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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 

   水戸市稲荷第二市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   令和４年６月 21 日（火） 10 時 00 分から 11 時 30 分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市稲荷第二市民センター  学習室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１） 委 員 

長谷川 正一，柳 研二，鴨志田 隆，菊池 恵子，飯田 洋，海東 健 

 

（２） 執行機関 

長谷川 仁，松田 理恵 

 

５ 議事及び公開・非公開の別 

  （１）令和３年度施設の利用状況について         （公開） 

  （２）令和４年度運営方針及び重点目標について      （公開） 

  （３）令和４年度事業計画について            （公開） 

  （４）令和４年度定期講座開設状況について        （公開） 

  （５）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４年度第１回稲荷第二市民センター運営審議会 

  



2 

 

 ９ 発言内容 

 

議  長  それでは，議事に入ります。 

       まず，（１）の「令和３年度市民センターの利用状況について」並びに「令和３年度市民

センター事業報告について」を併せて審議したいと思います。 

事務局から説明をお願いします。 

 

 執行機関  （資料に基づき説明） 

 

 議  長  ただいま事務局から説明がありましたが，これについて何か質問等はございませんか。 

 

 ○○委員  資料１ページの市民センター利用状況についてですが，令和元年度はコロナの影響を受

けていないと思うのですが。 

 

 執行機関  はい，そうです。影響を受けたのは令和２年２月からです。 

 

 ○○委員  令和元年度は影響を受けていない年度ですね。そうすると，コロナ禍前では，例年１万 

３千人程の利用者があったということですね。 

利用者の増減は，平成 30 年度以前の資料を持っていれば，もっと分かり易いと思います

が。 

 

 執行機関  そうですね。資料では，過去３年分の報告となっていました。 

 

 ○○委員  そうすると，コロナ禍になる前でしたら，通年１万３千人程の利用があったということ

ですね。 

 

 執行機関  過去の資料を見ますと，平成 30 年度では，約１万６千人の利用がありました。 

 

 ○○委員  コロナの影響がなくても，利用者数は約３千人減り，その後，コロナの影響で徐々に減少

したということですね。 

 

 執行機関  はい，そうです。 

 

 ○○委員  分かりました。各部屋の利用は，講座か何かやらないと利用はできないですか。 

 

 執行機関  基本的には，団体登録等をして部屋利用の申請を事務局にしていただければ利用できま

す。 
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 ○○委員  学習室とか図書室は，本を読んだり勉強したりはできないですか。 

 

 執行機関  図書室や本については，すぐにお貸しすることはできます。 

 

 ○○委員  調理室については，講座やグループで事前に利用申請をして，講師を依頼して利用する

流れですね。 

 

 執行機関  そうですね。 

 

 ○○委員  和室は。 

 

 執行機関  和室も事前の申請となります。 

 

 ○○委員  はい，分かりました。 

 

 議  長  よろしいでしょうか。それでは（２）「令和４年度運営方針及び重点目標について」を事

務局から説明をお願いします。 

 

 執行機関  （資料に基づき説明） 

 

 議  長  これについて，何か質問等はございませんか。 

 

 ○○委員  重点目標の１のウの町内会・自治意識の高揚を図るためとありますが，市民センターで

は，実際の町内には何件の世帯数があって，町内会・自治会にどの位の割合で加入している

のか把握をされていますか。 

 

 執行機関  はい。把握しております。 

 

 ○○委員  そうしましたら，お聞きしてもよろしいでしょうか。どこの地域も全国的にもそうだと

思いますが，高齢化が進みまして，町内会に参加出席するのが難しい状況になりつつあると

思います。 

稲荷第二地区というのは，どの程度の割合で町内会・自治会に加入していますか。 

 

執行機関  はい。ただいま加入している世帯数で言いますと，約８９０世帯が加入しております。 

 

○○委員  そうしますと，稲荷第二地区では，栗崎町，百合が丘町，六反田町，六反田町原付ですね。

４つの地域の世帯数はいくつですか。それから，先ほどの８９０世帯には県営住宅の方は 

入っていないですね。 
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執行機関  はい。令和４年度４月１日現在の稲荷二地区の全体の世帯数は 1,258 世帯となっており

ます。実際に町内会・自治会に加入されているのが現時点では 890 世帯程度です。 

 

○○委員  加入は３分の２ぐらいですかね。３分の１は加入してないですね。 

 

執行機関  はい。大体７割です。 

 

○○委員  強制加入ではないから。 

 

○○委員  どこでも抱えている問題は同じなのかなと思いますが，町内会・自治会に加入している

と，私の町内会では，誰が役員になるのか問題になるので，他の町内会はどのように役員を

選出しているのかなと。 

      私の町内会では30年前からは，くじ引きで決定していますが，他の町内会は推薦ですか。 

 

○○委員  役員になる方がいなければ推薦を行います。 

 

○○委員  誰もが役員をやるような気持ちであれば良いけれど，「次は○○さんやってください。」

とあまりしつこく言うと，「町内会を辞めます。」となるケースがあります。 

実際，役員になるのを避ける理由で町内会の加入者が減ることがあります。 

 

○○委員  全体の約３分の１の方が加入していないことは，思った以上に驚いています。 

 

○○委員  誰でも全員が役員をやるという気持ちで協力しましょうと，強制強要はしませんという

形でやらないと，あまり言うと「私辞めます。」という方は結構多いです。 

 

○○委員  やはり役員になることが難しいから。 

 

○○委員  「仕事をしているから難しいです。」と言われれば，何も言えないです。 

 

○○委員  住居はあるけれど，５，６世帯は退会しています。ごみは出させて欲しいとのことなの

で，その経費はいただいて対応していますが。「もし，お気持ちが変化したならば，再加入

をお願いします。」とやんわりと伝えています。 

 

○○委員  そうですか。本当に大きな問題になっていますね。 

 

○○委員  稲荷第二地区で世帯数を聞いただけでも，町内会の意義に対しても問題があるのかなと

思います。ここ２，３年ずっと市民祭等の町内活動が中止になっていますので。 

○○委員  地区別の世帯数の町内会・自治会への加入率は分かりますか。 
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執行機関  令和４年度４月１日の時点では，栗崎町 408 世帯，百合が丘町 678 世帯，六反田町 

172 世帯で合計が 1258 世帯ですが，実際に町内会・自治会に加入している世帯数は，栗崎

町 217 世帯，百合が丘町 578 世帯，六反田町（原付含む）104 世帯で合計が 

899 世帯でした。 

 

○○委員  百合が丘町の 678 世帯には県営住宅のほうが含まれていますが，578 世帯というのは，あ

くまでも町内会に加入している数ですね。 

 

執行機関  はい，そうです。 

 

○○委員  原付第三常会は，加入していないですよね。 

 

執行機関  百合が丘町ですと，県営住宅を除けば，加入率はとても高いと思います。原付の第三常会 

     の加入はありませんでした。 

 

○○委員  新しい家がたくさん出来ていますね。町内会・自治会の加入は少ないようですね。 

      はい。分かりました。ありがとうございました。 

 

議  長  それではよろしいでしょうか。次に（３）「令和４年度事業計画について」並びに（４）

「令和４年度定期講座開設状況について」事務局から説明をお願いします。 

 

執行機関  （資料に基づき説明） 

 

議  長  これにつきまして，質問等をお願いします。 

 

○○委員  10 月９日に稲荷第二地区の市民運動会を計画しているとのことでしたが，今年度の総会

は６月 20 日付けで総会資料の書面決議がありましたね。 

 

議  長  はい，そうですね。 

 

○○委員  では，その中にあった計画は実行するということでよろしいですか。話合いは済んでいま

すか。 

 

執行機関  開催計画としては，そのとおりです。実際に数か月前に実行するかどうかを話合います。

まずは，地区会役員会等を開催し，コロナの状況を確認しながら実施の可否について決定す

ると思います。 

○○委員  はい，分かりました。 
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○○委員  まだコロナ感染が安心できないですしね。 

 

○○委員  栗崎町での運動会を実施する場合は，町内会の加入者・未加入者が半々ぐらいでも，運動

会の参加者募集の知らせは，全員に回覧して，希望者に参加してもらうのですか。 

 

○○委員  いや，やはり町内会に加入している方だけですね。加入者が減少していることから，色々

な行事が出来なくなってしまいました。 

 

○○委員  運動会は自分の町内会だけではなくて，他の町内会も揃って実行するものだから，どこか

の町内会で人数が減ってきているので出場しませんとなると，チーム数も段々減ってきて，

地域としての行事が出来なくなりますね。 

 

○○委員  はい，これからです。 

 

○○委員  百合が丘町も高齢化が進んでおり，運動会の準備等が出来るのか，とても心配です。 

その時は工夫するのかなとは思いますが。 

運動会の開催については，来月頃に地区会の方が集まって決定するのですか。 

 

○○委員  そうですね。まだ正式に決定ということではないですね。 

 

○○委員  市民運動会の開催については，地区会長が中心となって決定すると思いますので，（３），

（４）の事業計画等は，問題ないですね。 

 

委員一同  はい。 

 

議  長  では，（５）その他で何かございますか。 

 

○○委員  ２ページですが，１月の高齢者教養講座「地震と津波」に参加したのですが，最近，石川

県で大きな地震が連続してありましたね。 

講演を聞くと，なるほどと思うことがありました。地震があると，聞いていて良かったと

思うので，皆さんにも講演を聞いてもらうのは良いことですので，ぜひまた市民センターで

企画してもらいたいと思います。 

 

執行機関  ありがとうございます。また企画したいと思います。 

 

議  長  児童が誰かに暴力を振るわれたという事件があったようですが。 

○○委員  水戸市内で石を投げられたという事件があって，一時期警戒をしていました。 



7 

 

      ただ，稲荷第二小学校の児童に何かあったということではありません。 

 

議  長  そうでしたか。ありがとうございます。その他何か意見等はございませんか。 

 

○○委員  前に出席したときにお伝えした防災の件で，避難場所を市民センターにするというお話

で，センターが防災マップの中で危険区域に入っているという事をお話ししたと思うので

すが，何か進展とかはありましたか。 

 

執行機関  コロナ禍により，一般の方については小学校に，市民センターには避難行動要支援者を中

心に受け入れることになっています。これまでどおり市民センターが第一の避難場所とい

う位置づけであり，避難所が別の場所に移るということはないです。 

 

○○委員  そうですか。稲荷第二幼稚園の跡地に避難所が出来たらと話していたのですが。 

 

執行機関  跡地については，この４月から発達支援センターになっています。 

 

○○委員  そうですか。今年は拡大な市民懇談会がありますので，ここのところで，それを問題とし

てあげれば，もしかしたら考えてくれるのかと思いまして。 

市民懇談会に参加してお話しした方がいいのかなと。センターには防災用品を入れてお

く倉庫がありましたね。 

私は，倉庫が低いところにあることについて，未だに納得できなかったので。 

避難所の在り方を変えるのは難しいでしょうけれど。万が一のことを考えていくことは

大事であると思います。 

 

○○委員  センター長，前回の時にこの意見が出た時，何か上に報告しましたか。 

 

執行機関  会議にその意見があったこと以上の報告はしていません。 

現状では，市民センターを指定避難所として，災害時の動員職員を配備し，防災無線やラ

ジオ等の整備を行い，給水タンクの設置のための研修訓練等，避難所としての機能の充実に

努めているところです。 

実際の災害の経験として，３年前の台風 19 号が発生したときに，私は下大野市民センタ

ーに勤務していました。10 月のことでしたが，集中豪雨となり洪水になるということで，

その市民センターが避難所となりました。夕方から避難者が何人か自動車で来たのですが，

その日の深夜になり，市本部から連絡が入りまして，避難者に常澄中学校まで移っていただ

くこととなりました。 

市民センターは，市民に身近な施設として，まず最初に集まっていただく場所だと強く認

識しました。 

稲荷第二地区では，栗崎町は備前堀周辺が低くなっています。六反田町は人家の少ない田



8 

 

んぼの辺りが低地です。百合が丘町は比較的高所なので浸水の問題はないようです。 

このように様々な状況ではありますが，市民センターとしては避難所として開設し，関係

者と連携しながら災害に対応することが重要です。 

震度５弱以上を観測するときは，市民センター所長は市民センターに出勤して，避難所を

開設することが最優先事項となっております。 

状況の変化等によっては，避難者に小学校へ移るようお願いすることもあり得ます。 

 

○○委員  この市民センターが浸水の想定される場所に入っていることではあるが，ここに集まっ

て来る方の，移動の安全も考えなくてはならないですね。 

 

執行機関  そうですね。 

 

○○委員  そう考えると，膨大な資金が必要だと分かってはおりますけれど，テレビニュース等であ

りましたが，他の地域において防災マップ上での危険な場所に避難場所があり，住民にはそ

の避難場所が頭に刷り込まれていて，もし何かがあった時にそこに行けばいいのだと思っ

て，亡くなられた方がいましたね。 

稲荷第二地区においても，いざ何かがあった時に市民センターに行くことを刷り込まれ

ていると思います。 

稲荷第二市民センターが避難所として頭にあると思いますが。あそこは低いからいざと

なったら，より高い場所にある稲荷第二小学校だと思います。 

他の地域では，大きな津波が来た時の避難所として防災マップの中に表示しているけれ

ど，その避難所で津波に巻き込まれ亡くなられた方もいましたね。 

何か災害があった時に，「防災マップ上の浸水が想定される地域に市民センターがあるこ

とを問題にしなかったのか」と指摘されたりすると残念に思います。 

後の人達のためにという思いがあるのですが。 

ここが拠点になるということは，もっと低いところから駆けつける人もいるわけですか

ら，そういう人達のための安全な場所の確保に采配を振るうべきではないかと思います。 

 

○○委員  市民懇談会というは，トップの人に意見を言える最大のチャンスなのかなと思います。 

 

○○委員  意見を伝えてもらうといいですね。 

 

○○委員  大事な話ですね。 

 

○○委員  もしやろうとなっても，成立させるにはさらに時間がかかるでしょうから。 

今騒がなかったら，何も変わらないということですね。 

 

〇〇委員  だから，今が問題を提起する良いタイミングですね。 
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○○委員  地区で協力して提案したいですね。 

 

議  長  では，よろしいですか。他に意見はございませんか。ないようですので，これで本日の審

議を終了し，議長の役を解かせていただきたいと思います。皆様方には，多くの御発言をい

ただきまして誠にありがとうございました。 

 

委員一同  ありがとうございました。 

 

執行機関  会長ありがとうございました。また，委員の皆様方におかれましては，長時間にわたり貴

重な御意見をいただきまして，誠にありがとうございました。この会議で出されました御意

見，御提案等につきましては，今後の市民センターに反映させてまいりたいと存じます。そ

れでは，以上をもちまして「令和４年度第１回水戸市稲荷第二市民センター運営審議会」を

終了させていただきます。ありがとうございました。なお，第２回運営審議会は，来年２月

を予定しておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

 

                    


