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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２年２月 18 日（火）  13 時 30分から 

                            15 時 00 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，陶 慶一，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) 令和元年度飯富市民センター事業報告について（公開） 

(2) 令和２年度飯富市民センター定期講座について（公開） 

(3) その他（公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（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２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   定刻になりましたので，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   本日は，御多用の中，令和元年度第２回飯富市民センター運営審議会に御出

席いただきまして，誠にありがとうございます。 

         さて，御承知のとおり，昨年 10 月の台風 19 号により，当地区では甚大な被

害が発生し，当初計画していた市民運動会や飯富まつりなど，市民センターと

実践会とで共催する主要な事業を中止せざるをえない状態となりました。残念
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ではありますが，被害の甚大さを鑑みれば，やむをえない措置であったものと

考えております。被災者の中には，未だ生活再建の途上にあるかたがたが多数

おられます。実践会の運営に携わる者として，こうしたかたがたが一刻も早く

生活再建を果たし，平穏な日常を取り戻せるよう尽力してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

         昨今の自然災害を顧みますと，全国いたるところで甚大な被害が発生してお 

り，今後もこの傾向が続くものと推察されます。このことから，コミュニティ

組織として，常に災害の発生を前提とした防災・減災対策に取り組んでいく必

要があるものと認識を新たにしたところであり，地域の防災拠点でもある市民

センターの機能を最大限に活用し，連携を密にしながら，地域内の安全・安心

をより高めてまいりたいと考えております。 

         本日は，令和元年度飯富市民センター事業報告，令和２年度飯富市民センタ

ー定期講座及びその他を含め３件の議題について，御審議いただく予定です。         

市民センターの事業や運営等につきまして，委員の皆様からそれぞれの視点で

御意見等を賜り，今後の取組に生かしてまいりたいと考えております。限られ

た時間ではございますが活発な御議論をいただき，有意義な会議になりますよ

う，御協力のほどよろしくお願いいたします。 

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)    はい。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２名を選出したいと思います。どのような方

法で選出したらよいかお諮りします。 

委  員     議長に一任します。 

執行機関     ただいま，「議長一任」との御発言がありましたので，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，   委員及び   委員のお二人にお願いしたいと思いますの

でよろしくお願いします。 

         それでは，議事に入ります。まず，（１）令和元年度飯富市民センター事業報

告について，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事業報告について説明。） 

議長(会長)    ただいま，事務局から説明がありましたが，これについて御質問等がござい

ましたら発言願います。 

委  員     飯富幼稚園に関連する事業で，ふれあい学級を３回実施していただいており

ます。幼稚園生だけではなく保護者にも多数参加していただきまして，交流を
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深める内容になっております。幼稚園生も楽しみにしておりまして，有意義な

事業となっていることを御報告いたします。 

議長(会長)    他にございますか。なければ次の議題に移らせていただきます。 

（２）令和２年度飯富市民センター定期講座について，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２年度飯富市民センター定期講座について説明。） 

議長(会長)    ただいま，事務局から，令和２年度定期講座について説明がありましたが，

これについて何か御質問はございますか。 

         私からよろしいですか。定期講座の募集人員ですが，この資料ですと，料理

クラブは３人しか募集しないということですか。要するに，全体数は 16 人しか

受け入れることができないということなのですね。 

執行機関     はい。料理クラブは，現在活動している会員のかたを含めて新たに３人程度

は受け入れ可能であると報告をいただいております。 

議長(会長)    わかりました。 

         教室のほうはすべて 20 人が定員ということですか。 

執行機関     はい。教室とクラブでは表記の仕方が違っておりまして，教室については定

員数，クラブは募集人数になります。教室は，市民センターが関わって開設す

るもので，書道教室，スポーツ吹き矢教室，健康体操教室を例年実施しており，

そろそろクラブに移行してもよいのではないかというような状況になっていま

す。定員数が 20 名で募集しておりますが，既に受講されているかたがいらっし

ゃいますので，受け入れできるのは現在の受講者を差し引いた数になります。

なお，健康教室については希望するかたが多いので，実人数が受講者人数を上

回っております。 

議長(会長)    教室のほうは基本的に市民センター主催で，毎年１年で終了するという形で

新たに再募集を行い，クラブは自主運営なのでクラブの判断で実施・運営する

ということですね。 

執行機関     そうなります。 

議長(会長)    他にございますか。 

質問がないようですので，（３）その他に移らせていただきます。 

事務局から，報告又は連絡事項等がございましたらお願いいたします。 

執行機関     それでは，私から１点お願いがございます。 

         現在，御就任いただいております当運営審議会委員の皆様の任期が本年３月

末となっております。継続要件を満たす委員さんには，できれば引き続き御就

任いただきたいと考えております。御依頼文書をお配りしておりますので，ど

うぞよろしくお願いいたします。 

議長(会長)    委員の皆様，何かございますか。 

         では私からよろしいですか。 



- 4 - 
 

今年度，実践会や社協支部の事業が中止となり，広報紙に掲載する材料がな

いということです。社協のほうでは敬老会が縮小され，ふれあい事業も中止に

なり，例年予定していたものができなかったということで，今回の広報紙は二

つ折りではなくＡ４版１枚になってしまうということでした。 

他の地区の広報紙の中身を見ますと，地区会の事業以外の出来事も載せてい

るようです。飯富地区では実践会主催・共催事業の報告，紹介をさせていただ

いているのですが，今回の審議会の資料を見て，市民センターの主催・共催事

業がこんなにあったのかとあらためて思いました。今後は市民センター関連の

事業なども広報紙に掲載してもよいのではないかと思います。 

それから，広報紙の発行回数ですが，実践会も社協も１年に１回３月の発行

になっています。そうすると，総会や役員の紹介等の記事が１年近く経過して

から掲載され時機を逸してしまいます。このことが課題になっています。 

広報紙は地域で何をしているかを一人でも多くのかたがたに知っていただく

ことが目的の一つなので，発行する時期も考えなくてはいけないと思います。

年２回の発行は大変ですが，地区によっては２回発行しているところもあるよ

うです。１回目は文章を多めにして，２回目は写真を多用し紙面を埋めやすく

するなど，そういった方法も考えていくべきでしょう。 

地域の活性化とは何かと問われれば，それは事業にどれだけ人が集まるかだ

と思います。いかに，地区の行事に興味を持って参加してもらうか，それには

広報紙の役割は大きいと思います。広報紙を担当するかたがたには，今後の課

題として検討していただければと思っています。 

         防災対策についてですが，今回の災害において，中学校の体育館や地区内の

３か所の避難所及び特別支援学校に備蓄品がどれだけあるのかわからない状態

でした。防災用の備品や用具等を把握しておくことも地域活動の一つではない

かと考えます。 

         運営審議会とは直接関係ありませんが，災害別に飯富地区の被災状況を見た

場合，地震では地区全体，水害では約４割，戸数にして 35％位が被災する割合

になります。エリアにすると４割がハザードマップの浸水想定区域にかかりま

す。このため，同一地区の中で水害に遭った人と遭わなかった人との差が生じ

ます。水害に遭った人は大変な思いをされる一方，遭ってない人は普段どおり

で，この違いはコミュニティを維持する上で妨げになることを感じました。 

今回の水害で，被災されたかたがたへ個人的にお手伝いに行かれた人はいま

すが，組織的に支援する取組はできませんでした。このことに鑑み，自治会と

して協力する体制ができればいいなと思っています。それには，現在の実践会

の組織構成が果たして４部門でいいのかと考えています。他の地区では自治部

会があり，町内会長さんが１年に２回集まり地域の事業の説明等がなされてい

ます。そうすることによって地域の中でどういうことが行われているのか共通
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理解できるわけです。 

         飯富地区では，町内会の大半が会長職を輪番制としており１年で町内会長が

変わってしまうため，地区内の共通理解を図る上で難しい面があります。 

委  員     同じかたが町内会長を長く続けていれば，そういうこともやりやすいですね。 

議長(会長)    輪番制では一堂に会して何かをしようとするのは難しいと思います。 

委  員     町内会に関連した話になりますが，私は上合というところに住んでいます。

20 年位前は一つの常会だったのですが，次第に戸数が増えて上の地区と下の地

区に分かれたのです。しかし今は高齢者が多くて子供が少ない状況です。常会

長になるといろいろな役目がありますが，高齢者は出歩くこともできず，常会

長の役割が果たせないので，常会を抜けたいという人が多くなっています。 

今は昔の半分以下の戸数になっているので，常会を一つに戻したほうがいい

のではないかという話が出ています。今は，どこもそういう状況にあるのでは

ないかと思います。しかし，常会を一つにするには，どこでどのようにすれば

いいのか方法がわからないのです。みんながわからないからいつまでも変わら

ずにいる状態です。  

執行機関     常会を併合したいという場合は，水戸市住みよいまちづくり推進協議会に指

定の様式があり届出をすることになります。 

議長(会長)    町内会を所管するのは住みよいまちづくり協議会になります。一つには各町

内会長さんに広報紙等の事務委託費が支払われていることもあり，住みよいま

ちづくり協議会では町内会の数を把握する必要があるのです。 

委  員     統廃合の問題はどうすればいいのですか。 

議長(会長)    町内会を廃止する場合は廃止届，また，二つの町内会を一つに統合する場合

は変更届を出すことになります。 

委  員     わかりました。 

議長(会長)    昭和 61 年の水害の時，飯富地区から出ていかれたかたは一人もいませんでし

た。その当時は地域コミュニティがしっかりと水面下でできていたからだと思

います。今回の水害ではこの地区を離れるかたも出てきており，少しでも横の

つながりを持てるようなことをしていかないとコミュニティを維持していけな

いと感じました。具体的に何ができるかわかりませんが，今までと違う展開を

考えています。今回，市民運動会や飯富まつりが中止になりましたが，これら

の行事は，本来最も簡単に親睦を深めることができるコミュニケーションの場

なのです。 

委  員     コミュニケーションを深める上で運動会は大きな効果がありますね。 

議長(会長)    そう思います。 

         本題に戻ります。講座を続けることは大事ですが，新しい講師を見つけて新

しいクラブができるのもいいなと思うのですがいかがですか。 

執行機関     講座を所管しているのは，教育委員会のみと好文カレッジになるのですが，
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考えかたとしては，教室からスタートしゆくゆくはクラブに移行していくとい

うのが本来のありかたであり，本市では教室，クラブを含め講座としています。 

議長(会長)    長年教室として開催しているものは，クラブに移行してもよいかもしれませ

んね。 

執行機関     そうですね。長年教室として運営されている講座については，時機を捉えク

ラブに移行し，新たな教室を開設していく必要があると思います。 

議長(会長)    それでは，この件については新しい教室の開設を検討していく方向で進めて

いただければと思います。 

執行機関     わかりました。 

議長(会長)    他に何かございますか。 

委  員     今回の水害の件になりますが，市民センター前の道路が冠水し，一時市民セ

ンターへの出入りができませんでした。このことを考えると，果たして市民セ

ンターが避難所として適切なのか疑問を感じました。 

議長(会長)    今回の水害に関しましては，その件も含め住みよいまちづくり協議会のアン

ケート調査において課題として報告したところです。 

         災害があった場合，住みよいまちづくり協議会において協力体制が設けられ

ており，飯富地区に災害が発生した場合には山根地区に応援をいただくことに

なっています。しかし，今回の水害のように道路が冠水し通行不能になった場

合には，現行の応援体制では実質的な支援は困難です。協力を受ける側がどう

いった応援を受けることができるのか明確にしておかないと支援に結びつかな

いと思います。 

         東日本大震災が発生した時，私は市民センターに来てみました。震度５強の

地震が発生した場合，役員は市民センターに集合することになっているのです

が，実際には誰も来ませんでした。 

委  員     地震の時，私は中学校に行きました。たまたま先生が一人いらっしゃったか

ら体育館を開けてもらえることができましたが，いなかったらどうすることも

できなかったと思います。災害時に誰が避難所を開けてくれるのか我々も知っ

ておかないと，いざというときに対応できないです。 

議長(会長)    それには，地域と学校の防災担当者が１年に１回は話合いをしておかないと

いけないということです。このことについても新年度に具体的に決めていかな

ければならないと思っています。 

委  員     この場で取り上げるべき事案ではないのかもしれませんが，中学校の正面左

手の土手が崩れており，大雨の際心配です。市のほうで補強していただきたい

です。 

執行機関     現地を確認した上で対応したいと思います。 

議長(会長)    他にございますか。なければ以上で審議を終了します。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。 
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それでは，議長の任を解かせていただきます。 

執行機関     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。 

以上をもちまして，令和元年度第２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。 

 


