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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 25 年 10 月臨時会） 

 

○ 日 時 

平成 25 年 10 月 10 日（木）午前 10 時 00 分～12 時 10 分 

 

○ 場 所 

中央市民センター 5 階 第 1 セミナー室 

 

○ 出席者 

［委員］ 

梨本雄太郎会長，佐藤憲子副会長，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，照井栄一委員，傅野貞雄委員，堀越清治委員， 

森忠治委員 

（15 名中 11 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 

若林区中央市民センター：村上センター長 

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：宮野生涯学習課長 

地域政策課：遠藤課長，永澤主幹兼企画係長 

(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：平成 24 年度仙台市市民センター事業評価報告書（案） 

・資料 2：公運審からの提言内容と震災復興計画への反映状況 

・資料 3：｢仙台市市民センターの施設理念と運営方針｣の見直しに関する意見について(案) 

 

○ 審 議 

（１）平成 24 年度仙台市市民センター事業評価報告書（案）について 

会長：議事録の署名人ですが，今回は小松委員にお願いしたいと思います。（小松委員了承） 

早速，議題に入りたいと思います。二つの議題のうち（１）の方は郵送やメール等
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でご意見をいただいていることもありますので，（２）の方に時間を長めに残すように

したいと思います。 

まず（１）についてですが，「25 年 10 月 4 日再修正案」あるものと，その見え消し

版，合わせて資料 1 ということです。それと，別紙 1 が評価の際の参考資料，別紙 2

がコメントをしたワークシートになります。それらを合わせて検討していきます。 

前回の会議で出た意見をもとにして，会長，副会長と事務局で整理したものを皆様

にお送りして，ご意見をいただき，それを踏まえてさらに直したものが，今日のもの

です。今日のバージョンについても事前に皆様にお送りしていたので，ご意見をいた

だいた方もいらっしゃいますが，今日の段階ではどう盛り込むのか固まっていないの

で，そのあたりも含めてお気づきの点をご指摘いただければと思います。 

漢字の表記の統一がとれてないところを整理したり，別紙の番号を付けたりとか，

そういう形式的な修正を今回加えました。そのあたりは見え消し版をご覧いただけれ

ばと思います。その他網かけになっているところも，大きく内容を加えたりというこ

とは多くないと思いますので，ご覧いただきながら，これでよろしいか最終的に確定

してまいりたいと思います。 

委員：内容的にはよくまとめていただいて結構かと思いますが，読むのに分かりやすくす

るという視点で，少し気がついたところをお話したいと思います。 

1 ページから 2 ページの「評価テーマ」で，「区拠点館の機能に焦点を当て，次のと

おり評価テーマを定めた」として項目を並べていますが，これは最初に見た方にとっ

ては分かりにくいという感じがします。むしろ 8 ページの「２総合評価」の 2 行目の

「本事業に関連する区拠点館の役割として『区内の生涯学習事業の推進』が掲げられ

ており，この中で『区内の生涯学習事業の推進と地域リーダーの育成』と『区内の市

民の学習・グループ活動への支援』の 2 つの役割の観点が掲げられている」という書

き方をされているので，むしろこれを先にした方が，関係性がよく分かっていいので

はないかという気がしました。 

それから，4 ページの①事業プロセスのアの一番下から 7 行目に「学生の取り組みが

地域にうまく伝わっていなかった」という指摘がありますが，5 ページのイの 6 行目に

は「学生と地域のつながりが深まった」と内容的に矛盾している感じがしました。こ

この書き方を変えるというか，丁寧にする，整合を取る方がよろしいかなと思いまし

た。 

5 ページに「IMAYO!!」と最初に出てきますが，最初に読んだ方が分かるように「学

生グループの IMAYO!!」とか，説明を加える必要があるのではないかと思いました。 

会長：最後の点については説明不足ということになりますので，付け加えたいと思います。 

最初の点については，8 ページの総合評価のタイトルの後に書いてある段落分を最初

に持っていくということでしょうか。具体的にはどのあたりに持っていけばよろしい

でしょうか。要するに，箇条書きで書いてある「評価テーマ」を 8 ページのように文
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章で説明するということでしょうか。 

委員：そうですね。箇条書きというか項目並べは，総合評価の方がいいのではないかと思

いました。 

会長：内容を書き換えるということではないので，実際に書き込んで，入れ替えてみない

と分からないこともあると思います。最終的にやってみて，どうするかはお任せいた

だくことにして，内容を変えない限りで，入れ替えるかどうか検討させていただきた

いと思います。 

もう一点が，4 ページの下から 7 行目では「学生の取り組みが地域にうまく伝わって

いなかったということである」という書き方がされていて，それに対して 5 ページの

上から 8 行目に「学生と地域とのつながりが深まったという効果が見られた」と。確

かにどっちなんだと言われてもしょうがないところもありますが，学生の方から見る

と，地域のことが今まで分からなかったものがある程度でも分かるようになって，そ

して地域の方々と実際に話をした・触れあった・つながったということもある。でも，

地域の方々，地域といってもいろいろな面があるし，学生が話をした以外のさまざま

な人や側面もあるわけで，そういう意味で十分かどうかということになると課題もあ

る。そういう意味では，必ずしも矛盾でもないような気もしますが，説明が足りない

ようにも思います。 

今まで部分，部分で皆さんにコメントを書いていただいたので，それをまとめたも

のを通して見たときに，今のような流れとしてどうなんだということが出てくるかも

しれません。そのあたり，具体的にどうしたらよろしいでしょうか。十分ではなかっ

たというところと，それでも効果が出た，ということと，どちらかをより強調すると

いうことがいいのか，どちらもあるというのが正直なところなのか。そのあたりのご

意見をいただきたいと思います。 

委員：視点の捉え方だと思います。地域の方たちの視点で捉えるのか，参加した学生の視

点で捉えるかによって表現が違うと思います。どちらも正解なのであれば，こういう

視点から見るとこうであるということになるのかと思います。 

会長：視点を明確に，例えば説明をつけ加えるかどうかということでしょうか。それで言

うと，4 ページの方は地域の側から見てということになるでしょうか。5 ページはどち

らかというと学生の立場の視点かと思いますが，いかがでしょうか。4 ページの方は地

域の視点なのかと言われると，難しいですね。あるいは説明の仕方がもう少し違う方

がいいのかということも含めて，ご意見をいただきたいと思います。 

委員：4 ページの方に「学生の取り組みが地域にうまく伝わっていなかった」と断言してい

るようなところがありますが，「というのも見られた」というように，ぼかすような表

現の方がいいのかなという感じがします。断言してしまえば当然，誰がそう捉えてい

るのかということになるのではないかと思います。 

会長：もともと，お一人お一人からご意見を出していただいたものを整理して，またそれ
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を整理しているうちに，もしかしたら元の意見と少し違うような流れになってしまっ

たかもしれません。どなたのご意見をどう処理してこうなったかというのは，今の段

階ではすぐ確認するのが難しいと思います。この場で何とか判断できればと思います

が，こういうことについてご意見を書いたというご記憶の方，こういうことではない

かとご指摘いただければと思います。 

5 ページにあるように効果のあったのも事実で，でもそれで十分で，成果が完全に出

て終わったということでもなく，まだ課題が少し残されたという意味で，4 ページのよ

うな書き方もあるのも事実だということです。表現の問題というのは，単に言葉の問

題でなく，成果と課題のどちらもそれぞれ捉えているということなのかと思っており

ますが。そのあたり，もう少し別の考えがございましたらお願いします。 

委員：さほど私は違和感を感じませんでした。アの視点とイの視点，捉え方が「学習活動

が適切に展開されていたか」ということと，「ネットワークづくりが促進されていたか」

の違いがあるので，そんなに違和感がないのかと思いました。地域にはいろいろな人

がいるので，商店街の人にはうまくできたけれども，他の地域の方たちには取り組み

がうまく伝わっていなかったのではないかと。私もそういう意見だったので，「地域の

皆さんに」とかと入れれば大丈夫ではないかと思います。 

会長：4 ページの「学生の取り組みが地域にうまく伝わっていなかったということである」，

ここのところの意味をもう少し明確に，先ほどの委員のご指摘とはまた違った意味で，

でも思うところは同じところなのかと思いますが。 

事務局：今のところは，太白区中央市民センターの「事業の成果と課題」として「学生の

取り組みが地域にうまく伝わっていない」と，資料別紙 1 の方の 8 ページで課題とし

ての認識を書いており，それを踏まえたご意見をお書きいただいたというものです。 

会長：問題は，そういうことを受けてわれわれ委員がどう見るか，判断するかということ

と思います。今ご指摘いただいたように，地域と言っても，地域と関わるということ

がどのあたりまで含むものなのか。この項目は，参加者が課題の発見・解決の方法を

身に付けるということで，その課題を解決する，地域の中の課題は何か，活性化・発

展させるためにどういうことができるのかということでいうと，単に商店街の方とな

じみになったというだけではなく，それが次の動きとしてどこにどうつながっていく

のかという意味では，やはり課題が残されたということだとすると，「うまく伝わって

いなかった」ということを，もう少し表現を変えていくということなのかと思います

が，具体的にどこをどうすればいいのかというと，まだよく分かっていないところが

あります。いいアイデアがありましたらいただければと思います。 

委員：4 ページの部分の下側を見ますと，「地域課題や活動テーマを設定する際には」とあ

ります。つまり本事業の場合，イに書いてあるようなネットワークづくりには学生の

力が有効に活用されたけれども，テーマ設定のときにはもっと話し合いがあった方が

いいという，そういう指摘だと思います。なので，例えば「テーマ設定時における学
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生の話し合いの中身・内容が地域の一部の方々にはうまく伝わっていなかった」とか。

テーマ設定時のあり方が次で指摘されているので，そこが分かるような書き方を入れ

れば十分かと思いました。 

会長：具体的にどうするかはお任せいただいてもよろしいでしょうか。基本的には，皆さ

んの理解がずれているわけではないと思います。では，4 ページの下から 2 段落のその

あたりは，ひとつの文というより，その次の文も合わせて論点を整理するということ

を最後にやらせていただきたいと思います。 

昨年度も同様の評価をやり，今回もやってみて，なかなか簡単ではないと思いまし

た。もっと丁寧に見たいし，もっといろいろな検討もしないといけない。でも，限ら

れた条件・時間の中ではこんな感じのものができて，まだまだ我々の評価活動として

課題も残されていると思います。今回このようにまとめること以外に，次年度以降も

また別の体制で評価活動をしなければいけないとすると，次期の方々に向けて何か課

題を申し送ると言いますか，私たちが 2 回やってみて，このあたりはもっとこうすべ

きではないかということなども，まとめておければと思いました。そのことも含めて

ご指摘いただければと思いますが，いかがでしょう。 

委員：去年にしても今年にしても皆さんかなりご尽力されて，やはり，この委員のマンパ

ワーだけで簡単にできるようなことではないという印象を持っています。何らかの形

でこの評価報告書をまとめるという行為に関して，かなりご尽力されていると思いま

すが，形つまり評価報告書をつくるためのシステムみたいなものをもう少し考えてい

かないとと思います。委員の方のご負担が，負担と言ってしまうと何か公運審がそれ

を放棄するのかみたいになってしまいますが，細かいところまで丹念に見ていくとい

う作業を，もう少しシステム化されると，評価ということに対して一定の基準で見て

いくことができるのではないかと思っておりました。 

会長：最後のまとめを付け加える段階で，今ご指摘いただいたようなことも少し書いたつ

もりではありますが。要するに，今回の評価も本当に十分かどうかというと，そうと

も言い切れないところがあるということなどは書いたつもりです。そのようなことも，

今日が最後ですので，全体で確認しておければと思います。 

委員：確認ですが，6 ページの上から 4 行目の「仙台市の自分づくり教育」のところですが，

「25 歳までの自分づくり教育」というタイトルではなかったでしょうか。 

委員：「社会を支える 25 歳をめざして」というのがタイトルですね。 

会長：市教委の資料も見ながら，合わせて書いたつもりでしたが。 

委員：大丈夫ならいいです。 

委員：些細なことですが，3 ページの評価の手法の，○の三つ目，「2 に記載した」とあり

ますが，ローマ数字の「Ⅱ」を入れていただくといいと思います。つまり，「Ⅱの 2 に

記載した」とすると明確かと思いました。 

あと，4 ページの下から 2 行目に「本事業で作成した地図」とありますが，「地図」
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というとあっさりしているかなと思います。つまり，学生が作った地図のタイトルが

ありますよね。「なになにマップ」とか「活性化マップ」とか，その方がいいのではな

いでしょうか。単に「地図」としてしまうと，どんな地図か，となるので。 

会長：1 点目については，ページ数を付け加えても，ローマ数字のⅡを付け加えてもいいか

と思います。明確になるように整理したいと思います。 

地図については，どうでしたでしょうか。決まったものが確かありましたね。職員

の方，お分かりですか。何マップといいましたでしょうか。 

太白区中央市民センター企画調整係長：今，分かっている者がいなくて申し訳ありません。 

会長：では，後で調べて盛り込みたいと思います。 

委員：評価の手順というかプロセスの問題ですが，1 ページに「評価の方針」とあって，①

と②と項目を分けて書かれてありますが，厳密に言うと「公運審が評価テーマを設定

し，市民センター事業の中から 1 事業を選定して，評価する」ではないでしょうか。

その部分を明確にしないと，1 事業を選定するのは誰だとなるので，少し書き方を工夫

してもらえたらと思います。 

会長：確かに，どの事業を対象にするかということで，我々が何らかのテーマ，方針を決

めて，それに沿って選ぶということと，その上で一つ選んだものを評価するときに，

どういう観点・軸で見ていくのかということですね。その軸なりテーマが２に書いて

あることだと。確かに，対象を選ぶ前の時点で，こういうテーマを持って，どれにし

ようかというテーマと，選んだものに対して，特にこの観点・テーマで見ていこうと

いうことがあると思います。だからもう少し丁寧に説明しないといけないかなと思い

ました。 

②の評価テーマというのは，選んだ事業を評価していく上でのテーマというよりは，

評価の観点でそれを設定し，ということかと思います。でもそうすると次が合いませ

んね。①②③をよく見てみると，そのあたりが混乱しているように見えてきました。

さかのぼって言えば，きちんとした議論をした上でいくつかの候補の中から決めたと

いうことだったのかというと，十分に検討できていなかったということもあります。

そのあたりのことも含めて，我々の評価の仕方・進め方について課題が残ったという

ことです。ここのところは事実というか，これまでの経緯を事実として押さえるとい

う問題かと思います。反省は後に書いてあるということで，手順・流れをどう整理す

るかということについては，事務的な問題として少し事実を思い出しながら，あらた

めて整理させていただくのはこちらにお任せいただきたいと思います。ではここは，

議論というより，事実の再確認ということで修正をさせていただきます。 

委員：昨年は柏木市民センターの事業，今回は太白区中央市民センターの事業を評価させ

ていただきましたが，評価の先がどうなるか，評価した後，チェックした後のアクシ

ョン，どうやって回っていくかという，全体の絵みたいなものが描けると，公運審の

評価が何につながって，どう改善されたのかが見えてくると思います。次期の委員の
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方たちへのお願いになるのかもしれませんが，昨年評価させていただいた柏木市民セ

ンターの評価結果が，どう反映されていたのかというのは，私たちが実感として感じ

にくいところがありました。皆さん真剣に評価に関わっているので，その結果どうな

ってどう改善されていくのかという，全体の流れを図式化するようなものがあればい

いと感じました。 

会長：今の点については，一応 10 ページの最後の段落に書いたつもりでした。確かに，PDCA

サイクルみたいな形で図式化するということもあるかもしれませんが，そこにこだわ

らず，事業は一年間とか決まった年度で終わるかもしれませんが，それがまた同じ形，

あるいは違う形で継続される場合もあるし，事業とはまた別な形で，学んだ方たちが

地域の中に新しい活動を始めたとかということも，きちんと把握していかなければ，

本当に事業の意義や効果を捉えたことにならないだろうと思います。そういったこと

を審議会としても，評価活動が終わったといってほっとしないで，あとあとまできち

んと把握する必要があるので，それは審議会委員の課題でもあるし，同時に事務局の

方からも，ある程度の期間がたった上で，こんなことになっていると，情報提供やご

説明をいただけるとありがたいと思っています。審議会の課題であると同時に，事務

局に対してもお願いしておきたいということを，最後に書かせていただきました。 

委員：率直な感想を言えば，評価報告書を作るに至る過程にものすごいパワーがかかりま

す。臨時会を開いたり非常に審議会の大きなウエイトを占めている。一つの事業でさ

えものすごいパワーがかかるわけで，もっと絞り込んだ何かができないかというのが

素朴な感想です。一つの事業でも，見方をいろいろ変えるとありとあらゆる検討課題

があるみたいなもので，非常に評価のプレッシャーと言いますか，評価作業のプレッ

シャーがものすごくウエイトが高くて，これを何とかしないと，本当に評価のための

公運審になりかねないという感じがしました。 

会長：評価のあり方については答申の中でもすでに，なかなか簡単ではないということを，

今のご意見なども含めてまとめてあったかと思います。そういった議論を次期にきち

んと引き継いでいくことが大事で，評価をやるのが当たり前で，今までもこうやった

から次もこうやると，自動的・機械的になっていくと，何のためにやっているのか分

からないというのが続くことは良くないと思います。公運審としてできる評価は何な

のか，どう生かされていくのかということについて，その都度きちんと確認しながら

続けていくということを，次期に向けての申し送りと言いますか，まとめておきたい

と思います。 

それでは，いくつかの表現上の修正は残りますが，一応全体としてお認めいただい

たということで，細かいことはお任せいただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

 

（２）「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」の見直しに関する意見について 
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会長：もう一つ大事な課題の（２）に移ります。仙台市市民センターの施設理念と運営方

針の見直しに関する意見についての案が用意されております。事務局から簡単にご説

明いただけますか。 

事務局：資料の２は，前回，公運審からの提言と震災復興計画の関係についてのご質問を

いただきましたので，それをまとめたものです。震災復興室に問い合わせし，内容の

関連については中央市民センターでまとめたものです。資料の３は，施設理念と運営

方針の見直しに関する皆様のご意見についてまとめたものです。 

会長：資料３の中にも，震災を踏まえた市民センターの施設理念と運営方針の内容の見直

しという項目が入っていますし，これまでの議論の中でも，この資料２に書いてある

ようなものがすでに前提となってきたわけですし，実際に市の震災復興計画の中にも

盛り込まれているということです。ですから，それも組み込んだ形で資料３ができて

いるわけですが，それも意識した上で，資料３をご確認いただきたいと思います。 

資料３については，会長，副会長で整理したものを委員の皆様にお送りして，その

後，２名の方からご意見をいただきましたが，実はまだ今日の段階の資料には反映さ

れておりません。具体的に盛り込むのかが難しかったということがあるのですが，ご

意見をいただいた委員に，それぞれどういう趣旨かというところを，あらためてご説

明いただけるとありがたいと思っています。 

委員：前々から課題だと思っていたことですが，この施設理念と運営方針の中で，社会教

育法がどのように位置付けられるのかが，基本的に描かれていないスタイルでこれま

で来ているということです。仙台市の市民センターは合併を契機に，名前が公民館か

ら市民センターへと切り替わりましたが，法律的には教育機関としての公民館であり，

社会教育法の理念に則る施設であります。しかし，その後の経緯の中から，市独自の

施設理念と運営方針というものを，公運審などの議論を経ていきながら作るという形

になって，それはそれで大事なことだと思うのですが，そもそも社会教育法に則る公

民館というものの理念と，どういう整合性があるかという議論がなされないまま時間

が経つということが続いてきているのではないのかと思っていました。 

社会教育法は，最近は政治や営利や宗教に関わる禁止条項が目立って表現されてし

まっていて，そこだけで評価されるきらいがありますが，そもそも社会教育法上の公

民館というのは第二次大戦後に，壊滅的な地域があるという事態の中から，地域や人々

が回復していくために人が学び集う，そういう機関として想定されたのが公民館であ

り，社会教育施設であるということだと思います。そういう意味では，この東日本大

震災というタイミングであえて，戦後と震災後を重ね合わす，震災後ではなく，まだ

まだ災中であるような側面はあると思いますが，この事態から新しい地域や国や社会

を作っていく，そういう主体形成という意味合いも含めて，社会教育法とのすり合わ

せを，この機にあらためて考えておくことはとても大事ではないかと思っておりまし

た。 
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社会教育法との関わりでもう一つ，市民センターが震災においてどういうことに気

付いていかなければならないかというと，社会教育施設，市民センターというのは，

市民の誰もが利用できるという状況を作っているはずですが，現実的には震災があっ

て避難所になった時，これまで市民センターを利用したことがない人たちが盛んにや

ってきたと思います。ないしは，使っていらっしゃらない方々が受け入れられたとい

うだけではなく，受け入れることができなかったという側面もあったかと思います。

いくつかの市民センターや，仙台市に限定せず，避難所になった公民館に伺う機会が

ありましたが，自宅で療養が必要な方だったり，発達障害のお子様がいらっしゃる方

だったり，そういう方々がダンボールで仕切られている中で，人間関係でぎくしゃく

されているような状況を見ておりますと，考えていかないといけないことは，市民セ

ンターは誰に対しても門戸を開いているように見えて，結局は来れる人だけを相手に

してきたという現実があるのではないかと思うわけです。これは全国の社会教育の中

でもだいぶ話題になっていることで，社会教育歴が長い，公民館職員歴の長い方々の

共通の課題は，元気で活用されていた方々が元気を失っていくと施設に来られなくな

っていくが，果たしてそれでいいのかという問題意識はさまざまなところで語られて

います。そして例えば，市民センター・公民館だよりを，ただ事業に人が集まるとい

うだけでなく，来られない方に対するメッセージを伝えていくツールとして，公民館

だよりを切り替えていくという実践も広げています。つまり，今回の震災を機に，緊

急事態になった時には，一体どういう人たちが地域に共生しているのかということを，

きちんと見守る公民館にいかに切り替わっていくのかということが大事ではないかと

思うのです。そういう意味では，社会教育法の理念の中にある「あらゆる人が」とか

「誰もが」というような，そういったものを引き受けていくことも問われているので

はないか，そういったことをあらためて独自に市民センターの理念の中に入れていく

ことも大事ではありますが，親法としてある社会教育法をもう少し積極的に自らのも

のにしていくということを，次に引き継いでもいいのではないかと思っておりました。 

会長：社会教育法との関連ということについて事前にご意見をいただいたのですが，正直，

どこをどう直せばいいのか具体策が思いつかず，今日の資料ではそれを反映したもの

になっていないので，今，ご説明をいただきました。 

歴史の流れの中で，今の市民センターの役割をどう考えるかということになると，

これはこれまで 2 年間で議論してきたことの範囲を超えてしまうというのが個人的な

印象です。確かに，第二次世界大戦後の社会教育の仕組みが，1945 年の終戦と同時に

新しい仕組みができてきた，そこが一つの大きな歴史の節目だったとすると，2011 年

の震災というのはそれに匹敵するような大きな歴史の節目かもしれません。でも，そ

の 2011 年の経験を我々がどう受け止めるのか，これは地震や津波だけではなく福島の

原発の問題も含めてどう考えていくのかということにすると，どういう歴史，社会そ

のものの動きをどう見ていくのかというかなり本質的な問題であることは間違いあり
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ません。そういった議論に基づいて，市民センターがこれまでやってきたこと，ある

いはこれから取り組まねばいけないことをきちんと明記することは大事な課題である

ことはもちろんですが，それをその施設理念と運営方針に照らしてみたときに，今ま

での理念と方針のどこが足りない部分なのか，あるいは変えなければいけない部分は

どこなのか，新たに追加すべき論点は何なのかということは，これはもう今日一回議

論しただけで何か結論が出るようなものではないのではないかというのが，正直な思

いです。ただ，何らかの形で盛り込みたいということがあれば，今日の段階で，委員

の皆様にご理解いただけることであれば盛り込みたいと思っておりますが。大きな意

味での市民センターの歴史的な位置付けということで言うと，少し困っているのが正

直なところです。 

後半にご指摘いただいたことで，もう少し具体的な意味で，市民センターが誰のた

めの施設なのかを考えたとき，積極的に自ら足を運ぶ人だけのものではなく，むしろ

普段市民センターを利用しない方の中にもさまざまな課題を抱えている方がいて，市

民センターが積極的にこちらから関わることによって，その人の個人的な課題や地域

の課題を解決することにつながることを目指すのだということが，大事な論点の一つ

だろうと思っています。それが今までの施設運営方針の中に前面に出ていたかどうか

は別にして，何かしら含まれていなかったかなと思うと，すごく判断が難しいところ

ですので，今回どこをどう直したらいいか，施設に来てくれる方に対応するだけでな

く，市民センターの側から地域の側に出向いていって，むしろ利用しない方たちに対

するアウトリーチを，今まで以上に積極的に盛り込んでいくのが大事だと思うのです

が，どこにどのように盛り込んだらいいか，皆さんの意見をいただきたいと思います。 

委員：市民センターが今度，補助避難所としてやるということですが，今回の災害におい

てもいろいろな方が市民センターを利用されたと思いますが，私は，市民センターは

災害弱者に対して手を差し伸べる方向に注力していくべきではないかと以前から思っ

ていました。というのは，体育館などいろいろなところで，弱い方も強い方も一緒に

入って，結局，弱者の方がはじき飛ばされるような形になっています。ですから本来

は，地域にある市民センターは弱者に対して手を差し伸べるような施設であってほし

いという感じがするのです。災害の時はそうですが，一般的なところはどうかという

と，地域を見てもどんどん高齢化は進むし，孤立化とか，外に出にくい方がどんどん

増えています。地域の課題としては，みんな意識はしているのですが解決する方策が

なかったり，取り組むところが少なかったり。社会的弱者への取り組み，そういう方

針も市民センター活動の中に強烈に入れてほしいと思います。出てくる人にだけ対応

するのではなく，そういうことに目を向けた活動，出かけていってやるにしろ，いろ

いろな地域活動の中に生かすとか，そういうところに目を向けるパワーを市民センタ

ーの理念の中に入れられたらいいと思っています。 

委員：市民センターが他の組織，学校とか団体とかと連携することによって，つながりが
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生まれるのではないかと，この間の市民まつりで実際に体験しました。市民センター

に習いに来ているとか利用している人だけでなく，来ていた人がたくさんいました。

半ば認知症になっているような方も，市民センターまつりに来ることによって，市民

センターを意識して，みんなとつながり持ってということがあったのです。市民セン

ターは全然していないわけではなく，現にやっていると思います。それが表面化され

ていないだけではないかと思います。他の組織や団体と連携しながら，地域の中心と

なるような役割をしましょうと，たぶん皆さん意識してやっているので。ただ，明確

にこれに出ていないというだけなのではないかと思います。 

会長：そうですね，現行の施設理念の中にも「地域の人と人をつなぐ」とあります。「つな

ぐ」ということはやはり，市民センターの役割を考えるキーワードの一つだと思いま

す。確かに，今の文章の中にも書いてあると言えばあるかもしれませんが，でもそれ

が，今までの状態で十分なのか，もう少しさらに力を入れていただくようなことをあ

らためてお願いするべきなのか，そのあたりかなと思います。今のお話は，いざ震災

が起こって緊急事態になった時，特に弱者の方に目を向けるということだけの問題で

はなく，日常の普段の生活の中で困ってはいるけれど，その困っている状況の声が表

面に現れてこない，そういうところにむしろ市民センターの方から入っていって，積

極的に課題に取り組んでいくということで見ると，日常的な役割の中での取り組みと

いうことになるかと思います。 

何か盛り込むとすると，今日の資料３の構成で言うと４番のところだけではなく，

１番なら１番に何らかの形で盛り込んでいくということかと思います。今までの何か

を変えるというより，さらに充実できるように意識していただきたいということを，

審議会としてまとめるということであれば，１番の項目の中に何かしら設けることと

して，では具体的にどう盛り込むか，具体的なものがあればお願いしたいと思います。

例えば，今出てきた表現で言えば「社会的弱者」あるいは「弱者」という表現を盛り

込むべきなのか，あるいは「あらゆる市民のための」というような言い方の方が意味

が見えやすいのか，あるいはもっと別のあり方か。具体的にこういう論点だったらど

うかということを，私たちで作業するための手がかりをいただきたいと思います。 

委員：確かに非常時，2011 年の地震の後に，実質的な避難所として機能したという事実に

基づいて，社会的な弱者，高齢者や障害のある方などが，避難生活に対してご苦労さ

れたという事実はあると思います。そこの部分においては，非常時において弱者に対

してケアをすることはあると思いますが，そもそもの施設理念についての部分で，弱

者という言葉を使うことに私は抵抗があります。施設理念に盛り込むべきなのは，「マ

イノリティへの配慮」「少数派への配慮」という文面の方がふさわしいのではないかと

感じています。 

例えば，高齢化といっても，すべての地区で高齢化が進んでいるわけではなく，地

区によっては新規住民の参入が非常に多く，それが逆にコミュニティの形成を阻害し
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ているという地区もあると思います。また，地区によっては外国人居住者の方が多い

地区があって，親が日本語を母語としない子どもたちがたくさんいる地区もあります。

やはり地区によって違う事情があると思います。それを大きくまとめて，市民センタ

ーの施設理念とした時に配慮すべきは，弱者も含む少数者なのかなと思います。 

委員：今回は，すでにある運営方針の見直しに関する意見ということです。今ある施設理

念の中には三つ大きな機能があって，その中の一つが，今皆さんがお話しされている

「子どもから高齢者までのあらゆる市民が集い交流し，多様な市民によるさまざまな

活動が主体的に行えるよう支援する場や機能」と。今の理念で謳われているので，そ

こを修正する必要はないと思います。震災を踏まえて特に強化するのか，太らせる部

分を提案した方がいいと思います。 

委員：施設理念というのはたぶん，全国的にもそのような三項目だと思います。ところが，

3.11 を経験した仙台だからこそ，力を入れるところというと，市民生活の安全安心に

寄与するとか，そういう一端を担うということではないでしょうか。少し前までは，

非常時には学校に行けば良かったのですが，そうではないと。補助避難所として市民

センターの役割を仙台市も位置付けていますので，そういうところをきちんと理念の

中に入れることが，仙台発のというか，他の指定都市であってもそれは考えていかな

くてはいけないと。仙台だからこそ，そういうところも項目に入れるとか，強調して

入れておく必要があるかなと思います。 

さらにお話させていただくと，今までは学校がとにかく何とかしてくれる，そうい

う時代でしたが，市民センターも学校と同じように，地域の核となる位置付けになっ

てきているところが強調されるということ，もう一つは，市民センターの役割として

の人づくりが強調されていいと思います。生涯学習ということで，すべての人たちが

関わるのが一番いいのですが，市民センターが今対象にしているのは，子どもたちや

ジュニアリーダー，シルバー世代とかです。もちろんその中間もあるのですが，そう

いう中での人づくりだということ。今，学校が地域支援本部をやっているわけですか

ら，市民センターが持っている教育力とか，すばらしい人の力，人材をどう学校との

連携とか人づくりに関わっていくか，そこが明確に出てくると，学校教育と生涯学習

が分かれるのではなく一貫だと。それを通して人づくりをしていく，それが大きな仙

台の柱だということが出てくるとありがたいと思います。 

委員：市民センターが生涯学習の場であり，子どもから大人，高齢者の方もみんながそこ

に行くという，公民館のイメージを打ち出すような言葉が少しあるといいと思います。

あらゆる人たちのものであるということです。そこに社会教育や生涯学習ということ

も踏まえながらも，いろんな人が行くことによって，震災を体験して震災のときに市

民センターに行ったけど，戻ってこなくちゃいけなかった人たちもたくさんいたりし

たこともあるので，そのへんのところを，今もそこは考えていると思いますが，習い

ごとに来ている人たちの対応というのが，地域の人間からすると大きく見えるところ
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があります。そうではないというところを打ち出していければ，実際に防災の時にも

一緒に市民センターが関わりながら，考えたりいろんな講座を開いたりしているのが，

外に見えるようにもしていかないともったいないと思うので，お願いします。 

委員：一番感じるのは，施設理念のソフトの部分より，私としては避難所という部分を見

たとき，人が快適に住める部分に関して，AED の標準装備が必要と思います。この間

倒れた方がいて，市民センターに設備がなくて他から借りて助かったということがあ

ります。それと，小学校が指定避難所ということで太陽光発電の装置がつけられて，

今回，新しく配備されたテレビとか投光機だとかを住民で組み立てて実際にテストも

したのですが，市民センターには音楽室にしか冷房がないのです。私どもが一番使わ

せていただいているところには冷房がないので，ぜひこれも標準装備ではないかと思

います，今の時代。防災資材倉庫はできましたが，結局避難所として使うには，弱者，

病気の方とか，いろんな方がおいでになった時に和室があるので，収容設備としては。

体育館に人を収容するというのは，もってのほかではないかと 3.11 のときに痛烈に感

じました。ですから早く畳の部屋にということで，集会所も使えるように市に働き掛

けたという部分で，今度のマニュアルには載っておりますが。快適とまでは言わなく

ても，最低の設備としてそのくらいのことはあってしかるべきで，ぜひこの部分を入

れていただければありがたいと思っております。 

会長：ソフトだけではなくてハードのということでしたが，資料２の震災復興計画の中で

言うと，「避難所の施設については非常用電源の確保や通信機能の強化などにより，避

難所として備えるべき機能を強化します」と書いてあります。そういった観点から見

ると，市民センターの冷房や AED だけでなく，停電した時の非常用電源があるのかと

か，通信機能がどの程度なのかは難しいですが，そういったことなども今，実態とし

てどうなっているのか，もしそれが十分でないのであれば，そういったものを盛り込

んでもよろしいかなと思いますが，いかがでしょうか。これはお金もかかるので，簡

単にすぐにということでもないかもしれませんが，何のための市民センターなのかと，

この間議論していることから考えると，環境整備が大事になってくるのではないかと

いうことも，あらためて盛り込むことができればよろしいかなと思っております。 

地域政策課長：現状ですが，AED については 60 館のうち約 20 館にあります。多くは自動

販売機と一緒についている形ですので，自動販売機の業者さんの方で設置している形

になりますが，業者さんの方でなかなか採算性が取れないと難しい部分があって，こ

れ以上増えるのは難しいかなと思います。少なくとも AED については，各地域で地域

版の避難所運営マニュアルの議論が進んでいる中で，今後すべてではないと思います

が，市民センターが補助避難所という形になっていくかと思いますので，市の方でも

AED については今後検討していかなければいけないと思っています。 

冷房については，新しく市民センターを改築，いわゆる建て替えたりとかした場合

に，基本的に入れるのは音楽室兼大会議室とか，ある程度決められたところに入れて
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います。すべての部屋に入れるということではない状態です。ただ，地域の方からい

ろいろ，特に夏場にご要望があるので，建て替えの時期に入れる範囲を広げているの

ですが，既存の市民センターについては新たに入れるのは金額的にも大変なところが

あるので，なかなか難しいのですが，建て替えや大規模修繕のときに，可能な範囲で

設置している状況です。 

会長：単に豪華になればいいみたいな話ではなく，いざという時も含めたさまざまな意味

を持ってくるのではないかということを，何かしらもう少しはっきり書いてもいいか

なと思いました。あくまでも公運審の意見として，今出たあたりを中心にもう少し充

実させてもいいかなと思いますが。 

少し戻りますが，あらゆる市民のためのということは確かに今の施設理念にも書い

てあるし，すでに市民センターの普段のお仕事の中で実現されているものもあるのか

もしれません。確かに市民センターが実施する事業は，基本的にはすべての人の参加

を求めるもの，多少年齢制限もあるのでしょうが，基本的には開かれているものだと

思いますし，施設の利用も基本的にすべての市民のものだと思います。その一方で，

日常的に積極的に足を運ぶ方たち，固定した人たちがある程度いるのに対して，地域

の中にも市民センターをほとんど利用されないという方がいるのも事実です。あらゆ

る市民のためということを，今の段階ですでに，すべてに対してオープンであるとい

うことだけで終わらせるのではなく，あらゆる人すべての人たちのものだということ

を，より実質化していく，もう少し意図的に進めていただきたいということが，先程

から出ているご意見かと思いますので，そういう日常的な利用者の方以外の方たちも

含めて，あらゆる市民のための施設であることをより実現していただきたいというこ

とを，何かしら１番の理念のところで盛り込み，だから日常的にもそういうことを意

識して取り組んでいくことが，緊急事態に陥った時の備えにもなるということを併せ

て書いておいたらよろしいのかなと思います。 

委員：あらゆる市民に，より届くためのという思いを込めてのことだと思いました。より

多くの，あらゆる市民の人たちが集うためにもということで，そのために市民センタ

ーはどうするといったところを，これもまたさらにということだと思います。市民セ

ンターがさらにそれをするために地域に自ら足を運ぶというか，おっしゃられたアウ

トリーチというか，自ら出るといったところも，具体的に書かれた方が分かりやすい

のではないかと思いました。本当に，あらゆる市民がより多くといったところは，ぜ

ひ次の段階として必要だと思いました。 

委員：先程挙げた，あらゆる市民というのは一例であって，そういった理念を書いていく

にあたって，現在のこの市民センターの理念に関しては，仙台市の教育振興計画，基

本計画との整合性はということが書いてあるのですが，依拠する上位計画としてこれ

のみになってしまう可能性がないかということです。それ以外にも日本には，社会教

育法という法があったり，国際的にみると学習権宣言があったり，世界人権に関わる
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ようなさまざまな規約があったりするわけですから，そういった理念部分を内うちで

作っていくだけではなく，国際的・世界的・歴史的に確認されているものを具現化し

ていく装置であるというような形で，理念の書き方については，さまざまな熟議や経

験の中で導き出されたルールや理念をきちんと盛り込むような，そういう書き方をし

た方がいいのではないかということです。とりわけ社会教育法上の公民館でありなが

ら，市民センターという名前に切り替わったことによって，かなりの誤解は出てきて

いるのではないかという気がします。個人的な感想で言うと，公民館という言葉の方

が住民参加というイメージがあります。センターとなったことによって，受益者とし

て使うような，そういうイメージを持ってしまっているところがあります。そういっ

た状況の中で，本当に住民参加で公助・自助ということを強く訴えたいのだったら，

どの理念との接続をもっとも大事にすべきかということについて，勉強，研究が重ね

られるような形のものを期待したいということです。 

会長：本当でしたら，今のようなことをきちんと我々委員の方でも理解を確かめながら，

その上で具体的に書き込むべきことと思います。残りの会議の中では，あまり細かい

論点について具体的に詰めていくのは手に負えないので，これはまた次の課題と思い

ます。ただ，今ご指摘いただいたような，社会の大きな変化，大きな節目としての 3.11

の中で，市民センターが何をすべきなのか，そしてそれが戦後以来の，社会教育法や

さまざまな法制度として国が作ったものからいろいろな既成の仕組みがある中での，

今の市民センターのあり方について，あらためて位置付けを明確にするということは，

総論的な形で書き加えることはあってもいいと個人的には考えています。もちろん，

市民センターというのは，基本的には仙台市で言えば条例を作ってそれに基づいてや

っておられるわけでしょうが，でもそれはもちろん社会教育法に基づいての公民館と

いう位置付けでやってきたのも，市民センターにとっては当たり前のことかもしれま

せん。でも，先程の話と同じように，ずっと何十年も当たり前の形でやられてきたこ

とが，社会の状況が変わってみると，今の状況であらためて何を重視すべきなのか，

考え方を変えるという意味ではなく，今までやってきた事柄の意味をあらためて強調

したり再確認するという意味で，今日議論に出たことを少し付け加えたいと思います。

社会の動きの中で，社会教育法その他の仕組みの中で，今の仙台市の市民センターが

どうあるべきなのかということについて考える，あらためて確認していく必要がある，

また，それと結びつくのか，もう少し別立てなのか分かりませんが，弱者という表現

は使わなくても，今まで積極的に利用されている方たち以外のもっと多くの方たち，

もっと社会教育を必要とされている方たちに対しても，積極的にこちらから手を差し

伸べて，市民センターがいろいろな課題解決に取り組んでいく，そういう役割をあら

ためて強調していただきたい。そのようなことを最初の 1 番の理念のところにつけ加

えたいと思っております。 

委員：この案の中に何度か出てくるのですが，例えば 1 番の「仙台市市民センターの施設
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理念について」で，「経験と教訓から安全安心に寄与する施設として大規模災害時に市

民の生命と生活を守る役割」とありますが，たぶんここの役割というのは，目標，理

念，スタンスとしての役割だと思いますが，（２）の「市民センターの役割について」

というところにも「市民・住民の生命や生活を守る役割」とあります。究極にはそう

いう役割を果たすのでしょうが，警察や消防や自衛隊のように，最前線に行って救命

救助とか復旧活動をするわけではなくて，むしろ防災教育なりコミュニティ作りなり

組織のネットワークなり，そういったところの役割を担うのだと思います。この言葉

が独り歩きして，市民センターがこういう役割を担っていくというようになるとどう

か，そういう懸念というかを感じました。 

会長：市民センターの議論だから，警察などと一緒ではないとは思っていても，当たり前

だと思っていても，ここだけを読んで意味が通じるように，もう少し丁寧に意味を補

足するということでしょうか。説明を加えていくことをしたいと思います。 

基本的に文章は，書き方のスタイルにもあらわれているように，丸印で箇条書きで

書かれているので，お一人お一人のご意見を元に，若干の修正や編集はありますが，

全体がうまく体系的に整理されているというよりは，さまざまな立場のさまざまな意

見をまとめて，一応委員全員が納得できる，一致できるものとして，こういう形にま

とめたということです。そういう意味で，なかなか一つ一つをとってみると説明が足

りなかったり，うまく整合性が取れてないところがまだ残っているかもしれません。

そのあたり，お気づきの点があれば出していただければと思います。 

委員：市民センター事業の目的という項目，1 ページ目ですが，ここの目的の中に，事業実

施にあたっては事業の目的とかねらいを明確にした上で，学習者に事前に周知すると

いう項目があっていいのかなと思います。講座をやりますということで集まって，そ

れでスタートすると，講座のねらいが何であってどうなるかということは，学習者は

いろんな考えを持ってきていると思うので，実際に思っていることとやっていること

が違っていたとか，いろいろあるわけです。この事業がどういう目的でどういうねら

いでやるかということを，事前に周知した方がいいと思います。周知して学習するの

と知らないで学習するのとでは，受講する心意気が違うと思います。事前に周知させ

るようにしなさいという命令ではないですが。明文化が必要かどうかは議論の余地が

あって当たり前のことかもしれませんが，やはり受講者には，ねらいを事前にきちん

と言っておく必要があるのではないかと思いました。 

会長：何か盛り込むとすると，具体的にどこか，何かございますか。 

委員：市民センター事業の運営方針の，事業の目的のところで，「受講者に対して当該事業

の目的・ねらいを明確に周知させなければならない」とか，「させるようにすること」

とか，何かそういうのがあっていいと思いました。今はそういうことほとんどやって

いないですよね。来た方はそれぞれの目的を持って来ているはずで，センター側の目

的を理解しないままやっている方も多いのかなという感じがしました。 
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会長：講座や何かをやる場合，「こういうテーマでこういうことを学びたい」というねらい

は，ある程度示されていないのでしょうか。 

委員：講座の案内などで，事前にこういう目的でやると文章だけで分かるものもあります

が，そうでないものもある。趣味のために勉強したいという人もいるし，いろんな方

がいらっしゃると思うので，そのへんは明確に打ち出した方がいいという感じがしま

す。 

会長：事業の PR の仕方ということですか。 

委員：PR というより，事業のもっていき方ということです。 

委員：すみません，少し失礼な話をしてしまうかもしれませんが，今の委員のお話は，事

業を実施する上でのオペレーションの問題であって，運営方針における市民センター

事業の目的というレベルと少し違うのではないかという気がします。事業を実施する

場合には事業の目的を明確化させるということをおっしゃりたいのだと思いますが，

それはたぶん，運営方針の市民センター事業の目的という大項目というより，5 番の「そ

の他」に付帯意見として載せる方がふさわしいのではないかと感じました。 

委員：賛成です。 

会長：では 5 番に盛り込むこととしますが，具体的にどう盛り込むのかというところはま

だ見えていませんが。 

今後のスケジュールはどうなっていますか。 

事務局：最終的には 10 月 31 日までにまとめていただきたいので，修正時間が短くなると

思いますが，もう一度皆様にお返ししたいと考えております。 

会長：ではまた，私たちの方でも整理しながら取り組んでまいります。 

今日の資料に対して事前にいただいたご意見について，委員からご説明お願いしま

す。 

委員：意見というか，押さえておきたいという思いがあったので，それを書きました。2 ペ

ージの上の，丸が 5 つありますけれども，一番上と次のところです。 

上から 3・4 行目の「先駆的・実験的な取り組みを担っていく拠点館の役割を明確に

していくことが重要と思われる」というところです。先駆的，実験的なことを担って

いくのはよく分かりますが，それをやるために，既存の事業がおろそかになっては困

ると思いました。だから，先駆的，実験的なことをやるだけが拠点館の役割ではない

というところを押さえておきたいということです。文言的にどうということではあり

ません。 

もう一つは市民協働です。市民協働という言葉は，誰が聞いても分かる言葉になっ

ていると思いますが，市民協働は何かというところをもう一回きちんと押さえた上で，

より一層推進していくためにといったことを考えていただきたいということで，コメ

ントを入れた次第です。 

会長：一点目の方については，具体的に何かというより，むしろ当たり前のことをあらた
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めて確認したいということなので，ちょっとした軸の調整のようなものを盛り込むの

か，あるいはそのままでいいかということを，もう一回様子を見ながらご提案させて

いただきたいと思います。 

二点目は，確かに協働と言ってもいろんな考え方があるので，どういうスタンスで

捉えていくのか。市民協働といった時に，すべてが市民センターだけで取り組まなけ

ればならないわけではないので，いろんな市民協働がある中で，市民センターがそれ

に対してどう関わるかということを，本来はもう少し丁寧に説明できればよろしいの

かと思います。ここは付け加える方向でいかがかと思いますが，どう付け加えるか具

体案があればお願いします。 

仙台市として市民協働にどう取り組むのかというマニュアルというか，文章があり

ますよね。そういうものに照らしてということでよろしいでしょうか。それとも公運

審として，ぜひこういう姿勢で取り組んでほしいということが出せますでしょうか。 

委員：「協働本」とか，行政の職員に向けてとかといったものがありますよね。そういった

もので押さえてもらったらいいのではないでしょうか。 

会長：仙台市がこれまで取り組んできたものを踏まえながら，市民センターが地域の拠点

であることの意義をもう少し，どう取り組むのかというところに書きたいという気持

ちはあります。 

委員：仙台市の基本計画の中に「地域づくり拠点として市民協働で云々」という項目があ

って，その中に市民センターの役割が謳われていたように思います。今議論している

のは，市民協働を市民センターの役割の中に明文化するということなので，その上位

の基本計画を参考に，少し具体的にしてはどうでしょうか。市民が事業に関われば市

民協働なのかというニュアンスになっているので，基本計画を見て，その文言も参考

にしながら追記してはどうかと思います。 

会長：市民活動などに関わる施設や団体とはまた少し違う意味で，やはり教育機関として

の役割が市民センターにもあるのでしょうから，そこのあたりがどういう位置付けな

のかということを書きたいと思っています。 

今日の会議が最終回で，これでお役御免かと思っていましたが，まだ宿題が残され

るような形になっています。今日出たご意見をもとに，少し作業をさせていただいて，

それを最終的に皆様にご確認いただくという手続きで進めたいと思います。 

施設理念と運営方針はどういう性格の文書で，どうあるべきなのかというのを本質

的に議論するためには，やはり前回，今回ぐらいの話ではなくて，もっと社会の状況

に即したさまざまな議論をしていかなければならず，本当ならもっとじっくり議論し

たかったと思います。ただ，もともと我々に求められているのは全部を作りかえると

いった話ではなく，震災以降，多少変わった面もあるけれども，部分的な見直しにつ

いての意見をということでしたので，時間的にはそれほどかけられず，このような形

になっています。 
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ただ，さまざまな議論が必要だということも分かっておりますし，またいずれ見直

しをしていただくことになっているものと思いますので，次の任期，あるいはもっと

後なのかもしれませんが，引き続き議論していただきたいということを次の委員の方

たちにお願いしたいと思います。ありがとうございます。 
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