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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３年２月 16日（火）午後３時 00分から午後４時 05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，久保田 圀男，岩木 厚子，鈴木 稔 

 

 （２）執行機関 

   神原 俊幸 

 

 （３）その他 

   欠席委員：飯田 結香 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 （１）令和２年度内原市民センター事業実施状況について  （公開） 

（２）令和２年度内原市民センター利用状況について     （公開） 

（３）令和３年度内原市民センター事業計画（案）について（公開） 

（４）令和３年度定期講座募集（案）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２年度 第２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２年度第２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，皆様がた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。この運営審議会は年２回の開催ということですの

で，今年度はこれで終了となります。 

        委員ですが，あいにく仕事となってしまったため欠席すると

の連絡がありましたので御報告いたします。 

      さて，今年度３月 31 日に運営審議会委員の任期が一旦切れます。

資格につきましては通算で３期６年以上はできないということにな

っておりますが，現委員の皆様の中では該当しませんので，特に支障

がなければ引き続きお願いしたいと思います。   委員につきま

しては内原中央公民館から引き続き委員になっていただいておりま

すが，公民館と市民センターでは任期を通算しては引き継がないと

いうことですのでよろしくお願いいたします。 

なお，御都合の悪いかたがいらっしゃいましたらお早めに事務局ま

で連絡をいただきますようお願いいたします。 

      はじめに資料の訂正をお願いいたします。６ページの次，令和３年

度内原市民センター定期講座受講生募集チラシ案の新規教室中，古

文書入門教室の（開催日時）第２・４土曜日 15：30～17：00 の回数

部分で「全 20回」を「全 17回」に訂正願います。次に開講日の部分

で「５月８日」を「５月 22日」に訂正願います。次のページをめく

っていただきまして表の最後の部分で「ウクレレ」を「ウクレレＡ」

と訂正お願いいたします。大変申し訳ありませんでした。 

      また，報告ですが２月 13日午後 11時 08 分に水戸市地域で震度４

の大きな地震が発生いたしました。水戸市内の市民センターは震度

５弱になりますと所長は市民センターに急行しなければならないこ

とになっておりましたが,震度４でしたので自宅待機ということに

なりました。 

      しかしながら内原市民センターでは地震などがありますと２階の

防火扉が閉まり警報ブザーもなってしまうため，市民センターへ急

行し，災害状況の確認と２階の防火扉を開け，警報ブザーを止め帰宅

いたしました。翌日も状況を再度確認しに行きまして調べましたと

ころホール西側の柱と天井の接合部の５ｃｍ四方が崩落しているの

を確認いたしました。被害につきましてはそれだけでしたが市民生
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活課まで報告をしております。地震関係につきましては以上でござ

います。   

      では，会議に進みたいと思います。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きますこ

とを御了承願います。 

      本日の市民センター運営審議会ですが，委員６名中５名が出席で

すので，水戸市市民センター条例第 12条第２項の規定により，成立

しておりますことを御報告いたします。 

      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。 

    委員と  委員のお二人にお願いできますか。 

 

  委員  わかりました。 

 

執行機関  それでは，   委員と   委員のお二人にお願いいたします。

よろしくお願いいたします。次に会長挨拶になります。 

         会長よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 本日は運営審議会にお集まりいただきましてありがとうございま

す。本日の運営審議会でございますが，令和３年度に向けました計

画等の説明もあるようですので皆様の御意見を頂戴したいと思い

ますので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。次に，市民センター条例第 11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，議事の報告事項（１）の令和２年度 内原市民センター事

業実施状況について事務局より説明をお願いします。 
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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。新型コロナウイルスの関係で実施できた事業もほ

ぼありませんでしたので皆さん宜しいでしょうか。 

 

  委員   事業が中止ですので意見もございません。  

 

議長（会長） ないようですので承認させていただきます。次に（２）令和２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） 御意見がないようですので（２）令和２年度内原市民センター利

用状況については承認することにいたします。続きまして協議事

項（１）令和３年度内原市民センター事業計画（案）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） 先ほど，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。ないようですので令和３年度内原市民センター事業計画（案）

については承認することにいたします。（案）を削除願います。 

次に（２）令和３年度定期講座募集（案）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） 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
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いいたします。 

 

  委員   今回初めて字手紙教室が開催されるようですが，どのようなも

のですか。絵手紙のようなものなのでしょうか。 

 

執行機関   絵の代わりに字を書いたものでございます。他の市民センター

でこの教室を実施していることを聞き，その先生にお願いしまし

たところ快く引き受けていただくことができました。   

 

  委員   農業などに関する教室，家庭菜園等のやり方などを教えていた

だけるようなものをやっていただけないかと思うのですがいかが

でしょうか。これは個人的な要望です。 

 

執行機関   ３回程度で終わる単発の講座であれば可能だと思いますので検

討いたします。 

 

   委員  旧内原町には３つの市民センターがあります。内原市民センタ

ーは内原地域の中心部ということで利用が多いということを聞い

ています。今まで内原市民センターを利用していた者でも鯉淵や

妻里市民センターを借りるということはできますか。 

 

執行機関   借りる前には利用団体調査票という書類を提出していただかな

ければなりませんが，市内のどこの市民センターでも使用できま

すので，鯉淵，妻里も施設が新しいのでどんどん利用していただき

たいと思います。 

 

   委員  講座の募集チラシは内原地区だけの配布になりますか。 

 

執行機関   内原地域の３地区に全戸配布いたします。 

 

   委員  逆に鯉淵や妻里の講座募集のチラシは内原地区に配布されます

か。 

 

執行機関   内原地区全戸に配布されるかどうかはわかりませんが，市民セ

ンターの施設掲示分として預かりますので，募集内容については

わかると思います。 
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   委員  内原地区の者が鯉淵・妻里の募集に対して申し込むことはでき

るということでよろしいですか。 

 

執行機関   はい，そのとおりでございます。 

 

議長（会長） その他，何か御質問はありませんか。ないようですので（２）令

和３年度定期講座募集（案）については承認するということにいた

しますので，（案）を削除願います。 

       以上で協議事項は全て終了いたしました。次に４その他で何か

事務局のほうからありますか。 

 

執行機関   それでは私のほうから令和３年度から実施いたします【市民セ

ンターこどもスペース事業】について簡単に御説明申し上げます。

この事業は開放学級に入っていない子どもたちのいられるスペー

スを確保する目的により市長から提案のありました事業でござい

ます。 

       利用対象者につきましては小学生で，令和３年度は酒門，桜川，

大場，内原の４つの市民センターからスタートすることになりま

した。利用時間は 15 時から 17 時まで（冬季は 16 時 30 分まで）

ということになります。内原市民センターでは毎週火曜日と木曜

日の平日に開設ということになります。利用方法については利用

者が窓口に声をかけていただき，受付簿に入所時間（帰りに退所時

間）・名前・学年・組を記入のうえ，利用についての決まりごとを

守ってもらい勉強や読書，遊び等に使っていただくものです。飲食

については原則不可となっておりますが，水分補給等の水筒など

の持参は可となります。 

       また，これらの周知方法は「水戸市のホームぺージ」や「広報み

と」により周知を図っていくということでございます。次年度から

この事業をスタートし年次計画により対応市民センターを増やし

ていくことになっております。 

       市民センターこどもスペース事業につきましての説明は以上で

ございます。 

 

議長（会長） 先ほど説明のありましたこどもスペース事業につきまして，何か

御質問等がありましたらお願いいたします。 
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   委員  この時間内に見守りのかたはいますか。 

 

執行機関   見守りはいませんが，市民センターのほうで様子を見るように

はしたいと思います。また，将棋盤やオセロなどは用意したいと思

います。 

 

  委員   何かあった場合の責任者，管理者というと所長ということにな

りますか。 

 

執行機関   施設の長ということでそうなります。 

 

  委員   子どもを自由に遊ばせるということは簡単なようですが難しい

と思います。一番簡単にできるものといえばテレビを置いてビデ

オなどを見せておくとおとなしく見ているのではないかと思いま

すが，テレビを見せることがよいかどうかということはあります。

見せたくないという親もいますので。 

 

  委員   市民センターから遠い所から来る子どもですと歩いて 30分，40

分かかる場合，午後６時近くになってしまいますし，冬場は真っ暗

になってしまうし，危ないと思いますので，親がお迎えに来るとい

う条件付きにしたほうがよいのではないかと思います。 

 

執行機関   市民センターとしましても，今問題視しておりますのは午後５

時に終わって子どもたちのお迎えがあり帰れるのか，帰れない子

がいた場合どうするかということです。市民センター側で車に乗

せて帰すことも問題があるのでできないと思います。 

 

  委員   少し気になることが何点かあります。一つは利用時間のことで

す。 

今，１・２年生は３時下校，高学年は４時となっています。家に帰

ってから来るとなると低学年で２時間，高学年で１時間あるかど

うかということから少し難しいのかなとは思います。 

また，もう一つは，このようなことをする場合必ず問題になる  

のがゲームです。子どもたちは必ずみんなでゲームをして遊びま

す。ゲームでの遊びも許すのでしょうけど，地域の人たちがこのよ
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うな状況を見た場合どう思われるかということと，ゲーム機の貸

し借りなどをした場合，また，ゲーム機を壊したりした場合，ゲー

ム機は高価なものなので貴重品ですから携帯電話やゲーム機は持

ってきてはだめとかということも考えたほうがよいのではないか

とも思います。ゲームは家でもやっているのでわざわざ市民セン

ターでゲームをやることがどうなのか。ゲーム機を持ってくるこ

とを認めるのであれば，ゲーム機の管理は各自の責任に任せるな

どの言葉も必要ではないかと思います。あとは怪我の問題です。大

人が見ていないと子どもたちは気が大きくなっていろんなことを

します。学校でも必ず先生がたは注意をしながら見ているように

しています。この時間は勉強してもいいし，遊んでもいいというこ

とになっていますが，子どもたちへの決まりごとを守れるかどう

か，そして遊んでいるときには大きな声を出さないようにという

ことですが，なかなか難しいと思いますね。遊んでいるときには当

然大きな声を出してしまいます。あと，先ほどもお話が出ていたよ

うに帰りの問題ですね。市民センターでもお迎えできることが必

須ですということはなかなかできないでしょうし，地域のかたが

親代わりになってやってくれればいいですけども，それも大変難

しいと思います。子どもたちが家に帰って市民センターに向かう

とすればおおよそ自転車に乗ってくると思われ，学校ではヘルメ

ットを被るように指導はしていますが帰りにヘルメットを被らず

に途中で転んで怪我をしてしまうとか，何かあった場合，やはり責

任問題になってしまうと思います。その辺が気になるところです

ね。       

 

  委員   学校としては一度家に帰ってからということですか。 

 

  委員   学校としましては子どもたちだけで直接市民センターへ行くこ

とはＮＧにしていただかないとだめですし，もしそのようなこと

をした場合，大変なことになります。一旦家に帰ってから市民セン

ターへ行くということになりますので，少し制約があるとは思い

ます。また，これは市から降りてきた事業ですのでＮＯとは言えま

せんが，いろいろなトラブルが予想されますので気を付けたほう

がよいのかなと思います。 

 

  委員   市民センターへ来る子どもたちを考えた場合，親御さんが仕事
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などでいない家庭が多いでしょうから，地域で面倒を見てくれる

かたがいればいいんでしょうけど。 

 

   委員   むしろ，内原地域には集落センターがあるところも多いので

家に近い集落センターを地域に開放してもらい自治会のかたに

見守りを交代でお願いしたほうが子どもたちには安全だと思い

ます。 

        わざわざここまで来なくてもいいですし，近くの子どもはも

ちろんいいでしょうけども。 

 

   委員   今開放学級に入っている子どもたちですが，低学年にはやは

り多くおりまして半分位はいるかもしれません。その中で利用

するのは高学年の子どもたちだけだと思いますので，利用率で

はあまり多くないかもしれません。 

 

   委員   土曜日の午後に「子ども広場ひまわり」ということで市民セン

ターを利用していますが，これは親が面倒を見られない子ども

たちを自由に遊ばせるものですが，通常１階と２階の部屋をい

つも借りています。１人が施設内を駆け回り始めるとそれにつ

られて何人かが階段などを駆け上がったり降りたりしています。

男の子たちがやはり多いですね。危ないので，これからは２階へ

上がらせないようにするか，１階だけ借りるかにしようとは考

えています。 

 

   委員   市民センターに子どもスペースを設置することについて，経

緯は何か聞いていますか。陳情とかがあったのでしょうか。 

 

執行機関    経緯については特に聞いておりません。 

 

   委員   利用方法については子どもたちが窓口に受付して，決まりご

とを守ってということですが，小さい子どもでは難しいでしょ

うね。今まででも小学生は来ていたこともあったと思いますが。 

 

   委員   子どもはずっとそこにいると飽きてしまうので，ヘルスパー

クの芝の公園に遊びに行ってしまう子どもたちもいるのではな

いかと思いますが。もしそうなった場合，市民センターでも困り
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ますね。 

 

執行機関    もしもそのような場合は，退出ということで時間を記入する

しかないと思います。 

 

  委員    私のほうから最後に意見を述べたいのですが，子どもたちの

決まりごとについてです。子どもたちがわかる言葉で表現して

いただきたいと思います。それと利用する前に注意事項を紙で

書いたものを渡すなどして，これを守ってくれれば使える旨の

説明をしてもらったほうがよいと思います。まずは最初の段階

でお知らせすることが重要だと思います。後からだとやはりト

ラブルにもなりますから。 

また，内原地区独自の注意事項を追加してもよいのではない

かと思います。 

   

議長（会長）  ありがとうございました。他に，何か御質問はございますか。

ないようですので，これをもちまして質疑は閉じさせていただ

きます。本日予定されました議事につきましては委員の皆様の

活発な御意見をいただきまして全て終了することができました。

誠にありがとうございました。 

以上で議長を解任とさせていただきます。御協力ありがとう

ございました。それでは，事務局へ進行をお返しいたします。 

 

執行機関   長時間の慎重な審議大変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２回水戸市内原市民センター

運営審議会を閉会いたします。本日はお忙しい中，ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 


