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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 25年 7月定例会） 

○ 日 時 

平成 25年 7月 24日（水）午前 10時 00分～12時 20分 

○ 場 所 

太白区中央市民センター 3階 大会議室 

○ 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， 

傳野貞雄委員，堀越清治委員，松村弘美委員 

（15名中 13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：廣瀬センター長，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］ 0名 

○ 配布資料 

・資料１：公運審の今後の審議予定（案） 

・資料２：7月 24日公運審タイムスケジュール 

・資料３：新しい仙台市地域防災計画の内容（避難所についての概要説明） 

・資料４：主催講座の事業別実施状況 

・資料５：「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」へのご意見(提出様式) ほか 

・資料６：市民センター平成 24年度事業の評価の実施について 

・資料７：仙台市公民館運営審議会平成 24年度仙台市市民センター事業評価資料 

・資料８：事前質問事項一覧 

・資料９：評価シート 

・資料 10：平成 24年度太白区中央市民センター「魅力アップ懇話会」について 
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○ 審 議 

（1）「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：最初に議事録の署名人を確認しておきたいと思います。今日は大泉委員，お願いし

ます。（大泉委員了承） 

本日の進め方について，事務局から簡単に説明をお願いします。 

事務局：（資料 1・2について説明） 

会長：用意された議題に入りたいと思いますが，（1）の議題についてはそれほど時間をか

けずに終わらせて，（2）の評価の方に時間をかけて進めることになります。まずは「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，事務局から資料の説明を

お願いします。 

事務局：（資料 3・4・５について説明） 

8月 7日までに資料 5の様式でご提出いただき，いただいた意見等を事務局で取りま

とめて，次回の定例会でご議論いただきたいと考えております。 

会長：ご説明いただいた内容について，何かご質問等あれば出していただきたいと思いま

す。特にはよろしいでしょうか。 

施設理念と運営方針については，シートの後に，現在の理念・方針についての資料

が載っておりますので，これをあらためて読んだ上でご意見を書いていただくことに

なります。どのくらいの書き方をするかということですが，そんなに大きく，すべて

書き直すみたいなことではないだろうと思っています。ただ，読んでみて大事ではな

いかということをあらためてお書きいただいてもいいでしょうし，あるいはもう少し

違う表現の仕方，違う言葉で説明することもあってもいいかもしれません。あるいは，

今日ご説明いただいたことも含めて，新しい役割，東日本大震災を踏まえてこれから

の市民センターはこうであってほしい，そういうことを書いていただくということで

よろしいでしょうか。 

8月 7日までにやるべきことについて，どういうやり方でいくのか，取りまとめの仕

方なども含めて，ご意見などあれば伺いたいと思います。 

委員：目次に合わせると，（1）は「運営方針」ではなく「目的」ではないでしょうか。 

事務局：大変失礼いたしました。「目的」でお願いします。 

梨本会長：そのように対応していると考えてご確認いただければと思います。 

それで言うと，シートの 3 番の「施設管理方針」というのは，資料で言うと 7 ペー

ジの最後の短いところですね。 

事務局：はい，これは「施設管理の運営方針」と縮めて書いてしまいました。 

会長：4番の震災を踏まえてのところは，具体的に今後取りまとめの中でどう扱われるので

しょうか。この資料で言うと，7ページの後に新しい項目が入る感じになるのか，それ

とも，前のいろいろなところに挟み込まれるような形で入っていくのか，事務局の方

でこうまとめるというイメージはお持ちでしょうか。 
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事務局：ご意見をいただいたものを見て，委員の方にご議論いただいて，決定していただ

きたいと考えております。 

委員：これは平成 20 年の 12 月に出されたものですよね。そして今回，見直しをというこ

とで，7ページに付記ということで，策定から5年間を目途に見直しを行うとあります。

ということは，平成 25年何月にという形であらためて出ていくということですね。つ

まり，「はじめに」は 20 年に向けて，策定はこのようにしてきたけれども，この 5 年

間の中で東日本大震災は大きなものでしたし，市民センターの役割がいろいろ付加さ

れている，ですから当然「はじめに」の中では東日本大震災を受けて，当然変わって

いくという，そこを含めて，気がついたことをぜひ入れてほしいというような，そう

いう意見を述べればいいということですね。 

事務局：これは 21年度から適用していると考えておりまして，今年度末で 5年が経過する

ということで，来年度以降，見直した形で実施したいと考えております。委員がおっ

しゃったような趣旨でご意見をいただければと思っております。 

会長：震災の影響については，補助避難所としての位置付けというのは確かにあるのでし

ょうが，新しく生じた課題に対応するような講座をやるべきだとかいうことも含めて，

書き方によってはいろいろ膨らんでくるところがあると思います。 

他に気になることなどがあればご指摘ください。よろしいでしょうか。それでは今

日は，8月までに委員の方々にご意見をまとめていただくということで，課題を確認し

たということにしたいと思います。 

 

（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：今日の進め方について，事務局からご説明お願いします。 

事務局：まず，今回のヒアリングの対象として来ていただいた方をご紹介します。 

（事業参加者 3名，太白区まちづくり推進課職員 2名を紹介） 

ヒアリングの仕方ですが，まず 10分間程度，太白区中央市民センター長から事業全

体および事業運営懇談会の説明と質疑応答を行います。ヒアリングは 1 部と 2 部に分

かれ，それぞれおおむね 20分を予定しています。2部終了後には 1部のヒアリングの

内容の発表と追加の質問の時間として，約 40分程度と思っております。 

ヒアリング 1 部は事業参加者と太白区まちづくり推進課職員の二つのグループに分

かれ，それぞれ司会と記録兼発表者を決めていただきます。グループはくじ引きとし

て，これから引いていただきます。ヒアリングの内容を共有するための概要発表を記

録兼発表者の方にお願いしたいと存じます。 

1部の進め方ですが，事業参加者の方にはまず自己紹介を兼ねて，今までの体験を少

しお話ししていただきます。まちづくり推進課の職員は，事前にいただいた質問のい

くつかをまとめてお話をしていただき，その後自由に討論していただくことになりま

す。進行は司会の方にお願いします。 
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ヒアリング 2部は 20分程度予定しておりまして，委員全員で太白区中央市民センタ

ー職員の 4 人に対して行いますが，司会は会長にお願いしたいと思います。冒頭に市

民センター職員から，事前の質問についての回答をまとめて行います。委員以外の出

席者の方は周りでご覧いただければと思います。ヒアリングの共有及び対象者への質

問のときは，現在の席に戻っていただき意見交換をしていただければと思います。本

日は，なるべくざっくばらんな雰囲気でと思いまして椅子だけにしました。 

評価シートにつきましては，8月７日までにまとめていただければと思います。 

会長：まず，センター長さんからご説明をお願いします。 

太白区中央市民センター長：ポイントだけかいつまんでご説明したいと思います。 

（資料 7により，評価対象事業の概要説明） 

（資料 10により，「魅力アップ懇話会」について説明） 

会長：今のご説明について確認したい点などございましたらお願いします。 

委員：事業運営懇談会が 3 回開かれたということですが，この若者によるまちづくり実践

塾については，評価という言い方は厳しいかもしれませんが，どんな話題になって認

知されたかということについて，簡単にお話しいただければと思います。 

太白区中央市民センター長：学生まちづくりフォーラムの取材活動などを通して，若い人

の考え方といいますか，視点，みずみずしく斬新なアイデアを取材を通して商店街の

方々も認識することができたということで，これからも若者と何か協力してできるこ

とがあればやっていきたいといったご意見を頂戴しました。同時に，若者のそうした

取り組み自体が，さらに下の世代，子どもさんにとっても良い参考になるので，この

事業の活動内容をもっと情報発信して，そういった方々にもアピールしたらどうだろ

うかといったご提言もいただきました。 

会長：まちづくりフォーラム以外の事業についても検討はされたのでしょうか。すべての

事業を取り上げると，結局数も多いから一つひとつが簡単な検討しかできないことに

なるでしょうし。いくつかのものを選んで詳しく検討する方がいいのか，その点につ

いてはいかがでしょうか。 

太白区中央市民センター長：市民センター事業はたくさんありますので，私たちの方であ

る程度ポイントを絞って情報提供した上で，それに関してご意見を伺うという方式を

とらせていただきました。 

若者事業の他には，防災関係の取り組みや，地域の方々が特に関心を持っていらっ

しゃるのは，広報のいろいろな課題，こういったところについてはご意見をたくさん

いただき，地域の方々にできるだけ効果的に情報を伝えるためにはどうしたらいいの

か，そういった議論がかなりなされたところでありました。 

会長：もう少し何か委員の皆さんからございましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

それでは，今日の流れで言いますと，ヒアリングの第 1 部，第 2 部に分かれており

ますので，この作業に入りたいと思います。まず資料などを持って移動していただい
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て，グループごとに司会と記録をとっていただく方を決めて，グループごとにどんな

話になったのか後で全体の場で報告していただきますので，報告の担当の方も決めて

いただきたいと思います。司会と記録と発表者，どれか兼ねても構わないわけでしょ

うし，それぞれのグループの方にお任せするような形でよろしいですね。 

事務局：はい，進行はグループにお任せしたいと思います。 

会長：お話いただく内容については，委員の皆様から事前に，こんなことについて聞きた

いということを出していただいたので，それを意識してお話していただけるのかと思

っていますが，委員の方からも積極的にご質問いただければと思います。それでは，

席の移動と，それぞれのグループごとに運営をお願いします。 

 

（ヒアリング第 1部：2つのグループに分かれてのヒアリング） 

 

事務局：時間になりましたので続きは第 3 部と言いますか，全体で行う太白区中央市民セ

ンター職員への質問に移りたいと思います。 

こちらが職員ですので，周りを皆さんで囲んでいただくようにお願いします。 

では司会を会長，お願いします。 

 

（ヒアリング第 2部：太白区中央市民センター職員に対してヒアリング） 

 

（ヒアリングの共有および対象者への質問） 

会長：まず，それぞれどんな意見，話が出たのか，どんなことが印象に残ったのか，簡単

にご報告いただきたいと思います。まず，参加者のグループからお願いします。 

委員：事業参加者 3 名からお話を聞きました。はじめは固い雰囲気でしたが，まずは参加

してみてどうだったかというお話を聞いたら，とてもいいお話をたくさん伺うことが

できました。3人とも長町に在住していて，おひと方は同年代で話し合う機会がなかっ

たから，この事業を通じて同年代と何か作り上げることができて楽しかったと。もち

ろんうまくいかないこともあったけれども，試行錯誤しながらやれたのが楽しかった

と。それから，地域の人と関わるということがなかったので，この事業を通じて地域

の顔見知りが増えて地域の人たちとコミュニケーションをとれるきっかけづくりにな

ったということ。もうひと方は，仙台出身ではなかったのですが，長町ということに

興味関心を持って参加したと。1年生のときからフォーラムの代表を任せられたそうで

すが，先輩や職員の方のバックアップがあって中身の濃い経験ができたというのが，

この事業に参加しての率直な感想で，皆さんとても楽しそうに答えられていました。 

事業を進めて地域への印象はどう変わったか伺ってみました。事業を通じて地域の

人と話すことによって，初めは分からなかったので地域が怖かったけれど，少し愛着

がわいてきたということと，自分たちの思いをきちんと受け止めてくださるので優し
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い人たちの商店街だと距離が近くなったと，街に関する印象が変わってきたというこ

とを伺いました。 

地域の視点で見た時にどうかということで，この事業名は，地域の人が実際その人

たちが何をやるのか分かりにくいネーミングではないかという話がありましたが，そ

れは参加する学生の方も，まちづくりを長町のフィールドでやるということだけで参

加したので，何をやるのか自分たちも分からなかったけれど，事業を通じて少しずつ

話し合いを重ねて分かってきたということでした。 

地域の人にどう理解していただいたかということでは，飛び込みでお話を聞くので

は，なかなか理解してもらえなかったけれど，事業について説明する機会を持っても

らって，丁寧に説明していくうちにだんだん理解していただいて，学生視点だけでは

なかなか分からなかったこと，地域の現実的なこともアドバイスをいただいて，だん

だん地域との距離も縮まってきたのではないかということでした。その時に重要だっ

たのは，学生が直接地域に入るのはなかなか難しいので，コーディネーターとして市

民センターの職員の人たちが入ってくれたことがとてもありがたかったと。地域をよ

く知っている市民センターの職員の人たちがとても心強かったという感想で，3人とも

事業に参加して，自己実現としても，とてもいい成果があったのだということと，地

域への印象も良い方向へ変わっているような感じでした。 

課題としては，太白区の場合は「IMAYO」という既存のグループと，このフォーラ

ムに参加する学生がかなりオーバーラップしていたので，どちらの事業なのかあいま

いになってしまっているので，明確に分けて事業を進めていかなくてはいけないとい

うのが，学生が持っている課題でした。 

委員：まちづくり推進課の皆様に聞かせていただいたことを，かいつまんで紹介します。

まず役割分担はどうだったかということで，まちづくり推進課の方としてはやはり PR

活動，ホームページでの紹介，チラシの作成，マップ製作の費用をまちづくり推進課

で担ったということです。ハード面がまちづくり推進課でソフト面が市民センターと

いうお話がありましたが，まさにそうだということです。 

それから事業の評価についてですが，2年間イベントをやってきて，3年目に形にな

るものをということで，いかに長町商店街の魅力をアピールしていくかを，学生の視

点から，ある程度同世代をターゲットにした「ガールズパワー」ということで学生に

焦点を当てて 800部作ったそうです。今はパソコン全盛ですが，手作り感が出ている。

そういう温かさ，マップの上がハサミで切ったようにギザギザ感がある。手にとった

時におやっと思う，そういうところも含めての温かさや手作り感を出したということ

でした。地域といろんな関係ができたし，とにかく歓迎という形で応援していただい

た。そういうひとつの関わりが持てたということ。学生さんにとっては本当に達成感

が大きかった，それが大きな成果ではないかという話をいただきました。 

まちづくり推進課としては，今後の活用ということでは，地図を作ったノウハウを
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他に生かしていくと。さらに継続する意義にも関わってきますが，新しいアイデアを

いろいろ生かしていく，そういう新鮮なアイデアはどんどん次へ還元することが大切

で，そこが意義だろうというお話もいただきました。 

市民センターとまちづくり推進課が組むことによって，この事業はできたのかとい

う質問が出ましたが，それぞれの立場の良さ，それぞれの連携がより深まった，幅が

広がったからこそ，学生さんの頑張りもあってできたのではないかと。例えば「IMAYO」

という学生ボランティアは，まちづくり推進課との連携はなかったわけですから，そ

ういう意味で，一緒に組むことによって幅が広がったといえるということです。 

何を基準に学生が選ばれたかということで，先生方，ゼミにお願いしてもなかなか

難しかったけれど，口コミというか，達成感が「じゃあ，あなたもやってみよう」と

いうことで広がったのではないかということでした。 

最後に，このマップは地域の人も活用できるものとして考えていいのだろうかとい

う意見が出ました。もちろん作る過程が大切ではありますが，やはりまちづくりの主

体は地域の方なので，このマップが地域の人に配られて「いいものができたね，見や

すいね」ということでは果たしてどうだったろうかということです。ですから，マッ

プを作った意義が次に生かされていく，そういうところが皆さん思ってらっしゃった

のだろうと思います。 

会長：自分の担当したグループ以外，あるいはそれぞれのお考えについて，あらためて聞

きたいということがあれば出していただきたいと思います。 

委員：この 2 年強ずっと若林区の三本塚地域に関わっていて，従前から住んでいる地域の

人たちが地域の再建に向けての提案をまとめていく，そういう学習会の支援をさせて

いただいています。その過程を振り返って思うのは，ニーズを抱えた方が必死に学習

を重ねていきながら提案するのですが，なかなか仙台市が聞いてくださらないという

ことです。こことは違うセクションの話なので，割り切って聞いていただきたいので

すが。「有志の会だから地域の全体の意見じゃない」ということで，今は分散して暮ら

していてなかなか難しい中，従前の町内会として意見を出すために必死に合意を作り，

要望をまとめて出してもゼロ回答ということが，だいぶ繰り返されている状況がある

のです。ニーズを抱えている方々が，学習しながらまちづくりの提案を出している一

方で，こちらではまちづくりの主体を育てよう育てようとされている。そのコントラ

ストがこの仙台市なんだと，非常に矛盾に満ち満ちて見えるというのが，私自身の見

方です。 

おそらく仙台市において，どこの自治体もそうなのだと思いますが，まちづくりに

どこまで住民，市民が関わるかということに，一定の線引きを持っているのではない

かと思います。ここにまではぜひとも関わってもらいたい，手伝ってもらいたい，ア

イデアを出してもらいたい，しかしここから先はくちばしを入れるなというようなと

ころがつくられてしまっていて，それが支援の質を限定したり，性格付けたりしてき
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ているのではないかと思います。ですから，まちづくりと学習ということに関わって

みるときには，そういう可能性と限界といいますか，そういったところを少し考えて，

今の仙台市の被災の状況を踏まえた上での整理が必要ではないのかと思います。 

いろいろ見せていただいて，取り組み自体が関わった方々にとってとても意味があ

るというのは間違いないと思いますが，その中にどこに限定や限界ができ上がってい

るのか見つける必要があるという気がします。実はこちらのテーブルでは，学生が作

った地図は工芸品としては素晴らしいけれど，実用品としては厳しいのではないかと

いう意見がありました。それにも関わることですが，今，大学で社会教育主事講習が

あり，長野県阿智村の職員がやって来ます。ここはもともと社会教育主事だった方が

今は村長さんになられて，社会教育手法でまちを動かしているのですが，どんなこと

をやっているかというと，例えば住民が図書館がほしいと要望したとすると，その人

たちに人とお金を預けて学習させるのです。どんな図書館がほしいのかと。どんなも

のが世の中にあるのかと。それで，うちの町で実現可能なのは一体どういう水準なの

かを学習してもらって，他の住民にも納得してもらえるような水準にまで高めていく

という，そういうやり方をしています。そういう学習によってでき上がっているまち

ということです。一方，今回見せていただいた取り組みは，学習はむしろきっかけで，

その後のワークが地域の方々に通用する水準になるかならないかということに関して

は，だいぶ課題があるという感じがしました。またそれは，2年，3年で新陳代謝して

いく学生をそこまで育てるというのはだいぶ酷なことであって，かなり無茶なことを

やっていらっしゃるのではないか，そんな印象を持ちました。 

そういう中で考えないといけない点は大きく 2 つと思っています。ひとつは，無茶

な対象をかき集めて短期間で育てていく形でやっていくのもチャレンジとしては大事

かもしれませんが，それよりも今，仙台市の中でまちづくりに対してきちんとニーズ

を持ってらっしゃる方々，そういう人たちが学習をして踏み出さないといけないとこ

ろに対して，生涯学習セクションで何ができるか踏み出しを考えていくということ。

一方で，なかなか集まらないような学生に対して何かをやっていくということに関し

ては，もう少しターゲットの特性を考えて，どういう形で育ってもらうのが必要なの

かを考える必要があるのではないかという気がします。 

今，主事講習やっている中で，私と世代が同じの学校の先生がおられ，彼は非常に

子ども会について関心を持っているのですが，なぜかというと，学生時代に子ども文

化研究会というサークルがどこの大学にもあったという話をするわけです。そして自

分たちは人形劇や影絵をやったりしながら，地域の子ども会に呼ばれて劇をやったり

ということを当たり前にやっていたという話です。今は子ども会は，安くて子どもた

ちに喜んでもらえるような劇団を集めるのにどこも苦しんでいると思いますが，当時

は大学がそこに役立っていた。もっと言うと，大学生が地域の社会教育をだいぶ支え

ていたわけですが，今はそういうサークルはほとんどありません。宮城県の中ではほ
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とんど消えてしまっている。なぜそれが消えてしまったのか，現代によみがえらせる

可能性があるのかないのか。今の大学文化とかつての大学文化，それを検証していき

ながら，大学でもなかなか踏み出すことができないところに，市民センターの方々が

関わっていただくことによって再生できる種というのがあるのかないのか。その手前

のところを，「とにかく集めろ」のその手前のところを研究されて，重点的な事業をつ

くっていくということも大事ではないかと思っていました。 

会長：人づくりというか，教育の観点から言うと，若者たちは確かにこういう貴重な経験

をして充実感も感じた，だから教育事業としてはそれなりの成果があったと思います。

その成果を生かして地域づくりの主体となる学生たちが，この地域に限らず，仙台や

あるいはどこかの地域で主体となることもあるし，長町の地域なら地域が，若者たち

の力を借りて，今までできなかったような地域活動を活発にすると，何でもいいので

すが，そういう地域政策としての課題や成果が何なのかということは，どうも教育と

しての意味，あるいは地域活動にとっての意味というものが，どうかみ合っているの

かということが，なかなか短期間で成果が出るものもあれば，長い時間をかけてやっ

ていかなければならないということもあると思います。そのあたりをそれぞれの立場

からどうお考えになっていて，それぞれその目標のすり合わせみたいなものをどんな

形で議論しているのか。役所の中でも違う立場なので，目標が食い違うようなところ

もあるかもしれませんので，普段どういうような議論をされているのか，どういう状

況になっているのかということを，それぞれからお話を伺えるとありがたいと思いま

す。 

太白区中央市民センター長：教育の観点から一定の成果を果たしているという点では同じ

認識ではありますが，これからの市民センターとして求められるのは，教育の効果を

上げるというところはもちろんベースとして一つになると思いますが，その次のステ

ージが求められているのだろうと思っています。地域をよくする，住みよい地域を作

っていくために，学習した成果を地域なり社会に還元していく，そして還元した成果

を，役所や町内会をはじめとする地域団体なりNPO，ボランティア団体，いろんな団

体の皆さんと共有して，住みよい世界，社会というか，レベルアップしていく取り組

みが必要で，そこに市民センターとしても関わっていかなければならないと思ってい

るところです。 

併せて，地域に学習した成果を還元した結果，そこで学習した人が具体的な取り組

みをし，おそらくそこで達成感を持つと思いますが，それが結果的に新たな学習の誘

因，動機づけになって活動し，成果を還元して達成感が得られたら，またそこで学習

を深めていく。縦方向，横方向の学習をさらに深めていく。これは市民センターとい

うより，仙台市の教育行政全般に言えるかもしれませんが，学びの循環を通していく

プロセスと，まちづくりというか地域活性化という部分をうまくリンクさせた形で進

めていくのが必要になってくると思っています。そこの部分に市民センターが，最初
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の段階での教育効果があるだけでなく，その還元をするという部分について，市民セ

ンターとして何ができるのか，どういうことをしていけばいいのかというところを，

もう少し掘り下げて考えていかなければならないと思っています。 

太白区まちづくり推進課長：まちづくりは非常に広範囲に概念としてありますので，ニー

ズをどう掘り起こすか，そのあたりが重要と考えています。ただそれにはいろいろな

手法があると思います。無理やりというような，時によってはそういう方法をとって

でもニーズを探る方法というのはトライしてみる必要がありますし，われわれも，こ

うじゃないかと思って事業を進めるだけではなく，いろんなことにトライしていかな

ければならないのではないかと思っています。そういう意味で，まちづくり協議会の

中ででも，今回出たような視点を提示してみるとか，いろんな議論とかそういうこと

も経過として取り入れる必要があるのではないかと感じています。 

会長：参加者の方々から，学んだこと，活動して身につけたことが，どういう形で地域の

中に入って生かせるかとか，何か手ごたえみたいなものがあったらお願いします。 

参加者Ａさん：地域に自分たちの活動がどう生かされていくかというところですが，22年，

23年，24年とやってきて，まだ成果として実際に見えてきている部分ではないのかな

というところはありますが，実際に「魅力アップ懇話会」で，マップのことを取り上

げていただいて，こういう声が上がっているという，学生の動きに興味を持っていた

だけた，認知をしていただけたというところが，まず第一歩かと思っています。 

実際に自分たちの活動にどう生かされていくかというところですが，私は 22年度か

ら関わらせていただいて今，社会人としてキャリア教育に携わっています。太白区学

生まちづくりフォーラムで人材育成というところで関わった人たちが，実際に会社を

興したり，ラジオ局に入って自分のやりたいことを見つけたりしています。フィール

ドは長町ではないかもしれませんが，大きく仙台・宮城と捉えたときに，まちづくり

に関わっていける人材を，このフォーラムでつくられてきたかなと感じています。 

参加者Ｂさん：大学生という観点から言うと，4年というのが一つ大きなところで，4年間

で何ができるのか。基本的には学業をやらなければならなくて，こういったことは言

ってしまえば別にやらなくてもいいことではあります。やはり，自分の納得いくもの

がつくれないというのはありますが，場づくりといった観点でやっていくのは大事と

感じています。 

参加者Ｃさん：大学生の中で 4 年間という短い期間の中で何ができるかということをすご

く考えていて，社会人になってからだとお金をもらってそのことに割いて，成果とか

いろいろあると思うのですが，大学生だと 4 年間の限られた中で，勉学以外にもアル

バイトだったりサークル活動だったりフォーラムの事業だったり，いろいろ凝縮され

てその中で経験としてやっていくことが多いので，もし地域に関して還元するとした

ら，興味を持って知識を得ることがすごく重要なのかなと思います。 

委員：市民センターにとって，この事業として職員の皆さんのスキルアップにつながった
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点とか，気づいたことで次につなげたいといったところを聞かせてほしいと思います。 

前太白区中央市民センター主査：この事業を 3 年間継続することで得られたスキルという

のは，学生がこうしたいああしたいといったときに，その最初の窓口として私たちが

下地を敷くことになると思いますが，もちろん学生と一緒に行ったりもすることも多

かったですが，まずひとつはコミュニケーション的な部分ですごく勉強になることが

多かったと思います。 

あとは，まちづくり推進課さんとかと一緒にやっていくことが多かったので，こち

らとしての考えも詰めていかなければいけないところがあれば，まちづくり推進課さ

んの方の考えも詰めて，一緒に折り合いをつけながらやっていく，あるいは，アドバ

イザーの先生，学生のニーズもある。そういうものを全体的にコーディネートすると

いいますか，そのあたりのスキルアップにもつながったと思っています。 

次につなげていきたいというところについては，あの地図の使い道について，今年

度新しく入った学生たちが，昨年度までの先輩が築いてきたいろんなものを大事にし

ながらも，新しい何かを築き上げていってもらえれば。やはり大事なのは達成感だと

思ってやってきましたので，そこを今年度も最低限大事にしながら，新しい何かを作

り出していっていただければと思っています。 

太白区中央市民センター主査：どうやって市民センターが地域に入っていくかということ

で話がありましたが，どういうふうに地域と関わっていくかというお手本というか，

いいことだけでなく，ちょっとトラブルが起きたときに実際どういう対応をしていけ

ばいいかとか，前任者の人脈があるので，そういうのを引き継ぐ時に一緒にいて，隣

にいてやり方を見たりとか。一つ一つ見て覚えるという形が一番身に付くのかなと思

いました。 

感想になりますが，先程地域への還元という言葉が出てきましたが，学生の中に一

人，社会人になった方がいますが，社会人になっても「IMAYO」とか学生フォーラム

について，学生の枠から出た後に OB として関わってくれています。社会人になって

実社会に出た後に，自分は何を学んできたのかということを還元してくれるというか。

就職したその場とか，人との出会いの人脈とかという形でも還元してくれる。学生さ

んなので，それぞれ地方，地方というか長町以外のところから出てきている方も結構

おられますので，そういった場でまた何か，まちづくりに関することで還元していけ

るのかなということで，非常にいい場かと思いました。 

太白区中央市民センター長：市民センター全体として考えているのは，学んだ成果を地元

に恩返しするというか還元するという部分に関して，市民センターはある程度関わる

べきではないかということは先ほど申し上げました。その時に必要となるスキルの一

つがたぶん身に付いたのではないかと思っています。つまりそれはコミュニケーショ

ン力だと思います。やはり学習するのも人ですし，地域づくりに関わるのも人ですし，

生活するのも人です。人と人がつながっていく，支え合っていく，協働して何かやる
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という時に必ず必要になるのがコミュニケーションです。このコミュニケーションの

ノウハウ，状況を好転させる時もそうですし，トラブルを何とか解決しなくちゃなら

ない時もそうですが，必ず必要になるのがコミュニケーション力だと思っています。

こういった事業を通して，今あるコミュニケーション力をさらに高めていくことがで

きたかと思います。それを力にして事業を推進したからこそ，学生の皆さんからも「信

頼される市民センター」というような発言もいただけたのかなと思います。 

コミュニケーション力と併せて，コーディネート力といいますか，コーディネート

機能が必要ではないかと思っています。この 2 つが市民センターとしても財産として

培っていけたかなと。特に，係長がいろいろな形で，学生の間，関係団体，役所とつ

ないでいく，調整する，そういった作業をしたからこそ，うまくいった事業かと思っ

ています。コミュニケーション力の向上とコーディネート機能のアップ，これが市民

センターとしての財産というか，今回の事業成果だと思っています。 

会長：それではもう時間もありませんので，これで締めたいと思います。今日の課題をワ

ークシートに記入して，事務局の方に送るということを宿題とさせていただきたいと

思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

この後のまとめ方ですが，8月にもう 1回会議が予定されていますが，次の 1回しか

ありません。今日の成果をまとめることと，施設理念と運営方針の方についてもまと

めなければいけません。よろしければ臨時会のような形で，もう 1 回くらい開催でき

ないかご提案させていただきたいと思います。 

事務局：臨時会の日程としては，できましたら 10月の 8日・9日あたりでご検討いただけ

ればと思います。 

次回の開催は 8月 28日水曜日，10時から 12時まで，場所は中央市民センターの第

2セミナー室です。 
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