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執行機関 定刻となりましたので，ただいまから令和２年度第１回水戸市稲荷第一市民セ

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。 

皆様の机の上に，稲荷第一市民センター運営審議会委員の委嘱状を配布させて

いただきました。委員の皆様には，市民センターの運営等について，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。 

    今回は令和２年度の第１回目であり，新しい委員をお迎えして初めての審議会

となりますので，市民センター運営審議会について簡単に説明いたします。 

    （水戸市市民センター条例に基づき運営審議会について説明） 

市民センター運営審議会では，通常，市民センターの活動状況等について報告

させていただきますので，委員の皆様の率直な御意見，アドバイス等をいただき

たいと考えておりますので，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名のかたの出席をいただいており，２分の１以上のかたの出席がござ

いますので，会議が成立していることを報告いたします。 

     続きまして，正副会長選出です。市民センター条例の中で，委員皆様の互選に

よって選出することとなっております。今までは，事務局で会長，副会長を推薦

させていただいておりますが，よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

執行機関 事務局（案）としましては，会長に＿＿委員，副会長に＿＿委員にお願いした

いと考えておりますが，いかがでしょうか。 

（異議なし） 

執行機関 ありがとうございました。続きまして，会長あいさつ。＿＿会長お願いいたし

ます。 

会  長 ＿＿でございます。事務局から御指名いただきました。不慣れではございます

が，皆様の御協力をいただいて，これからの運営にあたっていきたいと思います。

御協力を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。議事録署名人としまして

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ます。会議を円滑

に進めたいと思いますので，委員の皆様の御協力をお願いいたします。まず，令

和元年度事業報告及び利用状況について，事務局より説明願います。 

執行機関 （令和元年度事業報告及び利用状況について説明） 

会  長 ありがとうございました。ただいま，事務局から令和元年度事業報告及び利用

状況について説明がありました。これにつきまして，何か御意見，御質問等ござ

いましたらお願いします。 

前年度は市民センターばかりではなく，日本全国，３月ぐらいから全ての動き

が止まってしまったような状況がありましたので，そういう中での活動について，



いろいろ制限を受けたことはやむを得ないことでしょうけれども，これから子ど

もたちの教育なども含めて，いろいろなことがどのように変わっていくのか。 

前年度の報告等についていかがでしょうか。３月の利用がゼロということは，

まるっきり使用禁止になったのか。 

執行機関 ３月２日から利用中止になりました。１日に利用がなかったということで，結

果的に３月は利用者がゼロになっております。 

＿＿委員 学校も３月３日から臨時休業となった。その前に，学校をずっと休みにすると

いう安倍首相の会見が木曜日にあった。早い地域は次の日の金曜日に休みにした

ところもあるし，水戸は月曜まで子どもたちが来て，説明をして，３日の火曜日

から休みとなった。 

会  長 ３月に市民センターの翌月分の利用受付は一応やったのでしょうけれども，中

止せざるを得なくなった。これについて，申し込んだ人たちから，何か意見はあ

りませんでしたか。 

執行機関 申込みをしたかたには一通り中止の連絡は入れたのですけれども，ある程度仕

方がないということで受け取ってもらえたように思います。３月，４月は町内会

などの切替えの時期で，地域のかたがたに御不便をおかけいたしました。 

会  長 前年度の報告，利用状況等については特別ございませんか。それではないよう

でございますので，次に進めさせていただきます。令和２年度の運営方針及び重

点目標について事務局から説明願います。 

執行機関 （令和２年度の運営方針及び重点目標について説明） 

会  長 ただいま，事務局から説明がございました。令和２年度の運営方針と重点目標

について，何か御意見，御質問等ございましたら，お願いいたします。 

     今年度スタートしたところですけれども，新型コロナウイルスの影響で安定し

た状況ではありません。今後，市民センターの活動や学校，町内会を含めて，い

ろいろな計画を例年同様の進め方を今の時期に定めて，それを決定まで持ってい

けるかどうかというのが，非常に難しい時期ではないかと思っております。例年

ですと，小学校で運動会が５月頃にあった。その後，地域でも10月頃に運動会が

あったり，敬老会があったり，ふれあいまつりがあった。そういう行事予定につ

いても，これまでどおりやっていけるのかどうか。皆さんいかがですか。 

＿＿委員 学校でも一学期予定していた行事はすべて中止又は延期です。例えば，４月だ

と授業参観や懇談会，ＰＴＡ総会がありましたが，これが全部中止でした。今ま

で何もない状態です。運動会も５月末だったのを，10月31日の土曜日に延期して，

更に１日だったのを半日に短縮する予定です。９月に予定していた遠足とか宿泊

学習などについては，とりあえず11月中旬に延期してあるのですが，これからの

状況によって，第２波，第３波となった場合は中止ということも考えていかなく

てはならないと思っています。本来ならば，７月はプール学習の時期ですが，学

校医と相談した中で，学校のプール学習で三密を避けるのはなかなか難しいとい

うことでした。担任が手を引くとかお腹を支える行為もダメということでしたの

で，適切な指導ができないので，プール学習も中止ということになりました。２

学期は，１学期の行事が先送りされているので，今のところはやる予定でいます



が，今後の状況に応じてというところです。学校としても，敬老会，市民運動会，

ふれあいまつりについては，子どもたちも参加させていただいているので，どう

なるのか，そのへんの状況を教えていただけるとありがたいと思っています。 

＿＿委員 私はここの講座で民謡をやっています。これまでは毎月の予定を組んでやって

いましたが，茨城県内の大会も，みんな中止です。そうすると，何を目的に練習

したらいいのだろうということが見えない。今月だったら８月の筑波山唄の全国

大会とか，９月はどこの大会とか，都々逸の大会とか篠山木挽きの大会とか，ず

っと毎月あったのが，全滅です。ですから，何を目的としてやっていいのかわか

らなくなった。高齢者なので，疾患を持っている人は怖くて練習に出て来られな

い。この時期だから，家の中にいて外に出ないように言われて，足腰が悪くなっ

て，結局ホームにお世話になる。そういう人が結構多い。だからと言って，無理

に練習しましょうとも言えない。 

＿＿委員 中学校の部活だったら，６月から７月にかけて総体という春の大会があった。

それがなくなり，当然関東大会もなくなるので，県大会もなし，水戸市の大会も

なしとなって，部活をやっていた３年生が，どこで区切りをつけていいのだろう

と中学校の先生も心配していた。それで，水戸市では市内だけの大会を７月に行

うそうです。水戸市だけの大会をやって，今まで頑張ってきた力を発揮させて，

思い出作りということもあるかもしれないのですが，そういうことをやって部活

の区切りをつけるということを中学校の校長先生が話していました。いろいろな

大会がなくなると，それに向かって頑張ってきた人たちは，目標がなくなって，

何に向かってやっていけばいいのだろうということはあります。小学生だって同

じです。スポーツ少年団をやっている子もいるので，そういう子どもたちはがっ

かりしていました。 

＿＿委員 練習不足になってしまう。だから，各自，家の中で練習する。うちの子も，去

年はいい成績を取って，今年は頑張ってやろうと気構えを持っていた。今は家で

練習するしかない。 

＿＿委員 スポーツ少年団も６月に入ってから少しずつ再開されているようなので，よか

ったと言っていました。 

敬老会とか市民運動会はどうなりますか。 

会  長 はっきりわかっているのは，敬老会はやらないとなっているようです。ですか

ら学校をお借りすることはないと思います。運動会については，近いうちにまち

づくり会の役員会がありますので，その時に方針が出ると思います。いずれにし

ましても，スポーツの練習の話がありましたけれども，スポーツに限らず，どう

いう団体の今までやっていた予定についても，発表会的なもの，歌にしても踊り

にしてもスポーツにしても，いままで10月にやっていたから，10月になれば新型

コロナウイルスもなんとかなるからやろうと言っても，それはそう簡単にできな

い。それは＿＿委員から話があったように，いろいろな準備をして，初めてそう

いうものに向かってやるわけで，令和２年のこの時期は非常に難しい時期です。

特に私の町内会の行事だとか催しものについても，夏前の集まるような行事は全

て中止していますし，市民のかたを大勢対象にするものは難しいという話はして



いるところです。 

＿＿委員 この前，水戸市の住みよいまちづくり推進協議会の広報部の部会があり，今年

度の広報誌について，いろいろ打合せがありました。水戸市に34地区ありますが，

９月までのほとんどのイベント，行事関係は中止です。広報誌に何の原稿を載せ

たらいいのか，頭が痛い。10月に市民運動会をやっていますが， 34地区のうち，

今市民運動会をはっきりやるとしているのは２地区しかありません。残りは検討

中，中止ということになっている。記事に載せるものがない。住みよいまちづく

り推進協議会の広報誌は，下の所にいろいろな宣伝，広告を載せていて，これは

年間契約で決まっていて，８ページは確保しなくてはいけない。第１回目の７月

の広報誌は何とかなりそうですが，２回目の11月号に何を載せるのか，頭を悩ま

せています。 

会  長 いろいろな所に影響が出ています。 

＿＿委員 先週，校長会があって，水戸市の防災・危機管理課から，新型コロナウイルス

が流行っている時期の災害時の避難所運営について話があり，入口で体温を測っ

たり，消毒をやるのだけど，基本的に小学校は健康なかた，熱があるとか要観察

というかたは中学校へ行くという話でした。細かいところまでは詰めていないの

でしょうけれど，家族と子どもがいて，熱を測ったら子どもだけ熱が37.5℃あっ

たら，子どもだけ中学校へ行かせるのか。校長の中でも，それはどうなんだろう

という話がありました。市民センターは，避難所としてどんな感じになるのです

か。 

執行機関 市民センターは避難行動要支援者を受け入れる形になっています。一般の避難

者は小学校，市民センターは避難行動の要支援者を受け入れることになります。

具体的には，介護の認定を受けているかたや障害者手帳の交付を受けているかた，

一人暮らしの高齢者のかたなどを受け入れることになっています。 

＿＿委員 役割分担としてはそういうことになるのですね。健康なかたは小学校，具合の

悪いかたは中学校，そんな感じになるらしい。昨日も大雨で，水戸に洪水警報が

出ていました。 

会  長 今年は今の時期から雨が多い。雨が多くて予測が立たない。これから災害の時

期，何の災害が来るかわからないけれども，テレビ等でも，その防災関係を含め

た対策に重点をおいてやっているようで，行事の対応をしているという話ではな

い。そういう時期です。 

＿＿委員 去年の台風19号で小学校も避難所になって，昨年度のように体育館に広くポツ

ンポツンといる感じではなく，ダンボールで仕切りを作ったり，そういうことも

やるようで，細かいことはまだわからなくて，災害がないといいなと思っていま

す。災害と新型コロナウイルス感染症対策の両方はたいへんです。 

会  長 災害がないことを願うばかりです。 

＿＿委員 地球の温暖化が進んでいます。 

＿＿委員 昨日の強い雨が降っているときは，去年の台風19号を思い出しました。 

＿＿委員 海水温度が上がっています。昔なら，沖縄の南側あたりまでしか海水温が30℃

位にならなかったのが，今は関東までになっています。大型のスーパー台風がど



こに上陸してもおかしくない。去年は千葉県に台風15号が上陸した。あんな大き

な台風は今までなかった。台風，ゲリラ豪雨，時間雨量48ミリリットルを超える

ような大雨が頻繁にくるようになった。 

会  長 島田地区は，去年の台風はどんな感じでしたか。 

＿＿委員 すごかったです。裏の田んぼは海のようでした。 

会  長 まちづくり会には防災の組織もありますけれども，特別な動きが実際できなか

ったというか，何をしていいかわからない状態で，後で報告を聞きながら，これ

から先どうしたらいいのかという話があった。今年も，そういう時期が迫ってき

ている。島田では，去年のことを含めて，何か話がありましたか。 

＿＿委員 昨年は，後ろの田んぼを見て，どうしようで終わってしまった。雨が降ると必

ず涸沼のほうの木下地区は，庭先が水に浸かってしまう。家は51号線の近くです

けれども，それでも台風19号の時には，裏の田んぼはすごかった。これから少し

ずつ，そういう活動に参加させていただきます。 

会  長 稲荷第一地区としては，水の災害は島田です。そういうことで，島田の会長さ

んも，いろいろ苦労したようです。今年もそういう時期を迎えて，学校や市民セ

ンターも含めて，去年よりはきっといろいろな対策をとることになる。今日は市

民センターの運営審議会ですけれども，まちづくり会も一緒にやっているような

会なので，そういう時に話題にしたほうがいいことがあれば，会長さんに言って

おいてもらって，まちづくり会の議題に挙げてもらうとか，少しでも役に立てる

ような会にしていかなくてはならないと思っています。 

その他いかがですか。今年度の目標とかそういうことの関連の質問等がござい

ましたらお願いいたします。市民センターでは新しい教室はありますか。 

執行機関 定期講座に関しては前年と同じです。昨年１講座が中止になりましたので，今

年度は13講座を開設しています。 

会  長 高齢化が進んで，講座なども高齢者が多くなっている。そうすると，なかなか

若い人が入ってこない。どこの市民センターでも同じだと思います。 

＿＿委員 今年はこういう形でしょうけれども，令和になったのだから，若い人のグルー

プを作るような考えをしないと，高齢者ばかりになったら続かなくなる。若い人，

定年になったぐらいの人がどういうことをやりたいのかということを聞き取って

ほしい。ここにはコーラスはないですが，若い人はカラオケよりもコーラスを望

んでいる。定年になったばかりの人だと，コーラスだと集まるような気がする。

まず，いろいろなことに当たってみないとね。やりたいなという人がいたら，そ

の人に声をかけてみてはどうでしょう。 

執行機関 ＿＿委員からお話があったように，市民センターの利用自体が高齢者のかたが

多いので，若いかたに参加してもらえるような講座を開催しようと考えています。

昨年度も，平日仕事をしているようなかたも参加しやすいように土曜日に講座を

開催したりと工夫をしてみました。皆様の中で，こういう講座はどうでしょうと

いうものがございましたら，お話ししていただけたらと思います。 

会  長 もう我々の年代の引退するような人たちが中心となっているような時代ではな

いので，よろしくお願いしたいと思います。 



＿＿委員 資料を見ると何十年もやっているグループが多い。 

執行機関 昔の記録を見ますと，いろいろな講座があったようです。これから何ができる

のか検討していきたいと思います。 

＿＿委員 若かった頃は，いろいろやった。今度，こういう催しがあるから，そこに出品

してみようかとか，今度は籠作りをしてみようとか，作った物をみんなに見せて

みる。そういうことが昔はあった。昔から水戸市では，オレオレ詐欺の勉強会を

やっていた。そういう勉強会みたいなものを，５人でも６人でもいいからグルー

プをつくって，先生に来てもらって話をしてもらう。そうすると，いい話だから

入ろうとなって人数も増えてくると思う。昔はいろいろやった。今の若い人にも

そういう勉強をさせてもいい。年寄りは今でも詐欺に引っかかる人が多い。そう

いう勉強をしていても，私は大丈夫という人が引っかかっている。人権保護法が

できた頃は，このセンターでも盛んに勉強会をやっていた。今はそういうのがな

くなってしまっているから，なるべくひまわり大学で取り入れてやろうとしてい

る。そういうのは若い人にもいいと思う。学校で役員やっている人で，そういう

ことに興味持つ人はいないですか。 

＿＿委員 ほとんどお仕事されているようなので，なかなか時間がないということはよく

言われます。授業参観はシフトを変えてもらったりしてなんとかするのだけど，

全部出られないから授業参観とか行事の数を減らしてくれという話もある。 

＿＿委員 朝から晩まで仕事している人は余裕がないかもしれない。時代が違うのかもし

れません。 

＿＿委員 １年生の保護者のかただと20代のお父さんお母さんも多い。20代のお父さんお

母さんが何をやりたいのかはわからない。 

＿＿委員 何でもやらせてみる。幅広く勉強したほうがいい。 

会  長 いろいろその他にもあるとは思いますが，いずれにしても，若い人たちが参加

あるいは出席をして，みんなで元気の出るような活動が出来ればいいなと思いま

すので，市民センターでも努めていただいているとは思いますが，引き続きよろ

しくお願いしたいと思います。令和２年度の運営方針，重点目標について他にい

かがですか。特になければ次に移ります。令和２年度の事業計画について事務局

からお願いします 

執行機関 （令和２年度事業計画について説明） 

会  長 ただいま事務局から令和２年度の事業計画について説明がありました。これに

ついて何か御質問等ございますか。 

＿＿委員 家庭教育学級の家庭教育講演会ですが，今のところの予定は２月５日の金曜日

を予定しています。 

執行機関 わかりました。それに関連してですが，毎年，夏休みの絵画教室と書道教室を

市民センターで行っていますが，今年度については，夏休みの期間が短くなると

いうことを聞いています。 

＿＿委員 ８月８日の土曜日から８月23日の日曜日までが夏休みです。実質２週間ちょっ

とで，お盆も入るので，なかなか子どもたちも参加するのは難しいかもしれませ

ん。 



執行機関 学校では，宿題として出す予定はありますか。 

＿＿委員 それはしない予定です。例年作品募集がたくさんくるのですが，通常だと絵を

１点とかお習字を１点とか，たくさんの中から選んでと言っているのだけれども，

今年は子どもたちに課題は出さない方向で進めているところです。中には絵の得

意な子，習字の得意な子もいるので，その子たちが自由に参加するのは学校を通

して預かりますけど，必ず作品を１点持ってきなさいという形には今年はしませ

ん。 

執行機関 わかりました。そういうことであれば，市民センターの夏休みの教室の開催に

ついては検討したいと思います。 

＿＿委員 もし，水戸市で花の絵コンクールがあって，行きたい子どもたちがいれば，学

校としてやっていただければありがたいと思っていますが，参加する人数は例年

に比べたら少ないと思います。 

執行機関 市のコンクールがあるかどうかについては，いつ頃わかりますか。 

＿＿委員 学校ではわからない。学校の宿題で，１点必ず絵を持ってきなさいというのが

ありましたが，それがなくなると，子どもたちもやらなくていいとなってしまう。

今までだと，市民センターの絵画教室にいけば，必ず１点できるので親としても

ありがたい。 

執行機関 他の市民センターでも，夏休みに絵画教室とか書道教室をやっているところは，

今年はどうしようかと迷っているところも多いようです。市民センターでも，先

生にお願いをしているところですが，学校で宿題としない場合に，参加者がいる

のかなというところです。 

＿＿委員 こういう作品募集が来ていますよということは子どもたちにお知らせして，や

りたい子はやって持ってきてという感じです。 

＿＿委員 センターでやってもらえれば助かる。保護者も子どもも助かる。期間が短いか

ら遊びたいということもあるでしょう。 

会  長 いろいろな影響がでています。まだ続きそうです。状況を見ながら対応するか

ら，無理して押し込むことはできない。人を集めるというか，そういうことにつ

いては，学校の子どもたちと関係のある行事というのはなかなか難しい。 

＿＿委員 講座でもこんなに休んでしまって，これから講座を月に２回なのを３回やって

みようかとか，カラオケの場合ですと，夏休みを返上して続けてやろうという話

もある。大人もたいへんですから，子どもはもっとたいへんだと思う。民謡キッ

ズの子どもたちも，新型コロナウイルスでずっと休んでいるから，終わりにして

もいいか聞くと，やりたいと答える。だから，７月からはやることにした。学校

の勉強のように詰め込まないし，友達にも会えるからやりたいというのかもしれ

ない。 

会  長 センターも夏休みの期間も含めて，学校側と相談しながら進めるしかない。で

きれば，学校で宿題が出なくても自主的に喜んで年１回の教室に来るという子ど

もでもたくさんいればいいことだとは思いますけど，なかなか難しいでしょうね。 

＿＿委員 去年は参加者が少なかったですよね。一昨年は多かった。 

執行機関 昨年度の人数については資料に載せておりますが，その前の平成30年度と人数



的にはほとんど変わりません。 

＿＿委員 そうすると，毎年同じ人が来ていたのかもしれない。 

会  長 事業計画については，これからの動向を見ながら対応していくということでお

願いしたいと思います。それでは本日の議題については全て終了いたしました。 

    その他，皆様から何かございますか。 

＿＿委員 これからいろいろな教室が始まりますが，ここから新型コロナウイルス感染者

を出さないように気を付けるしかない。それにはどうすればいいのか。三密を避

ける。あとは消毒を徹底する。 

＿＿委員 テレビの報道では，昼のカラオケで何人か感染者が出たようです。学校の音楽

の授業でも歌うのはなるべく避けるということは続いています。ちょっと前まで

は歌うことはやらないという方針でしたが，制限が緩くなって，絶対ダメという

ことではなくなり，今はなるべく避けるという表現になった。あとはリコーダー

もなるべく避けています。距離をとれば大丈夫ですけど，なかなかそういうのも

難しいです。 

執行機関 市民センターでも，６月当初はカラオケとか歌うことはダメでした。６月中旬

ぐらいからは少しずつ制限を緩和してきています。 

＿＿委員 カラオケは７月からやろうということで準備している。マイクを使うから，そ

のマイクの消毒，そういうものを全部準備した。センターに聞いたら，消毒液は

あるということだった。 

会  長 しばらくは尾を引きそうです。いずれにしても，自分たちの周りから出さない

ように気を付けるしかない。早くそういう心配がなくなるようにお願いしたいも

のです。他になければ，本日御協議いただく案件については，これで終了したい

と思います。  

執行機関 ありがとうございました。委員の皆様には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。以上をもちまして，令和２年度第１回水戸市稲荷第

一市民センター運営審議会を終了いたします。委員の皆様，大変お疲れ様でした。

ありがとうございました。 

 

  

     


