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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 

   水戸市赤塚市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   令和３年２月 26日（金） 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 

    飯島 裕 ，青柳 由美 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

  (1) 令和２年度施設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 

   なし 

 

８ 会議資料の名称 

   令和２年度第２回水戸市赤塚市民センター運営審議会 
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９ 発言内容 

執行機関   本日は,お忙しい中御出席賜りまして,誠にありがとうございます。 

      ただいまから令和２年度第２回水戸市赤塚市民センター運営審議会を開 

会いたします。 

それでは,次第に従い議事を進めさせていただきます。 

       議事の１番,令和２年度施設利用状況及び事業報告について御報告致し

ます。 

       令和２年度の利用人数でございます。合計で２月現在 4,939 人です。 

５月は０になっておりますがこれは,全市民センターが使用禁止になっ

ていた月でございます。令和元年度は 12,602 人でございましたので約 40

パーセントとなります。赤塚学区の常住人口ですがどのくらいあるのか,

令和３年２月１日現在で 4,444 人。令和元年度は 4,467 人です。大差はあ

りませんが去年の段階では少なくとも３人に１人の人が利用されていた。 

       赤塚市民センターに限らず全センター34か所ございますが,多大な影響

を与えているということです。センターに限らず,学校行事,地域事業,生

涯学習関係,全てにおいて影を落としている状況であります。今のところ

解除となりましたが,この先どうなるかはわからないです。 

             続きまして３ページ,部屋別の利用状況でございます。去年と比較した

方が分かりやすいと思いますが昨年の合計が1,045件,今年は514件,約半

分でございます。 

              次に令和２年度事業報告でございますが,ほぼ中止になっております。 

      こちらに関しましては,新型コロナウイルスが収束してきましたら再度検

討しまして活動してまいりたいと思っております。ここまでで何か質問等

はございますか。 

会長    子育て支援事業では合計 50 組となっていますが,これは何かイベント

の合計も入っているということですか。 

執行機関  クリスマス会は人数制限がありましたが，その人数も入っています。 

会長    定期的な人数も入っているのですか。以前は月２回でしたか。継続して

やっていたのですか。 

執行機関  はい今年も開催できた月はありましたから。 

委員    私は見守りボランティアをやっているのですが，センターが閉鎖の時は

中止しましたがそれ以外は一回につき４，５組くらいの参加はありました。

毎回朝，おもちゃなど全部消毒してやりました。 

会長     いろいろ中止になっていた中で，一部やっていたところもあったのです 

か。 

執行機関  はい，あります。ただ，声を出す団体，カラオケ，コーラス，詩吟も入
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りますが，これに関しましては密にもなりますし，お断りしておりました。

クラブの内容によって運動系等もお断りしました。 

会長     市民センターのクラブは 20から 22くらいあったと思うのですけれど，こ

の中でいくつくらいやっていましたか。 

執行機関  こちらで中止をお願いしたところもありますが，特に歌うクラブは密にな

ってしまうもので，自主的に中止していたところもありました。８割くらい

今月はやめますと連絡がきた月もございました。 

会長    パソコン教室と英会話ですが，４月からできなくなって先生からも見合わ

せましょうという話でした。市民センターの利用禁止が解除になったのは５

月からですか。 

執行機関  ６月からです。 

会長    それからは，いくつかのクラブは活動したのですか。 

執行機関  全面的に解除になったわけではないです。歌とかは控えていただきますと

いう，一部解除という形です。 

会長    分かりました。 

執行機関  地区によってはカラオケとか盛んな地区もございますから，説明に苦労し

た所長もいたみたいです。 

会長    ここはないですね。とんぼ玉，フラダンスとかはやっていたのですか。 

執行機関  自主的に見合わせるという事もございましたが，こちらからお断りすると

いうのはございません。グレーゾーンというか線引きが難しいところはあり

ます。 

会長    予定を組み入れたのはいいが，やはり３密を避ける等対策が難しく，透明

性をもって堂々とやるのが難しい状況でしたね。 

執行機関  あとは高齢者の団体ですね，解除になってできるようにはなったものの一

部の参加者からこういう時に開くのはどういう事かという事で中止になっ

たのもありました。どうやって意見をまとめればいいのか，難しいです。 

会長    分かりました。 

執行機関  続きまして，令和３年度の定期講座についてです。一部訂正がございます。

編み物ですが，会費の方は０円という事になりましたので訂正をお願い致し

ます。 

会長    編み物は講師の先生はいないのですか。 

執行機関  ３月いっぱいでお辞めになります。後は残ったかたたちだけでやるという

事です。 

会長    先生は決まっていないのですか。 

執行機関  今のところ先生は立てないで今までのかたたちだけでやりたいという事

です。 
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委員    何人くらいいるのですか。 

執行機関  10人くらいいらっしゃいます，辞めるかたも2，3人いらっしゃいますが，

たまに先生も顔を出していただけるという事です。 

      編み物は意外と他の地区でもないのですよ，先生を立てたいという話はあ

るのですが，だいたいは他の地区の先生もやっているということです。なか

なか編み物の講師はいないのです。他にも和裁，洋裁もいないのです。 

      魅力のある講座というのはどういうものか，市民センター，昔は公民館が

始まった時から言われていますけれど，一時期ブームになった読売の講座と

かありましたよね，ものすごく人気がありました。しかしそれも低迷し，そ

の一部の人が市民センターに流れてきました。確かにいろんな講師のかたも

いました。 

      その中で余暇を自分のために，余裕があって初めてできる部分があります

ので限られたものの中で自分が好きで条件に合ったもの,最終的に自分で金

額を払ってできるものになるのかなと思います。 

      話がそれましたが，６，７ページについて他に質問等はござませんか。 

会長    他に候補とか希望は出ていないのですか。 

執行機関  今のところないです。新型コロナウイルスの影響で余裕がないというとこ

ろもありますが，これが落ち着いてきたらその可能性もあるかと思います。 

会長    この中で英会話ですね，昨年は中止になりましたが，この間先生に確認を

取ったのですが，皆さんの希望があればまた予定に組み入れてやっていただ

けるという事です。新型コロナウイルスの影響でどうなるかは分かりません

が，とりあえず予定に入れていただきました。 

            後はパソコン教室です。３月１日から今７回目ですが，今 12 名程いらっ

しゃいます。とても活気がある。皆さん積極的です。期待していらっしゃる

のではないかと思っています。 

      赤塚中の審議委員会で聞いたのですが今年度からChrome bookを授業の中

で使う，１人１台でやるという話ですけれども，赤塚小ではどうですか。 

 委員    大体準備は整っています。本体は一人一台入っています。まだ配線が終っ

ていない，今土日も使って工事をしているところです。何とか３月で終わら

せたいところです。 

執行機関  Ｗｉ－Ｆｉで。 

  委員    はいそうです。 

会長    ここのところ急にデジタル化といいますか教育もリモートなんかも進ん

でいますね，授業でもどんどん取り入れている。子供たちも２，３年たった

ら英語もそうだけれど，基本は身についてきます。それをやってこなかった

60 代 70 代は取り残されますね，お金の支払いもペイとかね。 
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執行機関   お金の支払いにつきましては今三種類ですかね，仮想通貨，カード，ペ

イですね。でもどうしても使い慣れているカードくらいですかね。 

会長   読売新聞を読んでいるかたは知っていると思いますが，教育の中でもデジ

タル化を取り入れていますよとありますが，ただ良し悪しもありますね。映

像も音響も出てきて受け身の授業になってしまうと，自分で読んだり書いた

りした方が身につくのではないかと，そういうことも書いてありました。そ

ういうことも我々も認識していかなくちゃならないですね。 

執行機関  確かに漢字は書けなくなりましたね。 

会長      委員何かございますか。 

委員   デジタル化という事はわかるのですけど，地域のコミュニティを考えた時

に必ず落ちこぼれは出てきますよね，私も職場で使っていますから便利な部

分は分かりますけれど，全員ができるわけではないですからそれをどうやっ

て周りに周知していくか考えるのが地域コミュニティなのかなと考えます。 

     こういう中でもできる人がまとまって情報を取って地域にどうお知らせし

ていくかその対策を考えることが大事なのかなと。 

      つながりが今取りにくいので，昔は平気で電話とかできたのですけど今は

メールが普及して電話があっても電話しにくいですね。お手紙を出す方法も

ありますが，今紙を減らすという方向もありますし，いろんな感覚が変わっ

てきているので。 

      この間の地震の時も周りはどうしているのかと。ここは何もなかったので

すが，こういう立場にいますとどこでどう対応したらよいのか。情報の共有

をセンターが中心となっているので，それをどうやってまんべんなく地域に

発信していくのか。地区会長さんは毎年変わるので難しいと思うのですけど，

ポイントポイントで必ず情報が取りやすい人，つなげていく方法を考えてい

かなきゃならないですね。 

      今あったようにパソコンやリモートで連絡できる仕組みを作っていくの

が大事なのかなと。 

会長   確かに地域の活性化，住みよいまちづくりという意味においてはそういっ

たことをやっていくのに60代70代の高齢者になるとパソコンやメールの打

ち方もわからない，LINE もできないかたはいっぱいいるわけで，全部徹底

してやるには市民センターを拠点として教育していかなければならない。先

頭に立って協議していかなければならない。具体的には市民センターやふる

さと赤塚のホームページを作ろうという動きもありますが，あってもパソコ

ンがなければ使えないですよね。 

委員   地区に何人か定期的に把握すれば，そこから広がる方法，これからは町内

会議とか意味合いが変わってきますよね，今までは地区会長さんが地区に落
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とすってことはなかったですよね，でもこれからはデジタル化，情報の収集

が変わって来るのであれば逆にアナログな方法をどう充実していくのかも

大事なんじゃないかと。 

会長    住みよいまちづくりとか防災とかネットとワーク作りとか徹底するのは

非常に大事なことです。大きな構想としてはこういう流れがあるなかで実際

それを下にどう浸透させていくのか今後打合せの中で必要なことになって

いくのかと思います。 

委員    今までみたいに多く人を集めるのではなくて逆にこれからは分散してい

く形，内容を含めてポイントポイントで。防災訓練を一通りやってきました

けれども１つの目的をもって赤塚小学校ともすり合わせをして今回はこう

いうテーマで防災訓練，それは人数を増やすのではなく，充実性。実際に知

識を持って動けて指示できる人が増えれば一般的に動けない人でももっと

動けるように，協力してもらえるように。とにかく動かせる力がこれからは

必要です。 

会長    住みよいまちづくりについては具体的になんの道具がどこにあって，どう

やったら動くのかというネットワークがありません。こういったものも構築

していかなければならない。 

執行機関  補足いたしますと，水戸市の防災訓練で種目別，目的別の防災訓練はあり

ます。行っている地区もあります。１つは避難所の訓練をやったのです。 

     危機管理課も個別の訓練も認めますと，その中の一環としていいのではない

かと。 

私はここに来る前常磐にいたのですが，ちょうど台風の時に常磐では避難

者はいないのではないかと思っていたのですが千歳橋の方,１丁目２丁目の

かたたちが避難してきました。隣接の柳河は避難所にはならないので他に移

ってくれと，それが新荘，常磐，五軒なのです。 

会長    柳河に行って水が上がってきてから避難しろと言われても橋が渡れない

ですよね。初めからそこに設定しているのがおかしいです。 

執行機関  水戸で避難所にならないのは下大野です。あと上大野ですね。すぐ後ろが

那珂川の水門ですから。 

会長    とりあえずそこに集まってという事でしょうか，学校がありますからね。

浜田の方はみんな土地が低いですよね。 

執行機関  小泉地区はやっと堤防ができましたからね，今の堤防はスーパー堤防と言

って２重になっています。国田の方から順にきて今整地が始まりましたね。 

会長    それでは時間の関係もありますので次に行きましょう。       

執行機関  今回は参考として水戸市市民センター条例，条例施行規則を付けました。

資料として手元に置いておくのもいいかと思いまして添付いたしました。併
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せて市民センター使用申請書，許可書も添付してありますのでよろしくお願

い致します。 

会長    他に赤塚小学校の方からは何かございますか。 

委員    今までも小学校の行事では地域のかたがたに協力していただいてきまし

たが，これからもその都度御相談させていただきながらやっていきたいと思

っております。 

会長    小学校，中学校もコミュニティスクールといってお互いに協力しながらや

っていきましょうというのが基本姿勢ですからね，市民センターもそうです

が，草刈りとか何かありましたら言っていただければ協力したいと思います。 

委員    １つ良いでしょうか，市民センターの定期講座でこれからも新型コロナウ

イルス対策をとってやっていくとは思うのですけど，来年度も同じ定員数で

やるのでしょうか。 

執行機関  子ども習字に関しましては半分の人数にさせていただきました。10 時か

らが８人，11 時からが８人です。そのため先生にお支払する謝金の関係で

会費が少し高くなってしまいましたが，教材費は今年からお手本は先生に書

いていただくことにしましたので，1,000 円を集めることになりました。 

      他のクラブは減らしたところはないです。 

委員    今後，市民センターを利用したい場合には，やはり密を避けるという事で，

人数的には今まで通りにはいかないのでしょうか。 

執行機関  今まで通り新型コロナウイルス対策をして使用してくださいという事で

す。臨機応変にやっていくしかありません。 

委員    今まで通り３密を避けてという事ですね。 

執行機関   その他の(１)なんですが，他の市民センターでもここ２年半運動会とか， 

全く経験のない所長が増えている。未経験の人が下から上がってくる。かな

り苦労すると思います。地区もそうですね，まつりとか果たしてできるのか

と。地区の会長さんとか，スポレクの部長さんも心配しています。今まで以

上に連携を取っていかないと。 

会長     市民センターの事情も分かりますがやりくりしていただいて，地元の自治

会も高齢化していますからね，辞めたいとか後継ができなくて苦労している。 

      お互いに顔ぶれが変わるかもしれないが新しい形で協議しながらやって

いくと。いずれにしても市民センターを拠点としてそこにみんなが集まって

協議しながらやっていく姿勢は変わりありませんから，新型コロナウイルス

で体制も変わると思いますし。 

      会長は若い人がやっているところもありますよね，思い切って 40 代，50

代の人にしてもいいのかなと，みんなでサポートしてやってくと。やっぱり

70 代，80代でやっているときついですよね。 
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執行機関  去年，五軒と常磐で２回夏祭りを経験しましたが夏に２回はさすがにきつ

かったですね。 

会長    なんせ高齢者は３人に１人，そういう年代になりますから大変ですよ。 

      思い切って若返るのもいいのかなと。 

委員    草刈りでもほとんどその年代ですからね，ここのところは若い年代のお父

さんお母さんもだいぶ増えてきてはいますね。  

委員    行事に参加する人は増えていますよね。 

委員    みんなで声を掛け合ってみんなの学校だという意識をもって協力してや

ってほしいですね。    

会長    私も今回ふるさとの広報にも書いたのですが，本当は小学校，中学校のＰ

ＴＡのかたにどんどん参加していただけるのが１番いい。 

      もう１つ考えているのは地域の活動に中学生くらいから参加していただ

いて，お手伝いとか，サポートですね。地元の中学生，高校生に参加しても

らいたい。 

      前回のお祭りの時に茨大生に来てもらったのですが，かなり皆さん喜んで

その周りに輪ができていた。そこも考えてやっていった方がいいのかと思い

ます。 

           他に何かございますか。なければ時間となりますのでこの辺で終了とさせ

ていただきます。本日はありがとうございました。 

 
 


