
  

 

令和３年度事業報告 

 

１ 会議 

 (1) 総会 

会議名 開催日 場所 主な内容 各課連絡事項 

総会 R 3. 5.21 
日立シビック

センター 

①令和２年度事業報告・収

支決算報告 

②令和３年度事業計画・収

支予算 

 

 

 (2) 会長会議 

回 開催日 場所 主な内容 各課連絡事項 

第 1回 R 3. 7.16 日立市役所 

①まちの魅力啓発事業の実施

について 

②令和３年度会長視察研修の

実施について 

③令和４年度市政に対する要

望について 

④駅前等市内一斉清掃につい

て 

⑤コミュニティプラン改訂支

援事業の実施について 

⑥コミュニティ推進協議会か

らの各種委員の推薦について 

⑦コミュニティ情報紙編集委

員会について 

⑧コミュニティ助成事業につ

いて 等 

①「（仮称）ひたちコミュニ

ティスクール」の実施につい

て（生涯学習課） 

②防犯灯の新規設置につい

て（交通防犯課） 

③日立市青少年育成推進会

議賛助会員の募集等につい

て（女性若者支援課） 

④総合計画策定のためのグ

ループインタビューの結果

について（政策企画課） 

⑤職員研修「コミュニティ活

動体験研修」に係る協力につ

いて（人事課） 

⑥令和３年度出前寄席の実

施について（日立市民科学文

化財団） 

⑦「おいしいひたちごはん事

業」の実施延期について（商

工振興課） 

⑧50歳から 59歳の方の新型

コロナワクチン接種の開始

に伴う実施医療機関一覧に

ついて（健康づくり推進課） 

第 2回 
R 3. 9.29 

～10.11 

新型コロナウ

イルス感染症

拡大防止のた

め事務局職員

が各交流セン

ターに訪問し

て意見を聴取 

①日立市コミュニティ活動推

進行動計画（素案）について 

②令和４年度市政に対する要

望について 

 

 

 

 

 

 

 



  

回 開催日 場所 主な内容 各課連絡事項 

第 3回 R 3.11.26 日立市役所 

①令和３年度会長視察研修の

実施について 

②令和３年度コミュニティの

つどい（研修会）の開催につ

いて 

③令和４年新年名刺交換会会

費の支出について 

④令和４年新年交流会の開催

可否について 

⑤コミュニティ推進協議会か

らの各種委員の推薦について 

⑥日立市コミュニティ活動推

進行動計画の策定状況等につ

いて 

⑦令和４年単会賀詞交換会等

の開催について 等 

①日立市敬老高齢者元気応

援事業の実施状況について

（高齢福祉課） 

②第 16 回ひたち郷土かるた

大会の開催について（女性若

者支援課） 

③令和４・５年度日立市スポ

ーツ推進委員の推薦につい

て（スポーツ推進課） 

④地域を代表する桜と名所

地の選定について（さくら

課） 

⑤令和４年度ごみ収集日程

の通知等について（清掃セン

ター） 

⑥防犯灯の移管状況等につ

いて（交通防犯課） 

⑦ごみ処理ハンドブックを

多言語翻訳アプリ「カタログ

ポケット」で配信することに

ついて（リサイクル推進課） 

第 4回 R 4. 1.28 日立市役所 

①令和３年度自治会等地縁に

よる団体功労者総務大臣表彰

及び令和２年度全国自治会連

合会表彰の被表彰者の決定に

ついて 

②令和４年度事業計画（案）

について 

③コミュニティ推進協議会へ

の後援依頼について 

④行動計画推進会議メンバー

の選考について 

⑤令和４年度日立市政に対す

る要望書の回答について 

⑥コミュニティ情報紙編集委

員会について 

⑦コミュニティ推進協議会補

助金（事務局分）の返還につ

いて 

⑧「令和３年度コミュニティ

のつどい」の開催について 

⑨各単会における会計監査に

係るチェックリストの活用に

ついて 等 

①令和３年度津波防災講演

会（自主防災組織リーダー研

修会）への参加について（防

災対策課） 

②避難所開設・運営訓練等の

実施について（防災対策課） 

③令和４年度日立市消費生

活サポーターの推薦につい

て（消費生活センター） 

④日赤一般社資募集に伴う

町内会名簿の提供について

（社会福祉課） 

⑤パンダ誘致のＰＲについ

て（観光物産課） 

⑥地域を代表する桜と名所

地の選出について（さくら

課） 

⑦（仮称）さくらのまちづく

り基本計画（素案）に対する

意見募集について（さくら

課） 

 



  

回 開催日 場所 主な内容 各課連絡事項 

第 5回 R4.3.25 日立市役所 

①コミュニティ推進協議会役

員選考委員会の設置について 

②コミュニティ推進協議会へ

の各種委員の推薦依頼につい

て 

③コミュニティ推進協議会か

らの各種委員の推薦について 

④「スポＧＯＭＩ」の概要に

ついて 等 

①令和３年度社協会員会

費・共同募金のお礼について

（日立市社会福祉協議会） 

②職員研修「コミュニティ活

動体験研修」の実施状況につ

いて（人事課） 

③日立市ふれあい戸別収集

事業の進捗状況について（リ

サイクル推進課） 

④ビン類拠点回収モデル事

業の検証結果等について（リ

サイクル推進課） 

⑤民生委員児童委員一斉改

選への協力依頼について（社

会福祉課） 

⑥「認知症ケアあんしんガイ

ド（改訂版）」の普及啓発の

協力依頼について（高齢福祉

課） 

⑦コミュニティにおける会

議等における託児の実施に

ついて（女性若者支援課） 

⑧令和４年度防犯灯の新規

設置等について（交通防犯

課） 

⑨コミュニティ環境活動交

付金について（環境政策課） 

⑩避難行動要支援者対応フ

ロー図の運用について（防災

対策課） 

⑪市報全戸配布事業につい

て（広報戦略課） 
 

 (3) 役員会 

回 開催日 場所 主な内容 各課連絡事項 

第 1回 R 3. 5.13 

日立市役所 

会長会議と同様 

臨時    6. 2 コミュニティ活動推進行動計

画の策定について 
― 

臨時・合同      6.23 

第 2回      7.16 

会長会議と同様 

第 3回 

   9.14 

   ～ 

   9.17 

新型コロナウ

イルス感染症

拡大防止のた

め事務局職員

が各交流セン

ターに訪問し

て意見を聴取 

第 4回     11.17 

日立市役所 第 5回 R 4. 1.19 

第 6回    3.17 



  

(4) コミュニティ情報紙編集委員会 

 

２ 研 修 

(1) 会長視察研修 

実施日 視察先 主な内容 参加人数 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開催中止 

 

回 開催日 場 所 主な内容 

第 1回 R3. 6.21 

日立市役所 

【第 47号編集項目】 

①日立市コミュニティ推進協議会会長あいさつ 

②単会会長紹介 

③ＦＭひたちでの単会活動紹介 

④コミュニティ活動推進行動計画策定の経過 

⑤防犯灯の移管手続き状況 

⑥新任職員コミュニティ体験研修 

⑦学校運営協議会 

⑧市報の全戸配布に向けた各コミュニティの取り組み 

⑨再発見ウォーク日程表 

⑩くじ元気ふれあい広場のリニューアル 

⑪茨城キリスト教大学におけるベトナム人留学生との交流

（大みか） 

 

【第 48号編集項目】 

①コミュニティ活動推進行動計画策定と今後の推進 

②コミュニティのつどい 

③日立市のコミュニティ組織 

④市報全戸配布の動向 

⑤日立市防災訓練 

⑥坂下地区に避難タワー等設置 

⑦コミュニティスクール協働本部 

⑧コミュニティ活動体験研修 

⑨書き初め展（塙山学区の活動紹介） 

⑩お楽しみ会（大久保学区の活動紹介） 

⑪浜の焚きあげ祭（会瀬学区の活動紹介） 

第 2回 R3.7.30 

第 3回 R3.12.17 

第 4回 R4. 2. 3 



  

３ 主な活動 

(1) コミュニティのつどい 

  ア 日時   令和４年２月 24日（木） 午後２時から５時まで 

  イ 場所 

(ｱ) メイン会場    日立市役所 303号会議室 

(ｲ) サテライト会場  日立市役所 202号会議室、研修室、金沢交流センター多目的 

ホール（オンラインによる参加） 

  ウ 内容（２部制） 

   (ｱ) 第１部   Ｚｏｏｍ実践研修 

講師 日立市デジタル推進課職員 

(ｲ) 第２部   講演 災害時の対応等における、コミュニティ・民生委員それぞれの

役割や連携・協力の重要性について 

          講師 宇佐美吉郎氏（日高学区市民自治会事務局長、日立市連合民生

委員児童委員協議会会長） 

 

(2) まちの魅力啓発事業 

  ア 日立の魅力再発見ウォーク 

   (ｱ) 実 施 期 間   令和３年 10月 16日から 11月 23日まで 

   (ｲ) 実施単会数   14単会（うち１単会雨天により中止） 

   (ｳ) 参 加 人 数   434人 

  イ 啓発用看板作成 

   (ｱ) 実施単会数   ５単会 

 

(3) 駅前等市内一斉清掃事業 

    新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開催中止 

 

(4) コミュニティ情報紙「こみこみ」発行 

    第 47号（令和３年９月５日）、第 48号（令和４年３月 20日）市報折込配布 

 

(5) 令和４年度市政に対する要望書提出 

   市政に関する 10 件について、各コミュニティからの意見等を参考添付し、令和３年

10月 27日付けで提出 

 

 (6) 関係団体事業への参加 

ア 茨城県自治会連合会 

   (ｱ) 第１回理事会・総会   書面開催 

 

(7) 協力・後援等 

  ア 令和３年度共同募金運動（協力） 

 

 (8) ＦＭひたちによるコミュニティ情報の発信 

ア 令和３年４月から令和４年３月まで 

(ｱ) 番 組 名  日立市コミコミ情報局 

(ｲ) 放送時間  毎週月曜日 午後 5時 30分から午後 5時 50分までの間の約 5分間 

(ｳ) 放送内容  各コミュニティの行事やイベント等の情報 

 

 

以 上  


