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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 

    水戸市内原市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時  令和元年７月 22 日（月）  午後１時 30 分から 

                      午後２時 32 分まで 

 

３ 開催場所  内原市民センター 第１会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

 （１）委員 

     大久保 朝幸，坪井 春江，飯田 結香，久保田 圀男， 

岩木 厚子 

 

 （２）執行機関 

     神原 俊幸，川井 奈津子，中村 美紀 

 

 （３）その他 

     欠席委員：鈴木 稔 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 （１）令和元年度内原市民センター運営方針及び重点目標について （公開） 

（２）令和元年度事業計画について                （公開） 

（３）令和元年度定期講座開設状況について           （公開） 

（４） 令和元年度内原市民センター利用状況について       （公開） 

（５） その他                         （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）    ０人 

 

８ 会議資料の名称 

     令和元年度 第１回水戸市内原市民センター運営審議会 
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９ 発言の内容 

 

執行機関  定刻となりましたので,ただいまより令和元年度第１回水戸市内

原市民センター運営審議会を開催いたします。 

      本日，皆様には大変御多忙のところ御出席を賜り誠にありがとう

ございます。 

      また，この会議は水戸市附属機関の会議の公開に関する規程第７

条により，議事録を作成し，公開することになっておりますので，

会議の内容を録音させていただくことを御了承願います。 

      まず，はじめに委嘱状の交付を行います。本来ですと市長が出席

して委員の皆様へ委嘱状を交付すべきところでございますが，公務

が重なり出席がかないませんでしたので，大変申し訳ありませんが

本日は，机上に置かせていただきましたので，お名前等の御確認を

いただき交付に代えさせていただきます。 

      次に，運営審議会委員の皆様に簡単に自己紹介をお願いしたいと

思います。委員の名簿は，本日の資料の１枚目の表紙を返していた

だき,１ページ目にございますので，御参照願います。 

      自己紹介は，  委員より，時計回りでお願いします。 

     

       【運営審議会委員の自己紹介】 

      ありがとうございました。 

      それでは，次に当市民センターの職員体制について御説明いたし

ます。 

      まず，正職員は所長が１名，嘱託員３名の合計４名でありますが，

嘱託員のうち１名はフルタイム勤務（午前８時 30 分から午後５時ま

で）と２名が５分の３勤務（１週間に３日程度）となりますので，

事務室には常時２名から３名が日によって交代するという事になり

ます。 

    

       【市民センター職員の自己紹介】 

      どうぞよろしくお願いいたします。 

 

      本日の市民センター運営審議会ですが，委員６名中５名が出席し

ており，水戸市市民センター条例第 12 条第２項の規定により，半数

以上が出席しているため，成立しておりますことを御報告いたしま
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す。 

      それでは，まず，市民センター運営審議会について簡単に御説明

申し上げます。本市の市民センターは，市内の小学校区毎に設置運

営されており，現在は鯉淵・妻里・内原を含めますと 34の市民セン

ターがあります。それぞれの市民センターに運営審議会が設置され，

市民センターの運営等における事項につきまして御審議をいただく

ものでございます。会議は年２回を予定しておりまして，通常は６

月と３月頃に行われております。 

      ２ページを御覧下さい。 

      市民センター条例（抜粋）第 11条に「審議会は市長が委嘱する６

人以内の委員を以って組織する。」となっている他，本市では女性委

員の登用に関しての基準があることから３名の女性委員を委嘱して

おります。 

      会議は原則公開とされ，傍聴希望者がいれば３名までの傍聴が可

能でございます。本日は午後１時から午後１時 20 分まで受付で待機

しておりましたが，希望者がいませんでした。 

      第２項 委員の任期は２年となっており，第３項 審議会に，委

員の互選により会長，副会長を置くということになっております。 

      ここで，本会の会長１名，副会長１名の選出をしたいと思います。 

      どのような方法で選出したらよろしいでしょうか。自薦・他薦が

ありましたらお願いいたします。 

      

      【事務局一任の声あり】 

      事務局一任という声がありましたので，事務局案について申し上

げます。 

      会長に   委員，副会長に   委員にお願いしたいと思いま

すが，皆さんいかがでしょうか。 

 

      【異議なしの声あり】 

      それでは，会長に    委員，副会長に   委員にお願いし

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

      それでは，    会長，   副会長に一言ずつ，御挨拶をい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

       【それぞれ挨拶】 
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       ありがとうございました。 

       次に議事に移ります前に，水戸市附属機関の会議の公開に関す

る規程に基づきますと，本日の会議の議事録署名人を「審議会委

員の中から２名以上の者を指名しなければならない」となってお

ります。 

       どなたかお願いできますでしょうか。 

 

  委員     委員と  委員のお二人にお願いできませんか。 

 

  委員   わかりました。 

 

執行機関   では，   委員と   委員のお二人にお願いいたします。 

      次に，市民センター条例第 12 条第１項に「審議会は，会長が招集

し，会長は会議の議長になる。」と定められておりますので，これ

より，会長に議事進行をお願いしたいと思います。 

       では，よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） それでは，暫時議長を務めさせていただきます。皆様の御協力

により議事が円滑に進みますよう御協力をお願いいたします。 

       まず，議事（１）の令和元年度 内原市民センターの運営方針

及び重点目標について事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関  （資料に基づき説明） 

 

議長（会長） ただいま，事務局より説明がありましたが，御質問があればお

願いいたします。 

 

  委員   【異議なしの声】   

 

議長（会長）  ないようですので次に（２）事業計画について事務局より説

明をお願いします。 

 

執行機関  （資料に基づき説明） 

 

議長（会長） ただいま，事務局より説明がありましたが，御質問があればお

願いいたします。 
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  委員   文化展の時期が 11月 1日から３日ということで，３日は内原ふ

れあいまつりと重なってしまいますが，自治会からのお手伝いは

必要ないですか。 

 

執行機関   参加団体の中から選出していただき，パネルの設置，撤去等の

お手伝いをお願いしたいと考えていますので，自治会関係からの

お手伝いは考えておりません。 

 

  委員   文化展の日程を変えることは，考えなかったのですか。 

 

執行機関   これまで内原ふれあいまつりの開催期間中に展示を内原ヘルス

パークで開催しておりましたので，今までのお客さんの意識もあ

ると思われますので，日数は短くしても同じ時期に開催したほう

が良いと考えました。 

 

  委員   妻里・鯉淵地区も一緒に開催するのですか。  

 

執行機関   妻里・鯉淵地区は，それぞれの市民センターで考えていただき，

開催していくことになります。 

 

  委員   １月 24日に第４回の女性セミナーに，「ごみ処理方法の変更点」

ということで予定されているようですが，水戸市のごみ対策課が

来て説明会をしてくれるということですか。 

 

執行機関   生涯学習課で行っております出前講座という制度を利用しまし

て，水戸市の職員が無料で講義等を行ってくれるものでございま

して，既に日程なども調整済みでございます。 

 

  委員   11 月 25 日に内原小学校での家庭教育学級で「みとぴよ音楽隊」

がありますが，レクリエーションなどをする事業なのですか。 

 

執行機関   家庭教育学級につきましては，内原中央公民館のときも同様で，

内原小・中学校・保育所・幼稚園で，親子のふれあいやコミュニ

ケーションを通して家庭教育を育むための事業でありまして，講

話などを開催する場合，講師の先生の謝礼などを，市民センター
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で支払いをいたします。 

 

  委員    それぞれの学校等で何回か行うということですね。 

 

執行機関   はい。そのとおりです。各学校等で年間計画を立てていただき実

施していきます。 

 

  委員   戻ってしまい申し訳ありませんが，ごみの説明会の件ですが，

市からは地区会に対してごみ処理の変更について説明会をしたい

ということになっているようですが，かぶってしまいませんか。 

 

執行機関   この女性セミナーは，女性だけを対象としまして，女性セミナ

ー運営委員さんからも要望があった講座の企画であります。今後

変わりますごみの出し方につきまして事前に説明を聞きたいとい

うことでありますので，特にかぶるということはないと思います。 

 

議長（会長） 何か御質問はございますか。ないようですので次の（３）令和

元年度定期講座開設状況について事務局から説明願います。 

 

執行機関   （資料に基づき説明） 

 

議長（会長） 先程，事務局から説明がありましたが，何か御質問はあります

か。 

 

  委員   10 ページのヨガＡ・Ｂ・Ｃがありますが，クラブの募集人員が

３名で受講者数が 41名となっていますがこれは，どちらかの人数

がおかしいのですか。 

 

執行機関   この募集人員と受講者数についてですが，現在の受講者数が何

名いて，外に新規募集者が何名いますということです。 

クラブについて説明しますと，新しい入会募集を何名かしてい

ただけないとクラブとして認められませんので，必ず募集が必要と

なります。ただし，クラブとして認められれば月に１回の部屋貸し

の抽選日に市民センターに来なくても月２回までは年間の予約を

確約するというものです。 
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  委員   募集人員は，あくまでもクラブ活動をする上での欠員人数とい

う考えだということですね。 

 

執行機関   先生が最高で何人まで教えられるかにより，募集人員は決めて

いただいております。 

 

  委員   詩吟や折り紙などは講師がなしということですが，先生がいな

いということでしょうか。 

 

執行機関   クラブの中でも先生にお願いしなくても，クラブ内で経験のあ

る方が教えたりするということもあるようです。 

 

議長（会長） 他に何か御質問はございますか。ないようですので次の（４）

令和元年度 内原市民センター利用状況について事務局より説明

願います。 

 

執行機関   （資料に基づき説明） 

 

議長（会長） 先ほど利用状況について説明がありましたが，何か御質問等は

ございますか。 

 

  委員   利用者数の説明ですとあまり減ってはいないということですの

で，妻里，鯉淵に分散しなかったというところでしょうか。 

 

執行機関   本年の教室・講座募集前の１月に利用団体の代表者を集め，今

後の教室，クラブについての説明をいたしました。妻里・鯉淵で

活動ができる団体につきましては，それぞれの教室・クラブを分

散したかったのですが，結果，移動がなかったということでした。

中妻分館を主に利用していた３団体だけは，妻里市民センターに

活動場所を変えております。 

 

  委員   地理的にもやはり内原は中央部ですし，部屋数も多いので変わ

らなかったということでしょうね。 

 

  委員   館外の利用者数が 643 名とありますが，これは何の数字でしょ

うか。 
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執行機関   これまでに開催されました家庭教育学級の参加者数でありまし

て，内訳としましては，内原小学校が 144 人，内原保育所・幼稚

園が 94人，内原中学校が 231人及び地域協働学校で 174人という

ものでございます。 

 

議長（会長） 外に御質問はございますか。ないようですので，（５）その他で

事務局から何かありますか。 

 

執行機関   私のほうから少し説明させていただきます。直接市民センター

に関わることではございませんが，参考としてお聞きいただけれ

ばと思います。本年は，いきいき茨城ゆめ国体・ゆめ大会が開催

されます。本市におきましては，いきいき茨城ゆめ国体が９月 28

日（土）から 10 月８日（火）までの会期でバスケットボール，レ

スリング，軟式野球，フェンシング，弓道，ラグビー，高校野球，

ドッジボールの８種目が開催され，いきいき茨城ゆめ大会が 10 月

12（土）から 10 月 14日（月）までの会期でフライングディスク，

バスケットボール，車いすダンスの３種目が開催されます。この

機会にぜひ会場に足をお運びいただき，各都道府県の代表選手に

よる熱戦を観戦いただければと思います。 

       国体関係ではこの他に，８月 18日（日）に開催されます内原商

工会夏祭り時の午後５時 00 分から 50 分の間にステージ場で各地

区会長同席の元，内原，妻里，鯉淵小学校の児童各２名による各

地区の火おこしがあり，その火を９月８日（日）にアダストリア

みとアリーナを会場にしまして水戸市の火として集火をするイベ

ントが行われます。その後９月 28日（土）の茨城国体の開会式に

おいて集められた市町村の火により炬火台に点火されることにな

っております。私からは以上でございます。 

 

  委員   内原小学校には連絡はしていますか。 

 

執行機関   既に内原小学校から男・女２名を推薦いただいておりまして，

商工会夏祭りでの火おこしの事前練習としまして，８月６日（火）

の午後２時に内原市民センターで体験する予定となっております。 

 

  委員   内原商工会夏祭りでの地区会長への出席依頼等は後で来ますか。 
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執行機関   来ると思いますので来ましたら連絡いたします。 

 

議長（会長） その他について事務局から説明がありましたが，何か御質問等

はございますか。 

 

  委員   昨日，民謡民舞の大会が行われたようで，市民センターの駐車

場も満車になり，駐車場係も配置していなかったせいか，県外の

ナンバーを付けた車が溢れ，内原出張所の方まで車がとまってお

りました。出張所では期日前投票が行われておりましたが，投票

しに来られた方も車がとめられなくて帰ってしまった方もいたと

聞いています。市民センター側から駐車場についての注意はされ

ていたのでしょうか。 

 

執行機関   大勢の方の利用により，駐車場が満車になると予想される場合

は，利用される団体から砂利の駐車場の管理者である内原出張所

に借りていただくようにはお願いをしています。また，この団体

の窓口で責任者となっている    様が翌日，市民センターに

来られ，「最後に部屋のほうも見ましたが何か不備がありました

か。」と言われましたが，使用した部屋について確認したところ，

ごみ等若干問題がありましたとお伝えしました。次回の反省事項

としまして，駐車場については十分配慮していただくよう再度お

伝えしたいと思います。 

 

  委員   選挙の投票日を避けていただくことはできなかったのでしょう

か。 

 

執行機関   この民謡民舞大会は全国大会への出場を決めるレベルであるこ

とから，1年程前から日程について借用依頼のお話があり，許可し

ておりますので日程の変更はできなかったという状況でした。 

      

  委員   大きな大会のようですが，内原地区から出場した団体等はあり

ましたか。 

 

執行機関   事前にプログラムの写しはいただきましたが，団体の出身地区

名等の記入はありませんでしたのでわかりません。 
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  委員   なぜ，いつも内原市民センターが会場に選ばれているのでしょ

うか。 

 

執行機関   他の市民センターの駐車場はおおよそ 40台程度で，極端に少な

いところもありますが，ここは市民センターの駐車場と砂利の駐

車場を合わせると 90台程度は駐車が可能ですので，このようなこ

とから内原市民センターを借りたいということになっていると思

われます。 

   

  委員   ヘルスパークの駐車場も近くにあり使いやすいということもあ

るのでしょうね。 

 

議長（会長）  他に市民センターになってからの御質問等はありますか。 

 

  委員   夜間等での鍵の借用についてですが，内原ヘルスパークの窓口

で借りる際，ヘルスパーク側も確認して鍵を渡しているのでしょ

うか。 

 

執行機関   市民センターからは毎週金曜日に，翌１週間分の予定表の写し

をへルスパークに持って行きまして，ヘルスパーク側は利用団体

から鍵の借用の依頼があった場合，予定表にチェックをし，貸出

した時間を記入してもらいます。あくまでも利用団体にしか渡さ

ないということです。あと，市民センターの玄関についてですが，

現在は鍵を借りた団体がドアを自動に切り替えると，利用者以外

の方も入ってきてしまいます。入れなくする方法としましては玄

関脇にＢＯＸがありまして，利用する団体のみ指定の番号を入力

してもらいドアを開けることができ，利用者以外が玄関に立って

も開かないという方法があります。ただし，その番号をいつまで

使うのか，いつの時点で番号を変えるのか，１週間おきか，１か

月おきかといった課題があります。 

 

  委員   私も夜間に市民センターを借りたことがありますが，鍵を最初

に借りた団体がドアを自動に切り替えてくれないとドアが開かな

かったので困ってしまいましたが，その辺はどうでしょうか。 
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執行機関   団体からの意見では，自動切替えにするとドアの前に立てば勝

手に開いてしまいます。誰でも入れてしまうということもあり，

嫌だという意見もあります。そのような団体さんには，手動切替

えにして利用者が自らドアを開け閉めしていただければ，ドアの

前に立つだけでは開きませんので，その方が安全だという考えも

あります。 

 

   委員  手動にする場合は両方一緒に開けないとならない。子どもでは

重くてなかなか大変だと思います。 

 

   委員  小学校からも市民センターには学校帰りには遊びで入らないよ

うに保護者宛てに通知があったようです。 

 

執行機関   平日，夜間に子どもたちがもし入ってしまい，気が付かずに鍵

を閉めてしまった場合，子どもが施設内に閉じ込められてしまう

ことが考えられます。 

 

   委員  必ずしも子どもたちが市民センターに入ってはいけないという

ことではないでしょう。 

 

執行機関   教室講座でお母さんたちが活動している時間中に，子供はロビ

ーで本を読んでいるという場合も多くあります。 

 

   委員  ほかの市民センターでも本は置いてあるのでしょうか。 

 

執行機関   市民センターは生涯学習施設で，図書コーナーがありますので，

本の数の違いはありますが，全ての市民センターに配置されてお

ります。 

 

   委員  市民センターは緊急避難所になっているのでは。 

 

   委員  子どもの緊急避難所は看板を掲示している家だと思うのですが，

現状と違うようなこともあり見直しもしないと，いろいろと難し

い面があると聞いております。 

 

執行機関   市民センターは災害があった場合，避難所が設置されます。地
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震が震度５弱以上の場合，所長は市民センターに急行しなければ

なりません。 

 

   委員  所長以外にすぐに来られる人はいるのですか。 

 

執行機関   市民センターの近くに住んでいる職員３名が市から指定動員者

としまして選任されており，この職員が急行することになってお

ります。 

 

議長（会長） 他に，何か御質問はございますか。ないようですので，令和元

年度第１回水戸市内原市民センター運営審議会を閉じさせていた

だきます。本日は大変お疲れ様でした。 

 


