ということですが，これを一

度に全員入れていいというわけではないですよね。 

 

執行機関    利用定員の半分という指示はきておりますが，館内の利用定員という

ものは明確にあるわけではありません。その中でも，机や椅子の数，備

品の数等を参考に，職員で話し合って人数の参考定員を決めております。 

玄関やトイレなどはどうしても共用部分となってしまいます。もとも

と設置されている靴箱の数は 60 であり，大人数での利用を想定してい

ないと思われます。共用部分での密集を避けるためにも概ね 40 人程度

を目安に館内人数の調整をしております。 

        各団体の休憩のタイミングは，おおよそ始まってから１時間程度とあ

まりずれはないと思われます。同じタイミングでも，共有した接触部分

が少なければいいのですが，トイレなどはセンサー式の水道になってい

たり，トイレの便座を消毒できるような設備があったりすることもない

ので，手指用のアルコールの対策しかとれないことを考慮しますと，密

にならないよう利用人数の制限をかけることで，対策をとるしかないか

と思っております。 
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  委員    そうですね，そう考えますと 40 人くらいでいいでのはないでしょう

か。 

 

執行機関    あくまでも目安なので，利用時間や利用場所などを考慮しながら，使

用許可を出す際の参考にしております。 

 

  委員    わかりました。最後にもう一つ，ワクチンの集団接種をセンターで行

うなどの情報はありますか。 

 

執行機関    駐車場の状況の確認はありましたが，今のところ接種会場としての情

報はありません。接種をどのような方法で行うのかによって，市民セン

ターが場所としてふさわしいのか変わってくるかと思います。 

 

  委員    家にこもってばかりいても違う問題が出てきてしますので，こういっ

た市民センターや学校など安心できる場所であれば出かけていこうか

なと考える人がいるのかなと感じます。 

        特に小さいお子さんがいるおうちは，出かけたいという思いも強い気

がします。 

 

  委員    １年間経ちましたが，子どもの中で新型コロナウイルスが原因で亡く

なった子は，日本だといないですよね。その反面，児童生徒の自殺者数

は昨年の４割増しだそうです。影響が大きいのはやはり生徒や児童なの

かなと感じます。新型コロナウイルスで亡くなっているのは平均 79.8

歳と聞いたこともあるので，一律全員が同じ縛りではなく，年齢によっ

て少し制限が変わるといいなと思うところはあります。 

 

執行機関    現在，高齢者の自粛というように指示が出ていますが，なかなか自粛

が見受けられないのは，施設の利用状況をみていて常々感じております。

団体の中で家族に止められたり，自発的にであったりで参加していない

かたが一部いらっしゃるのは見受けられますが，利用制限がかからない

限りは活動を続けるかたはずっといらっしゃいます。 

        子どもと保護者でのクラフト活動の団体は，これまで毎月２度活動し

ていたのですが，新型コロナウイルスの感染状況に応じて今年度は感染

状況が落ち着いていたひと月程度しか活動しておりませんでした。また，

幼稚園での共同事業を行った時には，園児から率先して消毒やマスクに

ついての声掛けをお友達同士で行っている光景も見受けられ，子どもの

柔軟さや順応性に驚きました。 

一部の人が気にしないために使えるのではなく，どの世代でもお使い
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いただけるように，感染状況に沿って対策を考え，守れていない人には

お声がけをして，できることをできる範囲でやっていくしかないとは思

っております。 

 

議長          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。 

 

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２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。 

 

 


