
様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

   水戸市赤塚市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   令和２年６月 30日（火） 13 時 30 分から 15 時 00 分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市赤塚市民センター  集会室 

 

４ 出席した者の氏名 

  (１) 委 員   

    小林 教人，直井 安希子，長谷川 恒，髙橋 みさ子，橋本 浩志，江間 淳 

 

  (２) 執行機関 

     飯村 博史，青柳 由美 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

  (１) 令和元年度利用状況について            （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) 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回水戸市赤塚市民センター運営審議会 

 

 

 



９ 発言内容 

 

会長    本日はお疲れ様です。 

      それでは，資料に沿って進めていきたいと思います。最初に（１）令和元

年度利用状況について，説明をお願いします。 

執行機関  （説明） 

会長    はい，ありがとうございました。続きまして，（２）令和２年度運営方針 

     及び重点目標についてもお願いします。 

執行機関  （説明） 

会長    ありがとうございます。令和元年度としての利用状況の説明と令和２年度

の運営の基本方針と目標について具体的に説明がありました。以上を踏まえ

まして，今までの運営状況ないしこれからの目標に対しまして皆さんからの

御意見，あるいは御提案をいただきたいと思います。何もないでも構わない

ですが，あまり固く思わないで，お願いしたいと思います。  委員，どう

でしょう。活動をみてきまして，あるいは今お話が後半にありましたけども，

重点目標あるいは運営方針について，何かございますか。 

委員    仕事の関係上，英会話講座の展開の度合いが気になっています。 

会長    今ようやく新型コロナウイルスも全国的にはちょっと静まってきていると

いうこともありますが，低いレベルで落ち着いている。だけれども，６月 17

日ですか，緊急事態宣言が解除されて以降，徐々に上がってきまして，東京

の辺りは毎日 50 人，60 人も出てきている。茨城もずっと感染者がなかった

のですけど，ここにきて１名２名と発生しているという状態でありますから，

今後のことはわかりません。やはり新型コロナウイルスの動き，状況を見な

がら，市もいろいろな方針を決めていく。それによって動いていくという形

になると思いますので，ある意味流動的というか，利用条件については日々

変わるということです。赤塚地区においては，各専門部がありますから，生

涯学習部が中心になって，まず部門ごとにどういうふうにやっていけばよい

のかというのを決めながら，あるいは全体の役員会で議論して，市の許可，

協力を得てという形の対応になるのかなと思います。 

      ただ，非常に流動的です。今言われているのが第２波，第３波が秋かから

必ずあるのではということです。そして，いざ状況が悪くなった時，そこで

またいろいろな利用制限が同じ形でかかってくる。 

委員    英会話の申込みは何人ぐらいあったのですか。 

執行機関  英会話の申込みは６人です。前回の短期講座に参加してくれたかたが５名,

新規のかたが１名でした。 

委員    教室は開けないのですか。 



執行機関  今のところは人数的に少なく，謝金をお支払いできないため，開講は難し

い状況です。 

委員    英会話については，前所長のときから募集を増やしてきて，４回目までや 

りました。昨年 11 月 20 日から２回，３回，４回と開講し，今年の２月 26

日までの開講だったということです。 

執行機関  ３月 11 日が中止になっています。 

委員    そうですね。４回やりました。会費を２千円いただいていて，1回５百円

として，４か月だけ。非常に人気もあったし，市民センターでやるものです

から，あまりレベルの高いネイティブの人でついていけなくてもしかたない

のです。だからちょっと簡単な，これからのグローバルの時代，ちょっとし

た会話を話して，相手の言うことも分かるくらいにしたいということで始め

たのです。内容も皆さんでクイズをするとかゲーム形式，あとは歌という形

で取り入れながら進めてきて，結構評判も良かったです。だから新型コロナ

ウイルスがなければこれは必ず参加者が多かったはずです。さっきの目標に

もありましたけど，今の時代に合ったニーズを取り入れるような形をという

ことで検討した結果，やったことですから，１年後はぜひ復活をしていただ

きたいと思います。 

会長    一緒にパソコン教室の話もあります。パソコン教室は 1回 500 円，体験教

室をやりましょうと，これも新しい試みとして，今の時代のニーズに合った

ものということで皆さんの要望があって始めたことです。段取りをよく組み，

１月 20 日にありました。講師はシニアネット水戸，水戸市でもいろいろやっ

ているかたです。市民センターのパソコン教室も何か所もやっているし，老

人福祉施設での開催もやっていらっしゃる先生で，専門スタッフを抱えてい

ます。だから，赤塚市民センターでも先生とアシスタントが３名，４名いら

っしゃって，皆さんが分からなかったら個別に指導する，対応するという体

制でやりました。最初の１回目だけしかできなかったのです。そのあと新型

コロナウイルスの問題が出てきたので。それで，１回目でなるべく成果を出

しましょうということで，わずか１回，２時間ではがきに写真を取り入れて，

あいさつ文をいれて，観梅のお誘いということができました。全部，丁寧に

指導のマニュアルがありまして，それに沿ってやるわけで，パソコンのスキ

ルを身につけるには非常にいい機会でした。これができるようになれば年賀

状もさっとできます。いちいち手書きしなくていいということで，ぜひとも

やっていきたいです。結果は中止ではなくて，とりあえず今のところ新型コ

ロナウイルスの問題が前半はずっと続いていくかもしれないので，９月，10

月，このあたりで見直しをして，後半にまた始めるかどうか，打合せをしま

した。なるべく，当初お話しした通り，こういう講座，教室，これは今のと



ころ少し沈滞気味になっているから新しいものを増やしていきたいと思って

いますので，ぜひ皆様，御要望があれば出していただきたいと思っています。 

委員    吹き矢教室は結局，評判は決して悪くはなかったのですが，やはり諸経費

が道具をそろえるのにそれなりにかかります。そうすると体験教室に来たか

たが，それらを準備するとだいたい３万円ぐらいかかってきます。後は毎月

の月謝，半年払いか一年払いかありますけど，それがかかってくるので，ち

ょっと悩むということになりがちです。そこで，前回このメンバーでも話し

合いしましたように，吹き矢教室よりもニーズは高いだろうということで，

パソコンとか英会話とか，こちらのほうを積極的に実施していくという形に

なりました。 

会長    それではで，次に  委員，お聞きしましょうか。何かありますか。 

委員    私も参加させていただいたことがありますが，市民センターの講座関係が

平日，日中が多くて，私の場合，仕事していますので，興味はあるけど実際

にはできないということが実態です。それで，夜間及び土日で講座ができる

といいと思います。そういう意味では市の好文カレッジでは講座等を受けら

れていまして，すごく活発です。休みにやっている，受けられる講座を受け

て，そういったものの中から地域にどう関わって下ろせるかというのを模索

している状況です。好文カレッジの生涯学習サポーターチャレンジ講座「さ

きがけ塾」を１年受講し,塾生として企画した講座を今年度５～６月に実施す

る予定だったのですが，やはり新型コロナウイルスの影響で中止になりまし

た。その関係で，その講座を今後どうするかということで私のほうも，一応

実施する方向を考えています。新型コロナウイルスに対応して，どう講座が

開けるかということで，中止になった講座は連続講座なんですが，それを２

回にするとか，いろいろな提案がありました。講座の回数を減らすとか，人

数を減らすとか，いろいろな対応をして今後取り組みましょうという方向で

進めているのですが，市民センターを利用するには部屋や人数等，行政から

の指示があると思います。例えば手指を消毒したり，使ったものを消毒した

り，いろいろ手間暇をかけないと安心して使用はできないです。そういう対

策を私たちがきちんと把握した上で，どういう状況だったらできるかという

のを考えていますけど，なかなか具体的には難しいなと思います。ただ，や

はり平日の日中となると，どうしても限られた人だけになってしまうのかな

という感じはします。そうなったらそうなったで，その人たちは別のほうで

受けていくのだろうと思いますけど，できれば私の力でできる講座とかがあ

ればいいなと思います。 

会長       委員から，全体の，そのようなお話をいただいたのですけれど，具体

的に，やはり夜間とか週末となると，講師の先生の都合も出てくると思うの



で，多分，市民センターでは職員が困るのではと思います。赤塚だけじゃな

くて他の市民センターでもそういうことになるのではないでしょうか。いろ

んな要素がからみ合う上，新型コロナウイルスの衛生問題で３密を避けると

か，そういった問題もあってなかなか難しい状況だと思う。 

委員    どこに行っても，現在は，行事とかは３密を避ける，新型コロナウイルス

だからということで，できる方向じゃなくて中止にする方向で考えられてい

ると思います。その中で，やはり必要と思うものもありますし，その状況で，

流動的であっても，ある程度計画して，やれることを考えるというのは，た

とえ中止になったとしても，その過程は重要な意味合いを持つと思いますの

で，私としてはできることを模索して実施することを念頭に置いて考えてい

きたいなと思っています。 

会長    たとえば  委員が，教室や講座として，どういったことをやってもらい

たいという希望を出していただいて，それを市民センターで先生，講師のか

たに聞いてもらう。前回と同じように対応できるか否か，そういうふうに対

応できるかどうかというあたりを検討してみないと，なかなか実施できない

と思います。 

委員    皆さんと同じですよ。太極拳をやってみたいとか希望はあります。ただ，

そういう機会がないとできないだろうと思います。 

委員    確かに，これからはですね，共働きとか，そういった時代になってくると，

お勤めも，例えば１つだけじゃなくて，兼業とか副業とかというような要素

がある人も出てくると思うのです。そうすると通常の時間ではどうしてもで

きない人はいるわけで，そういったきめ細かい対応というのもこれからは必

要になるかもしれません。 

委員    そうなっていけば楽しみだなと思います。考えてみたいと思います。 

委員    市民センターでも，そのあたりを頭に入れていただいて，企画をお願いし

たいと思います。 

会長      委員，いかがでしょうか。 

委員    水戸市で新型コロナウイルス陽性者が出て，いろいろな対応を考えながら

運営しなければならない部分で，市民センターも大変だなと思います。実際

にこうやって生活が新型コロナウイルスの影響を受けている中で，それぞれ

の新型コロナウイルスの影響の受け方は違いますけど，実際にちゃんとされ

ている人たちが，３密を避ける，手を洗うとか，そういうのが確実に浸透し

て，行動するのかという，今まで類のないことですから，しっかりやってい

かないといけません。例えば，今まで調理室を使ってそば打ちをやるという

ことで，そばの収穫に行ってひいてきたのですが，いろいろ制約が多すぎて

実際にはできないだろうということになりました。何をしても現在の状況で



は全部そういう形になってしまいます。この状況なものですから，やむを得

ない状況かなと言いながらも，そういう状況です。こういうものがあるのだ

けどどうかな，なんて言ってくれても，実行していくのは大変なのではない

かなと思います。 

会長    何の行事にしても，全部終わったら机を拭いたり，掃除したり，消毒した

り，いろんなことやりました。そういったことを全部準備して，感染に対し

て十分に準備したうえでやるのは結構です。 

会長    施設の使用状況というか，申込み状況はありますか。 

執行機関  はい，７月１日，明日からは３密を避けていただくとか，手指の消毒使用

した椅子机等の消毒清掃ですとか，そういったことを利用されるかたがたに

きちんと行っていただくという条件で，お貸しすることになります。 

会長    ちなみに，令和２年度の定期講座は，約 20 あるかと思います。その中で正

式に稼働が始まるというものはいくつありますか。 

執行機関  全部の定期講座が対象となりますが，生徒さんですとか，先生の都合でス

タートができていないところもあります。 

委員    カラオケは無理ですか。 

執行機関  感染防止対策をしたうえで，歌っていただくことになります。 

委員    つまりカラオケはできる。 

執行機関  はい，大丈夫です。マスクをちゃんとしていただいて，手指消毒もしてい

ただいて，使ったマイク等もきれいに消毒していただくということで許可し

ています。 

委員    気合いを入れるのに声をあげて飛沫が飛ぶでしょ。それで，前のほうはゴ

ーグルを着けるとか，そういう対策を取り入れている。やっぱり，あちこち

で苦労しています。 

委員    参加するほうは，マスクしてればいいかもしれないけど，主催するほうは

消毒薬品やら何やら全部準備してやらないとだめなのですよね。 

執行機関  消毒関連薬品，マスク，手袋もそうですけども，現在衛生管理を行う上で

必要なものがなかなか手に入らない状況です。市民センターが現在使ってい

る消毒用アルコールについては，水戸市保健所から分けていただいたものを

使っているという状況です。十分な量が確保されているわけではありません。

本庁でもいろいろと手配はしてくれていますが，購入に時間がかかっている

状況です。 

委員    ちょっと気になったのが，ぬりえ教室なのですけど，これは開けないとい

うことですか。 

執行機関  お申込みが１件もなかったので中止とさせていただきました。お問い合わ

せはあったのですけれど，残念ながらお申込みについては１件もありません



でした。 

委員    これも，この新型コロナウイルス騒ぎがなければ多分もうちょっと活発に

動きがあったのではと思います。 

会長    市民センターも，他の地区でどういうことをやっているのか，新しいもの

については，お互いに情報を流してもらう等があると，こちらも非常に察知

しやすいです。それと，定期講座や教室について，年度が始まる前の１か月

前頃にチラシを入れて宣伝しますけど，その１回だけじゃなかなか見ません。

途中で人数が少なくなる等，いろいろあると思うのですけど，年にもうちょ

っと，たとえば２，３回とか，宣伝の機会があってもいいのかなという気は

します。 

委員    ネットで宣伝した方がいいのかなと思います。 

委員    そうですよね。高齢者にも今はだいぶネットも普及してきています。でも

60 歳から 70 歳くらいのかたはネットを見ないかもしれないから，市の回覧

の中にそういったものを年に３回ぐらい入れて，回していただくこともあれ

ば，もっと宣伝効果があると思います。 

委員    市民センター専用のホームページができれば，そういうところでも流して

もらうと若い人は見ますよね。 

委員    回覧板よりもネットのほうが若い人にはいいのではないですか。 

委員    「赤塚市民センター」と打込みして検索するとホームページが出ますよ。 

執行機関  定期講座に関しては，好文カレッジのホームページでも情報を提供してい

ます。また，全ての市民センターにその情報を冊子にしたものが来ておりま

すので，他のセンターで何をどういうふうにやっているのかとか，そういう

情報は市民センター間で共有されています。なお，御要望があればいつでも

御覧いただけます。 

会長    わかりました。ここまででよろしいでしょうか。 

それでは，（３）の令和２年度の事業計画についてお願いします。 

執行機関 （説明） 

会長     ありがとうございます。皆様から御質問等ございませんでしょうか。 

委員    防災訓練についてはやらないということでしょうか。 

委員    いえ，７月の防災訓練は４月から準備しなければならないので，間に合わ

ないので７月の実施は中止しましょうということです。それは，まだ正式に

会議等が開かれていないので，会長さんたちには話はしていますけども，７

月 13 日に町内会理事会の会議を開きます。そのときに新型コロナウイルス

で中止になった経緯を説明しながら，今後，町内としてはどういう対応を望

むかとかニーズを聴いていきたいと思います。学校で大々的にやらなければ

いけないものばかりではないと思うので，少人数で，例えば動ける人を育て



ていくとか，救命救急とか，受けたけれども実際は何もやってないから，い

ざとなったらできないというような人を対象に，まるっきり新しい人たちを

集めてじゃなく，経験者のみの形で実施はできないか等を検討します。後は

実施するにあたって消毒することなどは今後どうしても必要だと思います。

大変だけれども，そういったことを含めてみんなが認識してもらえればいい

のかなと考えています。私も学校給食をやっていた関係上，消毒は常にうる

さいくらいにやっていましたが，慣れてしまえば大したことないです。だか

ら，みんなが知っていけば新型コロナウイルスであっても何であっても，対

応はできると思います。心配ばかりしないでも，その中でいかに生きていく

かというような提案はできると思いますので，それは考えていきたいと思っ

ています。どういう形になるかは分かりませんけども，それは皆さんと一緒

に，こちらである程度，案を考えてから提案していきたいと思いますので，

よろしくお願いしたいと思います。 

会長      委員から，防災事業について，規模を縮小するなり，特定のものに絞

ってやろうということでした。そういった形にするにしても，一応，本部と

しては防災事業ということでいいかなと思っています。それでは皆さんから

他になければ，（４）のその他について何かお話があればお願いしたいと思

います。 

執行機関  ただいまの  委員のお話にも関連してくるのですが，運営方針・重点目

標の中の１の（３）に地域防災活動との連携ということでうたっております。

今年度，この新型コロナウイルスの関係で避難所の運営方法も変わってまい

りました。そういったことも含めて，関係各所と連携して，教室みたいなも

のができればと思っております。実際の避難所の運営となりますと地域の皆

さんに御協力いただくことから，研修等を考えていければと思います。 

委員    発電機などの使い方もわかりません。 

執行機関  市民センターの発電機は，ガスカートリッジを使うタイプの発電機で，こ

ちらを２台常備しています。 

委員    ガスボンベにしたって，保管年数が経つと困るのではないでしょうか。 

執行機関  水戸市の備蓄品に関しましては，定期的に確認，交換をしております。ま

た発電機については，ガソリンを使うものよりメンテナンス等が楽になって

おります。何よりガスカートリッジは長期保管ができます。 

委員    給水タンクの組立ては，正直，納品されたときに，皆さんである程度教え

てもらいましたが，ある程度頻繁に研修しておいて，災害がきたときに，誰

もが組立てできるようにしておかないと困りますね。 

執行機関  はい，1人では持ち出しも組立てもできませんので，皆さんに手順を覚え

ていただければありがたいです。 



委員    そういうことをやっていかないと，緊急時にどこに行って，誰がどういう

ふうに組み立てるのかということの段取りもできないで，ただ物があります

という状態で緊急時に利用できないのでは問題になります。 

委員    それとＡＥＤについても，年に一度だけでは覚えきれません。そのときは

覚えた気でいても忘れてしまいます。 

委員    市民センターにＡＥＤはありますか。 

執行機関  もちろんございます。市民サロンの壁に１台設置しております。利用者が，

倒れた場合には対応してまいりますので，御安心いただければと思います。

ただ，皆さんに使い方は覚えていただいた方がよいのかなと思います。例え

ばこの御近所でＡＥＤを備えているところが何件あるのか。そういったこと

も防災組織として調べておくのも一つなのかなと思います。もちろん市民セ

ンターにはありますけども，土日夜間，利用がなければ開いていませんので，

使いたくても使えない。そのときにどこにあるんだということを，やっぱり

皆さんで学んでいただくことが必要なのかなと思います。 

会長    ちなみに赤塚小学校では何台ありますか。 

委員    １台は校庭から入ってすぐ使えるようになっており，真ん中のところにつ

いていますので，学校が開いていれば，いつでも利用できます。ただ，今，

安全面を考え施錠していますので，いつ来ても入れますよという状態ではな

いです。 

委員    いつでも御自由に使えますよっていうわけにはいかないのですね。 

会長    赤塚地区として，どういう施設がＡＥＤを備えているかっていうのはマッ

ピングして作るっていうことは大事かもしれませんね。一応，今日提案しま

す。他にございませんか。 

委員    定期講座募集一覧を見ていて思ったのですけども，募集はしているのです

が，いつも欠員人数です。総数じゃなくて欠員というか，募集は何名という

だけの募集です。結局，そこで今までの人が中心だから，新しい人が入りに

くいっていう意見がありました。個々の数字を見たときにそういう関係は感

じますよね。普通。なかなか今，まちづくりのほうでもそうなのですけど，

大きい場所を借りたいっていうと，いつも埋まって借りられないから，いろ

んな事業が組めないっていうのも確かに事実です。今年がいい機会なのかな

と思うので，ちょっと検討していただければいいかなと思いました。 

委員    現実に講座とかクラブ活動で，新しい人が来て非常に溶け込みにくい，な

じみにくいという話を聞いたことがあるのですね。 

委員    あるなしにかかわらず，募集の時点でそう感じてしまいます。 

委員    今の募集のやり方では，実際にそういうことってあるのかなって，思った

のですね。 



会長    他にございませんか。なければ市民センターからも特にないというような

状況ですので，以上をもちまして，終わりにしたいと思います。 

執行機関  本日は，委員の皆様がたから貴重な御意見を頂戴しまして，ありがとうご

ざいました。今後の企画，運営にいかしていきたいと思います。それでは以

上をもちまして閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

 


