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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  飯富市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時        令和元年６月 28日（金）  13 時 30 分から 

                            14 時 45 分まで 

 

３ 開催場所        飯富市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委員   加倉井 喜正，田中 武興，綿引 一夫，山口 真知子，大津 弘美 

(2) 執行機関 弓野 保，住谷 さおり 

(3) その他  なし 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1)  平成 30 年度飯富市民センター利用状況について（公開） 

(2)  令和元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)  令和元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（公開した場合に限る。） ０人 

 

８ 会議資料の名称 

   令和元年度第１回水戸市飯富市民センター運営審議会 

 

９ 発言の内容 

 

執行機関   定刻となりましたので，ただいまから会議を始めます。 

       はじめに，会長の       様から御挨拶をいただきます。 

会 長    こんにちは。本日はお忙しい中，市民センターの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。定期講座のクラブ・教室についても，全て例

年どおり実施されております。少子化，高齢化が進む中で，地域活性化といい

ますと，人の集まりがないと活性化とはいえません。市民センターの役割とは，

地域の核として，生涯学習を進めていく大きな基地になると考えております。
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クラブ・教室の利用者増加を目標とし，前年度を超えられるよう，市民センタ

ーの活用について御審議いただきますようお願いいたします。 

執行機関   ありがとうございました。 

それでは議事に入ります。議長につきましては，会長が務めることとされて

おります。これより，議長の進行で進めていただきますので，よろしくお願い

します。 

議長(会長)  それでは，しばしの間議長を務めてまいります。議事が円滑に進みますよう

御協力のほどよろしくお願いします。 

議事に入る前に，議事録署名人を選出したいと思います。私の他，お一人を

選出したいと思いますが，私から指名させていただいてよろしいでしょうか。 

  委員全員   異議なし。 

議長(会長)  それでは，       委員にお願いしたいと思いますので，よろしくお

願いします。 

議事に入ります。(1) 平成 30年度飯富市民センター利用状況について，事務

局から説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき，平成 30 年度飯富市民センター利用状況について説明。） 

議長(会長)  ただいま，事務局から説明がありましたが，これについて何か御質問等ござ

いますか。 

         私からよろしいでしょうか。 

利用者並びに件数については大きな変化はないようですが，和室の利用が大

分減っています。和室の利用価値が低下しているように思います。市の予算の

関係もあるでしょうが，リフォームして会議室として利用するのも一つの考え

ではないでしょうか。 

施設の総体的な利用人数については前年度と変わりはないですし，件数も少

し増えています。地区内の人口から見て，平均３回以上利用しているというの

は利用状況としていいほうかなと思います。 

議長(会長)  他にございますか。 

ないようですので，次の議題に移らせていただきます。 

(2) 令和元年度飯富市民センター運営方針及び重点目標について，事務局か

ら説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき，令和元年度飯富市民センター運営方針及び重点目標につい 

て説明。） 

議長(会長)  運営方針及び重点目標について説明がありましたが，何か御質問等はござい

ますか。 

どこの地域にもいえることですが，町内会，自治会への加入率の低下に歯止

めがかからず，50パーセントを割る状況です。加入世帯数は分かりますが，全

世帯数が分かりづらいです。飯富地区でいうと，全世帯数の中に藤が原アパー

トの世帯数が入っているのか。市民センターに町内会名簿があると思いますが，
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地区内全部ではないですよね。 

執行機関   はい。市民センターが把握しているのは，町内会に加入されている世帯数で

す。町内会に加入されていない藤が原アパートの世帯数，人数については把握

しておりません。 

議長(会長)  町内会の加入率の分母の対象になるのは，世帯数なのか建物数なのかが分か

りづらいですが，住みよいまちづくり推進協議会では，58パーセントの加入率

としています。このペースでいくと 50 パーセントは切るでしょう。50 パーセ

ントを切るということは，自分の家の隣の家は町内会に入っていないというこ

とです。子供会の加入率も 32～33パーセントです。飯富地区は比較的加入率は

高いので，地域活動の面で今も続けていられるのではないかと思います。 

〈３〉の学校，家庭，地域の連携の強化について，具体的にどういうことを

連携というのか。学校と家庭，地域と家庭それぞれに，プライバシーの侵害，

個人情報の問題があります。 

最近は，家庭訪問で，先生は家の中に入るのですか。 

委 員    飯富の先生方は家の中に入られます。玄関先でお話しして帰られるところも

あるようです。 

委 員    昔は，家庭環境を知りたい，子供の勉強部屋を知りたい等，先生方は家庭訪

問に関心を持っていたんですが，今は個人の家にどこまで介入していけるか難

しい問題があります。 

議長(会長)  連携の形を明確にする必要がありますね。市民センターそのものが，地域の

拠点として広く浅く関わってもらいたいです。 

皆さんには資料に目を通していただいて，日常の中で，意見があれば所長に

直接お話ししていただければと思います。今日の１，２時間のためだけの運営

審議会委員ではありませんから，何か感じるものがあればよろしくお願いいた

します。 

委 員    よろしいですか。最近，小学校の送迎で上から下りてくる車が多くなって， 

ミラーの設置が必要ではないかと思う所があります。防犯協会にお願いできな

いでしょうか。 

執行機関   防災・危機管理課に担当部署がありますので，私から話しておきます。 

委 員    危ないので，なるべく早く対応をお願いできればと思います。 

執行機関   わかりました。御意見ありがとうございます。 

議長(会長)  運営方針及び重点目標について他にございますか。 

ないようですので，(3) 令和元年度飯富市民センター事業計画について，事

務局より御説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき，令和元年度飯富市民センター事業計画について説明。） 

議長(会長)  令和元年度飯富市民センター事業計画について，何か御質問等ございますか。 

委 員    よろしいですか。７月の共催事業のほうで，ソフトバレーボール大会と那珂

川クリーン作戦がなぜ同じ日なのですか。以前は違う日だったので参加できた
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のですが，日にちが重なってしまうと参加できないですよね。 

委 員    去年も重なっていました。そのためか，那珂川クリーン作戦の参加者は 10 人

いなかったです。 

執行機関   那珂川クリーン作戦は，水戸市等が実施している事業なので，期日が早めに

決まってしまいます。 

委 員    日にちが重なるようになってから，ソフトバレーボール大会に参加する若い

人たちがクリーン作戦に参加できなくなってしまいました。 

議長(会長)  クリーン作戦の日にちは変えられないので，参加できる方はできるだけ参加

していただきたいです。回覧でお知らせはしていますが，この事業は生活環境

部担当なので，少なくとも役員には文書で通知すること。そうすれば，もう少

し参加者は増えると思います。 

委 員    去年は，10 人いなかったということですが，毎年参加されている方は大変な

思いをしているわけですよね。そうなると，今まで参加していた方もだんだん

参加しなくなるのではないでしょうか。今年も明らかに人数が少ないとわかっ

ているならば，人数に合わせて場所を絞って実施するとか，内容自体を検討し

ていかないといけないのではないでしょうか。他の地区ではどうなっているの

か，同じ問題を抱えているならば日程の調整が必要と考えます。 

議長(会長)  飯富地区のコミュニティプランを作成して５年になります。地域環境問題に

ついてもうたわれているので，これまでの実施状況を検証し，地域行事につい

て内容等を見直す時期なのかもしれません。いかにして継続できるかを前提に

検討していくことが大事です。 

委 員    敬老会についてですが，今年から市民センターで行うと聞いたのですが，だ

るま清掃と重ならないのですか。 

議長(会長)  だるま清掃は敬老会の前の週なので大丈夫でしょう。敬老会については，形

式や内容を見直し，規模を縮小して行うようです。他にございますか。 

ないようなので，(4)その他に移らせていただきます。事務局の方から報告・

連絡事項等がありましたらお願いします。 

執行機関   特にございません。なお，次回の審議会は２月に予定しておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

また，市政等に関する御意見や御要望等がございましたら，審議会開催時に

かかわらず，随時，市民センターの方にお寄せいただければと思います。よろ

しくお願いします。 

議長(会長)  委員の皆様のほうから何かございますか。 

委 員    地域防災についてですが，藤が原アパートに備蓄品を配布することはできる

のですか。 

議長(会長)  基本的には，藤が原地区の一戸建ての方は実践会の会員になっていますが，

アパートの方々は会員ではありません。しかしながら，会員になっているから，

なっていないからという理由で区別するわけにはいきません。藤が原集会所に
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も備蓄品が少しありますので配布していいと思います。ただし，市民センター

は行政が管理する施設ですが，藤が原集会所は町内会が管理するものですので，

藤が原集会所を防災拠点として利用できるかどうかは分かりません。 

委 員   対応するときには，町内会の判断になるのですね。 

議長(会長) そういうことです。それで足りない時にはこちらからまた配布するということ

になります。水害が起きた時には緊急時の避難所として藤が原集会所も入ってい

ます。非常食，水，簡易トイレについて飯富地区分の一部を配備してあります。 

執行機関  この件につきましても防災・危機管理課が担当課になりますので，備蓄品の対

応について確認したいと思います。いずれにしても，災害が起きたときには，自

治会に入っているかいないかは関係ありません。全市民を対象に対策を講じるこ

とになっております。 

委 員   飯富の駐在所についてはどうなっていますか。移転しましたが，そのことは周

知されているのですか。住民として，どうなっているのか分からない状況という

のは問題だと思います。 

執行機関  移転のお知らせの有無は定かではありませんが，市民センターでは開所式の案

内をいただいており，式典には私が出席しています。 

委 員   所長さんは，駐在所にはあまりいらっしゃらなくて，閉まっていることが多い

です。 

委 員   駐在所も昔のイメージと違ってきています。移転について回覧で回ったにして

も，少なくともここにいる私たちは承知していないのだから周知不足ではないで

しょうか。 

議長(会長) これまで駐在所は，町内会や子ども会にも入り地元に密着して活動していたの

で，我々もそういうものだろうと思っていました。 

委 員   これからの活動の情報を地区内に知らせてもらいたいです。 

議長(会長) 駐在所への緊急時の連絡等をどうしたらよいか状況がよく理解されていないよ

うなので，回覧等で周知してもらうよう市民センターから所長に伝えてください。 

執行機関  わかりました。 

議長(会長) 他にございますか。ないようですので，以上で議題の審議を終了いたします。

皆様の御協力により，円滑に議事進行ができましたことを感謝申し上げます。 

それでは議長の任を解かせていただきます。 

執行機関  以上をもちまして，令和元年度第１回飯富市民センター運営審議会を終了させ

ていただきます。長時間にわたり，御審議をいただきありがとうございました。 

 


