
 

 

 

様式第 3号(第 7条関係) 

 

会 議 録 

 

1 附属機関の会議の名称    水戸市堀原市民センター運営審議会 

 

2 開催日時   令和４年７月６日（水） 午前10時00分から午前10時45分まで 

 

3 開催場所     水戸市堀原市民センター コミュニティルーム 

 

4 出席した者の氏名 

 (1) 委員     高塩ミツ，飯田孝男，櫻井惠子，橘純子，宇梶孝，鈴木麻紀 

 (2) 執行機関   加藤木長生 

 (3) その他    なし 

 

5 議題及び公開・非公開の別 

(1)   令和３年度行事報告について（公開） 

(2)  令和３年度利用状況について（公開） 

(3)  令和４年度運営方針及び重点目標について（公開） 

(4)  令和４年度事業計画について（公開） 

(5)  令和４年度定期講座募集結果について（公開） 

(6)  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４年度第１回水戸市堀原市民センター運営審議会 

 

9 発言の内容 

執行機関 定刻となりましたので，ただいまから令和４年度第１回水戸市堀原市民センタ

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，水戸市堀原市民センター運営審議会委員の委嘱状を配布させ

ていただきましたので，よろしくお願いいたします。 

      本日は令和４年度の第１回目，新しい委員をお迎えして初めての審議会となり

ます。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。資料として，水



 

 

 

戸市市民センター条例を配布しておりますので，御覧いただきたいと思います。 

第10条から第13条まで，運営審議会について規定されています。第10条で，運営

審議会の目的について，市長又は教育委員会の諮問に応じて審議するために置く

と規定されています。第11条では，運営審議会の組織について，審議会は６人以

内の委員で組織し，委員の任期は２年で，審議会に会長，副会長を置くことが規

定されています。任期２年ということで，皆様の委員としての任期は令和４年４

月１日から令和６年３月31日までとなります。第12条では会長は会議の議長にな

ること，委員の２分の１以上の出席がなければ審議会を開くことができないこと

が規定されています。本日の審議会は，６名の委員全員が出席されていますので，

委員の２分の１以上の方が出席されているため，水戸市市民センター条例第12条

第２項の規定により，審議会が成立していることを報告いたします。 

市民センター運営審議会は，通常，年に２回，６月～７月に１回，２月～３月

に１回，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。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，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。                                                                                                                          

      続きまして，正副会長選出です。市民センター条例第11条第３項に，委員の互

選により会長，副会長を置くことが規定されています。選出方法について御意見

のある方はいらっしゃいますか。 

（事務局案でお願いします） 

執行機関 事務局案という声がありました。事務局案といたしましては，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。いかがでしょうか。 

（異議なし） 

執行機関 異議なしとの声がありましたので，会長に＿＿委員，副会長に＿＿委員にお願

いいたします。 

続きまして，正副会長あいさつ。まず，＿＿会長からお願いいたします。 

会  長 ただいま会長という大役をいただきました＿＿でございます。肩がずっしりと

重いのを感じているところでございますけれども，私事で振り返りますと，この

堀原市民センターは昭和62年に開設して以来，堀原公民館の時代から現在に至り

ましても，いろいろな角度でお世話になっているところでございます。委員のお

話をいただきましたときに，この辺で恩返しをしなさいということかと思いまし

て，快く受けさせていただきました。微力ながら，私なりに精一杯務めさせてい

ただこうと思っております。委員の皆様方の御協力を切にお願い申し上げまして，

大変簡単ではございますけれども，挨拶とさせていただきます。 

執行機関 ありがとうございました。続きまして，＿＿副会長，お願いいたします。 

＿＿委員 改めまして＿＿です。平成30年から委員になりまして，今回副会長という大役

を仰せつかりました。条例に基づきまして，会長を補佐して一生懸命やっていき

たいと思います。どうぞ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。この運営審議会については，水戸市附属機関の会議

の公開に関する規程に基づき，会議録を作成し，署名をいただくことになってお

ります。議事録署名人については，例年，会長及び副会長にお願いをしておりま

すので，＿＿会長，＿＿副会長にお願いいたします。 

それでは，議事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項の規定に基づき，会長にお願いいたします。 

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させていただきま

す。皆様方の御協力をお願いいたします。審議会の資料に基づきまして，議事に

入ります。まず，議題（１）の令和３年度行事報告について及び議題（２）の令

和３年度利用状況について，事務局より説明願います。 

執行機関 （令和３年度行事報告及び令和３年度利用状況について説明） 

会  長 ありがとうございました。ただいまの令和３年度行事報告並びに利用状況につ

きまして，御意見，御質問等ございましたら，御発言をお願いいたします。 

＿＿委員 主催事業のわくわくこども教室とか，堀原大学とか，回覧を見ますと，いいの

をやっているなと思うのですけれども，どういう形で企画をされるのですか。 

執行機関 市民センターでは，いろいろな事業をやっています。他のセンターでこういう

ことをやりましたという実績報告書を毎年もらっていますので，そういうものを

参考にしたり，担当者がこういうのをやってみたいというところで企画をしてい

るところです。堀原大学につきましては，高齢者クラブとの共催事業ですので，

高齢者クラブから御意見をいただいたり，相談したりしながら進めているところ

です。 

＿＿委員 ありがとうございます。 

会  長 新型コロナウイルスの関連でも，まだまだ心配なところもありますので，人数

制限をしながら行事等も進めているのでしょうね。 

執行機関 新型コロナウイルス対策としまして，市民センターでは最低１ｍ，できれば２

ｍの間隔を開けることを利用条件としています。最近では感染者の数も少なくな

っていますが，その利用条件については変わっていませんので，利用人数があま

り多いようなときは，人数を調整してもらうとか，主催事業であれば，定員を調

整しながら行っております。 

会  長 他に何か御意見ございますでしょうか。 

ないようでしたら次に進みます。議題（３）令和４年度運営方針及び重点目標

について，（４）令和４年度事業計画について，（５）令和４年度定期講座募集結

果について，事務局より説明願います。 

執行機関 （令和４年度運営方針及び重点目標について，令和４年度事業計画，令和４年

度定期講座募集結果について説明） 

会  長 ありがとうございました。ただいまの令和４年度運営方針及び重点目標につい

て，令和４年度事業計画について，令和４年度定期講座募集結果について，何か



 

 

 

御意見，御質問等ございましたら，御発言をお願いいたします。 

＿＿委員 堀原わくわくこども教室では，令和３年度の内容を見せていただきますと，書

初めとか化学教室とか，本当に子どもたちが学校の教育活動とつなげたものをこ

ちらでやっていただいていると感じています。たいへんありがたいと思っている

ところです。 

令和３年度のところに，堀原小学校の除草作業を入れていただいています。本

年度は８月 20 日の土曜日に，住民の会の皆様の協力を賜りながら行う予定でおり

ますので，お知らせをさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

会  長 運動場もますます草が生えてきて，時計台のほうにまで押し寄せてまいりまし

た。２～３日前にお父さんソフトで校庭をお借りしましたけれども，本当に草が

迫ってきております。子どもたちが運動しやすいように，地域としても力添えを

ということは住民の会の会長も考えているところです。 

＿＿委員 ありがとうございます。 

＿＿委員 つい先日もたまたまこちらに来たら，子どもさんが校庭で遊んでいるのを見か

けました。活気があっていいなと思います。一時期は，暑さでしばらく校庭に出

られなかったようですね。 

＿＿委員 そうなんです。先々週の金曜日辺りから熱中症指数が高くなってしまいまして，

中休みも昼休みもエアコンをつけて教室の中でということになりました。外でで

きないときには，熱中症指数を測りながら，体育館でできるときはやっていたの

ですけれども，体育館も指数が高くなっているという状況もあって，そういうと

きには体育はできない状況です。今年度から，水泳学習がスポーツアカデミー水

戸さんをお借りして，バスで行ったり来たりということがございまして，外で，

また体育館で体育の事業ができないから体育はないということにはならずに，水

泳学習は継続してさせていただいている状況になっています。 

＿＿委員 生徒さんが走り回ってくれると草も生えない。生徒を外に出せないのは厳しい

ですね。 

＿＿委員 夏休みになると急激に草が増える。子どもたちが外に出られないことは，いろ

いろな面で影響が大きい。 

会  長 子どもたちの声を聞くと元気をいただきます。 

＿＿委員 私たちもそうです。 

会  長 その他何か御意見ございましたらお願いいたします。ないようでしたら，次の

議題に進めてまいりたいと思います。議題（６）のその他について，事務局から

お願いします 

執行機関 その他といたしまして，２点ほど報告をさせていただきます。 

１点目として，こどもスペースについてです。堀原市民センターでは，今年の

４月から市民センターこどもスペースを開設しています。子どもたちが，放課後，

勉強や遊びなど自由に過ごせる場所として，市民センターの図書室のスペースを



 

 

 

利用してもらうといったもので，市のこども政策課の事業です。堀原市民センタ

ーでは，月曜，水曜の午後３時から５時，10月から２月は午後４時30分までの利

用となっています。年度当初に，小学校にお願いして，チラシを配布していただ

きました。いままでのところ，利用はほとんどないような状況です。 

２点目はキーボックスの設置についてです。市民センターを土日祝日及び夜間，

職員が不在の時間帯に利用する場合，市民センターの鍵を管理人から借りてきて，

使用後に返却する形をとっています。最近では，鍵の管理人を引き受けてくれる

方も少なく，お願いする人を探すのも大変なところもあるようです。また，経費

削減ということもあり，市民センターにキーボックスを設置して，そこで鍵を管

理することになりました。暗証番号を入力して，キーボックスの中から鍵を取り

出し，使用後に鍵をキーボックスに戻す。そういう形に変わります。時期につい

ては，年内にキーボックスを設置，一定期間，鍵の管理人とキーボックスの二本

立てで運用し，一定期間経過後は，キーボックスに完全移行していく予定です。

土日祝日及び夜間の利用者にとっては，鍵を借りに行く手間が省けるというメリ

ットは大きいと思います。市民センターとしては，鍵の暗証番号の周知方法や暗

証番号を忘れた場合の対応など，実際に運用している市民センターを参考にしな

がら，スムーズに移行できるようにしていきたいと考えております。 

会  長 ありがとうございました。ただいま，事務局からこどもスペース，キーボック

スの話がございました。何か御意見，御質問等ございましたら御発言をお願いい

たします。 

＿＿委員 キーボックスは，常磐市民センターで１回経験をさせてもらいました。最初は

戸惑いましたが，たぶん次回からは大丈夫だと思う。予約したときに暗証番号を

いただいて，それで開けて戻す。帰るときも自分が最後のときは開けて，閉めて

ということなので，使いやすいかなという気はしました。 

執行機関 堀原の場合は，鍵の管理人がセンターから少し離れていますので，開いている

かどうか様子を見に来て，閉まっていたら鍵を借りに行く。そういう手間が省け

るようになります。ただ，暗証番号を忘れた場合の対応などについては，確認し

たいと考えています。 

＿＿委員 忘れることはないでしょう。申し込んだ責任者の方から，私の場合はメモをい

ただいたのですけれども，それを捨てない限りは大丈夫だと思う。あまりそうし

た心配はいらないと思う。 

＿＿委員 暗証番号がずっと同じ番号だと，関係ない人も使えてしまう。 

執行機関 暗証番号は定期的に変更することになるかと思います。 

＿＿委員 常磐では，１週ごとに違います。少しずつ変えていると思う。印刷されていて，

同じ日に使う人は同じ番号です。４団体あれば同じ番号なので，予約してさえあ

れば自由に使えます。他で利用しているのに，自分が最後だと思い鍵を締めてし

まって，中で出してくれという騒ぎは起こるかもしれない。 



 

 

 

執行機関 中からならば，鍵を開ければ出られます。ただし，キーボックスを開けられな

ければ戸締りをすることができません。 

＿＿委員 それは入口だけでしょう。トイレ行っている間に閉められたら，窓でもドアか

らでも出ることはできますよね。 

執行機関 玄関やその他のところについても，中からは開けられますので，閉じ込められ

る心配はないと思います。 

＿＿委員 代表者の方だったら，番号を知っているわけですから，キーボックスを開けて

鍵を閉めて帰ることができます。 

＿＿委員 ここは手動だからいい。常磐は自動ドアで，自動ドアのスイッチを入れるとい

う行為が必要です。代表の人がしっかり番号を持っていれば問題はないと思いま

す。 

＿＿委員 市民センター利用も便利になりますね。鍵を借りにいったり，返しに行ったり

するのが，簡単なようですけれどもネックになっていました。 

会  長 ちょっと不安はありますね。 

執行機関 始めてみないとわからない感じです。最初のうちは鍵の管理人とキーボックス

で併用の形を一定期間とりますので，その期間に周知に努めてまいります。 

＿＿委員 最初は分かっているつもりでも，キーボックスの開け方については不安があり

ましたけれども，１回経験したからもう大丈夫かなと思っています。 

＿＿委員 先般，学校を襲うようなメールがありましたね。 

＿＿委員 ここのところ，そういう不審なメールとか犯行予告が，非常にいろいろなとこ

ろで報告されていて，そのたびに，住民の会の皆様にすぐパトロールをしていた

だいているということもございまして，いろいろありがたいと思っています。 

＿＿委員 昼間ですので，働いている人もいます。なかなか要請に応えられないことも多

い。私は２～３名で下校時パトロールをやりましたけれども，パトロール隊のベ

ストを着てやっていますので，殊更挨拶をしないで歩きますので，御理解いただ

きたいと思います。 

＿＿委員 逆に御挨拶もできずに申し訳ありません。 

＿＿委員 子どもの下校時間に連絡とってもいない人が多い。 

会  長 堀原地区には各種団体の一つであります防犯協議会というものがございます。

防犯協議会へもっとスムーズに連絡あるいは立哨なりの御協力いただけるように，

もっと強く要望していきたいと感じているところでございます。みんなで子ども

を見守っていきましょうという状況ですので，できる範囲で，玄関先などで見守

りに取り組んでいきたいと思います。 

＿＿委員 子どもたちが帰る時間帯に門を開けましょうという活動をしていただいて，あ

りがとうございます。 

＿＿委員 下校時まで門扉を開けないで，一斉に開けているようです。途中で帰る子もい

ませんので，大丈夫かなと思います。要は，防犯パトロール隊の人数です。連絡



 

 

 

するのも大変でしょう。40人ぐらいに連絡したのですか。 

会  長 私は防犯協議会ではなく，住民の会の立場で会長の指示で動きました。そのと

き，防犯協議会はスムーズに連絡を取り合えないような状況だったため動いたわ

けですが，町内会長さんに電話を入れても十分にお話をしなければ通じない。た

だ，防犯協議会の方々は，ある程度ポイントを話せば，「はいわかりました。でき

るだけ集めて立ちます」と答えがすぐに返ってくるので，そういう組織で，もう

ちょっと強化していくということを痛切に感じておりますので，今後申し入れた

いと思っております。 

＿＿委員 集団で学年ごとに帰すようにしているのですけれども，家の前までみんなと一

緒ということはありませんので，どこかで一人になってしまいます。 

会  長 ちょっとした部分ですけれども，そこが怖い。 

＿＿委員 10人ぐらいで学校から歩いてきても，最後は一人になってしまう。 

会  長 そのときに玄関辺りに人がいると違います。 

＿＿委員 皆さんが目で見ているということが，犯罪意識の歯止めになると思います。模

倣犯みたいなものがどんどん出てきている。どう考えてもこれは悪戯だろうなと

いうメールであっても，どういう状況が起きるかわからないので，流すことはで

きない。そこのところは難しい。御協力をいただいて感謝いたします。ありがと

うございます。 

会  長 本日の議題もすべて終了いたしましたので，これをもちまして，議長の任を解

かせていただきます。御協力，ありがとうございました。 

執行機関 以上をもちまして，令和４年度第１回堀原市民センター運営審議会を終了させ

ていただきます。本日はありがとうございました。 

 

 

 

                                           

                                  

 


