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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 

水戸市見和市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

令和３年６月 16日（水） 午後２時 00分から午後３時 00 分まで 

 

３ 開催場所 

水戸市見和市民センター コミュニティルーム 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員  

岡山 伸行，緑川 均，樋口 てい子，大津 徳男，田口 寿枝 

（２）執行機関  

須能 剛志, 中島 幸恵 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）令和２年度事業報告について                   （公開） 

（２）令和２年度市民センター利用状況について             （公開） 

（３）令和３年度水戸市市民センター運営方針及び重点目標について    （公開） 

（４）令和３年度事業計画について                   （公開） 

（５）令和３年度定期講座開設状況について               （公開） 

（６）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３年度第１回水戸市見和市民センター運営審議会 
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９ 発言の内容 

 

執行機関   定刻になりましたので，ただいまより「令和３年度第１回水戸市見和市

民センター運営審議会」を開催いたします。 

本日，委員の皆様がたには，大変御多忙のところ，御出席を賜り誠にあ

りがとうございます。 

なお，本日は，議事録作成に当たり，会議の内容を録音させていただく

ことを御了承願います。 

執行機関   それでは，会長より御挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いい

たします。 

（会長あいさつ） 

執行機関   ありがとうございました。 

執行機関   協議に入ります前に，本日は委員定数の２分の１以上の５名の委員の出

席をいただき，市民センター条例第 12 条第２項の規定を満たしているこ

とを御報告いたします。 

また，水戸市附属機関の会議の公開に関する規程に基づき，会議録署名

人を２名以上置くこととされておりますので，議事録署名人を  委員， 

  委員のお二人にお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

（異議なし） 

よろしくお願いいたします。 

それでは，市民センター条例第 12条第１項の規定により，会長に会議の

議長となっていただき，議事進行をお願いいたします。 

  会長   それでは，議事（１）令和２年度事業報告について説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき議事（１）令和２年度事業報告について説明する。） 

  会長   ただいまの説明の中で，何か御質問，御意見等ございますか。 

（異議なし） 

  会長   なければ，議事（１）につきましては，了承といたします。 

  会長   続いて，議事（２）令和２年度市民センター利用状況について説明をお

願いします。 

執行機関   （資料に基づき議事（２）令和２年度市民センター利用状況について説

明する。） 

  会長   ただいまの説明の中で，何か御質問，御意見等ございますか。 

（異議なし） 

  会長   なければ，議事（２）につきましては，以上といたします。 

  会長   続いて，議事（３）令和３年度水戸市市民センター運営方針及び重点目

標について説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき議事（３）令和３年度水戸市市民センター運営方針及び

重点目標について説明する。） 
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  会長   ただいまの説明の中で，何か御質問，御意見等ございますか。 

  会長   内容が変わったところは，「コロナ禍における感染対策を徹底したうえ

で，」という記述が含まれたことと，「どのような状況下でも学びをとめ

ることなく」という記述が追加になったという２点ですか。 

執行機関   そのとおりです。 

  委員   新型コロナウイルス禍において，地域によって各種事業の開催に慎重な

ところと例年どおりにやっているところと差があるようですが，感染者が

出たということはなかったのですか。 

執行機関   市民センターを利用されたかたとして感染したという発表はありませ

んでした。職員では感染者が出た市民センターが１か所ありましたが，す

ぐに接触者の検査や消毒を行い，そこから感染が広がることはありません

でした。 

  会長   他にございますか。なければ，（３）については以上とします。 

  会長   次に，（４）令和３年度事業計画について説明をお願いします。 

執行機関   （資料に基づき議事（４）令和３年度事業計画について説明する。） 

  会長   ただいまの説明の中で，子ども向け講座について，今のところセンター

では例年より人数を減らして開催するとのことですが，これについて，現

在計画している内容で開催するのであれば差し支えない，もしくはもう少

し様子見をして今回も見送ったほうが良いなど，皆様の意見を頂戴し，審

議会の意見として提案したいと考えます。 

  委員   水戸農業高校野外学習の日程は，先方の受け入れの都合で決まっている

のですか。 

執行機関   そのとおりです。 

  委員   絵画教室はいつ開催ですか。 

執行機関   ８月 19日です。 

  委員   開催場所はどこですか。 

執行機関   市民センターの会議室です。 

  委員   時間はどのくらいですか。 

執行機関   午前と午後２時間ずつです。低学年と高学年に分けて行います。 

  委員   午前と午後で入れ替えるということですね。だいたい１列に１人ずつく

らいですか。 

執行機関   会議室は縦に長いので，１人でテーブルを２台使って，１列４名を２列

設けて，1室８名の形で行います。 

  委員   示されている広さとしては十分ということですね。前回はこの長テーブ

ルに１人ずつでしたか。 

執行機関   長テーブルを３台並べて，それを囲むように４名ずつ座り，１室 20 名

で先生がその間を指導して回る形です。今年度はそれを離して１人ずつ座

るようにします。 
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  委員   距離は十分とれますね。 

  委員   水農に行くときは大型バスですか。 

執行機関   中型バスです。申込時は子どもたちにマスク着用，熱中症予防の水分補

給以外，菓子等は食べられないというルールを文書で渡し，保護者にも確

認してもらうようにします。ただ，100 パーセント安全とは言えない中で

工夫したつもりですが，もう少し慎重に今年度の開催を見送って，来年度

の開催という委員のかたの御意見があれば，柔軟に対応いたします。 

  委員   過去のサマーキッズはどのようなことをしていましたか。 

執行機関   毎年，水農の体験学習と絵画教室，おもしろ理科先生などを開催してい

ます。 

  委員   水農はピザ作りや乗馬体験ですよね。冬休みはどちらかというと宿題の

ためという感じですね。 

執行機関   水農は，昨年は新型コロナウイルス感染症拡大で，おととしは国体の会

場になるということで，２年連続中止となりましたが，今年度は受け入れ

可能とのことでしたので，人数を減らして計画しているという状況です。 

  委員   どのくらいの応募がありますか。 

執行機関   私もまだ水農は経験していないのですが，非常に人気があると聞いてい

ます。絵画も申込受付時間には待っている人で埋まってしまうくらいです。 

  委員   中学校も修学旅行に行くということで，動き出してはいるので，やらせ

てあげたいなと思います。 

  委員   ワクチン接種が進んでくれば秋にはできると思います。 

  委員   ８月ですからね。微妙ですね。子どもの感染も出てきているようですね。 

  委員   見川中学校区のジュニアリーダーの研修は，７月に開催する予定で計画

が進んでいます。問題なのは参加者がどのくらいいるか，保護者の同意が

得られるかということなんですけれども。今のところ 50 名までは受け入

れられると考えて計画を立てていますが，どのくらい人数が集まるかで感

染対策をどうしようかという話になっています。場所が少年自然の家なの

で，送り迎えは友達と一緒ではなく，保護者が自分の子どもを送り迎えす

るという条件にしています。車の中での感染を危惧して，学校の方針とし

て自分の子どものみの送迎ということにしましょうとなっています。バス

で行くということですが，時間は 30 分くらいだと思いますが，窓を開け

るか，エアコンをつけるかという話になってきますね。 

  会長   中型バスは何人乗りですか。 

執行機関   30 人弱です。職員の席も確保しますので，閑散というわけにはいかない

ので，心配がないわけではありません。 

  会長   窓を開けて換気していれば大丈夫でしょうかね。 

執行機関   学校生活を考えると，子どもたちは対策しているとはいえ，朝から午後

まで同じ空間で過ごし，バスで遠足にも出かけているので，今回，水農に
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バスで行くのが無謀なこととは思いませんが，万全を考えると，今年度は

中止という選択になってしまいます。本日，委員の皆様の御意見もいただ

きながら，私の考えもお示しして，やめたほうがいいとなれば，今からで

も今年の開催を見送ります。 

  会長   この審議会は決定機関ではないので，あくまでアドバイスになります。

判断は市民センターになりますね。 

執行機関   サマーキッズの開催については，慎重にということであれば，中止とい

う選択が簡単なのですが，それではあれもこれも中止ということになって

しまいます。ニーズの高いものについては実施してみたいと考えています。 

  委員   私個人としては，子どもたちが疲弊している中で，少しでも屋外に出て

活動できるというのは，非常に良いことだと思います。中学校のジュニア

リーダー研修では，参加者に対して，２週間毎日検温をして記録票を提出

してもらうこととしています。それで問題がなければ研修に参加させると

いうことでやっているので，そういう形で一定期間健康状態に問題がない

という確認をして，当日，発熱等もなければ実施しても良いのではないか

と思います。 

  会長   それでしたら，そういった検温，マスクの着用，手指の消毒を徹底して，

密も極力避けるようにして，考えられる対策を万全にして開催するという

ことでどうでしょうか。もちろん状況にもよりますが，今の状況であれば，

水戸市は数人なので問題ないかと思いますが，今後また増えるという状況

になれば，もう一度検討していただくということで，実施の方向でよろし

いということでどうでしょうか。 

  委員   私はいいと思います。 

  委員   はい。 

  会長     委員はどうですか。 

  委員   サマーキッズスクールは水戸市以外からも参加者が来るのですか。 

執行機関   これまでは学区内の小学生を対象に実施していましたが，今回は梅が丘

小学校在籍の児童に限定したいと考えています。学年も４年生から６年生

の３学年のみです。 

  委員   もう理解できる学年ですね。 

  委員   ある程度対象を限定すれば，それだけ安心ですね。 

  委員   これは日帰りですよね。 

執行機関   そのとおりです。 

  会長   そういう形でできるだけ感染予防を講じて，先ほど  委員から話があ

ったように体温を測定して持ってくるというのであれば安全かなと考え

ます。マスクは当然するとして，人数も減らして，密を避けるということ

を徹底して，実施の方向で差し支えないのではないかという見解でよろし

いですか。当然，８月の上旬あたりに感染者が増えてきたという場合には，
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また改めて，最悪の場合は中止ということも考えていただいたほうがよろ

しいかと思います。 

執行機関   今日頂いた御意見を考慮しながら，消毒，マスク，定員を減らすことに

加えて，健康管理票を申込者に記録していただき，当日持参していただい

て問題ないという確認をして，最終的には最新の感染状況で感染者が増え

ている状況になれば，前日であっても中止という判断をしたいと思います。 

  会長   それでは，（４）について何かございますか。 

  会長   ないようですので，（４）については以上とします。 

  会長   続いて，（５）令和３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   （資料に基づき議事（５）令和３年度定期講座開設状況について説明す

る。） 

  会長   これにつきまして，何か御質問等ございますか。 

（異議なし） 

       それでは，（５）につきましては，以上とします。 

  会長   （６）その他について，皆様から，又は市民センターから何かございま

すか。 

  委員   貼り紙に夜間など消毒をしていない団体があるような内容が書いてあ

りましたが，何か問題があったのですか。 

執行機関   夜間休日等については，職員が不在になるので，消毒のセットをかごに

入れて置いておくのですが，未使用であることがあり，団体が自分で持っ

てきている可能性もあるので言い切れませんが，備品やスイッチ等の消毒

に御協力いただくために貼り紙をしています。 

  委員   かなり大きく貼ってあったので気になりましたが，注意喚起のためです

か。分かりました。 

  会長   あとは何かございますか。 

  委員   ホールの定員は今何名ですか。 

執行機関   50 名です。申請時に内容を伺って，互いの距離が確保できるよう指導し

ています。 

  委員   健康体操やフォークダンスなどは人数が多くなっているように感じま

すが，互いの距離の確保は全ての活動が対象ということですか。 

執行機関   そのとおりです。 

  委員   ヨーガに参加していますが，新型コロナウイルス対策で参加していない

かたもいます。 

執行機関   ヨーガなどは 30 名程度であれば密にはなっていません。 

  会長   他に何かございますか。 

  会長   ないようですので，全ての議事を終了いたします。 

執行機関   長時間にわたりまして，慎重な御審議，ありがとうございました。本日
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の皆様がたの貴重な御意見を踏まえ，今後，市民センター事業を展開して

まいりますので，よろしくお願いいたします。 

       以上をもちまして，令和３年度第１回水戸市見和市民センター運営審議

会を閉会いたします。 

 

 

 


