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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 25年 8月定例会） 

○ 日 時 

平成 25年 8月 28日（水）午前 10時 00分～12時 05分 

○ 場 所 

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，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，傅野貞雄委員，堀越清治委員 

（15名中 10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：村上センター長，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］ 5名 

○ 配布資料 

・資料１：今後の審議予定（案） 

・資料２：「たいはく学生まちづくりフォーラム」への評価 

・資料３：平成 24年度事業評価報告書骨子（案） 

・資料４：平成 24年度事業評価報告書（案） 

・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 

・資料６：市民センターの施設理念と運営方針 意見書（案） 



  2/17 

○ 審 議 

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。今日は小岩委員にお願いし

ます。（小岩委員了承） 

審議に入る前に，今後のスケジュールについて確認したいと思います。事務局から

説明をお願いします。 

事務局：（資料 1について説明） 

会長：臨時会は 10 月の 8 日か 10 日のどちらかということですが，今この場で人数を確認

させていただきたいと思います。8 日にご出席が可能な方いらっしゃいますか。（5 名

挙手） 10 日が出席可能な方はどうでしょうか。（8 名挙手） では，10 日の方向で

よろしいでしょうか。詳しくは事務局からご連絡をお願いします。 

 

（1）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：議題の(1)ですが，これは前回からの継続の審議ということになります。前回の会議

の後に，委員の方からご意見を事務局にお送りいただきました。お忙しいところあり

がとうございました。他の委員の方々に丁寧にご意見をまとめていただきまして，そ

れが今日の資料 2 です。事務局に資料 2 を整理していただいて，それをもとにどうや

ってまとめていくか，今日の会議の中で確認したいと思います。まず資料 2 と 3 につ

いて事務局からご説明いただけるでしょうか。 

事務局：（資料 2・3について説明） 

会長：何かご意見ご質問などあればお願いしたいと思います。 

全体の構成として「評価の目的」と「評価の実施」があって，ここは基本的には新

しいものではなく，昨年度の試行的評価の基本的には引き続きになると思います。そ

して今回，皆様にお寄せいただいたものをもとに，「評価結果」のところをどう整理す

るかということになります。基本的には，ワークシートの分類項目に従って分けてい

ったらまとめやすいのではないかということですが，違った整理の仕方があるのでは

ないかということなど，ありますでしょうか。よろしいですか。 

それでは，具体的な論点を書き込んだものが資料 4 になりますので，これをもとに

検討してまいりたいと思います。資料 4について説明願います。 

事務局：（資料 4について説明） 

会長：資料 4全体についてと，1ページから 2ページの事業プロセスの項目についてご説明

いただきました。まず，部分部分について，どういう論点の選び方がいいのか確認し

ていきたいと思います。作業としては，資料 2 にまとめた部分が資料 4 にどう盛り込

まれているのかを比べながらご検討いただきたいと思います。 

難しかったのは，個人のご意見いただいたわけですが，あくまでも一人のご意見と

いうことで，全員が共通に考えていることがあるのか，人によって受け止め方，感じ

方も違っているかもしれません。そういった合意が，この作業をしている時点でまだ
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できていないということが一番難しいことだと思っております。今日はこういう形で

まとめてはみましたが，例えば「これは全員一致する意見ではないのではないか」と

いうことがありましたら，ご指摘いただきたいと思います。資料 2 に大事な論点が書

いてあるのに資料 4 になく，「こういうことを付け加えるべき」とか。あるいは資料 2

にはないけれど，あらためて考えてみると「こういうことが大切ではないか」という

ことを，審議会全体で納得できるような形で進めてまいりたいと思います。 

少し前後しますが，10 月に臨時会を開くことになりましたので，そこまでにまたも

う一回，整理する時間があるかと思います。お気づきの点があればどんどん出してい

ただくということを，今日の課題にしたいと思います。 

では，全体は後回しにさせていただいて，1ページから 2ページの事業プロセスにつ

いて，何かご意見ありましたらお願いします。 

私の方から一点だけ申し上げたいと思います。資料 2 の 2 ページ目で，協働やネッ

トワークづくりの項目の改善点で，「サテライトステーション」や「見える窓口」とい

う言葉をお使いになっていて，そのあたりが資料 4でいうと，2ページの下の方の「学

生同士のネットワークが区を越えたものとなっていく場合に，各区中央市民センター

の支援のあり方も検討していくことを提案したい」となっています。たぶんそれを受

けてまとめていただいたと思っていますが，「支援のあり方」というようにまとまって

いると，具体性がなくなりますが，それでいいのかどうか。個人的には，もっと具体

的に書ければ書いた方がいいのかと思いますが，それが審議会全体の意見として言え

ることなのかとも思っています。その点はいかがでしょうか。 

委員：ネットワークを大事にしていきたいし，若い人たちの社会参画を考えると，見える

形，見える窓口というのはとても必要で，大学もいろいろなところに散らばっていて，

各区の市民センターもいろんな若者の事業をやっているわけで，自分たちはここでや

ったからそれでいいではなく，区の市民センターの役割として，市全体で共有してい

くといったところをもっと打ち出さなければいけないと。そこが大事だと思いました。

見える窓口がなければ，どこに行っていいか分からない。共有して，自分たちの事業

だけでなく，全体を共有するところをぜひ，しっかりやってほしいという思いがすご

くあります。それが今，できるのではないかという期待感もあります。それがひとつ

の見本になって，いろいろな人が地域の人材も共有できて，今のニーズに応えられる

ようなところにつながるのではないかという思いで書きました。 

会長：学生が何か地域と関わる活動をしてみたい，あるいはそれに限らず，学生が何か学

びたいということでもいいのかもしれませんが，そういったときに，市民センターの

どこに，どういうふうに探せばいいのか，相談すればいいのかということが，今一つ

見えにくいのではないか。今回の太白まちづくりフォーラムみたいな活動をしたその

次の段階として，もっと活動を広げていく，発展させていくために，今のような条件

整備が必要ではないかという提案だと受け止めました。 
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事務局：各区の中央市民センターに，分かりやすい窓口のようなものを置いた方がいいと

いう考えと受け取ってよろしいですか。市内で一つではなく，区ごとにあった方がい

いと。そういうご趣旨を踏まえた形での修正をしたいと思っております。 

委員：行きやすいところに行けるというのが大事だと思います。１か所よりは近い方に行

けるというのは，踏み出しやすさがあると思います。各区に窓口というか，共有でき

れば，区と中央市民センターとの共有度も高まると思うので，両方という意味で。 

会長：今の点について他の委員の方はいかがでしょうか。この点についてはどこどこの市

民センター，というように限定されるのではなく，どこに相談しても何かしらのアド

バイスを受けることができたり情報提供がされると。それは，地区館一つひとつで対

応するという意味でなく，むしろ，こういう活動であればもっとこちらに行けば関連

するものがあるという場合に，その館と館との間の関係をきちんとつないで組織的に

対応していただくということも含めてのご発言と思っております。 

どこまで具体的に書けるかはもう少し検討していただくとして，それ以外の点も含

めた資料 4 の 1 ページから 2 ページ，事業プロセスについて他に何か追加すべきこと

や具体的に書き加えるべきことなど，お願いします。 

事業プロセスについてなければ，次の項目に進んでいきたいと思います。では，次

の事業成果についてご説明をお願いします。 

事務局：（資料 4の「②事業成果」について説明） 

会長：資料 2 と照らし合わせながら，ご意見などあればお願いします。細かい表現はとも

かくとして，もっとこういう点を書き込むべきではないかとか，そういうご意見をい

ただければと思いますが，いかがでしょう。 

事務局：3ページ目の下から 2番目の段落の「また」というところですが，参加者の経験を

今後の活動に生かせるよう区中央市民センターが情報提供等の対応を考えるという趣

旨のご意見がありました。内容として少し確認したかったのですが，参加者に対して

その後の活動として，例えばこういう所があるとか，こういう活動をこういう地域で

やっているとか，そういう参加者に対する情報提供等と考えてよろしいのか，少し確

認したかったのですが。 

委員：それだけではなく，「仙台市の自分づくり教育」という視点があって，「25 歳までの

自分づくり教育」というのをずいぶん仙台市はこだわってやってきました。25 歳まで

の中には学生さんたちも入っているので，次に生かす，将来に関する情報とかも含め

て考えられたらいいかなと思います。社会に巣立っていく人たちなので，就職情報と

いう意味ではなく，地域づくりに生かすとか，自分たちが次のステップにいくための

糧になるような情報，自分づくりに関連するような情報という意味で書きました。 

会長：今の点はすごく大事で，太白区のまちづくりフォーラムが終わった後で，もっと発

展的な活動につながっていくということもあるだろうと思います。自分づくり教育と

いうことを考えるのであれば，逆に今の大学生がどういう関心を持ってどういう発想
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をしているか。それは小中高でどのような自分づくり教育がなされて，その延長とし

てどうなったのかということを考えるのであれば，今回の大学生事業から逆に，さか

のぼって小中高でどういう指導があるべきなのかということを，きちんと結び付けて

議論していくことも必要な論点かと思いました。 

委員：仙台市も宮城県の自分づくり教育とかこころざし教育ということで，将来の生き方

に関わるようなことを小学校時代からやっております。25 歳というのは，今まではな

かなか，どんな大人になったらいいのか，望む児童像とか生徒像はあるのですが，望

む大人像というのは，それぞれの価値観が違って，なかなか一つになりませんでした。

でもやはり，中学校を出て 10年後，高校を出て 8年後，大学を出てから 4年後 3年後

になりますが，どういう人であってもその人なりの社会的自立を果たしていきたい，

そのために関わっていると思います。小学校の職場見学とか一部やっている職場体験，

中学校 2 年生での 5 日間の職場体験活動，そして高校での活動，そして大学は大学な

りに。小学校中学校で生かされたことが次につながり，そしてそれがまた地域に関わ

っていく，そういう中での位置づけがあるということを，事業成果の中であらためて

書いていただくと，仙台市としての位置づけも明確になって，この取り組み自体も成

果があったということになりますし，それが他の活動にも広がっていけばいいのかな

という思いがあります。 

事業成果の中で課題意識がとても大切だということだったと思います。今回若者た

ちが何とかしたいという思いが強くて，そういう中でマップ作りという形に行ったと

思います。事業プロセスにもありましたが，そこに集まった人たちがどのような課題

意識を持つのか，それはまさに小学校中学校でやられている総合的な学習の時間とか

で，探求をしていくための課題意識，その設定，それが仕掛けかと思っています。い

い例ではないかもしれませんが，荒町の商店街は，20年前 30年前は街の中でいろんな

お店がありました。ところが今は，20 年前の商店街のマップを見ると歯が欠けたよう

になくなっていますが，その中でも半分以上のお店は延々と続いているわけです。今

続いている店はどうして続いているのか，なくなったのはどうしてなのか，そういう

課題意識の中で，じゃあどうしたらいいのか。そういう課題意識が明確である，そこ

がまさにその事業の成果につながっていく，そこがやはり大きいのかなと思っていま

す。事業に参加する方，コーディネートする方々の課題意識，それをどう共有するか，

それが大きな分かれ道みたいなことをまとめるといいと思います。 

会長：意識ということの重要性を今お話ししていただきました。意識とともに，地域と関

わるためのスキルと言いますか，どう関わったらいいのか。地域といっても，そこに

はいろんな人たちが生活をして仕事もしている。どの人にどういうように目を向けれ

ばいいのか，そしてそういう人たちとどう関わっていったらいいのか。そういうこと

を学生たちの中で，例えばグループを組んでの活動なら，そういう活動自体のマネジ

メントのスキルとか。あるいは地域とのそういうプロジェクト自体のマネジメント等
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のスキルの育成というものも，今回できている，成果も出ていると同時に，課題は何

なのかということも併せて考えるべきではないかと，今伺っていて思いました。 

事務局：今ご指摘いただいた点は，2 ページの②の 1 行目，「学校では体験できないような

学びの知識について話し合う経験を参加者が共有でき」とありますが，ここをもう少

し具体的に，課題意識の共有，地域と関わるスキルといったものも身に付けることが

できたというように，少しここを詳しく書くという形で考えてよろしいでしょうか。 

会長：それでお願いしたいと思います。事業成果についてはよろしいでしょうか。 

今日は最初にお話ししたように，一人ひとりの立場からのご意見を審議会全体とし

て確認して了解をし，それとともに，付け加えるべき点や修正すべき点があれば，そ

れを反映させていくということになりますので，遠慮なくご発言いただければと思い

ます。それでは，次の事業マネジメントについてご説明をお願いします。 

事務局：（資料 4の「③事業マネジメント」について説明） 

会長：特に問題ないでしょうか。 

委員：4 ページの上から 2 番目の「地域で活動する異業種の声」といったところの，「異業

種」の中身をもっと具体的に書いた方がいいのではないかと思います。「例えば」とい

うように書くと分かりやすいかと思いました。 

会長：具体的に何を挙げるかということですが，書いたとき何を想定されたのでしょうか。 

委員：地域住民組織があると思いますが，特に長町地区で考えると，やはり商店・事業所

とかがあるので，そういったところの声ももう少し聞く必要があるのではないかとい

うことです。町内会とかそういったところの声は一番聞きやすいところだと思います

が，商店組合とか商工会とか事業所組合とか，そういったところの声も拾い集める，

特にマップを見ると，そういったところの声を，でき具合の成果として聞くこともあ

ってもいいのではないかと思います。そういったところからの要望も聞き出す必要が

あるのではないかと思って書きました。 

会長：ほかにはどうでしょうか。だいたい書いてあるような感じでよろしいですか。 

では，急ぎますが④事業運営マネジメントについて説明をお願いします。 

事務局：（資料 4の「④事業運営マネジメント」について説明） 

会長：だいたいよろしいでしょうか。それではまた先に進めさせていただきます。 

事務局：（資料 4の「⑤その他」について説明） 

会長：これは，今までの項目には収まらないものということで，比較的限られるものかと

思いますが，何かお気づきの点はありますでしょうか。 

それでは次に進めたいと思います。5 ページの「総合評価」，これは委員の皆様に書

いていただくとき，書きにくかったのではないかと思います。まとめていくときに，

どうしても今まで見てきたところと重なるところが出てきて，同じことを繰り返すの

もどうかと思いながら，どうまとめるかというところが難しいと思っています。 

事務局：（資料 4の「2総合評価」について説明） 
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会長：資料 2 を見ると，総合的評価の欄はかなり多くのご意見をお書きいただいているも

のがあります。本当はもっといい表現を拾っていきたいという考え方もあると思いま

す。それをこの総合評価の中にもっと書き込む形になるのか，あるいは前の項目ごと

のコメントの方に入るものもあるかと思っていて，そういう細かい修正は次の会議ま

でに調整したいと思っていますが，今の時点で，最後のまとめと言いますか，総合評

価としてこういうまとめ方でよろしいのかどうか，ご意見をいただきたいと思います。 

必要な論点は書かれているといえば書かれている形ですが。全体的なニュアンス，

表現などはもう少し手直しを入れたいと思いますが，まとめ方として，施設理念と運

営方針の中に記されている(1)と(2)の二つの役割のそれぞれについて，うまくいってい

るところや課題は何かということを，このようにまとめたということになります。 

もっとこんなことを盛り込むべき，全体の流れとしてこういうまとめ方がよろしい

のではないかということがあれば，ご意見をいただきたいと思います。 

委員：今回の学生フォーラムを見て，市民センターとまちづくり推進課の連携が，ここの

総合評価にあるように，非常にバランス良くうまく進んでいたと拝見しました。特に，

主体となる学生さん，元学生さんの表情を見ても，非常に満足感というものが感じら

れました。そういう意味では，施設理念等にある生涯学習事業の推進ですとか地域リ

ーダーの育成，あるいはさまざま学習活動グループへの支援ということが，バランス

よく取れていて，総合評価のこの表現や説明については同意するところです。 

しかしながら，どういう盛り込みをしていいのか懸念を感じたのは，テーマに取り

組む中で地域課題解決型の部分とか，その時代や社会状況を経て取り上げるテーマに

ついて，あまりにもそこの部分の成果を求めすぎる傾向がもし出てくるとなると，少

し取り組み自体，荷が重くなってしまうのではないかと思います。もちろん市民セン

ターとかまちづくり推進課の皆さんの日常の活動が総合的に出てくる面があるので，

そういう意味ではいい面もあるのですが，逆に参加する学生さんに対して荷が重くな

らないような形で進むのがいいのではないか，そしてそれをどう盛り込んでいいのか

というのが少し分かりませんが，そのように感じました。 

このような地域住民のニーズに触れていく，実際の地域において課題を見つけてそ

れに触れることによって学習するという機会を提供していく，こういう事業は非常に

貴重だと思います。 

もう一つ加えて言えば，ヒアリングの部分です。本当はもう少し本音も聞ければ，

細かいところ，課題も含めて聞けたのかなと思います。 

会長：若者が地域に参画することは，やはりかなり大きな課題だし，そんなに簡単にでき

るとも限りません。1年間なり 3年間なりで無理に成果を出そうとすると，問題が生じ

る可能性があるということでした。その一方で，これは前の項目にも書いてあるとお

り，今回の事業は学生の自発的な意思を尊重しながら，一人ひとりの興味に即した学

習を丁寧に見ていただいているというところに，うまくいったポイントもあるので，
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それを重視していくということとも，今の委員のお話はつながるように思いました。

短期的にどういう成果，目標を目指すのかということと，もう少し長い目で見ていっ

たときに，それがどういうことにつながるのかということのすり合わせということに

なると思います。あるいは，一人ひとりの学習と，地域の中に新しい動きが起こると

いう社会的な成果とがどういう関わりがあるのかといったことにもなるでしょうし，

そのあたりのすり合わせが大切だということは，今回の事業がいいとか悪いとかとい

うことを超えて，今回の事業が持っている優れたところを，これからさらに生かして

いくためには，そういうことに留意しながら取り組んでいただきたいという論点にな

るかと思います。 

委員：私も，若者がまちづくりや中心市街地活性化という大きなテーマに，いきなり取り

組むのはあまりにもハードルが高いと思いました。もっと若者なりの問題点や気づき，

そういった視点を大切にした課題設定なり，テーマの取り上げ方があったのではない

かということを感じて，総合的評価のところに書き加えておりました。 

実はこの総合的評価には何を書くのかと，書く段階で非常に迷ってしまいました。

今のお話だと，区内生涯学習事業の推進と地域リーダーの育成とかそういった視点で

のことを書くということだったので，最初から皆さんにその意識で書いてもらうよう

にした方がよかったと思います。 

それから，非常にきれいにまとめられて，なるほどこういう評価ですねということ

はよく分かるのですが，実際にこれを他の地区の方がみて参考になるかどうかという

と，抽象的できちんとまとめられすぎていて，インパクトというか，こうした方がい

いというような視点にはなりにくいのではないかと思いました。むしろ，皆さんに最

初に出していただいたいろいろなご意見，特に改善への助言は，日ごろの取り組みの

参考になると思うので，これを生かすような書き方も必要かと思いました。その意味

で，これはこれとしていいのですが，別な資料の生かし方，見せ方みたいなものも少

し事務局で工夫していただければと思いました。 

事業評価の手法ですが，この間はグループに分かれて，それぞれ聞き取りをして，

その聞き取りの内容を報告し合いましたが，2グループだったら皆で一緒に聞いた方が

いいと思います。当事者が一緒に，一堂に会して聞いていいのかどうかというのもあ

りますが，ヒアリングの仕方の工夫は，次回以降必要ではないかと思いました。分け

なくても時間的にはそんなに変わらないと思うし，情報は皆で共有した方がいいので

はないかと思いました。 

会長：評価の進め方については，どこで書くのか少しまだ私自身もよく分かっていません。

最後のまとめのところで書くかなと思いながら，総合評価の中にもそれが入るような

感じもありますし，あるいは「その他」の中にも出てきているところもありますので。

評価活動の進め方について，どこでどのように書くのかということについては，あら

ためて検討させていただきたいと思います。 
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それと，総合評価の論調が抽象的過ぎて，他の方たちの役に立たないのではないか

ということについては，まさにそのとおりかと思いますので，総合評価の問題である

と同時に，この報告全体のⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳとある中の，全体としてどういう方向性で

まとめるのかということについて，あらためて考えてまいりたいと思っております。 

委員：「まとめ」の上の 4 行ぐらいにあるところ，「今後の事業推進に向けていくつか検討

を期待する部分はあるものの」といったところですが，次につなげるといったとき，

つまり，プランを立て，やって，分析して，次のアクションというのがすごく大事に

なってくるとき，やはりこの評価は通信簿ではないので，改善点があったとき，「ここ

をこうしたらもっと強く，もっと市民センターがかっこ良くなる」とか「もっとここ

をやったら膨らむ」というところを書かないと，この評価の意味が薄れてしまうよう

な気がしました。自分たちの役割とすれば，市民センターの応援団とか元気づけて頑

張ってほしいという思いがあるので，そこにつながるようなアドバイスというか，そ

れに向けてのことを書かないと，モチベーションが上がらないと思います。 

会長：すごく大事な点だと思います。そのあたりは資料 2 のコメントの中にも，一部そう

いう趣旨のものが入っているのですが，それがうまくまだ盛り込めてないということ

もあります。 

総合評価についてだけというより，全体についてはどうでしょうか。1ページから順

番に見てきましたが，全体としてこの流れでいくのか，全体の論調としてこういう形

でいいのか，全体についてご意見をいただけたらと思います。 

私の方からまず，気になるところは，資料 4 の冒頭，「平成 24 年度仙台市市民セン

ター事業評価報告書（案）」と書いてあって，昨年度の「試行的評価の記録」とは違う

形になっています。個人的には，このタイトルでは荷が重いと思いながらも，事務局

の方からこういう形でいきたいということで，今回はこの形にしてあります。一つの

事業しか見ていないのに，市民センターの全部の事業が分かるかということになりま

すが，そこをもしやるのであれば，どの事業を取り上げるのかということについても，

もう少し議論をしていかなければいけないし，そういった不十分なところはあると思

いながら，今回はこういう題目でまとめたいという事務局の意思を尊重した上で書い

ていきたいと思っております。 

全体として，評価の目的や評価の実施については，これまでやってきたことや考え

てきたことのまとめで，3番の評価結果は今日ご検討いただいたとおりです。最後のま

とめは，今お話ししたように，なかなか 1 回 2 時間くらい話を伺っただけでは，まだ

分からない点もあって，そんな中で我々が偉そうに「こうした方がいい」というよう

なことを言える部分と言えない部分もあるとも思います。ただやはり，今ご指摘いた

だいたとおり，評価というのは採点していい悪いをつけて終わりではなく，職員の方々

がそれぞれがんばっているものを，あらためて外の目から見たときに，こういう見方

もあるのではないかということを指摘することで，何らかの気づきや学びになっても
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らえればいいということだったと思います。そういう意味で，今回これでほぼ完成と

いうことではなく，とりあえず論点はこのように整理しましたが，あらためて全体の

ニュアンスとしても，もう少し何か文体や書き方の面でも変えた方がいいと思ってい

ます。全体の構成でも，最後の総合評価をもっと膨らませるべきということや，まだ

修正の可能性があるかと思いますので，そういった全体についてのご意見を，この場

でいただきたいと思います。 

委員：全体の書き方として，評価できる点と改善や検討を要する点や期待する点が羅列さ

れていますが，分けた方が分かりやすいと思います。小見出しでもつけて分けて書く

と，何が評価できる点か分かりやすくなるのではないかと思いました。 

それから，総合評価という言い方自体，少し名称が良くないかなと思います。この

「2」は，地域リーダーの育成とグループ活動の支援の二つの役割についてどうかとい

う評価をしているところなので，総合評価というより，別な名称にした方がいいのか

と。総合評価的なところは最後のⅣの「まとめ」で，これをまとめというより総合評

価として，先程出ていたような意見を踏まえて書かれるといいかなと感じました。 

総合評価のところは「リーダーの育成」と「グループ活動の支援」があります。リ

ーダーの育成のところは評価をするところと，改善とか期待するところが書いてあり

ますが，次のところは評価だけで終わっています。これも，改善や検討を要する点を

同じように対で書いた方が分かりやすいのではないでしょうか。 

確かに，市民センター全体の事業評価じゃなく，今回は太白のものを扱ったわけな

ので，太白区の事業としてどういうところが評価できて何が改善として必要なのかと

いうことを明確に示した方が，他のセンターでも役に立つのではないかと思います。

ある程度抽象的な書き方にせざるを得ないところはあると思いますが，太白区の市民

センターの事業として「こういうところを評価した」「こういうところが改善だ」とい

うところも，最後の「まとめ」で書かれた方がいいと感じました。 

「その他」のところ，私は事業成果のところに書いたのですが，学生たちが 19回と

か 20回ワークショップをやっているというのは，参加したことだけでもすごく評価で

きると思っています。20 回のワークショップに参加したということ自体も，一つの協

働作業のきっかけになると思うので，ぜひそういうところも「その他」かどこかに入

れてほしいというのが希望です。 

会長：多岐にわたってご指摘いただきましたが，そのうちの一つ，各項目の中でうまくで

きているところ，他の館や他の事業にとってモデルとなるような点と，改善すべき点，

いい点とそうじゃない点というように分けた方がいいのではないかというご指摘があ

りました。実はそれについては，当初事務局で整理していただいたときにはそういう

形になっていたのですが，会長，副会長と打ち合わせした段階で，むしろそこは分け

ない方がいいということで，変えていただいたところです。いい，悪いとなると，結

局良かった点を喜んで，改善すべきというところでがっかりしてみたいに終わってし
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まうのではなく，むしろうまくいった点があるからこそ，それがまた次につながると

いう課題が見えてくるということがあれば，逆に言うと「こういうこともありうるの

ではないか」ということが，事業自体が可能性を含んでいるからこそ課題が見えてく

るということがあると。こっちがいい点だ，こっちがそうじゃないと分けるよりも，

結局はそこのところはつながってくるのではないかというように考えたのです。 

副会長：今の点については，結構事務局の方と私たちで協議しました。公運審の中で評価

というものはどういうものかということを，ずいぶん時間をかけてやってきたと思い

ます。点数ではなくて次につながって，いい市民センターとなっていくための一つに

なってもらえるような評価の仕方というのを目的にやってきていると思っています。

その時に書き方として，最初の案では「他の模範となる点」と「改善点」とか「改善

の助言」という項目であったのですが，いざそれを受け取った方はどんなふうに思う

だろうと。それだったら，箇条書きよりも少し文章でつなげて，読んだ時に自然に受

け止められるような，そういう書き方の方がいいかもしれないという話になり，それ

で今日お示ししているような案を事務局に作っていただきました。とにかく一番は，

評価をやって，次につながっていってもらえるような，そういう私たち公運審から発

信できるような評価という存在になることを一番の目的で考えてきました。ただ，今

いろんなご意見をいただいたので，もっといい書き方，もっとはっきり書いた方がむ

しろ分かりやすいということであれば，さらに検討をしていく時間もあると思います。 

委員：タイトルが事業評価報告書になっていて，これは何のために誰が見るのかと思った

とき，事業を実際にやった人はなんとなく分かるような内容ではあるのですが，この

報告書を読んで，こういうふうに参考にしたいと私は思って見ていますが，具体的な

ものがもう少し，良いとか悪いとかではなくて，記されていると，こういうのを活用

してやったんだなとか，これは今後に役に立つなといったものを何項目か入れてもら

うと，報告書を読んで勉強になると思うものが出てくると思います。確かにこの事業

は，すごく頑張ってやったということがよく見える事業ではありますが，事業を進め

るにあたって，こういうところを工夫して，こういうところがすごく今後に役に立つ

ということを加えて書くと，市民センターの人間でなくても，報告書を見たときに，

こういう取り組みをすればこうなるんだというのがあった方が，報告書の意味がある

のではないでしょうか。文面はすごくうまくきちんと，今後やらなければならないこ

ととか，きちんと評価というのが出ていると思いますが，これを見て，ちゃんと読む

人がいるのかなと思ったので，もったいない，評価じゃない方がいいのかなとも思っ

て。せっかく書いてあることを，皆さんが評価したことを，市民センターの職員さん

も他の方も，事業を共同でやるときに，参考になるようなことがヒントとして書いて

あると，評価報告につながるんじゃないかと思いました。 

会長：今日の資料の中には入っていませんが，対象事業が具体的にどんなものだったかと

いう概要は，ある程度「Ⅱ」で説明されるので，今のご指摘もいくらかは踏まえられ
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るかと思います。ただ，この今回の報告をどなたに向けてまとめるのか，担当した職

員が読んで喜んだりがっかりしたりということではなく，もっとさまざまな方，それ

は他の館の職員の方々や市民センターを普段利用する市民の立場から見ても，「市民セ

ンターはこういう可能性を持っているんだ」「こんな役割があるんだ」，あるいは市民

センターの活動を「こういう捉え方もあるんだ」ということを，さまざまな立場の方

が学んで気づけるような評価にしたい。そのためには，もっと具体的なことを盛り込

みながら，そういう趣旨に照らして書くべきというご意見と受け止めましたので，こ

れからの修正の中に盛り込んでいければと強く考えております。 

委員：題名をこれでいくとすると，例えばサブタイトルとして「何々を通して」というの

が入るのかどうかというのも考えましたが，やはり去年の反省を生かしながら評価の

あり方ということで私たちは進んでいるわけで，そうであれば，市民センターの事業

評価ということについて，本当にがんばっているし，人づくりということでいい取り

組みをしていると。たまたま私たちは太白区の学生の事業を評価対象として取り上げ

ましたが，同じことは他の区でもやられているわけです。確かに他の事業について報

告は受けていませんが，太白区の取り組みを受けて，課題意識をどう設定するかが大

切だとか，中央市民センターとまちづくり推進課が行政の立場を超えてしっかりと連

携をすることとか，地域の方々のニーズをどう拾うか，そしてどのように参画しても

らうか，私たちがヒアリングさせていただいて，そういうすごくいいことが出てきた

と思うので，そういうことを「まとめ」なのか，最後の方に書かれていくといいので

はないかと思います。一般化という形で，他のセンターの方や利用する方，これから

こういうことに取り組んでみたいと思っている人たちのポイントになるのではと思い

ます。市民センターとして重点に挙げている人づくりやまちづくりのところで成果が

あって，それをさらにレベルアップしていくことが，次へのより良い改善につながる

ということでまとめていくといいのかなと思います。「事業評価報告書」ということを

踏まえると，そういうまとめ方がいいのかなと思っていました。 

会長：確かに，若者向け以外のものも含めて，事業の種類はさまざまですが，事業の課題

をどう見つけていくのか，プロセスをどのようにマネジメントしていくのかというこ

となど，共通の論点が見えてくるものがあるのではないかということを意識して，ま

とめてまいりたいと思います。 

今日はもう一つ課題があるので，そろそろ次へ移りたいとも思いますが，顔を合わ

せた中で確認しておくことは大事な作業だと思いますので，最後に何かあれば付け加

えていただければと思います。 

委員：Ⅱの「評価の実施」については，事務局の方でまとめられると思いますが，この事

業をどういう視点で評価したかということを，明確に示していただきたいと思います。

私自身も自分で評価するときに，評価シートのこの役割とか，今回の評価テーマが「区

内の生涯学習事業の推進」が評価テーマだということを確認してからシートを書きま
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した。ただ感想を書いたわけではないので，どの視点でこの事業を評価したのかとい

うことを，最後の方ではなく，きちんと最初の方に書いていただくといいと思いまし

た。 

会長：おそらく，「Ⅱ」の「評価手法」のあたりで観点も含めて書いていただけると思って

おります。 

お気づきの点があれば，次回の会議までまだ時間がありますから，また一人ひとり

に書いていただくことも含めて続けて審議してまいりたいと思います。この後の具体

的なところについては事務局にお話していただくことにして，この 24年度事業の評価

については一旦ここで今日は終了させていただきます。 

 

（2）「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：続いて，審議の(2)「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」の総括についてご

検討いただきます。こちらも今の事業評価と同じように，委員の皆様からいただいた

ご意見をもとに事務局の方で論点を整理していただいて，それを会長副会長と確認を

してというプロセスを経て作ったものです。資料の 5 と 6 について，事務局からご説

明お願いします。 

事務局：（資料 5，資料 6について説明） 

会長：これも先程の事業評価と同じですが，資料 5 の一人ひとりのご意見はあくまでも個

人の意見と思いますので，その中のどれをどう拾い上げていくのかというところを，

審議会全体として確認してまいりたいと思います。もう少し追加すべき点があるので

はないか，あるいは全体の流れをどのように組み立てていくべきなのかということを，

この場で検討してまいりたいと思います。 

まとめ方ですが，今回は A4で 1ページに収まっていますが，ここに具体的に書き込

んだとしても，5 ページ，10 ページになるような，そういう分量のものではないかな

と，会長，副会長と打ち合わせしたときは話していました。もう 2，3 ページ，1 ペー

ジというと寂しいのかどうか分かりませんが，そんなに多い分量ではなくコンパクト

に，このような形で論点を箇条書きにまとめるようにするのが，一番まとめやすいの

ではないかと。ただ，それだけではなかなか申し上げにくいということもあるし，違

った形がありうるなど，ご意見をお願いしたいと思います。 

委員：少しプロセスがよく分からないのですが。ここで意見書を出して，それを踏まえて

誰がどのように方針全体をリライトするのか，そのあたりを少し説明していただきた

いです。 

事務局：公運審からご意見を 10月中にいただきたいと思っています。いただいた後，中央

市民センターとして，それを踏まえた形での修正作業を行っていきたいと思っており

ます。実際には，中央市民センターというより教育委員会として「施設理念と運営方

針」を最終的に定めます。私どもで修正したものについて，どういうプロセスを経る
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かは検討中ですが，ご報告，あるいは，すべてのご意見を反映できるとも限りません

ので，反映できた部分やできなかった部分を公運審の方にもご説明をしながら，最終

的な決定という形で進めていくことを今考えております。 

会長：もう少し具体的に言うと，いつ頃までに次の「施設理念と運営方針」ができるので

しょうか。資料 6 で言うと，現行のものは平成 20 年 12 月とありましたが，機械的に

5 年後というと今年の 12 月に次のものが完成するということなのか，もう少し前後す

ることがありうるのでしょうか。 

事務局：私どもとしては，20年 12月に策定し 21年度からこれを実施しているという認識

でおります。21年度から 25 年度までの 5年間で，26 年度から見直した部分で運営し

ていきたいと思っておりますので，12 月から 3 月までの間に決定という形を今考えて

おります。 

会長：となると，我々の任期が 10 月まででしたが，ともかく 10 月までの間で，審議会と

してどういう結論になるか意見書をまとめて提出するということですね。その提出し

た意見書の中のどの部分がどういうふうに，次の 5 年間のものに反映されるかどうか

ということは，残念ながら私たちの任期が終わった後の話なので，それについては，

次の期間に引き続きなる方に対してはともかくとして，今期限りの委員に対してはそ

こまでの報告がないままに終わりますが，それもやむを得ないということになるかと

思います。ともかく 10月までの間に，今日の議論も経て，またあらためてお気づきの

点があればご意見もお寄せいただき，10 月の会議の中で審議会としての最終的な意見

をまとめると，そこまで何とかできればと思います。他に質問やご意見など自由に出

していただければと思います。 

委員：意見書の取りまとめの内容については，やはり端的にまとめていただいた方がよろ

しいと思います。 

実際には今，教育委員会とか市民センター，公運審はこの議論ですが，この前資料

もいただきましたが，各区単位で，まちづくり推進課，区民生活課，あるいは消防局，

各区の消防もそうですが，そこでさまざまな議論も並行して進んできています。ある

いは町内会単位，先程の区の区民生活課の管轄になるかと思いますが，連合町内会ご

とに，指定避難所をどうするか補助避難所をどうするか，市民センター使えますか，

コミュニティセンターどうしますかというようなヒアリングがもう始まっているとい

うことです。ですので，私としては公運審でもぜひご議論いただきたい内容としては，

実際にそういう議論も始まっているとすると，そもそも市民センターの施設理念に加

える部分も必要かなということで，意見を書かせていただきました。その背景には，

東日本大震災を経験して，市民側の意識も変わってきている面もあると思いますし，

そういうときが再来するときには，どういう位置づけなのか，全然触れていないとい

うよりは，経験・教訓を踏まえた書き加えといいますか，そういう捉え方が実際には

他の部局でも始まっている面があると思いまして，そこのところもぜひ，当局側も加
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えて，説明するような部分があればと思います。現状について，今日は短い時間なの

で無理かと思いますが，そのあたりも情報提供いただければと思います。 

会長：震災をどう受け止めるかという対応の部分が，一番今回の改訂の中でも大事なポイ

ントの一つでもあります。ご覧のとおりコメント数でかなり多くのものがこれに関連

するものですが，今回の資料 6 に上がっている例はすごく少ないので，もう少しここ

のところを書き込んでもいいような感じもします。 

今の点あるいは，他の点についていかがでしょうか。いくつかの項目をすべて盛り

込むということにはなっていなく，抜け落ちている部分もありますので，もっとこれ

を拾い上げるべきではないかということもあるでしょうし，あるいは今出てきたよう

なことも踏まえながら，新たにお気づきの点がありましたらそれも拾い上げるような

形でこれから検討していくことになると思います。 

委員：前の期の 24年，25年の審議会で「復興計画への提言書」を出しています。その中で

市民センターの役割についていろいろな提言を審議会として出したと思いますが，そ

の意見書の結果がどうなっているかということが，どこにも見えてきていません。つ

まり震災復興にあたって，審議会で出した意見書がどう反映されて復興計画が作られ

ているのか，その中でどういうように補助避難所としての機能が作られたのかという

話が出ていないと思っています。それで私は，具体的な意見というより，そういった

話を書いてはどうかという意見を出しました。つまり，それを検証しないで意見だけ

を集めて，24年，25年の審議会ではこうでした，というだけでは見直しにはならない

のではないかと思っていました。 

事務局：今手元にある資料でしか判断できませんが，23年 10月に仙台市震災復興計画を策

定するとき，公運審で提言書を仙台市震災復興本部震災復興室長あてに出しているも

のはございます。その中では，市民センターの役割として震災時のことや，行政に求

めることといったことが述べられています。それがどのように，震災復興計画に反映

されているかというのは，調べればご報告できると思います。 

会長：どの部分がどう反映されたかどうかということについて，可能であれば少しまとめ

ていただければと思います。次回までの間にそれも確認しながら，あらためてご検討

いただくことにしたいと思います。他にはいかがでしょうか。 

委員：委員の皆さんから出たこの 33の項目はとても大切な項目だと思いますし，必要なこ

とが盛り込まれているという感想を持っています。私たちはもう 10月で終わりなので，

次に「施設理念と運営方針」が出るときには，今いろいろなパンフレットも含めて，

市民の方が見やすい，分かりやすいものが特に求められていると思います。より市民

に分かりやすい，いわゆる可視化できるもの，例えば 3 つの市拠点・区拠点・地区館

の関わりや，この公運審がどう関わるのかとか，行政の立場で市民センター，まちづ

くり推進課の関わりとか，評価に関連することでは，どのような形で評価をしていく

か，そういうものも運営に入っているとか，それから事業運営懇談会がどう位置づけ
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られているとか，そういうようなことを。要は，私たちは紙ベースでいただいていま

すが，今回出すときには A3の見開きでもいいし四つ折りでもいいですが，そういう形

で多くの方に分かりやすくというか，図式化も入れながら，理念があって具体的に運

営がどう関わっているのかと。単に文章表現だけでなく，可視化できるようなもので，

意見書のいくつかを取り入れて，まとめていただくとありがたいと思います。 

会長：市民センターに関心を持っている方，分かっている方だけではなく，もっと多くの

方に市民センターの意味や役割を分かっていただくためにも，今のことはすごく大事

だと思います。大事な論点としてこれは残していただきたいと思います。 

委員：今までの議論と離れた部分かと思いますが，いわゆる震災を踏まえてという部分で

私どもの方の立場から言いますと，町内会の連合組織も支援者としての人数的な部分

については，連合は小学校区で組織をしていますが，そこに補助避難所と集会所をサ

ブで扱うようなやり方をとらないと。今回の震災時も，足を折った方や薬を飲まれな

いために横になっているという方々は，学校を避難所とするには和室がないというこ

とで集会所に収容しました。市民センターには和室があるので，年配者を収容するの

は市民センターが一番で，面積的にも，集会所は 6畳から 8畳，大きくて 10畳ですか

ら，市民センターだと介護する方々が寝泊まりなどもできる部屋もあるのです。学校

は，体育館の他は校舎にはできるだけ入れたくないというのが本音です。ですから，

職員室と校長室には私だけが出入りをして，他の一般の方々はシャットアウトでした。

学校は施設の管理で，利用する我々が被災者と直接対応をするというやり方をしてい

ます。ただそこで，市民センターを使うときに，誰が，どのような人たちが支援をし

てくれて，運営をしていくかというところが一番気がかりなところです。中学校も指

定避難所ですが，我々は防災訓練をいつも小学校でやっているので，指定避難所の看

板は出ていても避難者は必ず小学校に来ます。あふれた部分はコミセンという格好に

していますが，そのへんは今度の中間案や 3月にできたものにはうたってありません。

婦人防火クラブもありますが，ここにもし提言しているのであればそこに加えてほし

いのは，市民センターを運用するなら，連合が市民センターまで人を派遣するのは非

常に難しいということです。町内会は班長が，災害が発生した時に全部の見回りをし

て，避難者何人・在宅何人という取り方をします。最初は集会所に集まり，その後点

呼をとって，行ける者と行けない者を区別して小学校に運びます。だからもし避難所

を市民センターの職員さんだけで運営するとなると非常に難しい。受付やら何やら，

ペットを持ち込まれたとか，駐車場の問題も。ここにやはり，社協との連携をとるよ

うな形をぜひ織り込むべきではないのかと思います。学校は，登校日は先生方は児童

生徒を見なければいけないという立場があるので，我々としては被災して駆け込んで

きた方々をどう整理して運用していくかという部分がネックになっています。今度，

地域の被災者に対する避難所マニュアルを，我々の場合は市の契約課とか財務課の皆

さんが，毎月「防災委員会」というのを開いて，副会長を中心とした組織を作って，
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我々とすればもっと上の部分で会長たちはやっていると。婦人防火クラブは各町内会

に 10人ずつ置いていて，そこでいろいろな連携をしてもらえることになっております。

ですから，人として配置する部分については市民センターも，そこのところも対応を

考えていただかないと，本当に災害が起きたときに誰も行かなくなるというのが一番

心配ですし，また，市民センターも入っていることの認識が住民の皆さんがまだ理解

していないということもあります。 

会長：もう少し具体的なところまで踏み込んで書かなければ伝わらないと感じました。で

はこれを踏まえて，ご確認いただいた上であらためてご意見をいただくような形にし

たいと思います 

事務局：意見の取りまとめにつきましては，おおむね 2 週間程の予定としまして，ご意見

をいただきたいと思います。それを取りまとめて事前にお送りしたいと思います。 

次回は 10月 10日の 10時，場所は中央市民センターを予定しております。 

○ 閉会 
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