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様式第３号（第７条） 

 

会  議  録 

 

 

１ 附属機関の会議の名称 

   令和３年度第１回水戸市上中妻市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   令和３年６月 29日（火）10時 00 分から 10時 30 分まで 

 

３ 開催場所 

   上中妻市民センター 集会室 

 

４ 出席した者の氏名 

 （１）委員 

    穂積 弘行，菅野 耕司，雪竹 環，江橋 信子，鯉渕 裕志，立原 文男 

 （２）執行機関 

    関 文男，佐川 好美 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）令和２年度上中妻市民センター事業並びに利用状況について  （公開） 

（２）令和３年度上中妻市民センター運営方針及び重点目標について （公開） 

（３）令和３年度上中妻市民センター事業計画について       （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３年度第１回水戸市上中妻市民センター運営審議会 

 

 

９ 発言内容 
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執行機関   ただいまから，令和３年度第１回水戸市上中妻市民センター運営審議会を

開催いたします。 

初めに，  会長より，御挨拶をいただきたいと思います。 

  会長  （挨拶） 

執行機関   それでは，議題に移りたいと思います。 

議事の進行は，水戸市市民センター条例第 12 条第１項により会長にお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

  議長   それでは，議事進行を務めさせていただきます。本日の議題につきまして，

スムーズに進行を行いたいと思いますので，皆様の御協力をお願いいたしま

す。 

 本日の審議会でございますが，委員６名中６名が出席しており，水戸市市民

センター条例第 12 条第２項により本日の審議会が成立していることを報告い

たします。 

また，本日の審議会は，議事録を作成し，公表することになっておりますの

で，議事録署名人に  委員，  委員を指名いたしますので，よろしくお願

いいたします。 

３の議題（１），令和２年度上中妻市民センター事業並びに利用状況につい

て，執行機関から説明をお願いします。 

執行機関   議題（１）令和２年度上中妻市民センター事業並びに利用状況について説明

いたします。 

・ア 市民センター主催による事業（資料２頁（１）） 

市民センター主催による事業でございますが，女性教養講座「私と家族のた

めの幸せエンディングノート」を講師のかたをお招きして，実施いたしました。

開催日は令和２年 10 月 29 日，会場は上中妻市民センター，対象は成人女性の

かた，11名の参加者でございました。 

・イ 地区住民の会・市民センター共催による事業 

 令和２年度は実施はございませんでした。 

・ウ 地区高齢者クラブ連合会・市民センター共催による事業 

 高齢者スポーツ交流会（グランドゴルフ・ペタンク・輪投げ） 

開催日は令和２年 11 月 25 日，会場は上中妻市民運動公園，参加人数 37名

でございました。 

・資料３頁 エ 団体別利用状況 

 市民センター事業で，４月３件 16 名，５月，新型コロナウイルスの関係で

市民センター閉鎖のため利用がございませんでした。６月以降につきまして

は，各月ごと団体ごとに集計しています。令和２年度の合計は市民センター
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353 件 3,202 名，社教団体 33件 444 名，市・県関係 48件 677 名，その他サー

クルも含めますが，302 件 3,097 名，全体で 736 件 7,420 名でございます。 

３頁の下段ですが，令和２年度と令和元年度の比較でございます。いずれに

しましても，令和２年度新型コロナウイルスの感染状況対策関係で，全てにお

いて減ということでございます。 

・４頁 オ 部屋別利用状況 

合計だけ説明させていただきます。ホール件数 348・人員 4,417 名，和室件

数 150・人員 1,200 名，集会室件数 226・人員 1,683 名，調理室件数８・人員

89 名，館外件数４・人員 31 名，図書利用はございませんでした。合計 736 件・

人員 7,420 名です。 

・部屋別利用件数 

部屋別で令和２年度と元年度の比較をしています。いずれにしましても，新

型コロナウイルスの関係で減という状況です。以上でございます。 

  議長   ただいまの説明につきまして，質疑を受けたいと思います。 

  議長  （質問はないか諮り，異議なしの発言あり。）（議長：承認の旨の発言） 

引き続き，議題（２）令和３年度上中妻市民センター運営方針及び重点目標

について，執行機関から説明をお願いします。 

執行機関   （２）令和３年度上中妻市民センター運営方針及び重点目標について（資料

５，６，７頁）説明いたします。 

       ア 運営方針 

       読み上げさせていただきます。 

「近年，人口減少社会や超高齢者社会の到来をはじめ，都市化の進展，価値

観の多様化，生活圏の拡大など，市民を取り巻く状況は大きく変化している。 

       こうした状況にあっても，市民が安心して暮らし，幸せを感じられるまちを

形成していくためには，今後ますます地域コミュニティ活動の推進が必要と

なる。 

       市民センターにおいては，新型コロナウイルス禍における感染症対策を徹

底したうえで，地域コミュニティ活動の拠点として，その継続や発展に向けた

支援に努めるとともに，生涯学習活動の拠点として，その充実や成果を生かす

環境づくりに努め，さらには，東日本大震災や令和元年東日本台風での経験を

踏まえ，地域防災活動の拠点としての機能充実を図っていくものとする。」以

上です。 

昨年から新型コロナウイルスの関係で事業はできてはいませんが，新型コ

ロナウイルス禍における感染症対策を徹底した上で，今年も引き続き市民セ

ンターを利用する場合には，感染対策でマスク・消毒など徹底し，できる限り

の範囲内で活動を進めていきます。  
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イ 重点目標から以下の内容ですが，昨年と同様となります。後でお目通し

をお願いいたします。以上でございます。 

  議長   ただいまの説明につきまして，質疑を受けたいと思います。 

  議長  （質問はないか諮り，異議なしの発言あり。）（議長：承認の旨の発言） 

引き続き，議題（３）令和３年度上中妻市民センター事業計画について（８

頁），執行機関から説明をお願いします。 

執行機関   （３）令和３年度上中妻市民センター事業計画について説明いたします。 

左側から御説明をさせていただきます。上中妻市民センターと住民の会（自

治会）関係の計画でございます。住民の会・地区高齢者・各団体に関してです

が、５月の各種団体定期総会は新型コロナウイルス関係で大部分の団体が書

面決議で行いました。５月，西部ブロック球技大会ですが，上中妻を含めまし

て，６地区ございます。通常ソフトボール大会を行っていましたが，新型コロ

ナウイルス関係で今年度も中止となりました。６月は住民の会生涯学習部で

移動学習を予定していましたが，新型コロナウイルスで中止となりました。上

中妻地区お父さんソフトボール大会は，27 日に実施いたしました。７月，花

壇コンクールを予定しております。９月，敬老事業，10 月，市民運動会，寿大

学２回実施予定でございます。11 月，ふれあい祭り，地域環境実態調査，高

齢者スポーツ大会，12 月，歩く会，バトミントン大会，西部ブロック球技大

会，２月，地区防災訓練を予定しております。 

       次に，生涯学習の推進のうち，一般教養講座でございます。８月に市民セン

ター主催で小学生対象のサマースクール絵画教室を実施する予定でございま

す。９月，成人教養講座，12 月，家庭教育強化事業，１月，成人講座「みそ作

り」，２月，家庭教育学級「子育て学習講演会」，成人講座「移動学習」となっ

ております。 

       次に，定期講座につきましては，資料に記載してある団体が実施しておりま

す。中には新型コロナウイルスの関係で，９月まで中止となっている団体もご

ざいます。以上でございます。 

  議長   ただいまの説明につきまして，質疑を受けたいと思います。 

  議長  （質問はないか諮り，異議なしの発言あり。）（議長：承認の旨の発言） 

  議長   次に，議題（４）その他について，何かございますか。 

  委員   一般教養は成人向けなのですか。      

執行機関   年齢は問いませんが，子どもさん以外一般のかたが参加できるように考え

ております。  

  委員   子ども向けの講座が，私が小学生のときは，たくさんあった気がするのです

が，今はなくなってきているんですか。 

執行機関   今年は，８月にサマースクールで絵画を予定しています。昨年は新型コロナ
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ウイルスでできませんでした。以前は書道も実施していましたが，申込み人数

が少ないため，書道については見送りといたしました。絵画については毎回，

募集人員を超える申込みがあるので，今年も実施予定でおります。 

       その他，子ども対象の事業は，なかなか集まらないのが現実です。 

       今後，様子を見ながら，要望があれば検討していきたいと思います。 

  委員   収穫体験とかできればいいと思います。        

執行機関   収穫体験は，市民センター主催で行ったことはありませんが，ＮＰＯ関係で 

      行ってる経緯はあります。今後，検討させていただきます。 

  議長   習字の話がありましたが，私がひたちなか市に居たときに，社会人活用事業

が県の方でありまして，習字の先生に来ていただいて行ったり，また他の学校

で，ＰＴＡの役員様で糀屋さんがおりまして，みそ作り・糀づくりを生涯学習

の一環として行いました。    

執行機関   子どもさん参加の事業の場合は，休日は考えなくてはならない部分と，平日

は授業があるので，学校側と調整する必要があると思います。 

  議長   今，コミュニティスクールが叫ばれていて，障害は前よりは低くなっていま

す。逆に学校に空き部屋がある場合，地域のかたが来て，語り合う場を作りな

さいということで，那珂市ではコミュニティスクールを進めています。そうい

うところで三世代でふれあいをしています。あくまでも参考ですので，いきな

り進めるのは難しいところです。 

  委員   各種講座がありますが，今まではたくさん人が来て，活動していましたが，

新型コロナウイルス禍で人員とか距離の確保とか考えなくてはならないと思

いますが，どのように対策しているのでしょうか。 

執行機関   定期講座は 24団体活動しています，各講座に関しては，対策はできていま

す。 

       昨年と今年は新型コロナウイルスの関係で，講座のメンバーの中で活動し

たいかたと心配で欠席されるかたと二つに別れ，なかなか活動範囲が難しい

状況です。また，定期講座にかかわらず，距離間の問題で大きな会議を実施す

るのは難しい状況です。現在，新型コロナウイルスワクチンを打ち始めている

ところでありますが，すぐには新型コロナウイルス前のようになるのは難し

い状況です。しばらくはこの状況が続くと思われます。 

  委員   幼稚園では，学区体験や森林公園で昆虫採集をするとか試みはありますか。 

  委員   職場では見る教材は多いですが，子どもたちの直接体験が減っていること

を言われてるので，体験を増やしていく企画があればいいと思います。 

  委員   今の新型コロナウイルス禍では，考えることはできますが，行動に移すのは

なかなか難しい状況ですね。 

  議長   学校では，昨年は宿泊学習が中止になったため，何か体験させてあげたいと
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思いまして，森林公園からバーナーを借りてきて，焼スギ体験をしました。 

  委員   ワクチン接種が進んで，今後，秋以降に期待したいです。 

  議長   今日は小学３年生は校外学習で，弘道館等に行っています。十分に注意し

て，バス２台で２席のところ１人で座っています。昨日もバス２台で，霞ヶ浦

湖上体験学習に行きました。子どもたちは，１年間我慢していた体験学習を，

とても有意義に過ごすことができました。 

  議長   その他，ないようでしたら，以上で本日予定していた議題について，終了

いたします。皆様の御協力により無事終了いたしましたので，ここで議長の

座を降りて，執行機関にお返しいたします。ありがとうございました。 

執行機関   以上で，令和３年度第１回水戸市上中妻市民センター運営審議会を終了い

たします。大変お疲れさまでした。 


