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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 25年 11月定例会） 

○ 日 時 

平成 25年 11月 1日（金）午前 10時 00分～12時 00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］ 

伊藤誠委員，井上範一委員，木下るり子委員，幾世橋広子委員，小岩孝子委員 

小地沢将之委員，齋藤純子委員，齊藤康則委員，佐藤直由委員，佐藤憲子委員 

丹治重廣委員，中山聖子委員，梨本雄太郎委員，森忠治委員 

（15名中 14名出席） 

［事務局］ 

中央市民センター：千石センター長，小原センター次長兼事業係長，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，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 

教育局：上田教育長，熊谷教育局次長 

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)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：仙台市公民館運営審議会委員名簿 

・資料 2：関係職員名簿 

・資料 3：仙台市公民館運営審議会日程表（案） 

・資料 4：仙台市市民センターの概要について 

・資料 5：仙台市市民センターの施設理念と運営方針 

・資料 6：仙台市公民館運営審議会の概要 

・資料 7：「仙台市市民センターを拠点とした新しいまちづくりの提案‐仙台プラン‐」 

・資料 8：「仙台市市民センター事業の評価のあり方について（諮問）」 
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・資料 9：「仙台市市民センター事業の評価のあり方について（答申）」 

・資料 10：「平成 24年度仙台市市民センター事業評価報告書」 

・資料 11：「「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」 

・資料 12：教育基本法（抜粋） 

・資料 13：社会教育法（抜粋） 

・資料 14：仙台市市民センター条例 

・資料 15：仙台市市民センター条例施行規則 

・資料 16：附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱 

 

○ 委嘱状交付式 

（教育長より各委員に委嘱状等を交付） 

（教育長あいさつ） 

（委員自己紹介） 

 

○ 協 議 

（１）会長，副会長選出 

事務局：会長，副会長の選出ですが，市民センター条例施行規則第 9 条により，委員の互

選によることになっております。どなたかご推薦はありますか。 

委員：会長には，評価の答申を非常に頑張っていただきました梨本雄太郎さんに，そして

副会長は佐藤憲子さんに，継続してやっていただきたいと思います。 

事務局： ただいま，会長に梨本雄太郎委員，副会長に佐藤憲子委員という声がありました

が，皆様いかがでしょうか。 

（拍手） 

ご賛同をいただきましたので，会長に梨本雄太郎委員，副会長に佐藤憲子委員とい

うことで決定したいと思います。それでは，一言ごあいさつを頂戴したいと存じます。 

 

（会長あいさつ） 

（副会長あいさつ） 

 

（２）会議の公開，非公開について 

会長：会議の公開，非公開についてですが，まず仕組み等について，事務局から説明をお

願いします。 

事務局：（資料 16により説明） 

会長：公開するということで皆様よろしいでしょうか。 

（承認） 
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（３）議事録及び署名人について 

会長：これについてもまず，事務局から説明をお願いします。 

事務局：（資料 16により説明） 

会長：ご説明いただいたとおりに決まっているようですので，これでよろしいでしょうか。 

（承認） 

では，今回の署名人は伊藤委員にお願いします。（伊藤委員了承） 

 

 （４）公民館運営審議会定例会の日程について 

会長：今期の日程案を事務局から説明をお願いします。 

事務局：（資料 3により説明） 

会長：資料 3に従って皆様のご予定を調整していただければと思います。 

次回の 1 月だけが夕方の時間帯で，他は午前中になっています。日程について皆様

からご意見等ありますか。（特になし）では，これでお願いしたいと思います。 

 

 

○ 報 告 

（１）審議会の運営について 

会長：審議会の運営について，事務局から説明をお願いします。 

事務局：（資料 4・5・6により説明） 

会長：市民センターを普段ご利用されている方の中でも，だいたい分かっていらっしゃる

かもしれませんが，制度的にどう位置付けられているのか，行政としてどういうお考

えなのかということが，今のご説明，資料の中に盛り込まれているかと思います。 

こういう点について説明がほしいとか，ご質問などありましたらお願いします。 

委員：資料 4に，23年の 5月に教育局から各区役所区民部の公所に組織変更したと，区長

がその補助執行を行うとなっています。現在 2 年くらいたっているでしょうか。その

デメリットとかメリットといいますか，変更した後の状況がどうなっているかを，少

し教えていただけるとありがたいのですが。 

事務局：区役所への組織変更は，市民センターは地域づくりの拠点としての位置づけもあ

りますので，そういった意味で区役所と十分情報共有を行い，よりよい住みよい地域

をつくっていくため，地域のコミュニティづくりのために，地域づくりに生かしてい

こうというねらいがあったものです。 

平成 23年度については震災対応もあり，連携した事業の大きな推進はなかなかあり

ませんでしたが，23年度の後半あたりから，区役所と連携した事業を企画実施するよ

うになり，平成 24年度はさらにそれを進め，区役所との共催あるいは連携した事業を

行い，地域づくりに資する人材を育成するような事業に取り組んできているところで

す。今年度も，それを一層進めるということで，区中央市民センターが中心となって，
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区役所や地区館と連携しながら取り組んでいます。もう少しやってみないと，総括的

な評価は難しいかもしれませんが，現在はそういう形で進められてきているという状

況です。 

区中央市民センターの職員は区役所の職員ですが，教育局の職員も併任となってい

て，教育局の事業の補助執行という形で行っています。 

デメリットは，今のところ意識できるようなものはありませんが，年度ごとの評価

を行いながら，今後いろいろ課題があるかどうかも，出していきたいと思っています。

メリットとしては，区役所と市民センターとの情報共有が図りやすくなったとか，区

役所の職員も市民センターに来るなどして，市民センターがどういうことをやってい

るか知ってもらえるようになったといったことなどが出されています。 

会長：これは非常に難しい点であるのは確かで，二つ前の任期のときに，公民館運営審議

会の中で移管について報告があったとき，本当にそれで社会教育の質が下がらないの

か，いろんな議論がありました。仙台市の社会教育委員の会議の方でも，教育的な質

についての検討をきちんとしてほしいと。このようなことがいろいろなところから出

てきたということがあったと記憶しています。 

現状については説明があったところですが，この審議会としては，市民センターの

事業の評価を行うということになっておりますので，その中で，移管に伴う区役所と

の関係や，教育行政の中での位置づけなどが変わったことについて影響が出ていない

かどうか，良くなった面，悪くなっていないかどうかということを確認することが，

この審議会の役割のひとつでもありますので，その点については継続的に検討してい

くということでご理解いただければと思います。 

それではこの審議会としてどういう役割を担っていくのかということについて，事

務局から説明をお願いします。 

事務局：（資料 6・7・8・9・10・11により説明） 

会長：公民館運営審議会の役割や，これまで議論してきたものの成果等について簡単にご

紹介いただきました。繰り返しになりますが，この綴じてあるファイルの最初に資料

の一覧がありますが，この中に，公民館運営審議会の中で作ってきたさまざまな文書

がまとまっています。資料 7 の仙台プランは，二つ前の任期のときに作ったもので，

具体的な事業の提案を審議会として行って，それが実際にその後の市民センターの事

業として具体的に始めていただいて，審議会の議論が具体的な市民センターの取り組

みの中に生かしていただいた例としても，資料 7をご確認いただければと思います。 

そして前の任期の二年間の中で，資料 8 の諮問に対する答申が資料の 9，資料 10

が平成 24年度の事業の評価報告書です。ここにはありませんが，23年度の事業につ

いても，試行的に評価作業をするということで実施したものがございまして，二年間

で二つの事業について評価活動を行いました。また前期は，仙台市市民センターの施

設理念と運営方針を 5 年に一度見直すというタイミングでもあり，どういう観点を見
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直していただくべきなのかということについて，委員の意見をまとめたものが資料 11

ということになります。 

二年間で，会議の回数がそんなに多くないにもかかわらず，いろいろなことをまと

めなければいけないということで，次々とくる課題に頑張って対処したという印象で

した。その分，議論を十分尽くすことができたのかどうか，もっときちんと議論しな

ければならなかったのではなかったかという反省もないわけではありません。今年度

はどういう課題がつきつけられるのか分かりませんが，もう少しじっくり議論ができ

ればいいと個人的には思っています。 

今この審議会が何をすることになっているのか，実際二年間でどんなことになって

きたのかについてご説明いただきましたが，何かご質問などありますでしょうか。 

前期の反省に立って，今期の運営に生かしていきたいと思いますが，継続の委員の

方から何かご意見ある方いらっしゃいませんか。副会長いかがですか。 

副会長：前期で大変だったのは，公運審の立場として市民センターを評価するということ

は一体どういうことなのか，そのことをみんなで共通に解釈するのに時間を費やした

ように記憶しています。 

23年度事業を試行，試しにやってみようということでやり，実際評価はどういうも

のかを踏まえた上で，24年度事業の評価をしました。それでもやはり，実際やってみ

ると，そこで気付くことが結構ありました。今度は 25年度の評価をしていくわけです

が，評価の形をそろそろ整えていかないと，毎回このことで，そのことだけ議論する

時間になってしまうと思います。何しろ二年間という中で，限られた回数の中でこな

していかなければならない，やはりそこが課題と思っています。そこをいち早くみん

なで同じスタートラインに立って，同じ目線でそれぞれの委員の立場で意見が言える

ような，そういう評価ができるようになったらと思っています。 

委員： 資料 9の最後を見ると，すごく分かりやすくまとまっていると思います。試行的評

価は，評価のあり方についての答申をまとめるために行ったものと記憶しています。

審議経過を見ていただくと分かると思いますが，定例会のほかに研修会，臨時会，グ

ループワークとなっていまして，答申をまとめるところでは，前期の会長，副会長に

すごくご尽力いただいたと思います。この答申をまとめた上で，資料 10の「平成 24

年度仙台市市民センター事業評価報告書」となり，試行的評価から答申を踏まえた評

価というふうにステップアップしてきている流れになっています。 

平成 23 年度から事業の評価のあり方というのが入ってきたのですが，そこまでは，

資料 7 のような「仙台プラン」をまとめるとか，社会教育に市民センターがどう寄与

できるのかということを割と中心に行っていました。評価の話が始まって以降，やは

り皆さん，評価のあり方についてご意見がおありですし，また実際の評価にあたって

の作業もすごく膨大なものがあるので，限られた公民館運営審議会の中でどう評価を

行っていくのか，もう少しシステマティックになっていかないと，評価をするので手
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一杯のような感じになってしまうのではないかという危惧があります。公民館運営審

議会の役割の中で，評価はもちろん大事な役割ですが，ただそれをどの程度のボリュ

ームで行い，他にもっと必要な，社会教育の質の担保に関わるようなこと，評価だけ

でいいのか，評価以外のことも必要ではないのか，ということも話していければいい

と思っていました。 

会長：審議経過について付け加えますと，ここにある以外に，会議の中で宿題を出させて

いただいて，メールでご意見をお寄せいただくということがありましたので，そうい

う意味で，作業はもっといろんなことがあったと記憶しています。 

審議会の役割について何かご質問など，いかがでしょうか。 

委員：事業評価報告書は年度ごとに作成しているのでしょうか。私たちは，任期は二年と

なっていますが，毎年メンバーが少し入れ替わるのでしょうか。 

会長：いえ，私たち委員の任期は二年間と決まっていますので，その中で一年にひとつず

つ，ひとつと決まっているわけではないので，たくさん評価の対象にしたいというこ

とであればたくさんもあり得ますが，これまでで言うと一年にひとつずつ評価活動を

してきました。 

この評価活動の考え方といいますか，進め方について，少し今日，具体的な，当面

何をすべきかということについて確認できればと思っていますが，事務局から説明は

ありますか。 

事務局：この公運審で行っていただく評価について，あらためて若干ご説明させていただ

きます。 

この評価については，区中央市民センターを区役所へ移管したことがひとつの契機

となって，市民センター条例の施行規則を改正して，公運審の事務のひとつに，「市民

センターにおける各種の事業について評価すること」が加わり，それで公運審で評価

をしていただくことになりました。これまでは，事業の実施主体として指定管理者が

行う自己評価や，仙台市や仙台市教育委員会が施設設置主体として内部評価を行って

まいりました。それに加えて外部評価ということで，公運審で評価を行っていただく

ということになったわけです。施設理念と運営方針における，市民センターの機能と

か役割が十分発揮されているかどうか，あるいは事業の良い点，問題点があるのかど

うか，改善策を提示していく，より良い市民センターのあり方を提案していく，そう

いったことを目的に評価を行っていただくことになったところです。 

組織移管がひとつの契機になったということもありまして，23年度の試行的評価と

24年度の事業評価については，区の中央市民センターが重点的に行っている三つの事

業の中から，大人を対象とした住民参画の事業と，若者を対象とした事業をひとつず

つ選んで評価を行っていただきました。 

この重点事業については，今後審議会でご説明していく予定ですが，地域づくりを

担っていく人材育成を目的にしているものでございます。今年度は，25年度の現在行
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っている事業の評価をお願いすることになりますが，どの事業を行うのか，どういっ

た方法，スケジュールで行っていくのか，そういったことについて，次回以降ご審議

いただく予定としております。事務局としては，まだ評価を行っていない子どもを対

象とした事業が候補になるかと，ひとつの考えとしてありますが，今後，会長，副会

長にご相談しながら，皆様にもご審議いただきながら決定していただくことになりま

す。 

実は，この三つの重点事業については，来年 2 月に成果発表会を予定しています。

答申の中では，事例を発表するような場も，評価の場として利用することも考えられ

るのではないかということも述べられています。ご都合のつく方につきましては，任

意ですがご参加いただければと思います。後ほど会長ともご相談し，ご案内を差し上

げたいと思っております。 

会長：今の 2月の発表会は，具体的な日程はもう決まっているのですか。 

事務局：子どもを対象とした事業については 2 月の 1 日，成人を対象とした住民参画型の

事業については 2月 8日，若者を対象とした事業については 2月 15日を予定してい

ます。いずれも土曜日の午後で，場所は中央市民センターになります。 

会長：やはり，事業に実際に参加した上で評価すれば一番やりやすいのかもしれませんが，

これまでの二年間は終わった後に，その事業についての情報を集め，関係者の方々か

らお話を伺って評価をしました。そうするとやはり，どれだけ時間をかけて，どうい

う資料を集めて，ということが難しいということがありましたので，そういう意味で

は，発表会の中で，いろいろな事業がどういう観点からどう評価されているかという

ことは，私たちが外部評価を行っていくときのひとつの参考になるかと思います。具

体的にどの事業を対象にするかということは，これから決める話なので，どこをどう

見たらいいのかということは分かりませんが，ご都合のつく方は発表会にご参加いた

だいて，それを参考にしながら，今後引き続き考えていくことになるかと思います。

事務局の先ほどの説明で言えば，内部評価ということになるのでしょうか，行政の中

で一つひとつの事業をどう評価されているのか，私たちが行う外部評価も，私たちだ

けで情報を集めてということではなく，すでに行われている内部評価がどんな形にな

っているのかということを踏まえて，我々の立場で違った角度から検討するというこ

とにしていかないと，なかなか情報を集めるだけで時間がかかって，まとまりきらな

いということになります。先ほど，効率よく評価を行わないとそれだけで手一杯にな

ってしまうというご意見もありましたとおり，できる限り効率的に進めていきたいと

思います。 

委員：外部評価の評価軸について，現場レベルでどういうふうに周知されていくのかとい

うのは非常に重要だと思います。我々がこういう目線で評価しようとしているので，

ではこのように改善していきましょうというサイクルが出てこないといけないと思い

ます。さらにその評価軸が周知されたときに，我々にいい顔をするために事業改善を
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するのではなくて，現場として事業改善につながる評価軸になっているかどうか，評

価軸の評価という作業が必要だと思います。前体制から今体制の中で，ここまではや

った，ここからが課題である，というところを教えていただければと思います。 

事務局：全部の地区館の事業も含めると千前後の講座・事業をやっておりまして，それを

すべて評価するわけにはいかないということで，代表となるものをひとつ選んで評価

していただきました。事業を行った市民センターで，評価を今後の事業の改善に生か

していくのがひとつの目的ですが，それだけでなく，評価で述べられた委員，審議会

としての意見を，他の地区館でも十分受け止めて，自分たちの行っている事業にも役

立ててもらおうというのが，もうひとつの目的としてありますので，各市民センター

には財団を通して周知して，十分理解していただくことにしております。実施した館

については，どのようにフィードバックしていくかということも，必要に応じて皆様

方にお伝えしていきたいと考えております。 

会長： 大事なご指摘いただきましたが，まだ始まったばかりなので，試行錯誤の状態だと

思います。資料 10の報告書の最後にも少し書いておいたのですが，要するに，我々も

評価して終わりということではなく，それがどう生かされていくかということについ

て関心を持っていく必要があるし，事務局からも，その後どう生かされたのかという

ことについてご報告いただきたいということを書いておきました。 

ですので，23年度の試行的でありましたが，柏木と青葉区中央でなさった事業につ

いて，私たちがやった評価が，その後何らかの影響があったのかどうかご報告いただ

ければと思いますし，24年度の評価報告は今出たばかりですので，これからそれがど

のように生かされたのかということについて，またご報告いただければと思います。 

委員：私たちとしても，評価は市民協働といったところの視点は，本当に押さえておかな

ければいけないことだと思います。何のための評価なのかというのは，私たち一人ひ

とりが肝に銘じてやらなければいけないことというのが，スタート地点ということで

す。ひとつの事業から施設理念や役割の読み解きをしていかなければ，本当にその事

業ひとつの評価に終わってしまう可能性もあるということを感じました。評価した後

に，評価した結果がどういうことであり，そこから見えてきた評価の次の課題がどう

いうことであるかということを，やっていかないといけないと思います。通信簿では

なく，市民センターが本当になくてはならない存在といったところに行くには，どう

いうふうにやっていけばいいのかといったところを，いつも思い浮かべながらやって

いかなければと思いました。 

成果発表会ですが，子どもさんの発表となると，やはり子どもたちの前でどの程度

のことを聞くとかということも限られてくると思うので，そこのデリケートな部分も

考えなければいけないと思います。成果発表会とか運営懇談会を利用しての評価を考

えていこうと，前年度ありましたが，さらに短い時間の中で本当にそれができるのか

ということも考えていかなければいけないと思いました。 
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委員：少し教えていただきたいと思います。仙台市には社会教育主事の資格を持った教員

が結構おりまして，それが仙台市から委嘱されて嘱託社会教育主事という制度があり

ます。私もその一員として 20年来それに関わってきていますが，仙台市は地域ととも

に歩む学校ということで学校教育を推進しており，その担い手として嘱託社会教育主

事とか，数年前から地域連携担当ということで，必ず各学校に校務分掌を置くように

ということで担当者がおります。そことの絡みといいますか，市民センターとつなが

ることによって，学校教育もより幅広く，より深くということでやってきているので

すが，その観点での評価ということはこれまで何らかの形であったのでしょうか。 

会長： 前年度の評価と，その前の試行的評価の時点では，それに直接つながるものはなか

ったと思います。でも今のお話はすごく大事な話で，嘱託社会教育主事の制度はかな

り昔からあったものですし，学校支援地域本部の中でのいろいろな動き，協働型学校

評価もそうですし，今お話しにあった地域連携担当の先生方，学校と地域との連携と

いうのが学校教育の制度の方から提案されていろいろな動きが出てきているのですが，

じゃあ今度は，社会教育の方から学校に対してどういうふうに向き合っていくのかと

いうことについて，きちんと評価検証するということは大事な課題だと思っています。

そのあたりもこれからの議論の中に生かしていくことになるかと思っていますが，事

務局から何かご意見ありますか。 

事務局：この前やっていただいた若者事業の 24年度事業の評価の中でも，区の中央市民セ

ンターにいる社会教育主事からのヒアリングもありましたので，そういった面で，意

見も皆さんに聞いていただいたということはあります。嘱託社会教育主事の関係で言

いますと，市では教育振興基本計画を決めておりまして，その中で「学びのまち仙台

を築く」としています。将来の担い手である子どもに対して，地域の教育力向上を図

るということで，市民センターとしてもいろいろ，地域でコーディネート機能を発揮

して，学校，嘱託社会教育主事の先生方等も含めて，地域の団体とも連携して，「地域

で子どもを育てていく」環境づくりの事業もやってくださいと，各地区館にお願いし

ています。子どもに対する事業が評価対象になってくるとすれば，地域の関係の方々，

嘱託社会教育主事とか，地域で子育てに関係している方々，連携している方々との市

民センターのコーディネートという面でいろいろ，評価の視点としては出てくるかと

思っています。 

委員：先ほど学校の方からというお話もありましたが，市民センターの方からもたくさん

提案をいただいていますし，嘱託社会教育主事の方も区の中央市民センターにお世話

になりながら，連携した事業を毎年展開していますので，そのあたりが話題になって

いくとありがたいと思いました。 

委員：社会教育主事さんが地域の学校に配置されているところは結構ありますが，学校の

社会教育主事さんの働きはすごいです。柔軟，身が軽い，フットワークがいい。市民

センターとしても非常に助かっていると思います。社会教育主事さんに相談すると，



  10/13 

あっという間に次の日に回答が来て，「皆で検討しながら，よければそういうことをや

ろう」ということにつながっていく。子どもに対しては社会教育主事さんの働き度が

高いと思っています。そこのところの評価が見ていてなかったのですが，活性化につ

ながるので必要かなと思います。 

それから，実際に現地に行って状況を把握されたことがあるのでしょうか。私の考

えとしては，評論家はいらない，机上論はいらないであって，現地に行って現物に触

ろうというスタンスがないと，生の声は把握できないだろうと思います。机上論でま

とめられたのは消化不良を起こします，現場は。これから評価のあり方を検討する際

には，そういうことも考えてほしいというのがひとつです。 

それから，資料 9の 10ページ，その中の評価の 4.2.フォローアップですが，「評価

対象事業の職員研修での活用」というのがあります。そこに「負担増」とありますが，

職員さんは少ないですから負担増もあると思います。その次のところが少し気にかか

ります。「公開発表への抵抗感があることの留意が必要」と。公開できない何かがある

のかどうか，その懸念のところを少し教えてもらいたいと思います。 

会長：最後の点についてですが，資料 9 の 10 ページ，これは答申の中の 7 ページから始

まっている参考資料という位置づけのリストなので，ここに関して深い議論があった

というように記憶しておりません。ただやはり，市民センターの事業に対して，ここ

がよかった，ここのところもっと頑張ってほしいということもありますが，逆にこの

辺が課題ではないか，もう少し違った展開もあるのではないかという指摘もあります

ので，そういう意味では採点をつけて終わりというわけではなく，本来一緒に考えて

いきましょうというものであるのは確かですが，それでも職員の方々にとっては，何

かちょっと気まずいといいますか，そういうことがあるかもしれないぐらいで書いた

ようなことだったと思います。本当のところどうなのかということは，事務局からお

答えいただければと思いますが，何か問題はありますか。こちらとしてはできる限り

こういう市民センターの事業について，公運審でこんな議論があった，こういうよう

に評価したということを，ぜひここに書いてあるような形で活用していただきたいと

思いますが，何か事務局あるいは現場でお感じになっている問題などありましたら，

この際ですから少しお話しいただければと思います。 

事務局：会長のおっしゃった以上のことはないのですが，やはり評価というと，どうして

も○×とか減点とかと思う職員もいるかもしれません。そうではなく，先程来お話が

出ているように，事業をより良くしていくためのアドバイス・助言・改善に向けた提

案，そういったものだと受け止めてもらって，「自分たちの事業を評価してもらいたい」

みたいな雰囲気を作っていくことが重要かと思っています。 

会長：そういうことでお願いしたいと思います。 

あと，評価の進め方と言いますか，単なる評論で終わるのではなく，現場の実態と

ちゃんと関わりながら評価をするということは，まさに目指してきたところでもあり
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ます。具体的にどういう進め方をしたら良いのかということについて，また具体的な

ところでご意見いただければと思います。 

それと，嘱託社会教育主事というのは，どこの地域でもあるものでなく，仙台独自

で進めてきた珍しいものです。だからこそ大切にしていただきたいし，仙台にこんな

すぐれた仕組みがあるということをきちんと確認するとともに，もっとそこを充実さ

せて伸ばしていただきたいということが，評価を通じて明らかになればいいのかなと，

それが私たちの評価の目指すところだと思います。 

委員：皆さんとだぶるところがあるのですが，三つほど。 

私，平成 7 年から市民センターを借りてボランティアを続けて，8 年間続けてきた

人間として，社会教育主事さんがいたときと，いなくなったときの市民センターの違

いはすごく大きかったと思っていました。それを，だんだん前の，市民センターに社

会教育主事さんがいたときの状態に近づけていこうという市民センターの方たちの動

きが今見えているのも，感じています。 

二つ目は，私たち評価する立場として，そこの一市民センターの一プロジェクトだ

けを評価するわけではなく，評価したことによって他の市民センターにもきちんと伝

えてもらって，関連付けたプロジェクトに対して「そうだこれはこうしよう」という

動きが見られれば，意義があると感じています。 

三つ目は，仙台市の公民館運営審議会を設置している意義を大きくとらえて，私た

ちもここに参加している以上，自分の地域に戻った時，団体に戻った時に，きちんと

反映するということも大切ではないかと思います。中央市民センターのセンター長さ

んたちも出てきていただいているし，いろんな団体がここにつながっているというこ

とがすごく大きいと思うので，そういうように私自身もしていきたいと思っています。 

委員：うちの連合町内の中に市民センターがあります。この市民センターは三つの連合町

内会で関わっているのですが，市民センターに時々行く私たちでも分からないところ

があります。職員の方は非常に忙しそうですが，何をやってらっしゃるのかよく分か

らない。 

それから，地域づくりの「人づくり」ということで頑張られているようですが，例

えば連合町内会，町内会あたりの地域の人たちと話しながら進めているのではなくて，

別に集めてやっています。地域の人材，人をつくろうというのであれば，社会福祉協

議会とか赤十字とか，さまざまあるのですが，あずかり知らぬところでやられている

ので，何をどうしようとしているのだろうと思ってしまいます。いろんな勉強もやっ

ているようですが，地元へ反映されないですね。地域防災リーダーを市民センターで

も作ろうと努めているようですが，町内とか連合町内の中でその人たちが活躍する場

というのは全然ないんです。そういうところを市民センターで作っているのです。も

っともっと話し合いをして進めていかないといけない感じがします。 

あとは，地域では市民センターと関わっている方は決まっています。もっと広くさ
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まざまな方々に参加していただくようにするには，地域を入れて考えていかないと進

んでいかないと思います。よく関わっているのは，定年されて時間のあるご年配の方々

がほとんどです。うちの方を見ていますと，過半数以上そうだと思います。そういう

ところでどうしていくべきなのか，本当に地域としっかりと話し合って進めていくの

が必要だと思います。 

それから，うちの方は市民センターまつりのときに校長先生とか教頭先生が打ち合

わせ等に来ますが，そうではなくてその先生方（社会教育主事），その人たちを出した

らどうなのという話が出ていますが，実際は出てきていません。そんなところでもう

少し，地元との話し合いが必要だろうと思います。 

会長：市民センターで何をやっているのか分からないということは，一つひとつの事業，

講座が何なんだということだけでなく，市民センターが全体として何をやろうとして

いるのか，何を目指しているのか，あるいは住民からの要望などがあったときに，市

民センターに何がどこまでできるのか，そういうことを地域に対して分かりやすく示

していただきたいと個人的にも思っていますし，そういうことを評価の中で検証でき

るといいとも思っていますので，今のご意見を生かしてまいりたいと思います。 

あと，地域の意見ということで言うと，私たちが今回，答申の中で注目したのは，

市民センターごとに事業運営懇談会というのが設けられていて，そこでは市民センタ

ーが地域のいろんな方からご意見をいただきながら，何をどうすべきなのかというこ

とを検討していただいている，あるいはそうできる組織なのではないかということで

す。その事業運営懇談会の委員の選び方や，検討の内容といったところがどうなのか

ということも，答申に関連しての大事な課題だと思いますので，二年間でどこまで検

討できるか分かりませんが，これもきちんと次につなげてまいりたいと思います。 

委員：資料の作成の仕方でお願いがあります。例えば，資料 6 とか資料 9 の最後の審議経

過があります。どうしても年度で書かれているのですが，委員の任期がまたがります

ので，年度で書かれると分かりにくいと思います。年度と併せてもう一列設けていた

だいて，審議会の委員の任期の 11月から 10月までというようなところも設けていた

だくと，審議の仕方が分かりやすいと思います。 

会長：役所の中ではどうしても，会計年度で 4 月から 3 月ということなのかもしれません

が，この審議会は 11月から 10月までですので，それに合わせて調整していただくよ

うに，要望ということでお願いします。 

宿題というわけではありませんが，初めての委員の方には目を通さなければいけな

い資料がたくさんあります。これに目を通していただいて，質問などありましたらま

た次回以降ご提示いただければと思います。 

 

 

○ 閉 会 
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