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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 

   水戸市稲荷第二市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   令和２年７月 14 日（火） 10 時 00 分から 11 時 00 分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市稲荷第二市民センター  学習室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１） 委 員 

長谷川 正一，小沼 信行，鴨志田 隆，木村 弘子，尾崎 盾，菊池 恵子 

 

（２） 執行機関 

長谷川 仁（所長），七川 真智子 

 

５ 議事及び公開・非公開の別 

  （１）令和元年度施設の利用状況について         （公開） 

  （２）令和２年度運営方針及び重点目標について      （公開） 

  （３）令和２年度事業計画について            （公開） 

  （４）令和２年度定期講座開設状況について        （公開） 

  （５）その他                      （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

   なし 

 

８ 会議資料の名称 

   令和２年度第１回稲荷第二市民センター運営審議会 
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９ 発言内容 

議  長  それでは議事に入ります。 

（１）令和元年度施設の利用状況について，事務局から説明をお願いします。 

執行機関  （資料に基づき説明） 

議  長  ただいま事務局から説明がありましたが，これについて何か質問等がござい

ましたらお願いします。 

  委員  説明の中にあった新市民会館の模型ですが，過去にあった市民会館とは，か

なり違うものですか。 

執行機関  ポスターを掲示しておりますが，完成するとイメージ図のようになる予定で

す。ぜひ模型と併せて見ていただきたいです。 

議  長  では次に，（２）令和２年度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  （資料に基づき説明） 

議  長  これにつきまして何か質問等がございましたらお願いします。 

  委員  運営方針及び重点目標は，稲荷第二地区の状況に合うような内容に変えてい

るのですか。33 か所ある他の市民センターと同じですか。 

執行機関  基本的には，市全体の方針なので同じ内容になっています。そして，それぞ

れの地域の特性に合った対応をするために，地区のかたの御意見をいただきな

がら，状況を見ながら事業を進めてまいりたいと考えています。 

  委員  では，他の市民センターも同じような内容になっているのですね。 

執行機関  そうです。 

  委員  重点目標を決められた時期はいつでしょうか。 

執行機関  市担当課から，年度が始まる前に示されます。 

  委員  ウィズコロナで，この先１年ほどは，いろんな点で今までの生活環境と変わ

ってきているので，あくまでも理想の目標なのかなと思いますが，状況によっ

ては，ウィズコロナに対しての市民センターの有様は当然変わってくると思う

のです。そういった時には，今まではこの目標だったが，今度はこういう方向

にしましょうと，また市から示されるようなことはないのですか。これをこの

まま読んだだけでは，今のウィズコロナにはそぐわないような部分があります

よね。 

執行機関  方針等は，水戸市第６次総合計画に基づいて，考え方及び進め方を示したも

のです。ウィズコロナの生活は突然訪れたものですが，当然対応していかなけ

ればなりません。その都度，考え方や進め方について，情報発信はもちろんの

こと，問合せにも対応していきたいと思います。今後も御意見をいただければ

と思います。 

  委員  いきいき健康体操ですが，高齢福祉課の担当者が来て，新型コロナウイルス

感染症対策に関する細かい指導がありました。初めてのことなので試験的なこ

とや，新たな提案等がありました。そういうところから進めて，発信していく

のだと思います。 



３ 

 

  委員  参加者は集まりましたか。 

  委員  普段出席されていたかたは，ほぼいらっしゃいました。参加することを楽し

みにしてくれていたようです。 

  委員  家にこもりきりもよくないですものね。高齢のかたは，罹患率からも特に生

活に気を付けているようですね。 

議  長  次の議題に移ります。（３）令和２年度事業計画について及び（４）令和 

２年度定期講座開設状況について，説明をお願いします。 

執行機関  （資料に基づき説明） 

議  長  これにつきまして何か質問等がございましたらお願いします。 

  委員  他の市民センターでも，クラブの数は同じくらいですか。 

執行機関  多いところもあります。当市民センターが少なすぎるということはないと思

います。こういう講座に参加してみたいという要望があれば御意見を寄せてい

ただきたいです。 

  委員  運動会やいきいき祭りは，延期や中止の予定はありますか。 

執行機関  まだ地区会で決定されていませんが，地域の意向が大事であると考えており

ます。実施となれば，新型コロナウイルス対策や要望に対応できるよう努めま

す。 

  委員  市からは運動会について方針は示されましたか。 

執行機関  実施する場合の新型コロナウイルス対策等について，地区会長に示していま

す。 

  委員  人数制限があり，全員が出られる保証はないということですね。 

  委員  小学校の運動会はどうですか。 

  委員  運動会については，今のところ 11 月７日開催の予定です。 

今のところ新型コロナウイルスの心配がなくなることは難しいと思います

が，何とか実現してあげようと考えています。 

午前中の実施で昼食前に解散の予定です。基本的に子どもたちが参加するの

で，保護者や地域の人の参加については，制限させていただく見込みです。 

また，幼稚園の種目を朝のほうに多く持ってきて，低学年・中学年・高学年

の順に進行することで，園児は早く帰るようにして，密にならないような対策

を検討しています。 

子どもたちは普段同じような年齢の子と交流しているので，そんなに心配は

ないのだけれど，外部のかたがそこへ入ってくると非常に心配があるので，な

るべく来るかたに制限をかけて，時間も短くすることが今の案です。もっと条

件が厳しくなる可能性もあります。 

登校する子どもの命の安全がまず最優先です。症状がなくても家に持ち帰る

リスクがあります。学校ではできる限り対策に取り組んでいますが，見えない

世界のことなので限界もあります。熱中症も出る時期の授業では三密にならな

いように，エアコンをつけていても教室の廊下の扉は取り払ってあります。 

いろいろな配慮をしながら，運動会の練習時間は少なくなりますが，実現は
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してあげたいです。 

  委員  今年，稲荷第二幼稚園の園児の募集はなかったですね。 

  委員  残念ながら，稲荷第二幼稚園と飯富幼稚園は今年で閉園です。昨年，五軒幼

稚園が閉園しました。最後の年長さんがさくら組の 12 名です。 

幼稚園では，地域のかたがたに元気な子どもたちの姿を見てもらえるようホ

ームページの更新を続けています。行事等に制限はありますが，たくさんの記

録を残してあげたいです。また，他との交流を制限した中でも，限られた人同

士での交流を大事にしています。 

  委員  クラスターが発生してからでは取り返しがつかないですからね。 

  委員  プールも国から条件が出ていて，全部クリアできたら実施してよいと言うこ

とになっていますが，現実的に子どもたちが体を触れ合わないということは難

しいですね。子どもたちは仲良くすれば自然に近付いて話もしたくなるし，触

れ合いたくなるものですから。 

  委員  安全をまず確保しないと大変ですからね。 

  委員  そうですね。理屈ではプールには塩素が入っているから，水中は大丈夫だと

は言うのですが，もし感染者が出た時は誰もが不安になりますね。どんなに大

丈夫だよと言ったとしても，心が傷ついたり，家庭が傷ついたりする可能性も

ありますから。ですから小学校では，プールの実施を見送りました。 

  委員  新型コロナウイルスに感染してしまったら引越しをしなければならないよ

うな世の中になってきているようですね。まず一人を出さないということが大

事ですね。 

  委員  ウィズコロナなので，いつ来てもという覚悟は必要ですね。そうならないよ

うに最大の努力をしています。子どもたちが帰ったあと，全部の机・いす・ト

イレの消毒作業をしていますが，教職員全員でやっても 30 分以上かかります。 

  委員  それは大変ですね。 

  委員  拭き掃除をした後，残ったものに害があるということで，二回目の拭き取り

をやっています。消毒した薬品を拭き取っています。 

  委員  殺菌効果は落ちないのですか。 

  委員  菌があったとすれば，薬品で分解されます。そのごみも毎日袋に集めて処分

します。置いておくとそこから菌が飛びますので。 

  委員  密閉しないとまた飛んでいきますからね。 

  委員  授業に影響はありませんか。 

  委員  負担にはなると思いますが，子どもたちのために取り組んでいます。 

子どもたちの登校を制限した時に，経験のない動画作りは難しかったです。 

やはり，子どもたちには学校に来てもらいたいですね。 

  委員  当たり前が変わることは大変ですね。 

  委員  そうですね。でも，子どもたちは挨拶もしてくれて元気に通っています。 

マスクをつけているので，小さな声ではありますが。 

議  長  その他に質問はありませんか。 
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  委員  稲荷第二市民センターは，防災マップの３～５メートルの洪水浸水想定地域

にありますね。 

これまでは，市民センターが第一の避難先で，できなかったときは小学校と

いうことでした。今は変わって一般の人は小学校，要支援者が市民センターで

す。ということは要支援者がここに来るということになって，すでに浸水して

しまった場合，そのかたたちへの連絡も大変です。危険なところに避難すると

いうのは受け入れがたいことです。移転は難しいでしょうが，幼稚園も市の施

設ですから，いざという時の避難所にしていただいて，広報してもらいたいで

す。防災マップに浸水表示の色がついている所に避難するということが心配で

す。防災倉庫もそこにあって，だめになってしまったら，何のために費用をか

けているのかと思ってしまいます。形だけではなく，実情に合うものを検討し

ていただけるようにお願いしたいと思います。 

執行機関  貴重な御意見ありがとうございます。 

  委員  実際，東日本大震災の時に祖父母を連れて最初に市民センターへ避難しまし

たが，誰もいなくて，ホールのダクトが落下していたので，小学校へ行きまし

た。もし，津波が来たら，ここも浸水する可能性はあるでしょうね。 

  委員  小学校は，当時の校長先生が避難所開設を快諾してくれたのでよかったです。 

ただし，毛布類を出すのに一苦労したようです。 

  委員  今は毛布がきれいになったそうですね。 

  委員  ２週間位前に市の担当者が来て，防災用具リストに基づいて，足りない備品

は補充しますと言っていました。準備はつい最近整ったようです。 

  委員  「起きないだろう」ではなく，昔と違って，今は何が起こるか分からないの

で，充分備えて欲しいと思います。 

  委員  幼稚園の跡地に防災用具を予め置いて，避難所開設の準備をしておくことは

よいですね。 

  委員  幼児教育課によると，跡地利用は白紙とのことでした。 

  委員  高台なので水に対しては避難所になるかなと思います。 

  委員  要望を出してもらいましょう。 

  委員  耐震等基準があって難しいのかもしれませんね。 

  委員  駐車場も狭いですね。 

  委員  大雨の時の避難先は，ぜひ安心できる場所をお願いします。 

議  長  他に質問等はありませんか。特にないようでしたら，これで本日の審議を終

了し，議長の役を解かせていただきたいと思います。 

委員の皆様には長時間にわたり慎重な御審議，御意見をいただきまして誠に

ありがとうございました。 

執行機関  会長，ありがとうございました。また，委員の皆様にも，貴重な御意見をい

ただきまして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１回水戸市稲荷第二市民センター運営審議

会を終了します。 


