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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６月 26 日（金）  13 時 30分から 

                            15 時 10 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   田中 武興，綿引 一夫，鈴木 睦，久野 勝敬，山口 真知子，大津 弘美 

(2) 執行機関 弓野 保，小貫 光江 

(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利用状況について（公開） 

(2) 令和２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２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２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   それでは，会議を始めさせていただきます。 

       次第の２ 委嘱状の交付につきましては，あらかじめ委員の皆様のお席に委

嘱状をお配りしております。御氏名等を御確認いただきたいと存じます。 

       本日は，委員さんがたが新たな任期となり初めての審議会になりますので，

議事に入る前に，名簿順に自己紹介をお願いいたします。 

       （委員，職員自己紹介） 

       ありがとうございました。 
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       続きまして，次第の４ 正副会長の選出に移ります。水戸市市民センター条

例第 11 条第３項の規定に基づき，会長及び副会長を選任いただきたいと存じま

す。いかような方法で選出するかお諮りいたします。 

委  員   事務局で案がありましたらお示しください。 

執行機関   それでは事務局案を申し上げます。会長に   委員，副会長に   委員

にお願いしたいと考えております。 

       異存がないようでしたら，拍手をもって御承認いただきたいと存じます。 

委員多数   異議なし（拍手） 

執行機関   それでは，会長には   委員，副会長には   委員と決定させていただ

きます。 

       代表いたしまして，会長になられました   様から御挨拶をいただきます。 

   様よろしくお願いいたします。 

会  長   （会長挨拶） 

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，水戸市市民センター条例第

12 条第１項において，会長が務めることとされておりますので，会長に議長を

務めていただきます。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。お二人を選出した

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，      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。 

それでは，議事に入ります。(1)令和元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，令和元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。 

昨年は水害により市民センターが一時期使用できなかったため，利用件数，

利用人数が大分減っています。 

新型コロナウイルスにおいては，街中の市民センターのほうに影響が出てい

るのでしょうか。 

  執行機関   新型コロナウイルス感染症の件では，水戸市内の全市民センターが同じ対応

をしています。３月から５月まで約３か月間，全ての市民センターが部屋の使

用を休止したことから，この間，市民の皆様には御不便をおかけしました。 

         ６月からは調理室を除き利用を再開したところであり，７月からは調理室も
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含めて御利用いただけるようになります。 

         新型コロナウイルス感染症対策として，いろいろな制約等があり，皆様には

御負担をおかけしておりますが，それを守った上で御利用いただくこととして

おります。 

議長（会長）  新型コロナウイルスは目に見えないものなので,本当に困ったものだと思いま

す。 

         それから，ごみの話ですが，ごみの出し方で市民センターへの問合せはあり

ませんか。 

  執行機関   最近はありませんが４月当初は問合せがございました。分かる範囲でお答え

し，不明な点については担当課を御案内しました。 

これまでとごみの出し方が大きく変わり，細かく分別するようになったので，

地域の皆さんがたも，最初は戸惑いや分からないことがいろいろあったのでは

ないかと思います。 

  議長（会長） ごみの出し方は大きく変わりました。分別を始めるようになって，プラスチ

ックごみが多いことに驚いています。 

         皆様，他に何かございますか。 

         ないようですので，(2) 令和２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２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。 

それでは，私から質問させていただきます。町内会への加入率というのは，

どのくらいなのでしょうか。 

執行機関   町内会への加入率は把握していないのですが，飯富地区で町内会（常会）に

加入されている世帯は，昨年の４月１日現在で 968 世帯でしたが，本年４月１

日時点では 927 世帯となっており，41世帯少なくなっています。また，常会自

体の数も減っています。常会長さんの話では，高齢者だけの世帯の場合，常会

の役員が順番で回ってくると引き受けられないので，常会を抜けるというかた

がいらっしゃると聞いています。 

       これは飯富地区だけの問題ではないと思います。これから高齢者だけの世帯

が増えていきますので，常会の活動を実情に合ったものに変えていく必要があ

るのではないかと思っています。 

議長(会長)  近所を見ると，やはり高齢なかたは常会を抜けるかたがいます。ここは交通

の便も悪いし，高齢者には不便な場所だと思います。 

       転入してきたかたは，常会に入らない人もいますし，加入世帯が減少してい

る一因かと思います。 

委 員    令和２年度の行事を実施するに当たって，水戸市からコロナウイルスに関し
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て注意事項というか指示というか，そのようなものは何かあるのでしょうか。 

執行機関   現時点では，地域において事業を実施する際に，コロナ対策をどのように行

うかといった指針は出されていないです。 

       市民センターの各部屋の使用方法や，講座の運営については留意事項が示さ

れていますが，例えば市民運動会を実施する場合の留意事項のようなものは，

現時点で示されていません。なお，市民運動会を実施するかしないかは，あく

までも地区会で判断してくださいという指示が出ています。 

委 員    よろしいでしょうか。２ページ〈３〉の地域防災活動との連携についてです

が，コロナウイルス感染を踏まえて，小中学校や市民センターの避難所として

の役割が変わると伺いました。それにより，市民センターは，介助というかお

手伝いが必要なかたが避難されてくるようになると思うのですが，それに伴っ

てトイレを改修するとか，何かこれから変わっていくような計画はありますか。 

執行機関   本市では，コロナウイルス感染が収束していないことから，従来の避難所を

対象者別に区分することとなりました。市民センターについては，要支援者等

を対象とする避難所になりますが，現時点でトイレ等を改修する計画はありま

せん。これから避難所を運営するに当たり，そのようなお話が出たということ

は担当課のほうに報告したいと思います。 

委 員    地域防災に関することですが，市民センターを避難所とするに当たり，昨年

の台風 19 号の際，避難された人たちは，この場所へスムーズな避難ができたの

でしょうか。 

       市民センターの現在地は，高台でもなく低い土地でもない中間的な場所であ

って，国道から一旦上に上がってしまうと，スムーズに降りてこられないよう

に思います。 

執行機関   昨年の台風 19 号の際には，飯富市民センターが避難所になったわけですが，

一時，前面の道路が冠水してしまったため，車の出入りができなくなりました。 

       後日，住みよいまちづくり推進協議会から各地区会に対し，台風 19号におけ

る対応状況や課題に関するアンケート調査があったのですが，実践会会長と協

議の上，市民センターの今の場所が避難所として適しているか課題として回答

いたしました。 

       しかしながら，現在の場所が避難所として適していないからといって，すぐ

さま市民センターを別の場所に移転するということにはなかなかならないと思

います。市民生活課において，現在，市民センターを対象とした長寿命化計画

を策定していますので，将来的には移転も含めて検討することになるのではな

いかと思います。 

委 員    先日，「今後の治水対策」と題した国交省等が作成した回覧文書を見ましたが，

それには飯富地区に遊水地を整備する計画が示されていました。今後，遊水地

がどのように整備されていくのか考えると不安です。 

委 員    避難所として学校の体育館を使用するとのことですが，ソーシャルディスタ
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ンスを考えると，教室も使ったほうがよいのではないかと思います。そうした

場合，また学校が休みになってしまうことになります。 

議長(会長)  新型コロナウイルス感染症が収まらない中，実際に災害が発生すると対応す

るのが本当に大変になると思います。 

       その他何かございますか。 

ないようですので，(3) 令和２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２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２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    学校の行事については，新型コロナウイルスに対して，何か示されているよ

うなことはあるのでしょうか。 

委 員    行事等の日程は，小中学校で連携し，ＰＴＡ役員さんとも相談をして決めて

います。 

       学校行事については，新型コロナウイルス感染症を踏まえて現場で考えると

いうことになっていて，一応指針は出ていますが，その地区の実情に合わせて

対応するというところです。今のところ，修学旅行も実施する予定です。 

委 員    共催行事に関してですが，参加者は自己責任で参加するということになるの

でしょうか。参加したいかたは自己責任ということで自由に参加すればよいと

思いますが，主催する側の実行委員は，自分の意思に関わらず参加しなければ

なりません。そうした場合，実行委員のなり手がいなくなるのではないですか。 

 また，参加者がいないからお願いして参加してもらって，万が一そのかたが

新型コロナウイルスに感染してしまったら，どこが責任を取るのか。全て自己

責任とするわけにはいかないと思います。 

       今年度事業を進めるに当たり，予防がきちんとできないうちは実施するのは

なかなか難しいと思っています。  

委 員    話がそれてしまうかもしれませんが，この地区の行事は，ほとんど学校を会

場として使用しています。学校の施設を提供していただいた場合，その消毒は

どのようになるのでしょうか。 

       市民センターでは，部屋を利用した場合，使用した人が皆で使用器具の消毒

をすることになっています。学校のように広い施設を不特定多数の人が使用し

た場合，業者に頼んで消毒をしてもらうようにするのでしょうか。 

委 員    地域活動等で学校施設を使用される場合，お断りすることはありません。教

室等の消毒等は，児童が下校した後，全部職員が行っています。 

委 員    地域として，子どもたちにはいろいろなことをやってあげたいとは思います

が，感染症から守ることを考えると，子供たちに不安を与えるような地域活動

を実施するのはどうかと思います。 

委 員    学校の施設を使った後，フロア，机，椅子，ボールなどの消毒をどれだけ徹

底してやれるのか。使った後，学校の中を全てきちんと消毒をし，それを監督
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する立場の人が全てチェックする。借りるのであれば，そのくらい徹底しない

といけないと思います。 

       それでも何かあった時には，自己責任になってしまいます。新型コロナウイ

ルスのワクチンができてこないと，このような行事を行うのはなかなか難しい

のではないかと思います。 

委 員    学校行事だけでも心配です。船中泊で北海道に行く予定ですが，北海道は新

型コロナウイルスの感染者数が多いので心配です。 

委 員    今，小中学校行事で中止になっているものはあるのでしょうか。 

委 員    中止にした行事は特にないです。１学期に行うものを２学期に先送りしたも

のはありますが，完全に中止としたものはありません。 

委 員    船中泊が中止ではないと聞いて驚きました。北海道の感染状況は憂慮すべき

と思いますが，飯富中は参加を見合わせるということはできないのでしょうか。 

委 員    飯富中は生徒数が少ないですから，フェリーに関しては密を防げると思いま

すが，生徒数の多い学校は，フェリーの中も密になってしまうと思われます。 

委 員    この状況で，水戸市は市民運動会を実施する方向で考えているようですが，

どのような条件の下で実施すればよいのかはっきりしません。それが示されな

い中，現場で判断するというのは無理があると思います。例えば，高体連など

は秋の大会を開催するに当たり，最低限満たさなければならない条件を出して

います。そうすれば，それを守って実施しようということにもなるけれど，全

て現場に委ねられていては，実施する側は二の足を踏みます。 

執行機関   市民運動会の件ですが，本庁ではスポーツ課が所管しています。先般の市民

センター所長会議において，スポーツ課としては実施する方向で進めてく方針

ですが，実施の有無は各地区の判断に任せるとのことで，必ずしも実施しなけ

ればならないということではないようです。 

       なお，スポーツ課からは，現時点で実施する際のガイドラインのようなもの

は示されていません。具体的なガイドラインが示されれば，対応も考えられる

と思います。 

       余談になりますが，先日，実践会の会長が住みよいまちづくり協議会の会議

に出席され，その時のお話を伺ったところ，半分くらいの地区は実施するか否

か判断を保留にしているようです。  

議長(会長)  新型コロナウイルスという感染症は今までにない初めてのことで，このよう

なことに気を付けてくださいと言われても，果たしてそれが正解かどうかわか

りません。そうした状況では，私たちとしては何を行うにしても判断に迷うと

思います。今は，これ以上感染が広まらないで欲しいという気持ちです。 

委 員    船中泊にしても修学旅行にしても市民運動会にしても，何を目的にしている

かということだと思います。その目的が他のことで達成できれば，本来の行事

や事業がなくなっても，子供たちがかわいそうということはないと思います。 

議長(会長)  先ほどから話に出ていますが，責任ということを考えると，何を実施するに
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してもなかなか難しいです。 

委員の皆様からほかに何かございますか。 

なければ(4)その他ということで，事務局から何かありますか。 

執行機関   事務局から１点お願いがございます。 

       市民センターにつきましては，マスクの着用，手指や使用した器具の消毒等

の感染症対策を実施することを条件に，今月１日から調理室を除く各部屋の利

用を再開したところでございます。また，来月からは，調理室も含めて利用可

能となりますが，現時点で新型コロナウイルス感染症が収束していないことか

ら，講座やクラブ，会議等で部屋を使用される際には，感染症対策方針に基づ

く留意事項を遵守していただき御対応をいただくことになります。この旨，委

員の皆様にも御承知おきいただき，御負担をおかけいたしますが，御協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

議長(会長)  その他皆様何かございますか。 

       なければ，議題の審議は全て終了しました。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２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。 

 


