
様式第 3号(第 7条関係) 

 

会  議  録 

 

１ 附属機関の会議の名称    水戸市飯富市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時    平成 29 年７月６日（木）  午後２時 00分から 

          平成 28 年 6月 7 日（火）   午後３時 00 分まで 

 

３ 開催場所    水戸市飯富市民センター研修室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委員     加倉井喜正，松本知隆，田中武興，山口真知子，大津弘美，内田和子 

 (2) 執行機関   所長 飯村博史，嘱託員 三宅和子 

 (3) その他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 (1) 平成 28 年度飯富市民センター利用状況について       ･･･････（公開） 

 (2) 平成 29 年度飯富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 29 年度飯富市民センター事業計画について       ･･･････（公開） 

 (4) 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   平成 29年度（第１回）飯富市民センター運営審議会 



９ 発言内容（要旨） 

 

執行機関   定刻となりましたので，平成 29 年度第１回飯富市民センター運営審議会を

開催いたします。 

       開会に当たりまして，会長から御挨拶を頂戴いたします。 

会長     お天気もよくて，仕事のしやすい時にお集まりいただき，ありがとうござい

ます。この市民センターは，現在，コミュニティ活動や生涯学習活動，そし

て防災活動の中核的拠点として，大きな役割を担っていることと思いますが，

だんだん少子高齢化が進む中，ただ今申し上げたような地域コミュニティ活

動の拠点としての役割がますます重点化されるのではないかと思っておりま

す。今日は限られた時間ではありますが，今年度の市民センターの活動方針

に基づきまして，ぜひ皆さんからの御意見等を賜ることができればと思って

おります。 

       また，特に全体的には大きな変わりはないと思いますが，この市民センタ

ーの生涯学習の一環である教室活動の生徒の数も減って，肝心の飯富地区内

住民の利用が少ないのかなと感じます。他の地区の方が利用することが悪い

ことではないのですが，地域の方々にもう少しクラブ，教室等に御参加いた

だき，生涯学習活動の活性化にお力添えをいただければありがたいと思って

おります。 

執行機関   ありがとうございました。それでは会議の進行を会長にお願いいたします。 

会長    センターの方で資料を御用意いただきましたので，議事の方に入っていきた

いと思います。（１）の平成 28 年度飯富市民センター利用状況につきまして，

事務局の方から御説明いただきたいと思います。 

執行機関   （資料に基づき説明） 

会長    ただいま，利用状況の説明がございました。特に質問がございますか。 

委員     ずいぶん利用が増えていますが，理由はありますか。 

執行機関   耐震補強工事の実施により利用できない期間がございましたが，工事完了

に伴い利用が元に戻ってきたのが理由です。 

委員     図書室の利用というのは，今は，図書室がないと思うのですが。 

委員     今年度から図書室はないのですよね。 

執行機関   図書室は，コミュニティルームとして利用することになりましたが，図書

コーナーとして，ロビーに一部残しております。また，貸出し業務も継続し

て実施しているため，28 年度の貸出し実績として，その件数を記載しており

ます。 

委員     そうすると図書コーナーの管理は誰がしているのですか。 

執行機関   普段の管理については，我々センター職員が行っており，入替え等は中央

図書館が行っております。ただ，現在中央図書館が耐震補強工事を実施して

いるため，図書の入替え等ができない状況となっております。 

会長    西部とか，東部とかは，みんな外部委託でしょう。 

執行機関   はい。現在，内原と中央図書館以外は指定管理者が運営しております。 



会長    そういうところは，直接もう関係ないのですよね。 

執行機関   いいえ，水戸市の図書館ですので，例えばどこの図書館には何の本がある

とか，逆にどこの市民センターに何の本があるとか，御利用いただくことに

関しては指定管理者導入前と何ら変わったことはありません。ただ，市民セ

ンターに配本していた担当の図書館が中央図書館であり，先ほども御説明い

たしましたが，現在耐震補強工事を行っているため，中央図書館の蔵書を各

市民センターに配本する作業が当分の間できないため，新しい本が市民セン

ターにない状況になっております。 

会長    ありがとうございました。学校はどう管理されているのですか。 

委員     図書館の市民ボランティアで，支援員さんが週１回，毎週来られるとは限

らないんですが，本の仕分けや整理をしていただいております。 

会長    支援員というのは中央図書館の方なのですか。 

委員     図書館の方から派遣してもらっています。 

会長    他に御質問等ございますか。ないようなので（２）平成 29 年度飯富市民セン

ター運営方針及び重点目標につきまして事務局から御説明願います。 

執行機関   （資料に基づき説明） 

会長    重点目標というのは，多少地域によって違いがあるのでしょうか。 

執行機関   飯富の場合は，事業内容として学校との連携強化という部分に力を入れる

ことにしております。 

会長    今までの中で，御質問等ございますでしょうか。 

現実的に難しいことがたくさんあるようです。 

委員     28 年度のときに未就園児というか，小さいお子さんの事業を始めるという

お話を聞いたのですが。 

執行機関   子育て広場のことでしょうか。 

委員     それをやっていくというお話があったんですが，今年度にやはりスタート

させるのですか。 

執行機関   今年度飯富地区で開始する予定はございません。今後開始するには，どの

団体が事業を引き受けるのかとか，ニーズがあるのかとか，何曜日に行うの

かとか，いろいろと調整し，実施するために決めなければならないことがあ

るため，関係課と調整しながら実施時期については検討して参りたいと思っ

ております。 

会長    行政は，お金と場所だけの提供ということになりますか。 

執行機関   そういうことになります。 

委員     お金はどのくらい貰えるのですか。 

執行機関   使途が限定されますが，５万円が市から交付されております。また，ボラ

ンティアとして事業に携わっていただける方へのお礼として，クオカードが

やはり市の方から支給されます。 

会長     実際にどのくらいの利用度があるかを把握しないと難しいと思います。実 

施したが，一人も来ないということもあり得ます。逆に言うとニーズが把握

しにくい問題です。コミュニティ組織に携わる人間から見たとき，極端に言



うと３つに分かれてしまいます。ひとつは旧飯富地区の町内会，そして藤が

原の一戸建ての町内会，この２つは，調べようと思えば調べることができる

けれど，藤が原の県営アパートなど，町内会に未加入の人たちについては把

握するのが難しいと思います。小学生の数はわかるけど，幼稚園児や乳幼児

については把握しにくいのではないのかなと思います。 

委員      未就学児が何人いるかというのは，前に学校に聞けばわかるというよう

なお話だったかと思うのですが，どうなんですか。 

委員      教育委員会の方で，飯富小学区に何歳児が何人いるということは教えて

もらえるのですが，地域全体なので。 

会長     ちなみに小学校で藤が原からのバス利用者は大体 130 人ぐらいですか。 

委員      睦からのバスを入れて 115 名ですから，108名になります。 

会長     そうすると比率的には半々ぐらいですか。 

委員      アパートの方が多いですね。 

会長     ということは，これからどんどんアパートの方が増えて来るということで

すか。 

委員      一戸建てが建ち始めているので，少しは増えてくるのかなと思います。 

会長     一戸建ては最大 195戸ですよね。まだ 40戸ぐらいは建てていない人がいる

だけのことですよね。 

        ところで月に１回とか２回ぐらいで，効果があるのですか。 

執行機関    子育て広場の目的としては，同じような子育てをしている方が集まるこ

とによって，子育ての悩みの解決法などを話し合ったり，子育てが終わっ

たボランティアのベテランからアドバイスを聞いたり，情報交換をしたり

しながら，家にこもって育児について一人で悩まないよう，機会を活かし

ていただくことが最大の目的ですので，既に開設している地区では好評を

得ています。 

会長      そういうことですか。ところで水戸市では，保育園の待機児童はいないの 

でしょうか。 

執行機関    担当課ではないので詳しくはお答えできませんが，残念ながら解消はさ

れていないのが現状かと思います。 

委員      そうですよね，ゼロということはないかと思います。 

会長      保育園や幼稚園は入園者を必死で探しているけど。 

執行機関    保育所については，共働きの世帯ですとか，シングルの世帯とかが増え

ていて，保護者の勤務先に近いですとか，その経路上にあるとか，いろい

ろな理由で特定の保育園を望む方が多いので，待機児童となってしまって

いる子どもさんがいます。また，幼稚園の場合も，保育時間のニーズに合

わないからとか，送迎バスがないからとの理由などで，幼稚園への選択が

偏ってしまい，結果的に就園率が下がったりしているのが現状だと思いま

す。 

委員      その通りなんです。 

会長      特に，いろいろな人がいろいろな地域から集まってきている地区では，



近所の方々とどのようにコミュニケーションを図るのかが課題だと思いま

す。 

委員      それは，そこに町内会があれば班の中でいろいろとコミュニケーション

が取れるかとは思うのですが，年齢に関係なく，繋がりを持てる方は持て

るし，持てない方は持てないという現状かと思います。 

会長      いずれにしても地域や学校などとの連携というのが重要になってきてい

るということですね。他に質問等ございますか。ないようなので次に進み 

たいと思います。（３）平成 29 年度飯富市民センター事業計画につきまし

て御説明願います。 

執行機関   （資料に基づき説明） 

会長      ありがとうございました。御質問等ございますか。 

無ければその他で何かございますか。 

委員      29 日に防災研修会がありますよね。頂いたマップなんかを見ますと九州

の大雨などは人ごとじゃないなと思うんですけれども，夏場，窓を閉め切

ってクーラーをつけて，それにテレビをつけると，近くの道を救急車が通

ってもあまり聞こえないんです。緊急時の放送とか，テスト放送みたいな

ものを市民センターから，一回流してもらうとかできないんでしょうか。

北朝鮮のミサイルなどの際に流していますよね。防災訓練と兼ねて流して

もらえれば，こういう音が鳴るんだとか，こういう放送が入るんだという

ことがわかるのかなと思います。 

会長      避難勧告になれば行政の広報車が回るんです。ところが広報車が回った

くらいでは，現実には聞こえないんです。新しいハザードマップの中で浸

水想定区域の人には，緊急情報がＦＭ放送で聞けると言っていましたね。 

執行機関    浸水想定区域にお住まいの方には，来年度以降，時期については未定で

ございますが，防災ラジオを無償で配付するという計画になっていると聞

いております。また，現在の放送塔についているスピーカーも新しい性能

の良いものに交換するということですので，そういったことが完了してく

れば聞こえないということが改善されるのではないかと思います。いずれ

にいたしましても防災訓練等でどういったことができるか，関係課に確認

してみます。また，市民センターの公用車でお知らせする場合も，ゆっく

りと走行し，聞きもらし等が生じないよう放送を繰り返すなど対応を取っ

て参ります。 

会長      今度の防災研修会ではそういったことも含めて，研修していきたいと思

いますのでよろしくお願いします。ところでＦＭぱるるんは，高速道路か

らこちら側は聞こえるのでしょうか。 

委員      聞こえるようになったそうですよ。この前，質問したところ改善された

と言っていました。 

会長      前にＦＭぱるるんの番組に出てくれと言われて出たんだけれど，周りの

人に放送が全然聞こえなかったと言われました。今度は改善されたという

ことですね。 



委員       そう言っていました。 

会長       センターでは聞けるのでしょうか。 

執行機関     センターの建物の中では，ＡＭもＦＭもラジオはほとんど受信できな

い状況です。 

会長       那珂川もこれだけ河川工事をされて，堤防のかさ上げもかなり進んだ

状況になってきていますけれども，何十年に一回という豪雨等が無きに

しもあらずで，堤防が決壊したら大変です。もしこの堤防の上を越える

ほど雨が降ったら，飯富地区内で何か所も土砂災害が発生するのではな

いですか。 

委員       本当に心配ですよね。 

会長       土砂災害はちょっとしたことで起こります。指定されている場所も何

か所もあるのだし，私たちの所は大丈夫だなんて過信しないで，防災研

修会には是非参加していただき，お話を聞いていただきたいと思います。

他にございますか。ないようなので私の方の進行は終わらせていただき

ます。 

執行機関     ありがとうございました。以上をもちまして，平成 29 年度飯富市民セ 

ンター第１回運営審議会を終わりにいたします。 


