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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 25年 5月定例会） 

○ 日 時 

平成 25年 5月 22日（水）午前 10時 00分～12時 15分 

○ 場 所 

仙台市中央市民センター 5階 第 2セミナー室 

○ 出席者 

［委員］ 

梨本雄太郎会長，佐藤憲子副会長，跡部薫委員，石井山竜平委員，大泉太由子委員， 

小岩孝子委員，小松州子委員，齋藤純子委員，佐藤直由委員，照井栄一委員， 

堀越清治委員，松村弘美委員 

（15名中 12名出席） 

［事務局］ 

中央市民センター：千石センター長，小原センター次長，土屋管理係長 

青葉区中央市民センター：西川センター長，鈴木企画調整係長 

宮城野区中央市民センター：佐藤センター長，好井主幹兼企画調整係長 

若林区中央市民センター：千葉企画調整係長 

太白区中央市民センター：森センター長，渡辺企画調整係長 

泉区中央市民センター：吉田企画調整係長 

生涯学習部：山口部長，宮野生涯学習課長 

地域政策課：遠藤課長 

（公財）仙台ひと・まち交流財団：木戸浦市民センター課長，島津市民センター課係長 

［傍聴］ 2名 

○ 配布資料 

・資料 1：教育委員会主要職員名簿 ほか 

・資料 2：公運審の今後の審議予定（案） 

・資料 3：「市民センター事業の評価のあり方について」答申案 

・資料 4：平成 24年度市民センター事業の評価の実施について（案） 

・資料 5：仙台市地域防災計画概要版 ほか 

 

○ 審 議 

（1）「仙台市市民センター事業の評価のあり方について（答申）」（案）について 

会長：最初に議事録の署名人を確認しておきたいと思います。今日は跡部委員，お願いし

ます。（跡部委員了承） 

スケジュールの確認について，事務局からご説明をお願いします。 

事務局：（資料２について説明） 

会長：この件についてご質問などがありましたらお願いします。（特になし） 
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では議題に移らせていただきます。 

4 の(1)の「市民センター事業の評価のあり方(答申)」(案)についての検討ということ

です。これについてはこれまでかなり議論を重ねてきたところですが，今日の議題と

しては，もう 24 年度の事業の評価の検討を急いで始めなければいけませんので，(1)

の議題については一応前回の会議まででおおよそお認めいただいていたと思いますの

で，その後の経緯を簡単にご説明させていただきたいと思っております。 

前回 3月 27日に会議を実施し，その後，決まったワーキングのメンバー以外の方も

含めての拡大ワーキンググループの会議を 4月 15日に実施したかと思います。その議

論を受けて，連休明けの 5 月の初めにワーキングの結果を踏まえて修正した原稿を皆

様にお送りし，それについてのご意見をいただいた上で，修正を重ねた結果できてい

るのが，本日の答申案でございます。いろいろな段階でいろいろな点について修正が

結果としてありますので，確認していきたいと思います。 

まず，外部評価の実施をめぐる基本的な考え方として 3 月の会議では 3 番に入って

いたものについて，前回の会議の中で，少し全体の流れが整っていないのではないか

というご意見もありました。続いてワーキンググループの会議の中で検討した時，議

論の本体とは別に，付言という形で末尾に添える形に変更しました。その後さらにご

意見をいただいた中で，全体の流れに合っていないとご指摘がありましたので，今日

の資料の中には残っておりません。ただ，そこに書いてあったことが全くなくなった

ということではなく，本文の中に組み込むような形で修正したつもりですが，そこは

大きな変更になっています。 

もう一つ大きな変更としては，今日の資料で言うと最後の末尾に，参考となってい

るものです。これは前の会議のバージョンでは，本審議会が実施する外部評価の中に，

本文として組み込まれていたものですが，細かいリストが本文の中にあるのもなかな

か読みにくいというようなご意見をいただきましたので，本文はできる限りすっきり

整理し，細かいことについては，末尾の参考の方に分けて掲げるというようにできて

おります。今お話しした 2点が，前の会議から大きく変わった点です。 

それ以外には，同じ論点がいくつかの個所で複数回出てきたものがありましたので，

それを整理することで，全体の分量がスリムになったかと思っております。それとも

う一つ，評価についてはさまざまな難しい点があって，どういう評価を目指すべきな

のかということについても，委員の間で必ずしも一致するところばかりでもなく，ト

ーンの違いみたいなものが議論の中でも出てきたのではないかと思っています。答申

をまとめる時にやはり，いろいろな意見が出た，いろいろな考え方がある，あるいは

評価についても難しい点もあるということも答申の中には残したいと思っておりまし

て，そのあたりが前回の会議の中での答申案の中には残っていたわけです。その一方

で，あれもあるし，これもあるというような書き方だと，全体として何が言いたいの

か分かりにくくなっているのではないかというご意見をいただきました。すっきりと

議論をまとめるべきだという考え方と，なかなかみんなが一致するわけでもないとい
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う考え方の間で，どうまとめるべきなのか苦心してきましたし，今でもまだこれで十

分だと思っているわけではございません。ともかく，これまでの議論を踏まえてこの

ような形のまとめになっていることについて，今日はご確認いただき，細かいご意見

などは後でお寄せいただきたいと思っているところです。個人的には，議論の進め方，

会議の運営の仕方にもう少しいろいろやり方があったかなと反省もしているところで

す。ただ，そういう経緯でできた文書の全体を，基本的にお認めいただき，文言の修

正などがありましたら，後ほど何らかの形で反映させたいと思っています。 

この間，複数回にわたってご意見をいただきましたし，そのたびにいろいろ変わっ

て，なかなか面倒な作業をお願いしたと思っています。ご協力いただきまして，あら

ためてお礼申し上げたいと思いますし，最後の段階ですので，何かご意見等あればお

出しいただければと思っております。 

委員：さまざまな意見を取捨選択していただき，とても整理されていていると思いますが，

結果的に形として残されない意見を，だいぶ担当した立場からすると，感想としてや

はり，今後に向けてやや懸念があるということはお伝えしておきたいと思います。 

試行的評価ということで，公運審はだいぶエネルギーを注いできたわけですが，そ

の割に実が少ないのではないのかという意見が大多数だったと思っています。少なく

ともやり方は修正していかないといけないということだったと思うのですが，それで

も全体のストーリーとしては公運審として評価をやると。そしてその評価は事業評価

であると。つまりこれまでと同じであると。中身は変わるのかもしれませんが，そう

いう形になっていくことに関して，慎重論を次期の方々に向けても残しておく必要が

あるのではないかと思います。 

繰り返しになるかもしれませんが，今，全国の自治体で，社会教育施設の統廃合が

進んでいるわけですが，その手続きが市民参加の中で取り組まれているということも

特徴かと思います。一年半ぐらい前，名古屋市でかなり大胆な社会教育施設の廃止の

動きがあるということで，話を聞いたことがあったのですが，要は事業仕分けなんで

す，手続き的には。その仕分けのために，市民の中から無作為抽出で十人弱ぐらいの

方々が決まり，彼らからしてみればかなりのエネルギーは注いだのかもしれませんが，

施設の見学も含めてそれほどたくさんの時間が注がれたわけではありません。結果，

あまり稼動率が高くないと。外部評価の究極の形だと思いますが，そういう形で決ま

ったと。しかし名古屋の実情をいろいろ聞いてみますと，70 年代は青年教育施設をは

じめとして盛り上がりを見せた社会教育だったわけですが，その後適切にその施設が

維持管理されることがなかなかない，むしろ，行政職員にしても，質的にも財政的に

もかなり削られていく中で，関係者の中ではぎりぎりの努力の中で非常に貧弱な施設

条件・職員条件でありながらも努力をしてきた経緯がある。それに対して市民参加の

評価の中で廃止ということが決まったのですが，ポイントはつまり，その時の市民参

加は当事者ではないわけです。無作為抽出の中で決まった人たち。集められたところ

からワークが決まり，観察されたものの中で決まったということで，つまり公運審も，
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我々がやってきた作業というのは，それに近い形になってしまったのではないかと思

うのです。 

我々はそれなりに，仙台市の社会教育・公民館については，一定の関わり方を持っ

ていまして，情報をいろいろ持っているという立場でここに来ているわけですが，あ

まりそういう議論はしていなかったと思います。ここの中でセッティングされたワー

クの中で得たものを見ていくという手続きに，この間ずっとなっていて，つまり，こ

れから公運審がこういう形で，セッティングされた調査の中で物事を見ていくという

形で収斂していくことになると，そもそも我々が委員として選んでいただく前に，さ

まざまに蓄えてきたネットワークで見てきた知見を流通させていくということを，だ

いぶ捨象していくことになりかねない危険があると思います。そういうこともあって，

今回の公運審では，かなり評価ということをめぐるそもそも論をだいぶ入れてきたと

いうことだと思うのです。事業評価に限定しないような視点というのもあるのではな

いかという意見もありましたが，結果的にそういう意見は捨象されたというのがこの

間の経緯で，捨象された理由も分かります。それは，お一人お一人の経験の中で持っ

た意見であって，共有までには至らなかったと，そういう理由が大きかったと思うわ

けですが，しかし，文章としてはきれいにまとめられているけれども，落された意見

もだいぶあるということを，もう少し認識するべきではないのかと思います。 

そういう意味では，文章を作っていくことにこれ以上エネルギーを注ぐのはあまり

生産的ではないと思いますので，一旦これは完成という形にしながらも，これはあく

までも諮問に対して答申ということであるわけですから，これが絶対だということで

はなく，ひとつの提案としての意見であると，我々自身も自戒しながら見ることが大

事だろうと思いますし，おそらくこの答申というのは，今後，職員の方々と議論し揉

んでいく手続きが絶対的に必要と思います。社会教育委員の方では，一期まとまった

ら，社会教育の職員の方々と議論する，ワークショップみたいなことをやっていらっ

しゃったような気がするのですが，そういうような形でこれをひとつのたたき台とし

ながら，職員さんたちとの議論を広げていくことが，次の手続きとしては大事かと思

います。 

我々には，あと何ヶ月か残っていますから，ここでまとめた最大公約数の中で抜け

落ちた点，ないしは少数意見であっても大事だと思う意見を，全体としてまとめると

いうのは大変かもしれませんので，個人の意見という形でも結構なので，付帯意見と

して少しまとめていくような余地を残していくこともあっていいと思いました。 

以上のような懸念とか，オプションということを少しご検討いただくことを提案さ

せていただきながら，文章としては一旦，ここまでのまとまりということでよろしい

のではないのかと思っています。 

会長：評価について我々がまとめた議論の成果をどういう形で活用というか公表するのか

ということについてのご提言や，全体で議論が共有できたところだけではなくて，も

っと一人ひとりのいろんな声を何らかの形で形にしていくべきだということについて，
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これはまた別途考えていきたいと思います。ただ，別途と言っても最後の点は，どう

いうことをイメージされていますか。 

委員：この答申自体に対する補足意見を委員から募って，全員ではなく，出したい方が出

す，ただそれは会長，副会長に一応チェックしていただいてプラスするというような

形が。つまり，全体の言葉ではない，各個人の意見ということで，条件付きで出すと

いうことであれば，多少この意見に対して自分はくみしないということがあったりと

か，そこまで議論が追い付かないということがあったとしても許容できるということ

が出てくるのではないのかということです。 

ともかく，評価のあり方というのは，さまざまな意見が出てきて当然だと思います

ので，そういう意味でできるだけ，出てきた意見は今後の議論のためにも，参考にな

ると思われるものは残すということでいかがかということです。 

会長：一人ひとりの意見については，この会議の中での発言が議事録として公表もされる

ので，そういう形も一つのやり方かなと思いながらも，もっと積極的にということで

しょうか。例えば，個人の名前を出して，誰だれの意見ということでまとめるような

やり方が，今までの公運審の中でもなかったわけでもないかと思いますが。この点に

ついて委員の皆様も，あるいは事務局の方でも何かこういうやり方があるというのは

ありますか。 

委員：24 年度の事業評価をこれからしますが，その時に，例えば学校評価の中で，学校に

訪問に行った後，必ず評価委員がレポートを出します。その時，そこから見えたこと

を全部書いて，それは公表もされるし，一人ひとりの評価委員の皆さんの意見もきち

んと書かれて出ていくものがあります。そういう意味で，24 年度の事業評価の中で実

際に実地検証をしていくときに，この答申の中に盛り込まれなかったこととか，課題

であったようなことをきちんと形として残していく。そういう方法にも，今の 24年度

評価のあり方と，そのレポートの出し方によっては，きちんとした形で出ていくよう

な感じでできるのではないかと思いました。 

委員：これはいったん完成するけれど，任期はしばらく続くということで，これに対する

バージョンアップを任期の間にもう少しするということです。バージョンアップする

間に，今おっしゃっていただいたような形でこれからのワークの中で出てきた意見も

参考にしながら，どういう形でそのプラスアルファの意見を付け加えていくのかとい

うことは，今後検討はするけれども，そういう作業が残っているという形で，とりあ

えずはよろしいかなと思いました。 

会長：今のご発言をどう受け止めるかということについてはまた継続して考えていくこと

にして，なかなかこの中に，同時に付帯意見までつけることまでは，スケジュール上

間に合わないかと思いますので，これはこれとしてお認めいただきたいと思います。 

ただ，細かい文言で気になるところとか，お気づきの点がありましたら早目に，事

務局にお寄せいただくということでよろしいでしょうか。 

事務局：期間を切っていただきたいと思っております。来週の水曜日までということでよ
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ろしければ，何かありましたらお寄せいただき，それについては，会長副会長にご一

任いただき，最終的な答申を確定させるということでよろしいでしょうか。 

会長：もう大きな修正は入らないかと思いますので，後はこちらにお任せいただいて，後

は私からセンター長に答申をお渡しするということで進めさせていただきます。 

事務局：この答申に委員名簿と審議会の審議経過を付けております。実際，研修会とか前

期から始まっておりますが，この答申の取りまとめが今期ということで，現在の委員

の方の名簿のみとさせていただければと思っております。また，審議経過で何かお気

づきの点があれば，それも含めてご指摘いただければと思っております。 

会長：それでは，名簿と審議経過についてもご確認いただいて，同じように来週の水曜日

までということにしたいと思います。 

それでは次の議題に移らせていただきます。 

 

（2）平成 24年度仙台市市民センター事業の評価について 

会長：昨年，平成 23年度の事業，具体的には青葉区中央市民センターと柏木市民センター

の事業を対象に試行的評価を行ったわけですが，その反省に立って，あるいは，これ

まで答申をめぐって議論してきたことを反映させるような形で，具体的にどういった

評価をすればよろしいのかということについて，これから議論してまいりたいと思い

ます。答申の中にも少し書いてありますが，評価の仕方について考え方が完全にすべ

ての面において固まったということでもなく，まだ試行的な意味合いの残る評価なの

かと思っております。23 年度の事業の評価の反省に立って，あらためてどういうやり

方でいくのかご意見をいただきたいと思っております。 

これについて資料が用意してありますが，先々週，会長，副会長と事務局との間で

打ち合わせを行いました。どの事業を対象にするのかということなど，まったく白紙

の段階から今日この場で議論するといってもなかなか難しいだろうし，何かたたき台

を作っておく必要があるのではないかということで，事務局にまとめていただいたも

のをご説明いただきたいと思います。 

事務局： （資料４により平成 24年度事業の評価について説明） 

会長：今のお話をもとに資料を読むと，かなり固まったもののように見えてしまいますが，

あくまでもたたき台だと考えております。打ち合わせの段階では，どの事業を対象と

して選ぶかを議論し出したら，それ自体時間のかかることですし，そこに時間を割く

よりむしろ，対象はシンプルに決めて，それをどういう評価軸を持って評価していく

のか，具体的にどういう形でヒアリングを行い，どういった評価の進め方をしていく

のか，そこのところが議論すべきところと考えております。対象事業についてはあま

り時間を割かないために，ある程度具体的なものをお示ししたということになります。 

あくまでもたたき台ですから，他にもいい事業があるのではないかということもあ

りましたら，そういったことも含めてご検討いただきたいと思います。あとは，いっ
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たいどういった形で進めていくのか，試行的評価の反省に立って，どこをどう変えた

らよろしいのか，そういう評価の進め方について，時間をかけて検討したいと思って

おります。 

対象の選び方・経緯などについて，今の説明についてのご質問がある方からまず伺

って，ご意見は後でまた時間をとっていきたいと思います。 

委員：評価のあり方の答申の中で，我々の評価活動について今後焦点を当てていきましょ

うということで，その 1その 2と書いてありまして，今回の事業選定はその 1の方の，

特定の機能に焦点を当てた評価になると思うのですが，答申の中ではどちらかという

と，その 2 の方，事業運営懇談会の実態がどうなっているのか評価しましょうという

方に力点が置かれていたと思います。それではなくて，その 1 の方をあえて選んだの

はどうしてなのかということがまずひとつ。 

それから，資料 4 の方ですが，私たちがどういう評価の目的を持って取り組んでい

くかというところが，1の評価の基本的方針に本当は盛り込まれる重要なところだと思

うのですが，そこの一番最初に，評価のために割く時間がないので一事業に選定しと

あります。内部事情から入るのではなくて，この事業を選定するのはこういうことを

果たしたいから，その目的を果たすために一番いい事業だからというような，前向き

なスタンスを，ここはきちんと合わせておく必要があるのではないかと思いました。 

会長：答申の中の 2 つの選択肢について，その 1 とその 2 のうちの，特に 2 の方だという

ことでもなくて，あくまでも並列かなと個人的には思っているのですが，他の委員の

方も，その選び方について，もう少しこの点を明らかにしたいということがあればご

質問を受けたいと思います。いかがでしょうか。 

委員：まったく同じ意見です。この間の経緯を受けて，どのように修正されたのかという

点をもう少し強調してご説明いただいた方が理解しやすいと思いました。 

事務局：確かにご指摘いただきましたように，まず当面実施するものとして，区中央の特

定機能に焦点を当てるということと，事業運営懇談会の 2 つがあり，かなり事業運営

懇談会についてご議論をいただきました。ただ，すぐに 24年度事業に入らなければい

けないものですから，すぐにできるものとして，その 1 の方についてとりかかってい

ただければと思いました。事業運営懇談会につきましては，もう少しお時間をいただ

き，どういう形での評価が可能なのかということを，少し検討させていただいてから

になると考えておりました。 

委員：この事業評価シートの案，ここに事業プロセスを入れていただいたのは良かったで

す。やっただけの評価ではなく，プロセスを入れたことによって，また中身もいろい

ろ見えてくるし。 

「その他」の欄がありますが，例えばそこに，事業運営懇談会が今どういうふうに

行われていますかとか，そういうところを少し入れていただくと，2つのことが，これ

も本当に試行ケースで，それをヒアリング等で聞かせていただいて，そこから見えて

きたものを次につなげるというのもありではないかと思います。どうせなら両方やっ
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てもいいのではないかという意見です。 

委員：今の委員の意見に全く賛成です。事業運営懇談会に，ゆくゆくは外部評価を担って

いただきましょうという視点がだいぶ入っていたと思いますので。市民センターの主

要事業と，今行われている事業運営懇談会が，活発なところがクロスすれば一番いい

とは思いますが，そうでなければ，今おっしゃったように，現状の事業運営懇談会が

その事業をどう捉えているのかというのも少しプラスで入れて，主軸は事業評価だけ

れども事業運営懇談会も合わせた形で今年度の試行的評価をしてみた方が，答申に合

った試行になるのではないかと思いました。 

会長：第 2 の選択肢の方も対象として含めるべきではないかというご意見ですが，対象が

増えるとそれだけ評価にかける時間も労力もかかるので，それが限られた日程の中で

どうかということになります。2つやるとした時，じゃあ，各館のどこの事例を取り上

げるべきなのかということをまた選ばなければいけないことになりますが。 

太白でよろしいですか。結びつけてというのはそういう意味ですね。では，太白の

センター長さん，若者事業と懇談会の実態を合わせて評価するというやり方は可能性

があるかどうか，ご説明いただけますか。 

太白区中央市民センター長：事業運営懇談会と今回のこの若者事業が，必ずしもリンクし

ているかどうかというところもあるかと思います。事業運営懇談会との関連性みたい

なところを精査しなければならないと思いますが，その内容を判断してから，実際ご

提案できるかどうかお答えできるのかと思っています。 

太白区中央市民センター企画調整係長：事業運営懇談会は基本的に，区中央が区全体を統

括するようには持っていません。区の中央が持っているのは地区館部分のものだけで

す。ですから，区中央全体の事業で考えるとなると，それは区全体の地区館も含めて

の事業を総括した形での運営懇談会になりますので，そういう形では持っていません。 

ですから，財団事業を中心としているので，今の中にそれを組み込むとなると，少

し難しいと思います。教育の事業についても，もちろん懇話会の方にはお話ししてい

て，それでかなりいろいろ連携をとらせていただきながらやっている事業ではありま

すが，評価という形にはなっていませんので，そのへんを少しお考えいただければと

思います。 

太白区中央市民センター長：今回提案されている若者事業は，教育局が主導する事業とい

うことでやっているものです。事業懇談会については，基本的には，財団が主導する

指定管理事業の一環として行われている財団の事業について，利用者のご意見を聞く

のがメインとなっているということになっておりますので，その若者事業について，

市民の方々からご意見をいただいているのは非常に少ないと。ですから，太白の若者

事業と財団事業に関する事業運営懇話会とが，必ずしも関連性があるのかどうかとい

う問題があるということだと思います。 

会長：直接関連がなくても 60館あるもののひとつの代表例として，見せていただくという

ことでよろしいのかなと思っております。 
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今の事業運営懇談会が事業評価のためのものであるということでも必ずしもなくて，

近い将来に向けてそういう事業評価の主体として公運審以外にも，そういったところ

にやっていただければよろしいのではないかということを答申にまとめたわけです。

今の時点でやっていらっしゃらないことは，ある意味では当然のことですが，それが

どういう可能性があるのか，あるいは今，そもそも実態としてどうなっていて，どこ

でご苦労されていて，どこに将来つながる可能性があってというようなことを教えて

いただくということで十分答申の趣旨にも即しているのではないかと考えております。

ですから，そのあたりあらためてご検討いただきたいと思います。委員の方から何か

他にご意見ありましたらお願いします。 

委員：少し理解できない部分があったのですが，事業をするにあたって例えば，太白区の

まちづくり推進課と協働でやったというのも書いてあるので，そこに関わった大人た

ちとか，周りの方たちはいるわけですよね。事業運営懇談会という名前じゃなくても，

そういう関わり方の中で，どんな人たちが関わりながら進めていったかというのが私

たちの中で見えていれば，この評価もしやすいかなと思うので，その他のところに入

れてもらえれば，私たちも聞きたいというところはあります。 

委員：事業運営懇談会は，定義がきっちりなってないでしょうから，各館やり方がまちま

ちで，それはそれとして現状としては当然だと思います。ただ，公運審としては外部

評価の一つとして，将来的にそういう懇談会を活用していければという意見があるわ

けですよね。じゃあ現在の懇談会の実態はどうなっているんだろうということを知る

という機会ですね。それを今回，そういう機会を提供していただきたいというのが希

望です。今回は，それをもって評価するということではなく，現状どういう問題があ

るのかとか，どういうやり方をしているのかとか，一部の懇談会かもしれませんが，

やはりそういうことを知ることが，とても大事だと思ってますので，ぜひ入れていた

だければと思います。 

委員：今のお話のとおりだと思います。私も学校関係者として，市民センターの懇談会に

出た経験で，そこに入っているメンバーがどういう人なのかとか，単にその事業の説

明ではなく，地域の課題とか，今後のいろんな取組みも含めて共通理解をしながら，

それに向かって取り組んで，そして市民センターが地域にとってよりよい課題解決に

向けて，こういう懇談会がありますよと。そういうことが将来の評価にもつながるの

かなという思いで答申にも入れていただいたような気がします。 

せっかく太白区に行くので，その時に市民センターの方もいるので，年に何回やっ

て，どういうメンバーで，23年度 24年度どんな話題が話し合われてと，そのあたりを

聞くことによって，今後どういう懇談会が望ましいのかということを，我々が感じた

ことをまとめていく，そういうことを提言するということであれば，あまり負担もか

けないのではないかと思います。 

委員：一事業挙げていただいたことが，区拠点館の機能に焦点を当てていて，それは区内

の生涯学習事業の推進ということで挙がってきたものなので，その評価シートに地区



  10/18 

館単位でしかない事業運営懇談会の欄が入るのは難しいということなので，全く別々

に，2つやるということでいいのではないでしょうか。 

会長：ワークシートのあり方も，また別に用意するならどういう項目になるか，あらため

て検討したいと思います。2つを何とか見ていくという方向で，それがこれまで答申で

議論してきたことを直接受けてのものにもなるわけですし。 

どういう体制で，どう時間をかけてという具体的なことは，またあらためて会議の

後で調整することになりますが。そのあたり事務局の方はいかがでしょうか。 

事務局：限られた時間で行っていただきたいと思っておりますので，本当に深まったご議

論は難しいかもしれませんが，次回に向けて，この太白区の若者事業の資料を，ある

程度分かりやすいものをお送りしたいと思っております。その時，できれば事業運営

懇談会の資料も同封した形でご覧いただくことでどうでしょうか。 

ヒアリングは次回 1日のみとして，評価シートの作成に入っていきたいと思います。

限られた時間の中で，できる範囲で対応していきたいと思っております。 

会長：評価シートもこのままでいいのか，もっと違う評価軸がありうるのか，そして事業

運営懇談会を評価するのであれば，どういった評価の仕方になるのか，評価の仕方も

含めて議論してまいりたいと思います。 

では評価の対象については，事前に提案いただいたものと懇談会の 2 つを見ていく

ということでよろしいでしょうか。 

委員：公運審の評価は結局，事務局が用意したものをするということがこれからも続くの

か，そうじゃないのかという話です。今期の公運審とその前の公運審で議論してきた

と思いますが，間に大震災があったわけです。震災から仙台市の社会教育施設をめぐ

って，新たに分かったことや課題は一体何なのかという，そういう検証は公運審とし

て一切やっていないですよね。おそらく財団や市の中ではそういう情報を集め整理を

するということはあり，部分的にそういう情報提供はあったかもしれませんが，我々

としてはこの一事業をどう評価するのかということにずっと埋没してきたというのが

現実ではないかと思います。たまたまこの 3 月に，とある場所で講演をしてお礼の手

紙をいただいたのですが，その方は仙台よりもより大きく被災した地域の社会教育の

職員だった方です。いただいたお手紙を読んでみますと「社会教育施設の多くが避難

所になり，施設も職員も生命の危険にさらされながら仕事をしていくのは容易でなく，

悲しみ・苦しみの中で心身を痛めるような状態が長く続いてきた。そのことに多くの

人が気づいていない。行政の中で教育委員会は一種独立的なスタンスを保ちながらも，

協力・協調関係を堅持することが重要視され，震災の有無に関わらないことではあり

ますが，教育委員会のさらに出先の職員の心情を，同じ組織の人間にさえ分かっても

らえなかったという思いはなかなか消し去ることはできないと思います」と。つまり，

あれだけ厳しい状況の中で，それぞれの職員さんがよく頑張ってくださった，施設が

頑張られたという情報は入ってきたわけですが，その中でお一人お一人が一体どうい

う苦しまれ方をし，何に気づき，どういう課題があったのかという検証は今後もうで
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きなくなるということです。風化してしまう。どれだけの時間の中で何ができるかと

いうことも大事ですが，やっておかなければいけない評価ということを，もう少し大

胆に，その対象やねらいを含めて議論するということを，我々はこの間，全然してき

ていないということをもう少し考える必要があるのではないかと思うのです。 

併せて，こういう震災を経験した者としては，同じような災害があった時に命を守

っていくようなネットワークをどう作っていくのかというのは非常に大事な課題です

が，震災から 2 年半近くが経とうとしている現状の中で，沿岸部の場合にはまだ再建

がなかなか見えない中で，しかし，少しずつ家が建とうとしてきている。そういうよ

うな地域が町としていかに再生していくのか，人口流出をいかに食い止めていくのか，

そのためにいかなる生涯学習計画を作っていくのかということは，非常に喫緊な課題

だと思います。そういった町の再生に向けての教育計画や人材育成計画に向かって，

今仙台市は何をしようとしてきているのか。そういったことも我々は興味関心がある

はずです。だから，いかなる部分を，いかなるテーマ性をもって調査ないしは評価す

べきなのかという議論がないまま，この事業はどうか，その指針はどうかという議論

に入っていくのはいかがかというのが私の意見です。今回の 3 回は致し方ないかもし

れません。しかし次回以降に関しては，少なくともその対象や方法ないしはねらいに

ついては，少なくとも公運審に任せていくとか，その議論にたっぷりと時間をかけて

いくとか，そういったことを考えていかないといけないし，場合によってはそれにつ

ながっていくような 3回にしていかないといけないと思います。 

会長：どういう被災状況だったのか，そしてそれがどう復帰してきたのかというような説

明はこれまでにもあったかと思います。ただ，その震災の経験が社会教育の現場にど

ういう影響を与えたのか，そこで出てきた新しい地域の課題，新しい学習課題は何な

のか，そしてそういうことに市民センターがどう取り組んで，どういう成果が上がっ

たのか，残されている課題は何なのかということを本質的に明らかにしていく作業は，

確かにやるべき課題だと考えています。その課題にどういう形で取り組むかというと，

何年か先になってからではない，やはり早いうちに，今だからこそ取り組める課題で

もあるというご意見をいただいて，それは個人的には同感です。 

ただその一方で，では具体的にどの事業をどう取り上げてというところまで出てく

れば，それも踏まえてどちらを選ぶのかという話ができるかと思いますが，そこまで

いくためには時間がないのが正直なところと思っています。太白のこの事業を選んだ

というのは，答申の中にも書いてある区役所への移管があって，地域づくり・まちづ

くりの政策に取り組む区役所の考え方と，それに対して社会教育の事業に取り組む市

民センターの考え方と，移管することによってうまく連携が取れるようになった，そ

このところで社会教育の質がどうなっているのかということを見るという意味があり

ます。これまで議論してきた経過を踏まえて，一応の理由もあるのではないかと判断

しましたし，対象の決定を次回に持ち越す余裕はないと思っております。対象事業を

ある程度絞った上で皆様にご提案することは，事務局の進め方もありますが，会長副
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会長の間でもそれで了解しておりますので，そういうことも併せてご理解いただけれ

ばありがたいと思っております。 

今言ったような観点からもう一つ選ぶということも，あり得る選択肢かと思います

が，ただ，施設理念と運営方針の検討の中で，今のような課題がどう表れているのか

を盛り込めるように思います。今の点について，他の委員の中からどういう生かし方

ができるのかということがありましたら，ご意見いただきたいと思います。 

委員：委員のおっしゃったことはもっともで，課題がすごく大きいと思っています。社会

教育のあり方というのも考えなくてはいけないことではありますが，今の公運審の状

況の中でそこを話し合っていくことも難しく，そこを探っていくのも難しいのではな

いかと思います。 

今回，太白区の事業がいいのではないかというのは，区との連携とかそういうこと

も踏まえて，今後地域リーダーを育成していくという方針で行ったことなので，そこ

を重点的にヒアリングさせてもらって，評価につながることをして，その後ではない

かと思います。 

委員：この事業評価案の中に総合的評価という欄がありますが，その他に設置者である教

育委員会とか，設置者への要望とか疑問を返してフィードバックする，そういう欄が

あってもいいのではないかと思います。そこで，震災やいろんな観点からの，委員の

コメントも含めて入れていくというのは，できるのではないかと思います。これも，

学校評価の中では設置者に対しての意見も返していった経験があるので。やはり，評

価者から見た客観的なことを，市当局にも返していく大事さはすごく感じ取りました

ので，ぜひ，設置者へ返していくという欄を入れていただくと，今おっしゃったよう

なことも，ひとつの基本的なこととして継続的にやっていけるのではないかと思いま

した。 

会長：震災がらみの課題については，やはり今からどの事業を選定するのかを考えるのは

スケジュール的に無理があると思っています。今の課題は，施設理念と運営方針の中

で，むしろそのあたりをきちんと議論すべきだと思いますので，今回はお認めいただ

けるとありがたいと思っております。 

委員：全国の様々な自治体に公運審や社会教育委員があって，おそらく被災地から離れて

いる地域からしてみれば，被災地の中核都市である仙台市の公運審が，この時期に一

体何の議論をしていたのかという形で見てきた時に，果たしてそういう思いに耐えら

れるような議論をしてきたのかということが，まず問題意識としてあるということで

す。その上で，震災に向き合うかどうかはともかく，我々が今何をすべきかという議

論をほとんどしないまま，ワークが決まっている現状なわけです。そしてこの初期設

定で，今後の公運審の評価のやり方が決まっていくという段階にあると思うわけです。

つまり，これから公運審が評価に向き合わざるを得ないのなら，それはどういうやり

方なのかということをお伝えしたいのであって，現実的な落とし所ということもある

のかも知れませんが，これはかなりイレギュラーで，今後に向けてはこういうやり方
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はおかしいということは，もう少し合意があって進めていくことが大事ではないのか

と思うのです。 

会長：進め方が丁寧でなかったということについては，申し訳ないと思います。 

今回の太白区の学生まちづくりフォーラムは，私たちの任期の前からの議論の延長

線上にあるということでは，理由があるのではないかと判断しました。今ご指摘され

たような課題を重視してこなかったのは確かですが，その点は施設理念と運営方針の

中で議論したいと思います。単に市民センターを避難所としてどう扱うかという話で

はなく，市民センターの役割が何であって，社会教育の質というものをどう捉えるの

か，それがその震災以降の新しい課題にどう取り組むのかということを議論すべきと

思います。24 年度事業の評価の中に組み込むのは少し難しいと思っているというのが

正直なところです。 

委員：住民参画とか若者参画，子ども参画，この視点というのはまさに震災があったから

こそで，よりまちづくりとかに市民がどう関わるか，顔の見える関係があれば，自助・

共助の中の共助の部分がよりできるのだと思います。昨年見せていただいた柏木市民

センターも，まさにそのことだったと思うのです。市民センターとして，仙台市とし

てそういう方針の中で新しい施策が出て，それに対して評価も含めてやってきたのが

昨年度であり，今年もそうなのかと思います。地域防災計画についても 2 年近くかけ

て新しい考え方が出てきて，学校の役割，市民センターの役割が変わってきているわ

けですから，そこで学校職員，市民センターの職員含めて，行政の方々がどう関わる

か，これはまた別な話の中かと思っておりました。市民センターが教育局から移管さ

れて，地域づくりとして必要になっている，そしてまさに震災後，若者たちがどのよ

うにまちづくりに参画するか，確かに「これはどうですか」という示し方ですが，評

価していく上で適切な事業かと思っております。 

委員：この審議会が何をやるべきかということに関わっていると思います。2か月に 1回開

いて，グループワークをやっても限界があるというのは去年だいぶ分かりましたが，

審議会として一つは，今年度の事業評価は求められている課題です。引き続き審議会

として事業の外部評価をどうするか。これは解決を求められているのでやらざるを得

ない。その中で，事業の選定の仕方とかはある程度，流れの中で作ることになるので，

今回の選定が間違っているとかそういうことはないと思います。これはこれでやるべ

きことであると。 

それから，委員がおっしゃるような問題は，公民館運営審議会として行うべき課題

であるということ。それはそれとして，この審議会の課題として挙げざるを得ないの

ではないかと思います。そして，2つを並行して組み合わせてやるのもなかなか難しい

ところがあるので，いずれ委員にお願いしたいのは，先程のような課題を少しペーパ

ーにしていただいて，「こういうことを本当は検討すべきである」ということを少し具

体的に示していただけると，もっと共有できて，それをもとに議論できると思います。

震災後の社会教育活動・生涯学習活動を我々はどう見るべきかというところを，もっ
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と具体的に共有したらいいのではないかと思います。 

それから懇談会の件ですが，求められている課題は事業評価ですが，それに合わせ

て審議会としては，地域の懇談会の評価ではなく，現状を把握したいということです。

この若者まちづくりは事業評価を行い，地域懇談会については現状を把握したいとい

う，そういう意味で 2 つに分けて，評価シートというよりは現状を知るシートで，若

者まちづくりの方は評価シート。 

もう一つは，我々が行うべき課題があるのではないかというのを，議論すべき場を

設けたらいいのではないかと思います。ただ 2 か月に 1 回なので，そこが非常に難し

いと思っています。毎月行えれば，月交替で求められている課題の議論，やるべき課

題の議論と分けてやるのもいいかと思うのですが。一度，委員には，やるべき課題，

我々の行うべき課題はここにあるのではないかということをペーパーで出していただ

いて議論できればいいかなと思います。 

委員：少し視点が違うお話になるかと思いますが，この地域防災計画の側から見ますと，

この間，行政に関わるもの，地域に関わるもの，さまざまな見直しと改善などが重ね

られてまとまってきていると。震災以降，私が知る限り，市民センターとか各区の動

きというものについて，この会場で話されているような内容とか視点での議論はほと

んどなかったように思います。やはり，市民センターをどうしていくか，コミュニテ

ィセンターをどうしていくかということが，十把ひとからげの中で捉えられている面

はあると思います。 

公運審に期待するところはやはり，地域において防災を，震災を経たことがどのよ

うにされていくのか，皆さん専門的な知見をお持ちの中で，議論したり，さまざまな

調査をしていくということも大事ではないかと思います。時間的な制限もありますの

で，施設理念と運営方針の中で，そういうところを皆さんのご意見も伺って，この行

政側の地域防災計画というものに対しても，これで決まった中でも，今後どうあるべ

きかというのをぜひ議論し，今後に生かしていくような中身になればよろしいのかと

思います。 

また同時に，震災以降，各市民センターで話されている中にも，だいぶ震災を教訓

とした，さまざまな動きが出てきているので，こういうことを本当はきめ細かくすく

い上げたり議論したりするような機会も，時間はかかるとしても非常に意義があるの

ではないかと思います。実際に，どうしたら地域との連携がうまくいくのだろうかと

か，地域の住民の皆さんの気持ち一つひとつを見てみますと，意識がだいぶ変わって

いるようです。その中で，市民センターの役割が変わってきているというので，そこ

をどうにか検証できるような機会が，今期は無理だとしても，あったらいいのではな

いかと思っております。ぜひ，被災地仙台の公運審が，どういう発信をしていくのか，

どういう議論があるのか，どういうすくい上げがあるのかというところは，やはり注

目される面があると思いますので，そこの部分は私も非常に素晴らしい意見だと思い

ました。 
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会長：本来でしたら，どの事業を対象に選ぶのかということについても，事前にご意見を

いただいたりできれば，もっと丁寧な議論ができたのかと反省しているところです。

ただ，まず答申をどうまとめるのかということで精いっぱいで，進め方として少し難

しかったと思っています。 

重要な課題をご指摘いただきましたが，それについてはもちろん，今期だけでとい

うことではないような大きな課題だと思います。今期も残された期間できる限りのこ

とはしていきますが，そのために例えば臨時会を開催できるかどうかということも，

事務局と相談しながら，できる限りのことを追及してまいりたいと思います。 

ただ，議題の（2）の平成 24 年度事業の評価については，太白区のまちづくりフォ

ーラムを選び，それに伴って，太白でやっている懇談会の現状を把握したいと，そう

いうことでご理解いただければと思っています。 

副会長：会長からもお話がありましたが，なかなか進め方としては，かなり苦労しながら

進めてきたところです。 

24 年度の事業評価シート，評価の視点というところで書いてあるいくつかの項目を

このまま言葉にして聞く，ヒアリングするのではなく，お互いに自由に，例えば，震

災を踏まえてどんなふうになったかということも，聞くことができるのではないかと

感じています。震災について難しく考えるのではなく，公運審の評価もスタートした

ばかりで，2年目で今回は試行ではないと言いながらも，まだまだ試行を抜け出られな

いところでもありますので，このシートも今年，また来年というように，いいものに

変わっていく，その作業を公運審の中でやっていかなければならないのではないかと

感じています。 

会長：学校評価の仕組みも，何年かやっていく中で徐々に改善を重ねてバージョンアップ

してきたと思います。なかなか最初から完全なものをというようにいきませんが，こ

の審議会には 23年度の事業評価の経験があるわけですから，その反省も踏まえて，ど

うやったらいいのかということをご検討いただいているということです。今の時点で，

市民センターの事業担当者の方にはお話を伺うことになっていますが，それ以外にも

事業参加者，つまり若者，大学生の参加者にもお話を伺うことになっておりますし，

区役所のまちづくり推進課の職員にもお話を伺うことで，区役所と市民センターとの

関わり方ということも把握することがねらいになっています。評価の対象は若者だけ

ではなく，地域の別な方にお話を伺ってもいいかなと思いますし，それをどのように

進めるかは事務局とまた調整することになると思いますが，今この場で大まかな方針

として，こんなことを大事にしたいということがあれば，出していただければと思い

ます。 

委員：当日は 3 つのグループに分かれてヒアリングということですが，まず概要とかの説

明があればと思います。学校評価の時に，まずは校長にどのようにして目標を立てて

やっていますかとか，あとは町内会長さん，先生方，中学校であれば生徒にも聞く，

そういうことを通して委員の皆様方は校長や市教委に対して，いろんな感想とか改善
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を書かれたと思います。ですから，市民センター職員・事業参加者・区役所の方とい

うように分かれてしまうと，このシートの中の 1 から 5 まですべて包含できることは

書けないのではないかと。ですから，概要を聞いて，そしてそれぞれの思いとか，た

くさんだと全員に話を聞くわけにはいかないのでポイントを絞って，分かれてお話を

聞く機会があればと思います。 

会長：確かに，初めからグループに分かれてしまうと，部分的な情報しか入ってこない。

それをどう共有するかということがあります。今のお話は，まず活動全体についての

理解があって，あと個別にいろんな質問を聞けるということかと思います。そのあた

りの具体的な進め方については，当日までの間に調整したいと思います。 

個人的には，当日初めていろんなお話を伺いますということではなく，事前にどれ

だけ情報をいただけるかということが大事だと思っています。事前にまとまったもの

を理解して持ち寄った上で，それを掘り下げて当日ヒアリングで確かめていくような

ことにぜひしたいと思っています。 

委員：外部評価というのは，そもそもそれ以外に取り組まれている，組織の評価ないしは

自己診断と連動する，むしろ自己診断や組織内部診断が先行して，その内容も踏まえ

た上で外部として何ができるかということが検討されたりとか，違う景色から見たも

のを確認するということだと思います。できることならやはり，内部診断や組織にお

ける評価において，どういう視点や評価がなされたのかということが提示されると，

今年度のものは無理でも，これまでの経緯の中でどのような診断・評価が出されたの

かということについて，できるだけ情報提供していただいて，それをもとに検討する

ような手続きが踏まれるといいと思いました。 

会長：24 年度の事業の反省というか振り返りについては，もうされているのでしょうか。

担当者の判断や成果や課題について，何かまとめたものがあればそれを出していただ

けるといいのかと思いますが。 

事務局：事業内容，成果等の資料を作っているものもありますので，事前に委員の皆様に

見ていただくことを考えております。 

委員：若者のまちづくり実践塾は何年か続いていますよね，事業としては。毎年度テーマ

は違うかもしれませんが，その前から続いてきている若者によるまちづくり実践事業

の自己評価，それから自己評価を踏まえて次の年の事業の展開といったあたりも，資

料として出していただけると非常に助かると思います。 

会長：過去のものについてもご紹介いただいたり，あとは太白区でも，若者向けの講座を

これに限らずいろんなものを過去にやったものがあって，そういうものが関連してい

ることもあるかもしれませんので，そういったものも含めてご紹介いただけるとあり

がたいと思っています。 

もう少し時間をかけて考えたことがありましたら，先程の宿題と同じですが，来週

までに事務局に出していただくということでいかがでしょうか。それではこれで（2）

を終わらせていただきます。 
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（3）「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」の総括について 

会長：それでは最後(3)の議題について，事務局からまずご説明いただきたいと思います。 

事務局：地域防災計画に基づいて，市民センターがどのように位置付けられているかご説

明したいと思います。 

まず，震災時には 60 館のうち 41 館で一時的に市民を約 7,000 名受け入れました。

市民センターにどういった備蓄があったかというと，クラッカー，アルファ米，飲料

水が少ししかなかったものですから，実際としてはなかなか配給されませんでした。

その後はその市民センターが指定避難所のブランチという位置づけになり，初めてい

ろいろな物資が配られました。どういった形で運営したか申し上げますと，開設した

市民センター職員の他に，被災により休館した市民センター職員が避難所に派遣され，

その後，教育局の職員や他の社会教育施設の職員も支援に加わりました。 

（資料 5－②について，事務局より説明） 

中央市民センターとして，震災以降どのようなことを市民センターにお話をしてき

たかというと，平成 25年度の市民センター要求水準書の中に重点事項を掲げておりま

す。その中に，「震災後の地域の復興に対応した事業の実施をしてください。学びを通

して復興を支え，地域を支える人づくりを推進する事業に取り組んでください」と。

今お話ししました地域防災計画や避難所運営マニュアルを受けて，市の現在ある市民

センターのコーディネート機能・人材育成機能を生かし，地域における防災や減災に

資する事業を行ってくださいということは，すでにお話をしています。例えば，地域

の災害対応力を向上させる事業とか，住民が地域の復興について考える事業とか，名

称は様々あると思いますが，そういった事業を行ってくださいというお話しをしてお

ります。 

会長：今日は，あまり議論するということまではいかないかもしれませんが，参考になる

資料としてご説明いただきました。 

市民センターとコミュニティセンターと，同じような役割が期待されているという

ことですが，そうは言っても市民センターならではの独自の役割があるのではないか

とも思います。ここらあたりの議論をもっときちんとしていかなければいけないとい

うことを，任期の中の課題と受け止めながら，具体的にどういう形で議論するかにつ

いては，少しあらためて検討させていただきたいと思います。 

委員：事実関係を教えていただきたいと思います。補助避難所がいったいどう変わったか

ということについて，もう少し補足いただきたいと思います。ポイントは地域団体を

中心に運営というところだと思いますが，そうなった場合，ひと・まちの職員はどう

いう位置づけに変更されるかということです。仙台市の場合，2011年の 3月の段階は

41 館が避難所になり，その間，その避難所で第一線で頑張られたのは，地区館の場合

にはひと・まちの職員だったと思いますが，今後同じような状況があったときは，地

域団体が運営していくということになるということですよね。その場合，ひと・まち
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の職員はどうなるのか。ないしは，4月から 7月までの間，60館中 10館ぐらいが集約

避難所という体制になり，その運営の責任は市だという形になりましたが，現実的に

はその職員はほとんど日替わりで，常駐するのはひと・まちの職員というケースが多

かったように思います。そういったところはいったいどういう形で変わっていくかと

いうことを教えていただきたいということです。 

事務局：市民センターが補助避難所となった場合は，その施設管理者としてひと・まちの

職員が関わっていくことになります。補助避難所をどのように運営していくかという

のは，その地域の方々の中でお決めいただく形になっています。その時，市民センタ

ーは施設管理者として当然その協議の中に入っていく形になります。ただ，具体の内

容については地域によって，特性によっても違いますし，いろんな関わり方があろう

かと思いますので，そのへんは今後地域の中で協議がなされ，決められていくものと

思っております。 

委員：仙台市の場合には，4月から 7月の間に長らく避難所が運営されて，市が管理運営の

責任者でありながら，実態としては市民センター職員，ひと・まちの方々がだいぶ頑

張られたというところがあったと思うのですが，そこの部分は変更される可能性があ

るのかないのかということです。 

事務局：確かに震災の際は集約避難所という形で収斂されていきましたが，その部分につ

いては，今まだ少し，どうなっていくかというのは私どもも詳しくは把握していない

ので，分からない状況です。 

会長：地域ごとに決まっていくということですけれども，指定管理者になっている財団の

お考えもあるでしょうし，いろんなことはまた追ってご説明いただければと思います。 

委員：要望というか可能であれば，まだ詳しく決まっていないというお話がありましたが，

今後，議論の中でここまで来たというのが分かるように，前の体制と今の体制と比較

できるような資料をいただいた方が分かりやすいのではないかと思いますので，ご検

討いただければと思います。 

会長：これについては，資料もいただいたばかりですので，あらためて検討して，皆様に

ご提案させていただきたいと思います。今日はこれでご了解いただければと思います。 

○ その他 

事務局：次回の開催予定ですが，7 月 24日，水曜日，10時から 12 時まで，太白区中央市

民センターの大会議室で行います。 

○ 閉会 
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