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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３年２月 19 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，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２年度施設の利用状況及び事業報告について  （公開） 

（２） 令和３年度定期講座募集要項（案）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 

   0 名 

 

８ 会議資料の名称 

   令和２年度第２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２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。 

それでは，＿＿会長から御挨拶をお願いいたします。 
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  ＿＿会長   （ 挨 拶 ） 

 

  執行機関  それでは議事に入りたいと思います。議長は，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。会議が円滑に進みますように皆

様の御協力をお願いいたします。議事に入る前に，本日の出席者は６名中   

５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２年度施設の

利用状況及び事業報告について」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年度施設の利用状況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   新型コロナウイルス感染症のためいろいろな行事が中止にならざるを得

なかったとは思いますが，例えば学校では先生がたの御苦労の中で児童が普

通に学校生活を送っているわけです。最初から「できない」ではなく，どう

したらできるのかを考え，密を避けるなど感染対策を講じる工夫をしながら，

何とか実施していく方向で考えるべきではないでしょうか。 

 

議  長   重い問題点だと思います。考えてみれば，市民センター事業と学校での教

育活動とでは，新型コロナウイルス禍での対応が同じではなかったのはなぜ

か，ということにも繋がってくると思いますが，市民センターでは対応して

いく上でどのように感じていましたか。 

 

執行機関   新型コロナウイルス禍という「未知の危機」を迎える中で，全体的に慎重

にならざるをえなかった面はありました。市民センターで言えば人数制限等

の制約がこの一年間外れたことがありませんでしたし，市民センターと一緒



3 

 

に事業を企画してくださる地域団体や定期講座の役員さんからも実施にあ

たって心配や不安が寄せられたことにより，検討の結果中止になってしまっ

た事業が多かったと思います。 

       ただ，この状況がいつまで続くのかということにもよりますが，まだ長く

続く場合には「このまま単に自粛を続けていてもよいのか」との御意見も多

くなってくるかと思います。従いまして，引き続き地域の皆様や定期講座の

役員さんからの御意見を踏まえながら実施の方法等を検討し，可能な形で事

業を実施していかなければならないと考えております。 

 

議  長   新型コロナウイルスの政策や行政の方針から考えると，学校教育と生涯学

習活動とでは対応が違っているように感じます。学校はいつまでも休校にし

ておくことはあり得ないが，市民センター等での生涯学習活動の再開につい

てはそれほど一生懸命ではなく，いわゆる「不要不急な活動」の領域に位置

付けられてしまっていると思うのです。 

学校の先生がたは，その点をどうお感じですか。 

 

＿＿委員   生涯学習について直接関わることはあまりないので何とも言いにくいの

ですが，小学校でも校外学習の訪問先として施設を利用する際には，人数制

限等のハードルがあってなかなか思うようにいかなかったです。新型コロナ

ウイルス禍の中どうやったら実現できるか計画を練り，先方とも調整してき

ましたが，それでも校外学習の中止はかなり増えてしまいました。幸いにも

遠足にはどの学年も行けたので，子どもたちの思い出づくりはできたと思っ

ていますが，新型コロナウイルス禍の中いかに実施していくかは，何とも悩

ましい問題だと思います。 

 

＿＿委員   市民センターの利用そのものが中止になっている場合は仕方ないですが，

それ以外の期間でも活動自粛を続けているかたがたが多いから，こんなに利

用者数が減っているのだと思います。市民センターは感染予防対策を講じる

ことで利用できるとの方針ですので，私たち女性会でも毎週金曜日の「子育

て広場」では，おもちゃの消毒等の感染予防対策を講じながら，スタッフと

しての活動を継続してきました。 

       定期講座の生徒さんたちにとっては，工夫しながら何とか活動していくだ

けの知識が不足していることも考えられるので，その辺りの意識が変わるよ

うに市民センターでも話し合いの機会を設けてアドバイスする等，積極的な

活動を促してみてはどうでしょうか。 
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       子どもにしても大人にしても，家に閉じこもっているだけの生活だと好ま

しくない面もあるかと思います。感染対策に気を付けながらも，市民センタ

ーで活動することによって人同士の交流の機会が増えるのは，必要なことで

はないでしょうか。 

 

議  長   この一年で私が感じたことは，活動を企画するにも，もしその活動で新型

コロナウイルス感染が広まってしまったらどうしようという恐怖心もあり，

工夫して何かしようとする前向きな気持ちが萎えてしまうこともあったと

思います。 

       かと言って，参加者に対して「新型コロナウイルスに感染しても幹事さん

たちに対して責任を追及しません」と一筆書かせるようなことをしては，全

然楽しくなくなってしまう気がします。 

 

＿＿委員   学校では，例えば遠足などの行事で感染が拡大してしまった場合に，感染

した児童に保護者に対してどうしようか等，何か考えていましたか。 

 

＿＿委員   それは正直考えてないです。まずかからないことが前提ですし，実際かか

るかどうかは誰にも分かりません。目に見えて危険なものがあればそれを排

除できますが，目に見えないものは排除しきれませんので，そこまではこだ

わりません。 

実際のところ，遠足を実施しても感染を恐れて参加しない子が何人かい

ます。学校側としてはバス乗車や行先での感染対策等について細かく説明

していますが，それでも感染が怖くて不参加の子がいます。でも，それでよ

いのだと思います。 

特に生涯学習においては，参加の際のコロナ感染予防は自己責任で，とい

うことでよいのではないでしょうか。市民センターの行事に参加した後に

新型コロナウイルス陽性になったからと言って，主催者側の責任を問うと

いった話にはならないと思います。 

   

議  長   例えば，行事に参加して新型コロナウイルス陽性になった人が，近所でど

ういう立場になってしまうのか予測できますし，法律的にどうこうではない

ですが，どうしても気になってしまいます。 

 

＿＿委員   いま法務省の人権擁護局では一番それを気にしているところだと思いま

す。新型コロナウイルスにかかったからと言ってその人の責任ではないし，
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当然主催者の責任でもない。そして，今まで施設とか主催者が刑事責任に問

われた例はないと思います。 

 

＿＿委員   特に最初の頃は，風評の問題として，かかってしまった時のことをとても

気にしていたと思います。 

 

＿＿委員   生涯学習活動の場には，自己責任で参加してもらうしかないと思います。

その代わりいろんな方策をとり，感染リスクをゼロに近づける形にすればよ

いと思います。先程も申しましたが，最初からダメではなくて，どうやった

らやれるのかを考え，何とか実施していく方向で考えてもらいたいです。 

 

＿＿委員   それでもどうしてもやりたくないという場合はしかたがないと思います

が，団体さんにとってはやっていいかどうか分からない状況があると思うの

で，情報発信をもっとお願いしたいです。 

 

執行機関   これまで市民センターでは，昨年から合計３回の利用中止期間がありまし

たが，中止解除となる度に定期講座や地域団体の役員さんに再開の条件等を

説明してきました。そして団体内で協議してもらい，御意見をいただいた上

で決定をしてきました。また，活動再開を決めた場合でも，メンバーには引

き続き自粛している方もいらっしゃいます。 

       活動自粛との御意見をいただいた団体さんのメンバーの中には，本当は活

動したかったけど，団体内の話し合いでそれを言えなかったというかたもい

たかもしれませんし，そういった声をもっと拾うことができればよかったの

かなと，今の御意見を聞いていて感じました。 

 

議  長   この一年は，市民センターにとっても辛い時期だったと思います。利用中

止や人数制限等の制約について利用者からの苦情が多く寄せられていたか

と思いますし，市民センターの職員こそいろいろと言いたいこともあったか

と想像します。 

        

執行機関   活動自粛を続けている人の中には，本当は再開したいかたもいるかもしれ

ないことについてですが，活動しているメンバーの中にはマスク着用が不徹

底な人も見受けられるので，それで心配になっているケースもあるように思

います。 

       市民センターとしては，当然咳エチケット等について周知していますし，
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マスクせずに会話している場面を見かけたら一言注意するようにしていま

すが，それでも見えないところで不徹底な状況があるようです。引き続き感

染予防対策の徹底を呼びかけていくことで，利用者の不安をなるべく取り除

くようにしたいと思います。 

 

議  長   はい。それでは続きまして，「（２）令和３年度定期講座募集要項案につい

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３年度定期講座募集要項案について説明） 

 

議  長   来年度の定期講座ですが，新たに気功体操教室を開講し，ビューティーヨ

ガ教室をクラブに移行することについて，ここでの承認によりチラシを変更

するということですね。 

皆さんから，何かございましたらお願いします。 

 

＿＿委員   いいじゃないでしょうか。 

 

    ― 一同同意 ― 

 

＿＿委員   あとは感染状況に応じて，それぞれが開講時期等を判断していけばよいと

思います。 

       市民センターでは，活動内容によって個別に，開講できるできないの方針

はあるのでしょうか。 

 

執行機関   昨年６月に開講した時は個別に方針があったのですが，現在はありません。 

 

＿＿委員   しばらくは「ウィズコロナ」ということで，感染予防に注意しながら過ご

していかなければなりませんし，活動する時の感染予防は自己責任というこ

とで，今年も定期講座を募集してよいのではないでしょうか。 

 

＿＿委員   それぞれの活動内容に応じた対策がとれていればよいと思います。なかで

もマスクと手洗いが一番効果的だと思います。小学校ではこの冬インフルエ

ンザにかかる子が一人も出ていません。子どもたちは素直なので，先生の指

示に従い，給食の時間食べている間はまっすぐ前を向いて黙々と食べ，食べ

終わってからマスクをかけてお話しています。それだけ徹底していれば，ま
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ん延することはありませんし，実際市内の小中学校ではクラスターが発生し

ていません。 

       対策を取ることが一番大事ですし，その上で実施する分にはよいと思いま

す。 

 

議  長   それでは，最後に（３）その他ということで，皆さんから何かありますか。 

 

＿＿委員   私は町内会長を務めています。町内会・自治会の問題ですが，町内会等に

入っていない人でも定期講座や地域のイベント等に参加していることがあ

ると思います。市民センターが関わる行事の中には町内会の資金を活用して

いるものもあると思いますので，町内会等の加入についてもっと働きかけを

してもらえればと思うのですが，何かよい方法はないでしょうか。 

 

執行機関   市民センターでは町内会等への加入を勧奨するチラシ等を配置している

ほか，加入の申出があれば町内会長等へ取り次ぐように対応していますが，

それ以外の個別の働きかけ等は，特には行っていません。 

 

＿＿委員   例えば市民運動会では，町内会に加入している人は幾らか会費を負担して

います。市からの公費もありますが，未加入世帯の参加者が準備や後片付け

等を手伝わず，競技にだけ参加して景品を持ち帰ることについては，何とも

複雑な思いがあります。 

       10 年前の震災の時，この見川地区では比較的被害が少なかったとは思い

ますが，被害が大きかった地域では，食料等の物資配布について町内会単位

で行った所もあったと思います。この辺では，平時は市民センターが物資の

配給会場になるかと思いますが，町内会に未加入のかたでも困っていたら配

給しますよね。 

災害の時，町内会単位で物資を配給してもらえると思って町内会に加入し

ている人もいますし，逆に「うちは町内会に入らなくても大丈夫だよ」と言

う意識のかたもいます。これは意識の問題ですので，難しいところだと思い

ますが，町内会に入らなくても大丈夫だと思っているかたがたに対して指導

する場所を，市民センターで設けてほしいと思います。 

 

＿＿委員   例えばチラシの下の部分に「町内会に入りましょう」とロゴを入れてもら

うのもよいと思います。 

この問題に関しては，行政の動きが不十分だと以前から感じております。 
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＿＿委員   同じことは子ども会にも言えると思います。 

私が 20 年位前に子ども会の役員をやっていたとき，学校側は子ども会へ

の加入について個別の勧誘はできないという立場だったのですが，現在まで

の間加入者はどんどん減っています。それをどうやって増やしていけばよい

のかは，悩ましい問題だと思います。 

 

  ＿＿委員   今，水戸市と不動産業界とがタイアップして，宅地分譲で家を建てたかた

から町内会へ加入してもらう話をいただけることになっているはずなのです

が，なかなか話が来ません。うちの近所で宅地分譲を行った業者のほうに聞

いても「市から町内会への加入を勧めるよう話は聞いているけど，どこに取

り次ぎすればよいのか分からない」と言っていました。そこで連絡先を教え

て，家を建てる人に町内会の加入を勧めるように依頼したら，ちゃんとやっ

てくれましたよ。 

 

＿＿委員   ゴミの収集でも，町内会に入っていない住民も収集してもらえると思いま

すが，集積所設置の申請手続きは個人でやってもらうことになりますよね。

その申請受付の際に，町内会の加入を勧めてもらうこともできると思うので

すが。 

 

＿＿委員   昨年，ゴミの分別収集の件で市の住民説明会があった時，担当者に町内会

加入の話もしてもらうよう頼んだのですが，難しいとのことでしたので，独

自にチラシを作って受付に設置してもらいました。そうやって地道に勧奨し

ていかないと地域コミュニティはダメになってしまうと思います。町内会費

を払わなくても住民サービスは同等に受けられるということなら，入らない

ほうがよいって話になってしまうと思います。 

 

＿＿委員   学校ではチラシを一斉に配っていただくことはできませんか。お便り帳に

挟んでいただくとか。それが難しい場合，市民センターや地区会とタイアッ

プした行事の際「町内会に入りましょう」とひと言入れたチラシを市民セン

ター等で作成してもらい，それを児童に配ってもらうことはできますか。 

 

＿＿委員   市民センターや教育委員会等からのチラシの中にそういった文言が掲載

されていても，学校で配布する上で問題はないです。 
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＿＿委員   そういえば，つい最近も水戸市のフェイスブックに「町内会に加入しまし

ょう」といった文が掲載されていましたよね。 

 

  執行機関   市ではこの問題については，特定の地域や学区というより市全体の問題と

して，さまざまな形で情報発信をしております。 

 昨年水戸市と不動産業界とで，町内会・自治会への加入促進に関する協定

を結んでおりまして，家を建てた人に対しては業者のほうからも町内会等

への加入を働きかけていただくことになっています。個人情報取り扱いの

関係上，直接にではなく市のほうで取次ぐ形で，町内会長等まで連絡が行く

ことになっておりますが，今後その流れがもっと浸透していけばと思いま

す。 

 

議  長   他には何かございますか。 

 

    ― 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。 

 

 


