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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    水戸市堀原市民センター運営審議会 

 

2 開催日時   令和３年７月１日 (木) 午前 10 時 00 分から午前 10 時 40 分まで 

 

3 開催場所     水戸市堀原市民センター コミュニティルーム 

 

4 出席した者の氏名 

 (1) 委員     山内繁, 山﨑百合子, 江幡和代, 宇梶孝, 飯田孝男, 大内みち子 

 (2) 執行機関   加藤木長生，進藤美幸 

 (3) その他    なし 

 

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年度利用状況報告について（公開） 

(3)  令和３年度事業計画について（公開） 

(4)  令和３年度定期講座募集結果について（公開） 

(5)  令和３年度運営方針及び重点目標について（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回水戸市堀原市民センター運営審議会 

 

9 発言の内容 

執行機関 ただいまから令和３年度第１回水戸市堀原市民センター運営審議会を開催いた

します。本日は，お忙しい中，御出席をいただきまして誠にありがとうございま

す。委員の皆様には，市民センターの運営等につきまして，率直な御意見等いた

だきますようよろしくお願いいたします。  

それでは，会議に先立ちまして，出欠の報告をいたします。本日は，委員６名

のところ６名の方に出席をいただいておりますので，会議が成立していることを

御報告いたします。  
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続きまして，会長挨拶。＿＿会長お願いいたします。 

会  長 おはようございます。本日は雨の中，何かとお忙しい中，市民センターの運営

審議会にお集まりをいただきまして，誠にありがとうございます。日頃から，皆

様方には当センターの事業に何かと御指導いただきまして感謝申し上げます。本

日は令和３年度の第１回目の運営審議会になります。今年はセンターの所長も変

わりました。新しい視点で，市民センターの運営が変わるかと思いますけれども，

今日は各々の意見を出していただければと思っております。よろしくお願いいた

します。 

執行機関 ありがとうございました。次の議事につきましては，水戸市市民センター条例

第12条の規定に基づき，会長に進行をお願いいたします。 

議事録署名人につきましては，慣例により，＿＿会長と＿＿副会長にお願いし

たいと思います。  

それでは，会長お願いいたします。  

会  長 それでは，水戸市市民センター条例の規定により議長を務めさせていただきま

す。皆様方の御協力をお願いいたします。審議会の資料に基づきまして，議事に

入ります。 

まず，議題（１）の令和２年度行事報告について及び議題（２）の令和２年度

利用状況について，事務局より説明願います。 

執行機関 （令和２年度行事報告及び令和２年度利用状況について説明） 

会  長 ありがとうございました。 議題（１），（２）について，説明がありましたけれ

ども，これまでのところで何か御意見ありますでしょうか。 

特にないようですので，先へ進みます。（３）令和３年度事業計画について，（４）

令和３年度定期講座募集結果について，（５）令和３年度運営方針及び重点目標に

ついて，事務局より説明願います。 

執行機関 （令和３年度事業計画，令和３年度定期講座募集結果，令和３年度運営方針及

び重点目標について説明） 

会  長 ありがとうございました。一通り説明がありましたけれども，これまでのとこ

ろで，何か質問等ございますか。 

一つ一つ見ていきたいと思います。まず，事業計画についての御意見はござい

ますか。 

６月までは既に実施されたものもありますね。夕涼みのつどいはどうでしょう

か。 

執行機関 夕涼みのつどいについては，開催する方向で検討しているところです。住民の

会の生涯学習部で，先週，部会で打合せを行いまして，今日の夜も集まって打合

せをする予定になっております。 

会  長 市民運動会は日にちが入っていませんね。 

執行機関 10月10日の予定です。 
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＿＿委員 日曜日です。11日のスポーツの日が７月に移動していますから，予備日なしで，

雨だったら中止になります。運動会の実行委員会もまだ開催されていません。オ

リンピック次第です。 

会  長 ミニ火の国まつりについても，実行委員会の打合せをしていません。 

＿＿委員 ミニ火の国まつり実行委員でお話をしましたということで，何回かやるのでし

ょうけど，概略についてお話をいただいております。昨日，＿＿さんが，結果的

に５年生と６年生と金管バンドの参加ということになったので，保護者宛ての文

書を夕方持ってきてくれて，今日配布することになっています。 

＿＿委員 早く連絡しないと学校が休みになってしまう。 

会  長 今年は終業式が早まっています。７月20日でしたか。 

＿＿委員 ７月20日です。 

市民運動会は１日かけてやっているのですか。 

＿＿委員 いつもですと，９時開会式で２時頃までです。 

＿＿委員 前の全員参加のときはそうです。それで，自由参加になって半日になりました。 

＿＿委員 お昼で終わって，そこから片付けです。 

＿＿委員 お弁当は用意しませんが，お昼ちょっと過ぎぐらいまでです。 

＿＿委員 だいぶ早くなりました。雨が降れば中止になるのですね。 

＿＿委員 今回はそうなります。今までは順延もありました。 

会  長 行事もどんどん変わっていくと思います。 

次の定期講座募集の関係で何かありますか。会員が減っているところもありま

すね。 

＿＿委員 令和３年度募集されている定期講座は，ほとんどのところは開始しているとい

うことですよね。 

執行機関 まだ開講できていないところもございますが，ほとんどのところでは開講して

おります。一つのクラブはまだ開講できていません。別のクラブでは，一度集ま

ったのですが，新型コロナウイルス感染症が落ち着くまで様子を見ましょうとい

うことになっています。 

＿＿委員 50人も集まったときは，１部，２部に分けているのですか。 

執行機関 比較的人数の多い太極拳，卓球，指圧クラブについては，前半後半という形で，

入れ替えで行っている状況です。もう少し新型コロナウイルス感染症が落ち着い

てくれば，一度にできるようになるのかもしれませんが，今の時点では，分けて

やっていただいている状況です。 

会  長 健康体力づくりはどうですか。 

執行機関 １回で行っております。 

会  長 運営方針，重点目標についてはどうですか。だいぶ具体的な取組が書いてある

ようです。現代的課題を取り扱った講座については，何か考えていますか。 

執行機関 今年度につきましては，新型コロナウイルスのこともございますので，状況を
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見ながら検討していきたいと考えております。 

会  長 去年と比べると意欲的に書かれていますので，期待するところです。 

＿＿委員 地域防災活動との連携の関係ですが，災害が起きたときの不安といいますか，

よく分かっていないのですが，市民センターは障害のある方の避難所になるので

しょうか。 

執行機関 避難行動の要支援者ということで，一人暮らしの高齢者，障害者，介護の認定

を受けている方など支援が必要な方を受け入れることになっています。 

＿＿委員 一般の方は小学校の体育館。その場合に，センター長はどちらにいらっしゃい

ますか。 

執行機関 市民センターにいます。 

＿＿委員 その場合，小学校で校長先生がいらっしゃるときはいいとして，いないときと

か夜間とかの運営はどなたがされるのか。 

執行機関 市から担当の人が各避難所に派遣されて運営を行うことになっています。 

＿＿委員 ここの避難所には，この人とこの人みたいな感じですか。 

＿＿委員 この前，各学校にお名前の入った名簿が届きました。３名の方です。急遽，学

校の門扉の鍵とか体育館の鍵を貸してくださいということで，それでコピーを作

るのでしょう。学校だけが持っていたのでは，担当の人が来ても，すぐに開けら

れません。 

＿＿委員 活動は夜中かもしれません。 

＿＿委員 そういうことで，鍵をお貸ししている状況です。水戸市内全部です。先々週の

校長会のときに，鍵を持ってきてくださいということで，防災・危機管理課の担

当の人に鍵をお渡ししている状況です。 

会  長 それで合鍵を作って担当の人に持たせるのでしょう。 

＿＿委員 そうだと思います。学校は，普通は門扉を閉めていますし，体育館も鍵をかけ

ています。 

＿＿委員 避難所はセンターという頭がある。お話するときは，一般の人の避難先は小学

校ですよと言うのですけれど，なかなかピンとこない感じです。 

執行機関 一般の方と要支援者の方の避難先が違うということが，どこまで浸透している

のか，難しいと思う。 

＿＿委員 本当に詳しくて，インターネットで検索しているような人は分かるかもしれな

い。大雨のときに，堀原地区でも，水害になる場所があると聞いている。その方

が避難する所はどこですかというときに，例えば，水害があったところ，国田と

か飯富などで避難指示が出たら，要支援の方と一般の方の避難所が設置されるの

でしょうけど，ここの地区の場合，大震災以外にあまりイメージがない。ごく少

数の方が水害の被害を受ける可能性があるようで，その場合にどうなるのでしょ

う。センターは要支援の方，学校は一般の方ということですね。 

執行機関 そういう区分けになっています。もし違う場所に来てしまった場合は，そのと
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きの状況にもよると思いますが，それぞれ本来の避難所に誘導することになりま

す。 

＿＿委員 大雨で一斉に避難指示が出た場合，堀原の場合，家にいる人は多いと思うけれ

ども，避難する人はいなくはない。不安だから避難所に来る方もいる。センター

は要支援の方，学校は一般の方が集まってくださいということが一般的なパター

ンですか。 

執行機関 原則としてはそうなります。実際の災害時には，そのときの状況で対応するし

かないと思ってはいますが，原則としては，要支援者の方は市民センターで，一

般の方は小学校でという区分けになっています。 

市民センターについても，災害時の応援ということで，避難所指定動員の職員

が３名，近隣に住んでいる方が指定されています。避難所が開設された場合には，

応援に来てくれます。 

＿＿委員 そうすると，センターの所長は何が何でも来なくてはいけないということでも

ないということですね。 

執行機関 所長は来ることになると思います。それ以外に応援の職員が決まっています。 

会  長 運営方針についてはいかがでしょうか。 

特になければ次にまいります。その他について事務局から説明願います。 

執行機関 市民センターを利用するときに，利用後に照明を消しましたか，エアコンを消

しましたか，窓を閉めましたか，そういった項目を確認してチェックを入れたも

の，使用確認表というものを提出していただいております。時々，照明の消し忘

れ，エアコンの消し忘れ，窓の閉め忘れ，窓の鍵の閉め忘れ等がございます。昨

日も，定期講座の代表者を集めての代表者会議がありまして，こうした話をさせ

ていただきました。皆様が市民センターを利用する際にも，注意をしていただけ

ればと思います。以上でございます。 

会  長 その他のところでは，センターから使用確認表の提出に併せて，戸締り等の確

認の話が出ました。そういうことで，注意していただきたいと思います。 

一通り議題については終了したわけですけれども，令和３年度のセンターの運

営方針，または全体的に何かありますか。センター所長も変わったということで，

この際いろいろとお願いしておくといいかもしれません。 

＿＿委員 図書室の利用はどうなっていますか。以前は小学生がよく出入りしていました。

今はどうですか。出入禁止にしているのですか。 

執行機関 出入禁止はしていません。今も学校帰りに来ている小学生もいます。ゲームは

ダメということにしていますので，勉強したり，本を読んだり，お話したりで，

時々利用はございます。 

＿＿委員 利用後の消毒とかは，小学生はやらないですよね。 

執行機関 そういう場合は，センターで対応しています。 

＿＿委員 本の消毒はどうですか。 
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執行機関 本の消毒はしておりません。 

＿＿委員 入室時の手の消毒の徹底はどうでしょう。 

＿＿委員 学校では，一日中やっている感じです。教室の入口にも，中にも置いてありま

すし，外から入ってくるときは当然ですけれども，給食などのときには必ずやっ

ています。 

＿＿委員 ワクチンが開発されても治療薬が開発されても，このままマスクの生活が続く

という噂もあります。どうなるか分かりません。センターは地域の拠点だから，

利用の人数制限があるのは，いろいろな面で非常に厳しい。集まるといっても，

多人数で集まれないというのは厳しい。 

＿＿委員 堀原地区は，前の場所と比較して，特徴はありますか。こういうところが足り

ないとか，こういうところを改善してもらいたいとかはありますか。 

執行機関 全体的には，それほど大きな違いはないのかなと思います。各小学校区に市民

センターを設置しておりますが，地域によってそれほど大きな特徴はないと思い

ますが，堀原地区は地域の方のやる気といいますか，いろいろなことに対する関

わり方が積極的だと感じています。 

＿＿委員 堀原は忙しい地区だということを言われてきた人が多いと聞きます。やっぱり

忙しいですか。 

執行機関 行事的なものは多いと思います。ここのところは新型コロナウイルス感染症の

影響で，できていないものも多いと思いますが，行事的なものは多いと感じてい

ます。 

＿＿委員 土日も駆り出されて，センター所長はたいへんですよね。 

執行機関 それが市民センターの仕事だと思っています。  

＿＿委員 土曜日閉めるようになったから，ずいぶん違うのではないですか。前は土曜日

も開けていました。 

執行機関 土曜日を閉めていますが，それで御不便を感じたりはしていないでしょうか。

土曜日に地区の会議等をやっていると思います。 

＿＿委員 開けてもらった方がいいような気はしますけれども，あまり関係ないと思う。

平日の夜でも同じことです。 

会  長 最初はちょっとどうかなと思ったけれども，もう慣れましたね。 

＿＿委員 いてくれたのに，いなくなるのはちょっと寂しい感じです。 

＿＿委員 コロナの状況によって，行事予定も変わる。流動性があるということですね。 

会  長 そうでしょうね。 

＿＿委員 運動会だって，オリンピック，パラリンピック次第でしょうね。 

会  長 行事をやれば，どうしても多少は密になる。そういうところで，やるやらない

の判断が出てくると思います。今年を含めて，しばらくはこういう状況が続くか

もしれません。ワクチンの接種率が一定以上になると集団免疫ができるというこ

とが言われていますが，それがいつになるのか。 
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＿＿委員 若い人がどんどん感染している。そこが心配です。 

会  長 デルタ株が気になるところです。 

＿＿委員 茨城は今のところ抑え込んでいるようですけれど，この先は分からない。 

会  長 水戸は人口が多くても，それほど蔓延していないようです。私も今日ワクチン

接種で，ちょっと緊張しています。 

その他，何かございませんか。 

それでは，本日予定した議題も全て終了いたしましたので，以上をもちまして

議長の任を解かさせていただきます。御協力ありがとうございました。 

執行機関 以上をもちまして，令和３年度第１回堀原市民センター運営審議会を終了させ

ていただきます。本日は，ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

                                           

                                  

 

 

                  

 


