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Ⅰ 「若者によるまちづくり実践塾」について 

 

 

 

 

 

１． 目的 

「若者によるまちづくり実践塾」は、２０代・３０代を中心とした若者の「自分づくり」

を支援するとともに、今後のまちづくりを担う世代に、地域づくりへの関心を高めてもらい、

社会の一員として主体的な参加を促すことで、地域活性化を目指すことを目的とした事業で

ある。 

２． 背景 

都市化・少子化が進展する中で、地域社会での人と人とのつながりや連帯意識が弱まって

いるなか、地域や社会との接点が少なく、活動範囲も学校や職場が中心となり、地域への関

心や人間関係の希薄な若者が増えているともいわれている。 

そのようななか、市民センターでは、青少年健全育成事業として、地域との交流や体験活

動を主体に、小学生や中・高校生向けの事業は多く行ってきたが、特に 20代、30代といった

若者（青年層）を対象とした事業は行ってこなかった。 

３． 趣旨 

地域での活動を活性化させるためには、地域の大人が積極的に地域づくりに関わることが

必要だが、今後のまちづくりを担う若者にも、地域づくり等への関心を持ってもらい、参加

を促していく必要がある。 

ただ、現在の若者は、複雑になる現代社会の影響を受け、多くの課題を抱えながら生活し

ているといわれている。そのような状況にあることから、若者には、いろいろな人々との交

流を図り、そこから刺激を受けて、仲間と共に、地域に根ざした活動に関心を持ち、主体的

に関われるようにしていくことが必要である。 

これまで、市民センターでは、本市の「自分づくり教育」の一環として、小・中学校との

連携協力のもと、職場体験の場を提供するとともに、小・中学生向けの体験学習の事業など

に取り組んできた。 

「若者によるまちづくり実践塾」は、若者自身が自発的あるいは主体的に「自分たちの暮

らす地域を良くしていきたい」という考えを培っていくきっかけづくりを、若者向けの「自

分づくり」支援として、拠点館ごとの特色を生かし、平成 22 年度から平成 24 年度の３ヶ年

にわたる継続的な事業として実施するものである。 

 

なお，平成 21年度末に，翌年度からの事業開始へ向け，仙台市中央市民センターが事業の

目的や方向性等を示している。その柱は，これまで市民センターと接点が少なかった 20代・

30 代の若者を対象とした事業を行うということ，それは，将来の地域活性化につながる人材

育成事業であり若者の「自分づくり」支援でもあるということ，そして，事業では「出会い」

や「刺激」の機会を提供していくということなどが挙げられる。 

太白区中央市民センターの「たいはく学生まちづくりフォーラム」は，市民センターの重点

事業の一つである「若者によるまちづくり実践塾」の実施事業として，平成 22年度から行っ

ている。「若者によるまちづくり実践塾」の事業開始の背景は以下の通りである。 

（平成 21年 2月作成の事業企画書より） 
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Ⅱ「若者によるまちづくり実践塾」における事業の流れ 
(事業期間:平成 22年度～平成 24年度) 

 

 

 

 

 

 

                

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台市教育委員会 

 

中央市民センター 

区中央市民センター 
青葉区・宮城野区※・若林区・太白区・泉区 

 

＜指定管理者＞ 

公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団 

各区役所区民部 

・事業方針の策定 

・各区中央市民センター

事業の支援や総括 

・ワークショップ（中間 

報告の場）やフォーラ 

ム（成果報告の場）の 

開催と職員への研修 

・必要に応じ区中央と連携 

・ワークショップやフォーラム 

へ参加（研修） 

・事業方針や地域課題

をふまえた区内での

事業実施 

・必要に応じ地区館と 

連携 

・取組成果の発表 

事業を実施 
宮城野区拠点館 
Ｈ23年 5月まで 

地区館 
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Ⅲ 「若者によるまちづくり実践塾」実施年譜 

 

年 度 各区中央市民センター事業 仙台市中央市民センター事業 

平成 21度後半 
新規事業の事業計画作成 

平成 22年度 

事業開始 

（青）「情報屋台村～はじめの一歩」 

（若）「若者によるまちづくり実践塾 

『ヤングエンパワーメント講座』」 

（太）「たいはく学生まちづくりフォーラム」 

（泉）「まち元気・若者企画事業」 

 

・「EASTプロジェクト＠若者によ

るまち育て実践塾」 

※宮城野区エリアは，中央市民セ

ンターが事業実施 

・第 1回～第 3回「若者によるま

ちづくり実践塾フォーラム」開

催 

平成 23年 3月 東日本大震災の発生 

平成 23年度 

実施 2年目 

（青）「若者によるまちづくり実践塾」 

（若）「若者によるまちづくり実践塾：若

林ヤングコミュニティ楽園『仙台

白菜復興プロジェクト』」 

（太）「たいはく学生まちづくりフォーラム」 

（泉）「若者によるまちづくり実践塾」 

・「EASTプロジェクト～若者によ

るまち育て実践塾～」 

・「若者によるまちづくり実践塾

フォーラム」開催（5区事業の

成果報告会） 

 

平成 24年度 

実施 3年目 

 

（ 8月：宮城野区 

中央市民センタ

ー開館） 

（青）「若者によるまちづくり実践塾」 

（宮）「EASTプロジェクト～若者によるま

ち育て実践塾～」 

（若）「若者によるまちづくり実践塾：若

林ヤングコミュニティ楽園『仙台

白菜復興プロジェクト・人』」 

（太）「たいはく学生まちづくりフォーラム」 

（泉）「若者によるまちづくり実践塾」 

・「若者によるまちづくり実践塾 

ワークショップ」開催（5区

事業の中間報告会） 

・「若者によるまちづくり実践塾 

フォーラム」開催（5区事業

の成果報告会） 

・「若者の社会参画を考える検討

会」実施 

・「若者によるまちづくり実践塾」

報告書作成 
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Ⅳ 平成２４年度「若者によるまちづくり実践塾」 

実施報告書（太白区中央市民センター） 

 

≪3ヶ年事業イメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年 度 事業の目的 

1年目 22年度  成果・課題 

2年目 23年度 成果・課題 

3年目 24年度 成果・課題 

3年を通して 成果・課題 

 

4年目・25年度以降の取組 

事 業 名 たいはく学生まちづくりフォーラム 

担当者名 山口 敬司                 

事業の目的 

※人づくりの観点か

ら 

２０代を中心とした若者が長町地区で見出した課題を解決するためのイベ

ント等を企画・運営する体験を通じて達成感を味わいながらまちづくりに対

する関心を深める。また「人とのつながり」「地域の活性化」を念頭に置き

事業を展開していくことで，様々な価値観と出逢い，自己の将来を考えるき

っかけづくりとなることを目的とする。 

事業対象者 

（参加者数） 

たいはく学生まちづくりフォーラム参加者１４名 
        

他団体との連携 

本庁・区役所の

部署 

太白区役所 

そ の 他 の 団

体・学識経験者

等 

東北文化学園大学 八十川淳氏 
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平成２４年度（３年目）の取組 

１ 震災や平成２２年度事業との関連 

   本事業は平成２２年度から，集まった学生の意欲を重視する意味で，タウンウォッチングを行

い地域課題を把握し，その課題を解決するためにどのような事業を実施すればよいのか，学生に

企画させるという手法をとってきた。 

学生からの意見を踏まえ，今年度は一過性に終わりかねないイベントよりもマップを作成し長

町の魅力を発信することで，継続的に長町に足を運んでもらえるよう仕組みを作ることとなった。 

長町地区は，多くの人が集まる長町南の「モール」と，ゼビオアリーナを始め新たな出店も見

込まれる「あすと長町」の間に位置している。この賑やかな２つの地域に挟まれている利点を生

かし，買い物やスポーツ観戦等を終えた“お客さん”を長町に呼び込もうというのである。 

また，昨年度の反省を生かし，集まってほしい人は誰なのかターゲットを絞り，その人達が求

める情報は何なのか等議論を重ねた結果，「若者に集まってもらうために，飲食店やおしゃれな

お店を紹介する地図」を作成することになった。その際，刺繍を施したり，紙質を工夫したりす

るなどして，興味を引くようにした。 

 

２ 実施内容 

ガイダンス＆第 1回ワークショップ 

①平成 24年 7月 1日(日） ②太白区中央市民センター・長町地区 ③参加者：学生 9名  

④参加者自己紹介・事業の説明とワークショップ「長町タウンウォッチング」・交流会 

⑤長町地区の観察や地域の方々へのインタビューを行い，地区の概要や特色を理解するとともに，       

まちの魅力や新たな可能性を発見する方法を具体的に学んだ。また，参加者同士でワールドカフェ形

式の交流会を実施し，長町の魅力や学生がやりたいことについて話し合った。 

第 2回ワークショップ 

①平成 24年 7月 7日（土） ②太白区中央市民センター・長町地区 ③参加者：学生 9名 

④前回の振り返り・タウンウォッチング・まとめ 

⑤前回に引き続きタウンウォッチングを行うとともに，「よくみたら見えるもの」，「分かりやすく

存在するもの」，「やりたいこと」について意見交換を行い，長町の情報を整理した。 

第 3回ワークショップ 

①平成 24年 7月 16日(月） ②太白区中央市民センター・長町地区 ③参加者：学生 6名  

④名刺作成・タウンウォッチング・話し合い 

⑤「学生まちづくりフォーラム」の名刺を作成し，長町商店街の皆様に自己紹介を行い，長町駅前プ

ラザ にて昔の長町についてお話を伺った。また，前回話し合った「やりたいこと」の整理・分類を行

った。 

第 4回ワークショップ 

①平成 24年 7月 28日(土） ②太白区中央市民センター ③参加者：学生 7名 

④実行委員会の立ち上げ 

⑤自主企画の実行委員会を立ち上げ，｢やりたいこと｣について実現可能・不可能の分類を行った。 
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第 5回ワークショップ 

①平成 24年 8月 4日（土） ②太白区中央市民センター・長町地区 ③参加者：学生 9名 

④自主企画構想・交流会のチラシ配り 

⑤自主企画について具体的に話し合い，長町の地図を作成することを決定した。また，地域の皆様      

とのワールドカフェ形式の交流会を企画。長町商店街をまわり交流会のチラシを配布し説明を行った。 

第 6回ワークショプ 

①平成 24年 8月 22日（水・祝） ②太白区中央市民センター ③参加者 6名  

④交流会に向けた話合い・自主企画構想 

⑤交流会のプログラム，役割，テーマについて話し合った。また，作成するマップのターゲットや        

種類について意見交換を行った。 

交流会・第 7回ワークショップ 

①平成 24年 9月 1日（土） ②太白区中央市民センター  

③参加者：学生 11名，地域の方 8名，ジュニアリーダー3名 

④自主企画発表会・交流会 

⑤地域の皆様(商店街や市民センターで活動している皆様）へ自主企画構想について発表し意見を求め

るとともに，交流を深めるためにワールドカフェを行った。 

第 8回ワークショップ 

①平成 24年 9月 15日（土） ②太白区中央市民センター ③参加者：学生 5名 

④交流会まとめ・マップ構想 

⑤交流会の意見をまとめ，感想を出し合った。また，意見を参考にしながらマップの具体的内容につ

いて話し合った。 

第 9回ワークショップ  

①平成 24年 9月 22日(土） ②太白区中央市民センター ③参加者：学生 4名   

④お礼の手紙作成・マップ構想 ⑤交流会に来ていただいた地域の方々にお礼の手紙を作成した。ま

た，どのような種類のマップにするか話し合いを行った。 

第 10回ワークショップ 

①平成 24年 10月 6日(土） ②太白区中央市民センター ③参加者：学生 7名  

④地図の講義・マップ構想 

⑤太白区まちづくり推進課長を講師として，地図の勉強会を行い，いろいろな種類の地図について学

んだ。また，学んだことを踏まえてマップ作成について具体的に話し合った。 

第 11回ワークショップ 

①平成 24年 10月 14日(日） ②太白区中央市民センター ③参加者：学生 4名  

④マップ構想 

⑤マップの内容について，具体的に話し合いを行った。 

第 12回ワークショップ 

①平成 24年 11月 3日(土） ②太白区中央市民センター ③参加者：学生 2名  

④マップ構想 

⑤マップの内容について，具体的に話し合いを行った。 
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第 13回ワークショップ 

①平成 24年 11月 23日(金） ②太白区中央市民センター・長町地区 ③参加者：学生 4名  

④マップ構想・取材 

⑤どのようなイメージのマップにするか話し合いを行った。また，長町商店街へ取材に行き，お店の

方におすすめメニュー等についてインタビューを行った。 

第 14回ワークショップ 

①平成 24年 12月 22日(土） ②太白区中央市民センター・長町地区 ③参加者：学生 4名  

④マップ構想・取材 

⑤マップのイメージをさらに膨らませると共に，再び商店街へ取材に行き，積極的にお店の方とお話

をした。 

第 15回ワークショップ 

①平成 25年 1月 20日(日） ②太白区中央市民センター・長町地区 ③参加者：学生 6名  

④マップ構想 

⑤自主的に行っていた取材も含め，取材内容について報告会を行い，マップのページ数や紹介項目に

ついて具体的に話し合い，役割分担を決定した。 

第 16回ワークショップ 

①平成 25年 2月 11日(月・祝） ②太白区中央市民センター ③参加者：学生 7名  

④マップ作成 

⑤マップ名，サイズ，コースのデザインについて話し合いを行い，マップの作成に着手した。 

第 17回ワークショップ 

①平成 25年 2月 12日(火） ②太白区中央市民センター ③参加者：学生 6名  

④マップ作成 

⑤作成のための材料を揃え，分担ごとに別れて作成に集中した。長町全体のマップを完成させた。 

第 18回ワークショップ 

①平成 25年 2月 15日(金） ②太白区中央市民センター ③参加者：学生 4名  

④マップ作成 

⑤前回に引き続きマップの作成に集中した。表紙を完成させた。 

第 19回ワークショップ 

①平成 25年 2月 23日(土） ②太白区中央市民センター ③参加者：学生 5名  ④マップ作成 

⑤マップの作成。また，掲載予定のお店に完成したマップについて協力への謝意を伝えるために，訪

問の予約を電話で行った。 

第 20回ワークショップ 

①平成 25年 2月 26日(火） ②太白区中央市民センター ③参加者：学生 3名  

④マップ作成・訪問分担 

⑤マップの細かい部分の調整を行い，お店訪問の分担を割り振った。 
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※ この他に五区の事業を総括する上で、中央市民センター主催で下記のフォーラム等が開催された。 

１．「若者によるまちづくり実践塾ワークショップ」：平成 24年 10月 13日（土）13:30～17:00 開催 

                               （資料１参照） 

２．「若者によるまちづくり実践塾フォーラム」 ：平成 25年２月 16日（土）13:30～17:00 開催 

（資料２参照） 

３．「若者の社会参画を考える検討会」 ：平成 25年３月６日（水）13:30～17:00 開催 

 

 

３ 事業の成果と課題 

①成果 

 ＜ワークショップの成果＞ 

・平成２４年度事業の初期段階でタウンウォッチングを数回か行うことにより，学生がフィール

ドである長町地区の特色や課題について把握・分類し，まちづくりに関する企画の手法につい

て実践的に学ぶとともに，地域との交流のきっかけづくりを行うことができた。 

＜マップ作成の成果＞ 

・商店街に取材に行くことによって，積極的に地域の中へ学生が入っていくことができた。また，

取材を通して地域の方々と話す機会が増え，より親密な交流を生み出すことができた。 

・何度も商店街へ足を運ぶことにより，学生が長町の地理に詳しくなった。また，商店街の雰囲

気を肌で感じることで，学生の感性を生かしたマップ作りに繋げることができた。 

・形として残るものを作成することで，後々まで地域に関わるきっかけを作ることができた。 

＜学生と地域との交流＞ 

・学生は取材でのインタビューや交流会を通して，地域の方々とのコミュニケーションを深める

ことができた。 

 

②課題 

・学生が大学での学業や行事，就職活動などでスケジュールを合わせるのが難しい場合もあり，

意欲をもって参加しても活動を継続できない学生がいる。 

・学生の取り組みが地域にうまく伝わっていない。効果的な情報発信を行っていくことも必要で

ある。 
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資料１ 

「若者によるまちづくり実践塾」中間報告会（ワークショップ）における助言者アドバイス等 

１ 日 時 平成 24 年 10 月 13 日（土）13:30～17:00 

２ 場 所 仙台市中央市民センター 第２セミナー室 

３ 主 催 仙台市中央市民センター 

４ 出席者 55 名（各区中央市民センター担当者、各市民センター職員等） 

５ 内 容 ○ 各区中央市民センター事業担当者・事業参加者による事業の中間報告（発

表） 

○ 上記報告に対する評価・感想等についてのグループワーク 

○ 助言者からのアドバイス及びコーディネーターによる全体総括 

         ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 水谷 修氏（東北学院大学教授） 

          助言者 小松 州子氏（仙台市民活動サポートセンター長） 

               中山 聖子氏（特定非営利活動法人ハーベスト代表理事） 

白川 由利枝氏（仙台市市民局市民活動推進部長） 

○ 参加者による交流と情報交換 

 

〔※太白区中央市民センターに関係する部分のみ〕 

 

１ 助言者からの質問及び発表者からの回答 

 Ｑ 活性化のツールとしてマップ作りを進めているという事だが，誰に手渡す為のマップかを

イメージしていれば教えてほしい。 

 Ａ 今の段階として，マップは，長町に普段来ている人たちや長町に住んでいる方に手に取っ

てもらいたい。また，学校やゼビオアリーナに来た人にも見てもらい，長町の商店街に流れ

て行ってもらうような流れを作っていきたいと思う。 

Ｑ「学生らしさを活かした視点を活かしてしていきたい」とあったが，例えばどんなところか

？ 

 Ａ 一番は，私たち自身が学生なので，例えばお店をピックアップするにあたって，私たちの

目線でお店を見て行こう、私たち自身が行きたいようなお店をマップに上げていきたい、と

思う。 

 

２ 助言者からのアドバイス、意見、感想等 

○ メンバーが毎年変わるが，若い人たちが積極的にこの事業に取り組んでいるということが

分かった。 

○ メンバーは変わるが，地域活性化を目指しているという事と，昨年度の振り返りをきちん

と踏まえ，今年度事業を組み立てているところが素晴らしいと思う。 

○「誰の為に活性化するのか？」とか，「活性化したらどんな人が笑顔になるのか？」というの

をきちんと考えてほしい。  

 ○ 「普段，素通りしてしまう人に足を止めてもらうという感じ」といった視点も持って，今

後，広報先や配布先も考えながら，マップ作りに取り組むといいかと思う。頑張ってほしい。 
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 ○「長町が活性化すると誰が笑顔になるのか？」をもっと考えてアピールすべき。学生の皆さ

んはどうなのか。皆さんはここが活性化すると，どういう思いになるのだろうか。 

○「ここが活性化したら，私はこんな事がうれしい！」とか，「私はこの町のこういうところが

キラリと光ったら，きっと笑顔になる。」また，「地元の人はもっともっと嬉しくなるし，関

わっている皆も，『やったぜ！』と思える。」というようなところが出てくるといいと思う。 

○「なぜここを活性化させたいか」というところが，あまり伝わってこない。ずっとフィール

ドが長町だったから，そのまま長町の活性化をしているというふうに聞こえてしまう。 

 ○ 自分たちが「行きたいな」というお店を皆にもっと知らせたい，「私が行きたいと思ったと

ころだから知らせたい！」など，是非，そういうところが入るようなマップを作って，素通

りする人たちだけではなく，もっと広く，「初めて長町を見たんです。」という人にも見ても

らえるような，そんなものにしてもらえたら嬉しい。 

 

３ 出席した他区の学生や市民センター職員の声（事後アンケートから） 

○ 長町在住だが，普通に過ごしていると全く活動の情報が入ってこない。もう少しポス

ターやＳＮＳ等を使って広報したらどうか。私も参加してみたい。 

○ 若者の視点で課題を見つけ，克服の方法（手段）を考え，実行し，検証する(予定)流

れや，昨年度の取り組みを生かした所がよい。 

○ まちづくりに対する学生の積極的な姿勢が感じられた。 

○「よそ者」，「若者」の力で活性化を発揮している。 

○「あすと長町」とモールのはざまにある商店街を活用しようとする観点がすばらしい。 

○ 若者目線がこれからのまちづくりに新しい価値観を植えつける。どんな街にするか構

想が見えると良い。 

○ 学生が主体的に活動しており，長町をよりよくする意識が感じられ良かった。今後の

活動が楽しみだ。 

○ 企画者である大学生が直接発表してくれてよく理解できた。 

○「自分たちがやりたいことを市民センターの協力を得て実施した。」というコメントがい

い。（やらされ感がない。） 

○ 若者が主体的に活動していると思いました。 

○ 地元の方々との話し合いをたくさんもうけているようで，学生と地元地域の人々の交

流が生まれて大変すばらしいと思う。 

○ 地元住民として活性化を応援している。がんばってほしい。 

○ 学生主体で動いているところに共感。すでにいるかもしれないが，その学生をバック

アップする人物がいたら心強い。 
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資料２ 

「若者によるまちづくり実践塾」成果発表会（フォーラム）における助言者アドバイス等 

１ 日 時 平成 25 年 2 月 16 日（土）13:00～17:00 

２ 場 所 仙台市中央市民センター 第 1・第２セミナー室 

３ 主 催 仙台市中央市民センター 

４ 出席者 120 名（各区中央市民センター担当者、各市民センター職員、ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ等） 

５ 内 容 ○ 各区中央市民センター事業担当者及び事業参加者、ジュニアリーダーによ

る取組み成果の発表 

○ 助言者（3 名）からのアドバイス及びコーディネーターによる総括講義 

（助言者、コーディネーターはワークショップと同じ） 

○ 参加者による交流と情報交換 

〔※太白区中央市民センター関係分のみ記載〕 

 

１ 出席者からの質問及び発表者（学生）からの回答、意見 

 Ｑ マップ完成後の展開はどう考えているか？ 

 Ａ ザ・モールやゼビオアリーナ，長町駅，ヨークタウンなどの大きい施設のフリーペーパー

スペースに置かせてもらう交渉をしたい。あとは市民センターにも置かせてもらいたい。 

 Ｑ マップを単に置くだけでなく，能動的な活動も考えているのか？ 

 Ａ このマップの意図は，（近郊の）大きな施設から長町商店街の方へ人の流れをつくることな

ので，マップを配置することで，手にした人が足を運んでくれればと考えている。 

 ○〔出席者からの意見〕私は泉区中央市民センターの実践塾に参加している。秋のワークショ

ップの際の交流会で，本日の発表者の皆さんと知り合いになり，長町在住なので「ぜひ参加

させてほしい」とお願いし，太白区の実践塾事業に一度参加した。その際に感じたのは，皆

さんが自分から考えて動いているということ。センター職員の指示を待つわけでなく，自ら

「どうしようか」と悩んでいる姿が印象的で見習いたいと思った。 

 

２ 助言者からのアドバイス、意見、感想等 

 ○ 3年間継続して取り組んでいる方も半分くらいいる。平成 22年度は地域との接点はあるも

のの，エリア内での鬼ごっこというイベント的なものだった。現在は，よりじっくりと地域

の方と向き合う取組になっている。また一歩，地域に若い人が近づいたという印象だ。 

 ○ マップについても若者らしいアイデアを取り入れ，見たいなと思わせる仕立てになってい

る。それを配布するだけでは他の地図と一緒になってしまう。皆さん取材を重ねていろいろ

な地域資源がわかったと思うので，メンバーがツアーガイドになったり，地域の人を語り部

に招いたりしてツアーを組むのも楽しいのではないか。がんばってほしい。 

 ○ 先ほど泉区の参加者の方が「自分から考え動く姿が印象的」という話をしたが，言った方

もすばらしいが，交流会をそのように活かしてくれたことがうれしかった。 

 ○ イベントだけでは得られなかったことや，地域に出て交流して得られたことを，自分たち
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の中で「あの時のこれが良かった。これは失敗した。ちょっと足りなかった。」などと振り返

ることが必要。そして，その結果，「こういうことをやってみよう！」というものが出たら，

地域の人と相談しながらやってみる。そういう，いろいろなキャッチボールができると，き

っともっと楽しくなると思う。 

 

３ 出席した他区の学生や市民センター職員の声（事後アンケートから） 

○「マップ作りは完成するまで話し合いや写真，取材等のまとめに時間がかかり，集まりの回

数が増えていく。」という声に共感した。自分がした時は，「まちを観察するポイント」を参

加者に話した上で実践した。 

○ 太白区の発表と最後の反省が的確であった。よく分析されていたと思った。 

○ 太白区の地図，完成した物を見てみたい。 
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参 考 

平成 22年度・平成 23年度の取組、3年間の総括等 

 

１  1年目（平成 22年度）の取組の概要 

平成２２年１１月２３日に太白区中央市民センターでイベントを行うことを前提に以下のような取

り組みを行った。 

 ①７/１９～８/２６  タウンウォッチングと地域課題の把握 

 ②９/１１～１１/２２ 実行委員会を立ち上げ，イベントの内容を検討し，準備を進めた 

 ③１１/２３ イベント「ぷちながまち」の実施 

④１２月以降は，「ぷちながまち」の検証と次年度に向けた話し合い 

 

 

２  ２年目（平成 23年度）の取組の概要 

（１）震災や平成２２年度事業との関連 

  平成２３年３月１１日（金）に発生した東日本大震災により,自宅が甚大な被害を受けた

参加者もいたが，そのような状況の中，震災以降市民センターに駆け付け，炊き出しや建物

内の片付けなどの手伝いを率先して行ってくれる学生もいた。センターに来ることができな

くても，自分の住む地域で学生達がボランティア活動を行うなど，地域との関わりを事業だ

けに限らず常に意識し，実践している。また，地域のために何かできないかと学生が集まっ

たのが「４月１５日」。仮設住宅に入居する方に向けて，生活情報や口コミ情報等を盛り込

んだマップ作成，仮設住宅内で簡易なボランティア活動を行うことを計画していた。実際に

はボランティアの需要の問題により計画を実行することができなかったが，学生が自主的に

地域参加をしていこうとする意識の表れとして評価できるものといえる。 

 （２）実施内容 

回数 日時・会場 内容 人数 

1 

H23年 7月 23日（土） 

中会議室 

10：00～17：00 

【第一回まちづくりフォーラム】 

アドバイザー：東北文化学園大学教授 八十川 淳 氏  

午前・午後：3グループに分かれてのタウンウォッチング 

11名 

2 

8月 6日（土） 

10：00～17：00 

第 2小会議室 

【第二回まちづくりフォーラム】 

アドバイザー：東北文化学園大学教授 八十川 淳 氏  13名 

3 

8月 20日（土） 

10：00～17：00 

中会議室 

【第三回まちづくりフォーラム・第一回実行委員会】 

アドバイザー：東北文化学園大学教授 八十川 淳 氏  12名 

4 
8月 26日（金） 

10：00～17：00 

【第四回まちづくりフォーラム・第二回実行委員会】 

アドバイザー：東北文化学園大学教授 八十川 淳 氏  
11名 
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第 2・3小会議室 

5 

9月 3日（土） 

10：00～17：00 

中会議室 

【第五回まちづくりフォーラム・第三回実行委員会】 

アドバイザー：東北文化学園大学教授 八十川 淳 氏 13名 

6 

9月 7日（水） 

15：00～ 

調理実習室 

【第六回まちづくりフォーラム・第四回実行委員会】 

イベントの概要決定（11月 23日，目的，内容，対象，地域メリット） 8名 

7 
9月 17日（土） 

中会議室 

【第七回まちづくりフォーラム・第五回実行委員会】 

イベントの具体的内容について検討。 
9名 

8 
9月 24日（土） 

中会議室 

【第八回まちづくりフォーラム・第六回実行委員会】 

イベントのブース（内容）と担当者の配置。 
5名 

9 

10月 1日（土） 

調理実習室 

【第九回まちづくりフォーラム・第七回実行委員会】 

各ブースの地域性，必要性，目的を確認。全体の目的の再確認。 

「長町の方との交流を通して長町をより身近に感じてもらう」 

12名 

10 

10月 8日（土） 

10：00～ 

大会議実 

【第十回まちづくりフォーラム・第八回実行委員会・チラシ講習会】 

ハリウコミュニケーションズ株式会社 武田 伸也 氏  

午前：チラシ講習会 午後：イベントタイトル決定。 

9名 

11 
10月 15日（土） 

中会議室 

【第十一回まちづくりフォーラム・第九回実行委員会】 

イベントのブース企画書作成 
8名 

12 
１0月 22日（土） 

第 2・3小会議室 

【第十二回まちづくりフォーラム・第十回実行委員会】 

イベントのブース企画書作成 
6名 

13 
10月 26日（水） 

第 1・2小会議室 

パンフレット作成，当日の役割決め 
2名 

14 

11月 5日（土） 

11：00～ 

創作室 

【第十三回まちづくりフォーラム・第十一回実行委員会】 

各ブースの担当・使用する部屋の確認。当日のスケジュール確認。 

開会・閉会の係の確定。作成する装飾の検討。 

9名 

15 

11月 12日（土） 

11：00～ 

中会議室 

【第十四回まちづくりフォーラム・第十二回実行委員会】 

12名 

16 

11月 19日（土） 

11：00～21：30 

大会議室 

【第十五回まちづくりフォーラム・第十三回実行委員会】 

11名 

17 

11月 22日（火） 

11：00～22：00 

大会議室・中会議室 

第 1・2・3小会議室 

和室大・小・体育館 

『ながまちパーク』 ～前日準備～ 

午前：各部屋にパネル・机・イスの必要数分配，および設置作業。 

会場レイアウト開始。必要物品の確認。 

 

午後：会場全体の装飾。各部屋の装飾。不足物品の調達・作成。 

15名 
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創作室・調理実習室 

音楽練習室 

飲食ブース仕込み開始。 

18 

11月 23日（水・祝） 

9：00～17：00 

大会議室・中会議室 

第 1・2・3小会議室 

和室大・小・体育館 

創作室・調理実習室 

音楽練習室・屋上 

『ながまちパーク』 ～本番当日～ 

9：00 集合 全体確認・最終物品確認 

11：00   開園式（イベント開始） 

12：20～  ライブスタート（体育館） 

14：00   閉園式（イベント終了） 

15：15   片づけ※物品の確認の後返却 

～地域人材の活用・地域交流を中心にイベントを展開。一過性のイベン

トというだけではなく，形として残るように工夫～ 

17名 

 

 

３ ２年目（平成 23年度）の事業の成果と課題 

（１）成果 

  ① 大学生同士のネットワークづくり 

   「たいはく学生まちづくりフォーラム」には，IMAYO!!（※）のメンバーをはじめ多くの大学

生が関わっている。参加した学生同士が繋がり，所属する大学への告知や情報発信が可能と

なったことで，活動・行動の範囲を徐々に広げつつある。当初，大学での授業内告知（宮城

大，東北工業大学，尚絅学院大学，宮城教育大学，東北文化学園大学，東北学院大学で実施。）

では，IMAYO!!や，「たいはく学生まちづくりフォーラム」のメンバーを募集するために，興

味のある学生にアンケートの協力を依頼し，任意で連絡先を記入していただいた。回答の結

果，総勢 82名の方から連絡先を頂戴し，具体的な活動内容・活動日程を連絡し，参加意思の

確認を行ったところ，「たいはく学生まちづくりフォーラム」に 11 名の方が参加してくれる

運びとなった。他団体との交流を持つ学生が増えたことから，今回のながまちパークの１ブ

ースに「若者の情報発信コーナー」を設置し，泉区の「若者によるまちづくり実践塾」の学

生達からなる「4-LEAVES」にもイベントに参加していただくことができた。本来は地域の方

に若者の活動を知っていただくことが目的だったが，参加した団体同士が交流し，今後活動

の情報を共有していくことができるように交流を行えたことが一番の収穫だったのかもしれ

ない。 

  （※）IMAYO!!（ｲﾏﾖｳ）：市民センター事業に積極的に若者がかかわることを目的として平成

17 年度より３年間「今様青年座」という市民企画講座を実施，これに宮城教育大学

を中心とした市内の各大学の学生が自ら企画し事業を実施してきた。さらに翌 20年

度からは主要メンバーが入れ替わり，「ＩＭＡＹＯ
イ マ ヨ ウ

!!」として大学生たちがこれまで

の経験を活かしながら「地域との交流」を意識したサークルが立ち上がり，太白区

中央市民センターを拠点として太白区内の地域活動を展開している。メンバーが在

籍する大学は宮城教育大学をはじめ，東北大学，尚絅学院大学，東北工業大学，東
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北学院大学，宮城大学，東北文化学園大学等の在仙の大学が中心となっている。 

 

② 地域の大人との交流 

   たいはく学生まちづくりフォーラムでは，自らの足で地域との関わりを持つことを経験し

た。例を挙げると太白区役所まちづくり推進課と太白区中央市民センターとの共催事業とし

て行われた「ながまちパーク」で「長町歴史写真館」を担当した学生は，昔の長町と現在の

長町を写真で見比べるため，地域の商店から昔の写真を借りてきて，同じ場所を自分で写真

に収め，その写真を地域に住む方に確認していただき，その写真に関する歴史を教えていた

だいた。他にも「ながまちパーク」当日に会場に来ていただき，参加者へ知識・技術を教え

ていただいたり，交流を持っていただいたりすることができた。昨年度からの継続事業とい

うこともあり少しずつ学生の活動が認知され，これまで以上に協力をいただくことができた

のではないだろうか。 

 

③ 企画・運営の仕組みを学ぶ機会 

    これまで，IMAYO!!を中心として若者を市民センターに集めるために，自分達の興味・関

心からイベントを企画してきた。互いに切磋琢磨しながら時には失敗をし，イベントの作

り方について学んできた。その成果として「たいはく学生まちづくりフォーラム」の企画・

運営の中心となり，他の学生をサポートしてきた。平成 23年度は特に広報の仕方について

重点をおき「効果的なチラシの作成」を学ぶために，10月 8日（土）にハリウコミュニケ

ーションズ株式会社の武田伸也氏をお招きして，チラシ作成の手順・注意点・具体的な例

示をしていただいた。特に「様々な年代を対象に作ったチラシは，結局どの年代にも興味

を持たれない中途半端なものになってしまいやすい。」という言葉をヒントに，地域のメリ

ット，参加者のメリット，スタッフのメリットを再確認し，相互に利益となりうる協働の

精神を学ぶ機会となった。 

 

（２）課題 

① 学生の活動の継続性 

本事業は，大学生を中心とした活動であるため，参加の継続性が当初から課題として生

じていた。学校やサークル活動，アルバイト等を理由に活動に参加できない場合もあるが，

学生の主体性を考慮し，参加を無理強いすることのないよう注意しなければならなかった。

また，就職活動や卒業論文等で参加が困難な場合がある３・４年生は自らの役割や担当を

見つけ，活動に積極的に取り組めるよう，担当職員が学生に気づきを与えられるようにし

ていくことが課題となる。 

    さらに，たいはく学生まちづくりフォーラムが複数年度にわたって行われているのに対

し，学生はそのリズムで動くことが非常に困難である。昨年度からの継続の人数を考えて

みても，毎年同じメンバーでというわけにはいかないのが実情である。そのため，継続的

な活動を行っていくための工夫を行っていかなければならない。 
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② 地域との関わり方 

 課題（１）で述べたように，学生が継続して活動を行っていくことは非常に難しい。そ

のため，地域の方とのつながりが一過性になりやすい。関係性を継続させるためには，「誰

と，いつ，どこで，どのようにして，どうしたのか」を引き継いでいく必要がある。さら

に，新規で入ったメンバーにも自分達が何を目的に活動するのか，地域とどのように関わ

っていきたいのか，参加者全体の意識を共有し外部に発信していけるようにしなくてはな

らない。今後の課題として，地域の方との協力体制を考えていく必要があるのではないか。

平成２２年度や平成２３年度のように，学生が企画したイベントにスタッフとして関わっ

ていただく手法と，イベント等の企画段階から一緒に作り上げていく手法とが考えられる

が，地域に根差した継続的な活動にしていくためにはどのようにすることが良いのか実践

を通して検討していく。 

 

③ イベントの設定・企画 

   平成２３年度は１１月２３日（祝）に「ながまちパーク」というイベントを行った。この

イベントでは長町にお住まいの３００名を対象として，この地域の歴史ある建物や風景を昔

の写真と見比べてみるブースや，長町地区を拠点として活動する方を直接お呼びしてものづ

くり体験講座等を行った。このイベントの開催を通じて，以下のような課題をあげることが

できる。 

Ⅰ．各ブースを全て回っていただく仕組みを検討 

Ⅱ．親子連れが多いことを想定し，子どもだけでなく親も楽しめる（参加していただける）ブ

ース検討 

Ⅲ．参加者同士の交流を深めるためのイベント内でのミニ企画の検討 

Ⅳ．地域の大人とイベントについて話し合う機会を頻繁に持つ 

Ⅴ．スタッフの人数と参加者の人数バランスの設定 

 

 

４ ３年間の総括 

（１）成果 

＜参加した学生の良好な循環＞ 

太白区中央市民センターでは，大学生を市民センターに呼び込むことを目的に，平成１７年度

から大学生のボランティア団体「ＩＭＡYO!!」の活動支援を続けてきた。平成２２年度当初は，

本事業に参加するメンバーのほとんどが，この「ＩＭＡYO!!」にも参加していた。 

しかし，学生は３年生以上になると就職活動で忙しくなり，１・２年生の様に「たいはく学生

まちづくりフォーラム」や「ＩＭＡYO!!」のどちらにも参加することは難しくなる。そこで，３

年生になると「たいはく学生まちづくりフォーラム」の活動から離れ，時間的な拘束が少ない「Ｉ

ＭＡYO!!」に専念する様になってきた。 

一方，この３年間，５月から６月に宮城県内の大学のご協力のもと，授業時間の一部をつかっ

ての募集活動を行いながら新メンバーを集めて「たいはく学生まちづくりフォーラム」を実施し

てきたわけだが，フォーラムを引退した３・４年生がＯＢ・ＯＧとして，積極的に新たな参加者
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の勧誘にも協力してくれている。初めて集まった学生に簡単なガイダンスを行ったり， タウン

ウォッチングの際は一緒にまち歩きをして，活動のあらまし等を教えてくれた。また，大学を卒

業してからもわざわざ足を運んでくれる元参加者もいる。 

このように，１・２年時は「たいはく学生まちづくりフォーラム」でまちづくりの基礎や楽し

さを学んだ学生が，３・４年生になると「ＩＭＡYO!!」として自立して事業を企画・運営し，さ

らに後進の指導にあたるという好ましい循環が生まれた。 

 

＜学生に達成感を持たせることができた＞ 

「たいはく学生まちづくりフォーラム」は，参加者である学生達が自ら地域課題を発見し，自

分達でそれを解決するという手法で事業を進め，１・２年目はイベントの実施，３年目はマップ

の作成と異なる内容となった。しかし，結果はどうあれ，“自分達で企画・運営した”ことで，達

成感を味わわせることができたのではないかと思われる。 

 

＜共催実施による成果＞ 

・太白区まちづくり推進課と共催で実施することで，事業運営を効果的に進めることができた。

例えば，本事業２年目のイベントの際，あすと長町の仮設住宅にチラシをまこうとした際，仮設

住宅を管轄する太白区まちづくり推進課を通して容易に集会所に配布することができたり，太白

区まちづくり推進課との関わりが深い東北文化学園大学の八十川先生に当初からアドバイザーと

してご指導をいただくことができたりした。 

 

（２）課題 

・これまで基本的に本事業を学生の自分づくりの場と捉え，将来のまちづくりを担える人材の

育成に努めてきたが，新規の学生を集めることと，集まった学生が継続的に参加できるように調

整することが難しかった。この課題の根本的な解決は難しいかもしれないが，毎年，地道に学生

を集め，やりがいのある魅力的な事業とすることで，学生の意欲を高めるよう工夫していきたい。 

 

・「ＩＭＡＹＯ!!」は，例年，交流フェスタ（太白区中央市民センターの市民センターまつり）

でブースを担当したり，クリスマスコンサートを企画・実践してきているので，地域からも認知

され，魅力アップ懇話会（太白区中央市民センター主催の地域懇話会）に出席し，若者目線で地

域課題等について意見交換に参加するまでになっている。ところが，フォーラムは，今一つ地域

から認知されていない面がある。次年度は，今年度作成したマップを活用して，これまで以上に

地域から認知され，地域との交流を深めることができるよう取り組んでいきたい。 

 

（３）区中央市民センターの所感 

 「たいはく学生まちづくりフォーラム」に参加した学生に感謝すると同時に，将来，フォーラ

ムで学んだことが生かされるような内容にしたいと考え，太白区まちづくり推進課と連携して事

業メニューの企画を立て実施してきた。その意味で，一番大切にしてきたのは学生の達成感とい

うことである。最終的に失敗した，イベントが実施できなかった，というのでは達成感以前の問

題であるが，様々な取組の完成度については，区中央市民センターが期待するレベルに満たなく
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とも学生にとっては達成感を味わえることもあるだろうし，失敗から学ぶことも大いにあるはず

である。その意味で，許容される失敗と許容されない失敗を選別して，許容されない失敗は未然

に防ぐよう支援してきた。 

しかし，学生は細部にこだわり，許容される失敗に固執する様子がしばしば見受けられた。イ

ベントの際は特にそうだが，許容されない失敗を未然に防ぐ工夫や、失敗の実体験等に関する振

り返りの機会を区中央市民センターから提供することで、学生達は，地域活動のノウハウを着実

に蓄積していくことができたものと考えている。 

 

 

５．今後の取組の方向性 

○ 平成２５年度以降の方向性 

・来年度も参加学生の自主性を尊重しながら，学生と地域商店街・住民等とのネットワークを

より深めていき，また学生の活動が地域の活性化につながっていくよう事業を展開していく。 

・学生と地域の人々がまちづくりを共に考え，体験を共有したりするような場も設定していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


