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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 

   水戸市見川市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   令和２年６月 12 日（金） 午後３時から午後４時 30 分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市見川市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

（１） 委  員    江幡 裕，岡﨑 充芳，鈴木 由恵，長谷川 聡，川和田 篤史， 

          上田 皆子 

（２） 執行機関    飯島 智，松田 理恵 

（３） その他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１） 令和元年度施設利用状況及び事業報告について    （公開） 

（２） 令和２年度事業計画について          （公開） 

（３） 令和２年度定期講座受講生募集状況について    （公開） 

（４） その他                     （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

   ０名 

 

８ 会議資料の名称 

   令和２年度第１回水戸市見川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，ただいまから令和２年度第１回水戸市見川市民セン

ター運営審議会を開催いたします。 



2 

 

        委嘱状につきましては，見川市民センター委員としての任期が令和２年４月

１日から令和４年３月 31 日までとなっているところであります。 

        続きまして下が見川市民センター職員名簿となっておりまして，私が所長の

飯島と申します。 

担当するのが本日同席しております松田ですのでよろしくお願いいたします。 

それでは，＿＿会長から御挨拶をお願いいたします。 

 

  ＿＿会長   （ 挨 拶 ） 

 

    ― 各委員，職員による自己紹介 ― 

 

  執行機関  議長ですが，市民センター条例第 12 条の規定により，「会長が議長となる」

となっておりますので，これより会長に議長をお願いいたします。よろしくお

願いいたします。 

 

 議  長  それでは，議長を務めさせていただきます。議事が円滑に進みますように，皆

様に活発な御意見をいただきながら進めてまいりたいと思いますので，御協力をお

願いいたします。まず，本日の出席者は６名中６名であります。従いまして，会

議の成立要件である「２分の１以上」であることを御報告申し上げます。議事

録署名人を  委員と  委員にお願いいたします。 

 

  ＿＿・＿＿委員 はい。分かりました。 

 

議  長  それでは議事に入ります。本日の議事であります，「（１）令和元年度施設の

利用状況等及び事業報告について」を執行部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施設の利用状況等及び事業報告について説明） 

 

議  長  御意見，御質問等あればお願いいたします。 

 

＿＿委員  見川ふれあいまつりの参加人数は小学校でカウントした数ですか。こんなに

たくさんの人がいましたか。 

 

執行機関  小学校での人数です。 
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議  長  まつりに参加する側の印象と，まつりを実施する側で取りまとめた人数とで，

ずれが生じる部分ではないでしょうか。人数をカウントするにしてもいちいち

一人ずつカウントして算出したのではなく，前年との比較等によりおおよその

人数で出しているのではないでしょうか。 

      例えば今だったら，一番盛り上がっているときに上空からドローンで撮影し

てカウントするテクノロジーもあるのだろうが，なかなかそういうわけにもい

かないでしょう。 

 

＿＿委員  ふれあいまつりは水戸市が主催しているのですか，それとも見川地区だけで

やっているのですか。 

 

＿＿委員  見川地区と小学校の共催ですね。 

      その日は土曜日ですが，児童には登校してもらい，授業の後ふれあいまつり

に参加しているので，その児童数もカウントしています。 

 

＿＿委員  児童数と，抽選券を出している枚数，プラス役員数の総数だと思います。 

 

議  長  はい。それでは，この他に何かありますか。 

 

＿＿委員  一般教養講座の内容は，先生・講師の側から，やりたい内容を打診されて決

めているのですか。 

 

執行機関  地域によってニーズがさまざまあると思うので，我々としては，他の市民セ

ンターでの実施状況等の情報を地区の方に提供するとともに，地区のかたの要

望をお聞きしながら，内容を決めております。 

 

議  長  市民センターで，今年度は何回実施するか，どれを実施するか等について計

画があるわけですよね。 

 

執行機関  市民センターとしては，例年の実施回数や実施時期をベースに，前回の参加

者や地域のかたからの御意見等を踏まえて，他の市民センターでの実施状況も

参考にしながら，内容や方向性の細部を決めていくようにしています。 

 

議  長  それから，５ページの部屋別利用状況で，図書室の利用がゼロだったという

ことですけども，コミュニティルームとしても利用しているから，図書室とし
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て使いたくても使いにくい状況だと思います。見川市民センターが狭いことも

あって，図書室として利用する必要性や要望がないということでしょうか。 

 

＿＿委員  コミュニティルームで女性会が会合を開くことがありますが，それらが図書

室の利用人数にカウントされていないのなら，図書室として利用するかたはま

ずいないと思います。 

 

執行機関  図書室の利用としてはカウントしておりませんが，サロンとしてはカウント

しています。図書利用は貸出実績でカウントしています。 

 

議  長  そうですね。地域活動の会合等で利用する場合に，コニュニティルームは申

請しないで使えるので便利だけど，その反面図書室としては使いづらいのでは

ないかと思います。 

 

＿＿委員  中学生が学校の帰りに学習スペースとして利用することはできないですか。 

 

執行機関  置いてある図書に関係なく，子供たちに利用してもらうことは想定していま

せん。 

 

議  長  置いてある図書に関係なく子供たちに利用してもらうこともありだとは思

いますが，そもそも図書室としての利用者がいないということは，そういう可

能性も開かれないのかな，とも思います。 

 

＿＿委員  それと５時 15 分までで終了だと，利用しにくいかなと思います。 

 

＿＿委員  図書室は本を借りて読むための状態ではないと思います。また，見和に大き

な図書館があるので，この辺りの住民はそちらに行くと思います。それでも市

民センターとしては図書を置かなければならないのでしょうか。 

      また，以前は玄関からまっすぐ入って図書室に行けたが，現在のように改修

してからは閉ざされた感じになり，開放感がなくなっているように思います。

そのため，使い慣れていない人にとっては，なかなか一歩が踏み出せないと思

います。図書室のあり方については今後の課題ではないでしょうか。 

 

＿＿委員  見和図書館も子供たちが自習で使う机が埋まっていたりするので，もし市民 

センターが開放されるのであれば，利用頻度は上がると思います。 
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＿＿委員   インターネット環境が整備されていれば，利用する子はいると思います。

コロナでオンライン授業等と言ったときに家庭にネット環境がないお宅も

あることが問題になっていましたから，そういう子が使うようになり，使う

ことで利用がさらに広がっていくと思います。 

 

＿＿委員   あまり知られていないのかもしれませんが，インターネット環境は一応あ

ります。 

 

議  長   見川市民センターは，見和市民センターよりは見和図書館から離れていて，

大きな通りを隔てているので，子供たちが図書の利用に限らず，自習室や待

ち合わせの場所として利用できるようになれば使う人が増えるのではない

でしょうか。利用者目線で考えていけばさまざまな発想が生まれると思いま

す。 

       ただ，やってみなければ分かりませんが，そもそも見川市民センターは狭

くて不便という問題はあると思います。 

 

＿＿委員   いちいち靴を脱いで入館しなければならないのも，子供たちは嫌がるとは

思います。 

 

議  長   はい。それでは続きまして，「（２）令和２年度事業計画について」を執行

部から説明をお願いいたします。 

 

執行機関   （資料に基づき令和２年度事業計画について説明） 

 

議  長   例年の実績を踏まえて計画したものや，今年度新規に実施しようと思って

計画していた事などが資料に示されていましたが，コロナ対策の中でせっか

くの計画がこれまでのところほぼ中止や実施未定になってしまっているの

で，暗たんたる状況だと思いながら説明を聞いていました。 

       この事業計画について何か御意見がありましたら，お願いします。 

 

＿＿委員   今年の夏休みはいつからいつまでですか。 

 

＿＿委員   ８月８日から 23 日までです。水戸市全体でそうなっています。 
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＿＿委員   夏休みの子供教室は，７月に計画していたものを８月に実施というのもか

なり難しいのでしょうか。 

 

議  長   ６月から市民センターが再開されることになったと聞いて「よかった」と

思いましたが，利用にあたって厳しい条件が付いていて，多くの場合におい

て結果的に活動の機会が開かれなかったのは残念に感じます。管理する側か

らすれば感染拡大の防止に努めなければならないので，市民センターは再開

になっても，行事を中止せざるを得ない状況です。利用者にとっては，現状

を残念に感じていると思います。 

 

＿＿委員   水戸市のなかで（コロナ禍における）市民センターの利用の規定はありま

すよね。それによって寿大学やレディースセミナーの中止，子育て広場の少

人数での開設等の方針は，市民センターが決めたのですか。 

 

執行機関   市民センターの利用再開にあたっては，水戸市としての統一的な方針打ち

出しがありまして，それに基づき各市民センターにおいて，部屋の広さや受

講者のかたの御意見等の実情を踏まえて，講座等の実施の可否や方法を判断

しています。各定期講座の開講等の状況につきましては，次の議題（３）で

御説明します。 

 

議  長   その他何か御意見がありますか。 

       それでは次の議事に移りたいと思います。「（３）令和２年度定期講座受講

生募集状況について」を執行部から説明をお願いします。 

 

執行機関  （資料に基づき令和２年度定期講座受講生募集状況について説明） 

 

議  長   市民センターの利用に制約があるなかで，クラブ・教室ごとに開講方針を

細かく判断しているものと思いますが，クラブによって実施できる，できな

いの差が生じている状況だと思います。 

       定期講座の募集，開講について何か御意見がありましたらお願いします。 

 

    ― 意見なし ― 

 

       それでは，次の「（４）その他」ということで，執行部から何かあります

か。 
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執行機関   市民センターには防災拠点としての役割もありますが，今回のコロナ禍が

終息するまでの間，水戸市の方針として一般の避難者には小学校の体育館に

避難してもらい，市民センターは避難行動要支援者等を受け入れることとな

りました。 

 

＿＿委員   学校としては，避難所としてどうするのか，詳細がまだ明確になっていま

せん。そのような状況で明日にも災害が起こるかもしれないし，資材も何も

なくただ場所があるだけの状態なので，運用をどうするか等をこれから決め

なければならないので，困ったなと思っています。 

 

執行機関   市民センターとしては，安全な避難所運営のために，学校さんとも連携し

ながら対応していきたいと考えています。 

 

議  長   他には何かございますか。 

 

＿＿委員   ふれあいまつりの件ですが，先ほど参加者人数について話が出ましたが，

会場が密になることを考えると，現在小学校では全校生徒 530 人による行事

も実施をためらっている状況なので，昨年の2,500人は延べ人数だとしても，

食事時など瞬間的には 1,000 人程度の人が校庭にひしめき合うことが考え

られるので，今の感覚からすれば，例年通りに開催するのは現実的ではない

と思います。 

今年も実際にやる方向で考えていらっしゃるのですか。学校でのさまざ

まな行事計画についても，今年は実施をどうするのか検討していて，ふれあ

いまつりも実施するとの方針がはっきりしたら，どのような対策が取れる

のか，これだけの大きなイベントなので影響も大きいと思いますので，考え

ていかなければならないと思っています。 

       もちろん教育効果が大きいイベントとして期待されていますので，是非や

りたいところですが，今年はどのようにやっていけばよいのか，安全が第一

という観点から，少し心配があります。 

 

＿＿委員   毎年７，８月には見川地区で，みんなで集まって打合せするのですか。 

   

議  長   実行委員会を開いて，役割分担やスケジュール等を決めていると思います。 
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＿＿委員   30，40 人位集まると思いますが，実施する，しないもそこで決定するので

すか，それともそれより前に有識者会議などで決定するのですか。 

 

＿＿委員   例年ですと，最初から実施する前提で話を進めていきます。 

実行委員会で住みよい見川をつくる会と市民センターとで話合いをしな

がら決めております。 

今年は，最近まだ住みよい見川をつくる会の役員会自体が行われていない

のが現状です。 

できれば，例年とは少し内容を変える等工夫しながら，何とか実施したい

と考えていますけど，皆さんの意見を参考にしながら決めていきたいと思

っています。 

 

  議  長   他に何かございますか。 

 

    ― 意見なし ― 

 

皆さんから率直な御意見がたくさんいただけたかなと思います。 

         予定されていた議事が全て終了したので，ここで議長としての役割を終え

たいと思います。ありがとうございました。 

 

  執行機関   それでは，以上をもちまして運営委員会を閉会といたします。長時間にわ

たり御議論いただき，ありがとうございました。 

 

 


