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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 25 年 12 月臨時会） 

○ 日 時 

平成 25 年 12 月 26 日（木）午後 1 時 00 分～3 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］ 

梨本雄太郎会長，佐藤憲子副会長，跡部薫委員，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，小地沢将之委員，齋藤純子委員，齊藤康則委員， 

丹治重廣委員，森忠治委員 

（15 名中 12 名出席） 

［事務局］ 

中央市民センター：センター長 千石，センター次長 小原，管理係長 土屋 

青葉区中央市民センター：センター長 西川，企画調整係長 鈴木 

宮城野区中央市民センター：センター長 佐藤 

若林区中央市民センター：センター長 村上 

太白区中央市民センター：センター長 森 

泉区中央市民センター：センター長 廣瀬 

生涯学習部：部長 山口，生涯学習課長 宮野 

地域政策課：課長 遠藤 

(公財)仙台ひと・まち交流財団：市民センター課長 木戸浦，係長 島津 

［傍聴］ 0 名 

 

○ 配布資料 

・資料１：生涯学習支援体制の充実強化等について（案） 

 

○ 報 告 

生涯学習支援体制の充実強化等について～仙台市中央市民センターの機能強化等～ 

会長：議事録の署名人は，今日は井上委員にお願いしたいと思います。（井上委員了承） 

次第には，3.報告，4.意見交換となっていますが，一つの議題について，報告をもと

に意見交換するということですので，3 と 4 は一緒になると思います。「生涯学習支援

体制の充実強化等について～仙台市中央市民センターの機能強化等～」について，ま

ずは事務局から説明をお願いします。 
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事務局：これまで区中央市民センターの区役所への移管という見直しを行い，一方，生涯

学習支援体制の充実強化を図るため，市拠点館である中央市民センターについても機

能強化等を図り，さまざまな課題に対応していくための見直しについて検討を行って

きました。このたび，その機能強化の案をまとめましたのでご説明いたします。この

案については，来年４月からの実施を考えておりますが，条例改正が必要となる部分

もありますので，来年２月に開催される議会への提案を考えております。 

資料１をご覧ください。1 番の(１)，本市の生涯学習支援体系の現状や背景ですが，

平成 23 年５月に区中央市民センターを区役所に移管しました｡また昨年，宮城野区中

央市民センターが開館し，５区すべてに区中央市民センターが整備されました。現在，

市民センターは 60 館ございますが，今年度から５年間引き続きひと・まち交流財団が

指定管理者として指定されたところです。一方で，震災を契機に絆の大切さ，人づく

り，市民力の育成といったものが生涯学習行政に期待されております。また，本年 10

月に社会教育委員の会議から｢仙台市の生涯学習事業の総合的な推進のあり方につい

て｣の答申が出され，そこでは，地域の人材育成の推進や社会教育施設職員の資質向上

についての仕組みづくりを求める内容となっております。 

課題といたしまして，区中央市民センターを区役所の組織に位置付けたことを踏ま

えて，人材育成機能の体系化や強化を図っていく必要がございます。また，人材育成

を目的とする事業は区役所や市民局等でも行っており，相互の連携を一層進めていく

必要があります。さらに，大学やＮＰＯ，福祉団体など，各種学習活動に関わってい

る団体・機関との連携・協力が，現状では十分に進んでいないという状況もあり，生

涯学習情報についても，市民に分かりやすく発信，提供することが必要となっていま

す。また，生涯学習課と中央市民センターで生涯学習事業を行っていますが，人材育

成事業での人づくりの事業など，類似業務も行われていますので，業務の再編も必要

となっております。 

次に，２番に基本構想等における生涯学習の内容について，主なものを記載してい

ます。基本構想では目指すべき都市像の一つに「未来を育み創造する学びの都」を掲

げており，学びの場にあふれ，生涯にわたり楽しく学ぶことで市民力が広がり，心の

豊かさにつながるまちの実現などに取り組むとしております。基本計画では，学びや

市民力の拡大と連携，地域といったことを重点的な取組に掲げています。震災復興基

本計画では，市民センター等における生涯学習・社会教育事業について地域課題の解

決や復興まちづくりの担い手育成の取り組みの強化等を図ることが述べられており，

教育振興基本計画では，「学びのまち仙台」を目指す教育の姿として，社会教育施設の

機能の充実などが施策の方向として述べられています。このように，これらの計画で

は，学びがますます重要になるということ，学びにより市民力を育み広げること，学

びを通した人づくり，市民協働による地域づくりなどが重要であるとされています。 

こういった現状と課題，基本構想等の内容に鑑み，３番のような生涯学習支援体制
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の充実強化等を行うことを考えております。概要としては，生涯学習課と市中央市民

センターの所管業務の再編や事業の拡充を行うことを考えております。 

具体的には，市中央市民センターについては，人材育成に係る事業を中心とした生

涯学習事業を総合的・体系的に実施するとともに，他の団体・機関との連携・協力を

推進する施設と位置付け，その機能を強化するものです。これについては，生涯学習

課で人材育成のため行っている事業，社会教育施設職員研修などを，中央市民センタ

ーに移管して実施するとともに，他の団体や機関との連携･協力を含めて，新規事業や

事業の拡充をしていくことを考えております。 

そして，事業内容を市民に対し明確にするとともに，複数ある区中央市民センター

との名称の混同を避けるため，市中央市民センターの名称変更を検討しております。 

なお，業務再編後の生涯学習課については，施策の総合的な企画調整や調査研究の

ほか，学校教育と連携した事業や生涯学習施設の総括等を引き続き行ってまいります。

生涯学習課の業務の一部は移管しますが，組織としては変更ございません。 

次に，３ページの（2）機能強化後の市拠点館についてですが，市民センターとして

の位置付けや市拠点館の機能は変更しません。各区中央市民センターや市内地区館と

の関係もこれまでどおりと考えております。②のとおり，総合的・体系的な学習機会

の提供や社会教育施設職員や地域人材の養成機能の強化，市民団体等との連携・協力

の推進を事業再編の方向としています。 

担うべき機能としては６つ記載しています。ｉの生涯学習に関わる人材の育成とし

ては，社会教育施設職員研修を体系的に行うほか，地域づくりの担い手やリーダーと

なるような地域人材の育成研修等を体系的に行っていくこととしています。ⅱの学習

機会の提供については，市民力育成などのための講座等を拡充して開催していくこと

を検討しているほか，そのためのモデル事業の開発も推進していきたいと考えていま

す。これらｉやⅱについては，生涯学習課から人材育成に係る業務を移管するととも

に，新規事業の実施や事業の拡充等を図り，人材育成事業を拡充強化して実施してま

いりたいと考えています。また，ⅲにありますように，市民の方の学習需要の把握な

ど，市民センター事業に係る調査研究について取り組むこととしております。ⅳの関

係機関との連携・協力については，これまで取組みがあまり進んでいませんでしたの

で，今後，積極的に取り組んでいきたいと考えております。ⅴの情報の収集・提供に

ついては，来年秋ごろの稼動を目指して，新しい学習情報レファレンスシステムの構

築を行っており，それを中核とした情報収集・提供事業を行っていくことなどを考え

ています。また，ⅵの市民センターの市拠点館としての総括業務はこれまでと同様に

行ってまいりますし，記載はしておりませんが，施設の貸出もこれまでどおり行って

いくこととしています。 

次に，(3)の生涯学習支援体制の充実強化等による効果・メリット等ですが，５ペー

ジの別紙をご覧ください。人材育成で申しますと，生涯学習課の業務を移管したり，
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これまでの事業を拡充するなどによって，その機能強化・拡充を考えておりまして，

研修効果の向上や効率的な実施が図られると考えます。また，地域コーディネーター

や地域づくりの担い手，生涯学習ボランティアの体系的な研修の実施により，その育

成がより推進できると考えております。総合的・体系的な学習機会の提供では，地域

づくり，地域課題解決等の講座の実施が推進され，また，モデル事業の開発も行うな

どして，市民力の育成等が推進されるなどの効果が考えられます。生涯学習に関する

連携・協力では，大学，ＮＰＯ等との連携・協力により，市民の高度化・多様化する

ニーズに対応するなど，生涯学習の支援が推進されるものと考えています。また，学

習情報レファレンスシステムの再構築により，関係機関の情報を含めた，学習情報の

収集・提供が推進され，市民への情報発信力が強化されるものと考えております。ま

た，名称を変更することで，中央市民センターと区中央市民センターの混同を防ぐこ

とができると考えております。 

資料の３ページにお戻りください。この見直しにあたっては，市民センター条例の

改正が必要な部分があり，平成 26 年第１回定例会に提案することを予定しています。

市民センターの名称及び位置を，現在は基本的に，開設した順に表で掲載しています

が，市拠点館，区拠点館及び地区館という市民センターの位置付けを条例においても

明確にし，市民にとってより分かりやすいものにしたいと考えています。 

４ページの，今後の見直しのスケジュールですが，来年２月の第１回定例会へ条例

改正を提案し，来年４月からの業務開始を予定しております。 

最後に，参考資料の図をご覧ください。現在，市拠点館，区拠点館５館，そして，

拠点館も含めて市民センター全体で 60 館という体制になっております。区拠点館を区

の組織にし，昨年宮城野区中央市民センターが開設されたこと，地区館の指定管理者

が今年度から５年間，ひと・まち交流財団に指定され，区中央市民センターと地区館

の実施体制が整ったところであり，こういった状況等を踏まえ，図の一番上の市中央

市民センターの機能強化を今回行いたいと考えているところでございます。 

資料については以上ですが，最後に公運審と今回の見直しの関わりについて，若干

ご説明いたします。まず，平成 22 年に出されました「仙台プラン」では，市民センタ

ーを拠点とした新しいまちづくりとして，市民自らが主体的に関わるまちづくりのご

提言がありました。市民センター職員の育成の必要性も言われております。また，新

しいまちづくりにむけた市民センターの取組みとして，地域課題の発見や課題解決に

つながる講座の実施と地区館への展開の必要性も出されました。また，まだ取り組み

に着手しておりませんが，「結プロジェクト」という提案もあり，大学や他の社会教育

施設，福祉施設等との連携による事業展開が提案されたところです。 

平成 23年度事業の試行的評価を行いまして，地区館職員のスキルアップの必要性や，

地域課題に関わろうとする人材の発掘，課題解決に向けた活動の推進，そういったも

のを市民センターに期待するということが述べられています。 
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また，平成 24 年度事業の評価報告書においては，これは若者を対象とした事業の評

価をしていただきましたが，地域づくりを担っていく人づくりといった観点から，一

定の評価をいただきまして，こういった地域のリーダーとなるべき人材の育成事業に

他の市民センターも積極的に取り組んでいくことが求められておりますし，ここでも，

市民センター職員の能力の向上などのスキルアップ，人材育成の必要性が述べられた

ところでございます。 

このようなこれまでの公運審からの評価やご意見等を踏まえまして，私どもとして

は，市民センター職員のスキルアップ，資質の向上に努める必要があるとともに，地

域課題の発見や解決につながる事業を広く地区館レベルでの実施にも広げていきたい

と考えております。また，人材の育成への取り組みも拡大してまいりたいと思ってお

ります。 

今回の機能強化を行うことにより，そういった市民センター事業・人材育成をより

一層強化・推進するための環境が整いまして，それらの推進にも資すると考えている

ところでございます。私からの説明は以上でございます。 

 

○ 意見交換 

会長：最初に確認したいのですが，この意見交換は何を目指して意見を申し上げれば良い

のでしょうか。基本的には今お話しいただいたことは報告ということですので，決ま

ったことをお知らせいただいたということになると思います。今日我々が申し上げた

ことが，意見によってはここに書いてあることに少し何かがつけ加わったり変わった

りするようなことがありうるのか，あるいは書いてあることは書いてあることでもう

決まったもので，これを具体的に運用していくところに生かされるというレベルのも

のなのか，今日の意見交換の結果がどういうふうに生かされるのか，見通しをご説明

いただければと思います。 

事務局：本日の報告は，現在までの検討状況を報告したということで，最終案ということ

ではございません。ご意見等をお伺いし，それを踏まえて早急に最終的な詰めをして

いきたいと考えております。また，これを実施していく上でのご意見あるいは注意す

べき点もございましたらお聞かせいただき，そういったものを踏まえまして最終的な

決定をしていきたいと思っております。 

会長：委員の皆さん，よろしいでしょうか。それでは意見交換に移りたいと思いますが，

最初から意見というより，まずは説明いただいたことについて，もう少し詳しい説明

がほしいとか，何か補足説明を求めるようなご質問など，いかがでしょうか。 

委員：3 の(1)の概要の下の方ですが，「複数ある区中央市民センターとの名称の混同を避け

るため，市中央市民センターの名称変更を検討している」ということでした。昨年度

できた宮城野区中央市民センターと中央市民センターが非常に混同しがちでしたが，

この名称を決めた経緯みたいなものをお聞きしたいと思います。参考資料の中の宮城
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野区ですが，他の区と見てみますと 10 館とある次に宮城野区ではなくて中央市民セン

ターとなっていますが，このへんのところをお聞きしたいと思います。 

事務局：市拠点館として，市内の市民センターすべてを統括するものとして中央市民セン

ターがございます。そして各区に拠点館を置いておりまして，平成 24 年の 8 月に宮城

野区中央市民センターができて，5 区に区の中央市民センターが揃いました。この名称

について，経緯は把握しておりませんが，区の拠点となる市民センターということで

区中央市民センターという名称にしたと思っております。区の拠点館は，区内の生涯

学習の推進，区内の地区館の管理や支援，そういったところを拠点館機能として行っ

ています。少し紛らわしいのは，私どもと区の拠点館には，地区館としての機能も併

設されています。その地区館としての機能が，下の大きな四角に掲げてある 60 館とし

て存在しており，その地区館としての業務の実施や管理を，ひと・まち交流財団が行

っているということです。市の拠点館・区の拠点館の拠点館機能を行う部分について

は，市の職員が事業を実施しておりまして，拠点館には市の職員とひと・まち交流財

団の指定管理者としての職員が併存している形になっております。 

委員：宮城野区は他の区とは違って，中央市民センターが先にきているのはどういう理由

でしょうか。 

事務局：これはたぶん歴史的な経緯がございまして，中央公民館が最初にできましたので，

その時から歴史的に見ても中央公民館が最初にきておりました。それが市民センター

に変わりましたけれども，現在でも条例上最初にあるということもあって，最初に記

載しているかもしれません。区拠点館という意味からしますと，確かに宮城野区中央

市民センターを前にした方がいいとも考えられますので，そこは少し検討してまいり

たいと考えております。 

委員：組織図の中で宮城野区内に中央市民センターが入って，宮城野区の中央市民センタ

ーから各市民センターがあると書いてあります。トップには中央市民センターがあり

ますが，これはこれでいいと思います。各市民センターが講座等の開催企画をやって

いるわけで，これからも担うべき機能の中にある，学習機会の提供ということを考え

れば，中央市民センターもこの中に加わっていい，講座等の企画開催・貸館事業を考

えれば，中央市民センターの一部も宮城野区内の 10 館の中の一つに加わっていいと思

います。中央市民センターは企画機能だけじゃなく，学習機会の提供という実施業務

もある。それは組織の中に実施部隊がいるということからすれば，ここに入っていな

いとおかしいのではないかと思って聞いていました。 

事務局：この下の 60 館の中に入っている中央市民センターは，地区館機能として指定管理

者である，ひと・まち交流財団が行っている，地域を対象とした生涯学習事業などを

実施しているとお考えいただきたいと思います。そして，市職員が拠点館として実施

している講座・事業もあり，それはこの上の市拠点館としての事業というようにお考

えいただければと思います。 
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会長：これは組織・施設そのものというより，機能についての関連を整理したものなので，

同じ施設の名称が２回出てくるわけですね。地区館としての機能も持ち，さらには区

拠点館なり市拠点館としての機能も持つということと思います。その上で，いろいろ

な経緯を経てこういう図になっているということだと思います。宮城野区中央市民セ

ンターができる前は，市の中央市民センターが宮城野区の中央市民センターの機能も

兼ね，かつ地区館としての機能も持っていたものが，新しく宮城野区中央市民センタ

ーができた段階で，区の中央の機能はそちらに回ったわけです。ただ，宮城野区の中

央市民センターといったとき，こちらに来てしまう方もいるかもしれない，そういう

分かりにくさを解消するために，今回名称の変更を提案されていると理解しています。 

委員：基本的な課題認識や，それに対しての対応というところについては理解いたしまし

たし，ひとまずこれでよろしいのではないかと考えております。 

一方で，例えば職員研修・職員の力量の向上，あるいは指定管理者業務のマネジメ

ントという観点からは，必ずしも市民センター業務として見るべきところだけではな

く，行政全体としての職員研修，指定管理者のマネジメントというところとの兼ね合

いも本来はあるべきで，この市民センター業務で課題が出ているということは，行政

全体の課題であるという認識をした方がいいのではないかと考えますが，こことの関

連，どうやっていくかという方針はありますでしょうか。 

事務局：市民センター職員のスキルの向上や資質の向上は，先程言いましたような報告書

などでもご指摘いただいております。私どもとしては，区の中央市民センターを区役

所に移管しましたが，区役所と一体となって地域づくり・地域課題の解決等に取り組

んでまいりたいと思っております。そういった中で，区役所職員・地域づくりを担当

している市民局の職員の研修の必要性は考えておりまして，現在もそういった職員を

対象とした研修を実施してきているところです。他部局の職員につきましても，地域

づくりに関係している部分がかなり出てまいりますので，参加を呼び掛けたりしてい

るところですが，まだ若干足りない部分もあるかと思いますので，今後はひと・まち

交流財団はもちろんのこと，市役所職員の研修も拡充して実施していきたいと思って

おります。 

委員：生涯学習課と市中央市民センターの類似業務を整理して見直すというお話でした。

整理して名称も変更しながら，新たな看板でやるということは分かりますが，基本的

な考え方について，位置づけとか市拠点館の機能は変更しませんということでした。

同じ教育局の組織に市中央市民センターがあって，内部で整理して見直しをするだけ

で，看板を書き替えて終わり，機能は従前どおりという感じになってしまうので，ど

のように整理して「ここが変わって，こういう機能が強化された」というようにして

ほしいのがひとつ。 

それから課題のところで，区中央市民センターを区役所の組織に位置付けたという

ことがありました。何年か経っているわけですが，ここには触れずに，教育局の中だ
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けで整理されていくだけでいいのでしょうか。区役所との関わりも含めて，機能面，

風通しの良さ等々について，どこかで検討されて，このようになりますというのがあ

れば，お願いします。 

会長：教育局と市中央市民センターとの関係があって，それが今回の機能が変わることで，

新たな市中央市民センターと，教育局あるいは行政本体との関係に変化が生じるかど

うかということですね。 

事務局：生涯学習課から移管する事業としては，職員などの研修です。今の生涯学習課で

社会教育施設，博物館とか図書館の職員研修などを行っており，また市民の方を対象

とした地域コーディネーター研修などを実施しています。これについて，市民センタ

ーの職員も含めて社会教育施設の職員を私どもが総合的にやることで，効果がより上

がるのではないか。地域コーディネーター研修についても，より充実させることがで

きるものと思っておりますので，そういったものを私どもに移管してやっていきたい

と思っています。また，生涯学習課で実施している「学びのコミュニティ事業」も私

どもの方で実施してまいりたいと思っております。 

区中央市民センターの区への移管については，市全体として検討を進めてきまして，

区と市民センターが一体となった地域づくりを，市民局なども中心となりながら市全

体で検討を進めてきた中で，中央市民センターの機能を強化することで，区と市民セ

ンターが一体となった地域づくりにも資するものと考え，市民局とも十分連絡を取り

ながら進めてきたところです。 

委員：よく分からないのですが，区役所のものを区中央市民センターに分けたということ

ですよね。区役所にお願いしていたものが，市民センターにある程度，市民サービス

の件とか担うようになるのでしょうか。今まで教育局でやっていたものを，各区中央

市民センターに分配して，それから他の市民センターに分けるわけですけど，各区中

央市民センターが担う役割というのは，区役所と連携して行うということですよね。

そうすると，区役所が行っていた市民サービスとか，そういったものを全部細かく，

将来的には担っていくことになるわけですか。 

事務局：まず，平成 22 年度まで区の中央市民センターは教育委員会の組織でしたが，23

年度 5 月に区役所の区民部の一つ，課レベルの組織にしました。そのねらいは，地域

課題，まちづくりに関する情報を共有して，区役所と十分連携を取って，きめ細かな

地域づくりに資するような事業を行おうということでした。基本的には，教育局の市

民センターの事業を区役所に，専門的な言葉で申し訳ございませんが，教育委員会の

権限を区中央市民センターに補助執行してもらっているという状況です。区役所とし

ては，まちづくり推進課とか保健福祉センターなどもございますが，区中央市民セン

ターの生涯学習の機能と連携して，区役所としてのサービス向上も図るということで

す。区中央市民センターが区役所の仕事をするということではなく，生涯学習事業を

通して，区役所と区中央市民センターが連携しながら進めていく場合が増えてきてい



  9/20 

る状況です。区中央市民センターとしては，区内の各地区館と区役所の業務の連携を

進めながら，より地域に密着した，きめ細かな地域づくりに資するような業務を行う

ことを目指してやっているところです。 

会長：確認ですが，今回のこの提案は，中央市民センターと生涯学習課との二者の間での

業務の再編と理解したのですが，それ以外の区中央市民センターや地区館との関係が，

これによって変わるということはないと考えてよろしいでしょうか。 

事務局：基本的な関係としては変更ございません。ただ今後，私どもが人材育成の機能を

高めていく上で，そういった区中央との連携あるいは地区館との連携を十分図ってい

く必要があると思いますので，より連携を深めていきたいとは思っております。今回

の見直しで関係自体が変わるというものではございません。 

委員：教育局の生涯学習課と市拠点館である市中央市民センターの所管業務の再編という

のが，第一次的な目的と考えてよろしいのでしょうか。 

事務局：一つの課題として考えていたということです。やはり大きな課題として，区役所

に区中央市民センターが移管し，体制も整ったということで全市的な人材育成機能を

強化していく必要があるという認識がまずあって，それ以外にもこの 1 ページに記載

のようないくつかの課題認識がありますので，それに対応することを目的に，今回見

直すということです。 

委員：今日配られているこの資料では，これまでの生涯学習課の業務と，市の拠点館とし

ての中央市民センターの業務がどのように類似しているかということが，あまり明示

されていないと思います。概要の最後に業務再編後の生涯学習課の役割が書いてあり

ますが，業務再編前の生涯学習課がどのような仕事をしていて，そのうちのどの部分

が市の拠点館に再編するのかということが分かりづらいというか，この資料だけでは

読み取れないと思っていました。社会教育施設の職員研修や人材育成を市の拠点館に

担わせるというお話ですが，それ以外のことでも何か，生涯学習課から市の拠点館に

機能が移転するようなことというのはあるのでしょうか。 

事務局：2 ページの下の二行について，ここは一般的な用語で書いていますので，業務再編

前と後ということでは，ここについては変更はありません。ただあらためて一般用語

として，業務再編後の生涯学習課ということで，確認の意味でここに記載しておりま

す。生涯学習課も研修とか講座などもやっております。高等学校の開放講座などは，

私どもの方で取り組んだ方が一体的総合的に取り組めると考えておりまして，そうし

た個別的な事業を見渡すと，類似しているものもあるということで，再編を考えてい

るところです。 

委員：現在の生涯学習課は，いくつの係に分かれていて，それぞれどういう名称なのでし

ょうか。 

生涯学習課長：企画係と生涯学習係の二係体制で，企画係は生涯学習施策の総合的な企画

調整というような課の主管業務的なところ，それから各種社会教育施設，メディアテ
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ークや大倉ふるさとセンター，天文台，こうした施設の所管，管理をしております。

生涯学習係は市民センター事業のようで，小規模な，全市的に市民センター事業のよ

うに大々的に行うものではなく，対象者が非常に限られているような事業を持ってい

ます。生涯学習係の事業の大半を占めますのが，学校教育と連携した生涯学習，例え

ば社会学級事業，マイスクール事業，放課後子ども教室といった学校を中心として行

う社会教育活動を所管しています。研修についても一部生涯学習係で担っておりまし

て，社会教育施設の職員や，学校まわりの事業に従事されている地域コーディネータ

ーの方，放課後子ども教室のコーディネーターさんを集めた研修なども一部担ってお

ります。そういった研修部門を，市拠点館の機能強化の中でそちらに統合再編しまし

て，研修については体系的な研修体系をとり，人材育成機能を強化することができる

のではないか，そういう趣旨で業務の再編を行いたいと考えております。 

委員：生涯学習課がやっていたものを市民センター側がやっていくといったところは，市

民力とかいろいろなことを考えると大きなアクションになると思います。ただ，語弊

があるかもしれませんが，今まで生涯学習課が窓口になっている研修等々が，今度，

区の中央市民センターとか中央市民センターがやった時，例えば，お手紙が来ました，

じゃあそれは皆さんにインフォメーションしなきゃという，ただ文章を誰かにあげる

とか，そういう感覚は，どうしても課が変わったりすると出てくるのが現状です。今

度，区中央や拠点館がいろいろなところをコーディネートしていくといった時，そこ

が実際にやるから，生涯学習課はただ共有するだけでいいとか，そういうイメージは

ないんですよね。実際に一緒に今までやってきた部分でも，なかなかすそ野が広がっ

ていかないのが現状です。本当に届いてほしいところになかなか行っていない現状で

す。要は，担当課とか担当部局が変わって連携していくと言っても，気持ち的な協働，

中身のある協働，業務が整理整とんされるのはいいですが，連携といった言葉だけ進

むようなことではないということを確認させてもらいたいと思います。 

生涯学習課長：そのへんの課題認識は私どもでも十分持っております。例えば研修参加者

のすそ野を広げていくといった取り組みは，やはり名実ともに連携して，どこが所管

だからということではない，真の連携が必要だと思っています。今回その業務を引き

継ぐにあたっても，例えば，効果的だと思って今こんなことをやっているということ

を含めて情報を引き継ぎ，実際の研修の開催なども，所管が例えば生涯学習課であっ

ても中央市民センターと共催で行ったりとか，学びの連携推進室の方と共催したりと

か，そういった取り組みは行っておりますので，組織的な連携ももちろんのこと，さ

らに一歩進めて真の連携も当然追及していきたいと考えています。 

委員：外部機関との連携という中で，福祉団体とか大学等々との連携というキーワードが

出てきていますが，これは非常に聞こえがいいキーワードで，実を伴っているかどう

かという部分が非常に問題だと思います。仙台にいると，「学都仙台」という言葉を聞

き慣れすぎていて，教育機関と連携が取れているような錯覚を持ってしまいますが，
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前職で三年間山形県内の大学におりまして，あちらの状況を見ていると，県立大学が 4

つ，公設民営の大学が 2 つ，そして地方国立大学があって，非常に地域に密着した組

織体制が取れています。コンソーシアム組織と教育機関の連携も非常に密で，市民向

けの講座が大学の責務で，地方自治体の付託を受けてやっています。公設民営の大学

で地域連携部門のセンター長をやっていましたが，大学の地域貢献という意味合いを

超えて，市町村になり替わってやるべきところという意識を，教育機関側が持つんで

す。 

一方で，仙台市の大学・高専等々，コンソーシアム組織にすべての教育機関がぶら

下がっていますが，一教員としてコンソーシアムとの関係はほぼ皆無です。ぶら下が

っているという認識がない。コンソーシアムのやっていることは，自分たちが抱えて

いる学生をどう育てるかということが第一のミッションになっていて，本来的な地域

貢献をやれていないと思います。これは，地方国立大学が二つ，県立大学が一つとい

う状態が問題だと思います。もし仙台市として主体的に，大学等との連携をやる意識

があるなら，そのための連携組織を作るくらいの意識でなければならないと思います。

これは，大学人が顧みないといけない部分ですが，一方で，仙台市が作った公設の大

学がない，公設民営の大学がないという状況なので，ここを一歩踏み出さないと本質

的な連携にならないのではないかと考えています。なかなか回答を求めることも難し

いとは思いますが，課題認識としてはぜひ皆様に持っていただきたいと思います。 

会長：要するに担当部署を変えただけで，連携できなかったものができるようになるとい

う，そんな簡単なものではないのではないかということだと思います。何か具体的に，

ここがこう変わるということがあれば，補足説明をしていただきたいと思います。 

事務局：連携についてということですが，大学，福祉団体，民間企業，そうしたところも

含めた，生涯学習活動を行っている機関は結構あると思います。そういったところと

の連携は，今のところはなかなか進んでいないと思っています。もちろん，大学の先

生に講師をお願いしたり，一緒に講座をやったりということはありますが，一緒に協

働事業をやるとか，そういったものにはまだ進んでいないように思っています。国か

らも，これからの生涯学習は自前主義だけではなく，ネットワーク型と申しますか，

関係機関との連携・協働によって進めていくべきという考えも出されております。そ

うしたものも踏まえまして，私どもはまず，進んでいる事例等も調査しながら，仙台

としてどういう形で連携を進めていくことができるのか，調査研究から進めて，今の

ご指摘のようなご意見も踏まえまして，今後検討してまいりたいと思っております。 

会長：連携することを考えるとき，市民センターにとって大学や高専などの教育機関との

連携がどういう意味を持つのか，逆に，教育機関の側にとって，市民センターと連携

することにどんな意味があるのか，そういう本質的な議論はこれまでほとんどされて

こなかったのではないかと思います。そのあたりを検討課題にしていただきたいと思

います。 
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私からも質問ですが，今回の生涯学習課の事業と中央市民センターの事業との再編

を考えたとき，市民センターの機能が変わるということについて，公運審には今回ご

報告いただいているわけですが，生涯学習課の役割も変わるということになると，社

会教育委員の会議の方では，今回の議論をご提案されたのかどうか，もしそれが済ん

でいるのであれば，どんな話が出たのか教えていただければと思います。 

事務局：実は一昨日ご説明したところです。いろいろご質問をいただきました。どういっ

たことを新しくやっていくのかとか，どう変わっていくのか，生涯学習課との関係，

そういったご質問をいただきました。また，充実させていく上では，予算や人員の面

でもきちんと対応をお願いしたいというご意見もありました。予算や人員については，

現在予算要求等を行っているところで，まだ結論は出ておりませんが，私どもとして

は十分努力していきたいとお答えしました。基本的に，内容についてはご理解いただ

いたと言っていいと思っております。 

会長：まだよく分からないところ，あるいは，今後具体化していくとき，どういった考え

方を重視してほしいといったようなご意見などを含め，自由に発言いただければと思

います。いかがでしょうか。 

委員：今回の案について，現状背景から課題認識について，私もこの通りだと思っていま

す。特に人材の育成や供給，こういうものを強めていくというのはとても大切なこと

で，これは地域でも強く求められていることだと思います。しかしながら，2 ページの

仙台市基本構想におけるこの生涯学習に関する件で，ひとつ懸念があるとすると，こ

の基本構想は，震災の前に策定されて，それが今もベースになっています。この次に，

基本計画，震災復興計画がありますので，だいぶ方向としては軌道修正というか，厚

みを加えられている面がありますが，基本構想等の把握については震災の前という分

もあるわけです。学びを大切にしていくことはもちろん賛成ですが，東日本大震災を

我々は経験してしまいました。市民の皆さん，そして行政やさまざまな立場の皆さん

は，やはりこの現実を経験しなかったこととして進めるわけにはいかないと思います。

ですから，ここの③の，復興を支える担い手づくりとか，学びを通じた人づくりを地

域課題の解決に向けても取り組んでいくという部分については，その意味では，以前

と違った部分が入ってくる必要があると思います。 

二つ目は連携という言葉です。確かに教育委員会の方で，さまざま生涯学習の機能

についても検討されているわけですが，実際に地域の現場に行きますと，例えば市民

局との連携もあれば学校の連携もある。区と市役所の違いもあります。区に行けば市

の方と言われ，市に行けば局が違うと言われて，教育局に行ってくれとか。市民セン

ターの講座の件でもあります。そして災害対策とか防災ということになると，いやそ

れは消防だと。そして消防に行くと，それは市民局です，と堂々巡りになる。これは

一つの例ですが，やはり主体性と言いますか，どこがイニシアチブをとっていくのか，

コーディネートしていくのかということについて，大変苦労している現状があるので



  13/20 

はないでしょうか。機能強化ということであれば，ぜひそんな点を踏まえて，しっか

りとした体制をとっていただきたいと思います。 

三点目ですが，市民に分かりやすく発信し情報提供していくという表現もありまし

た。分かりやすく，寄り添って，市民にとっての組織とか施設ということであれば，

名称を変えていくのも，私は有効な策ではないかと思っています。 

委員：二点ほど意見を。一点目は，この文章中のキーワードとして，市民協働による地域

づくりの推進という，これは仙台市もですし，各関係部局としても中心的なテーマに

なってくる部分ですが，どうも市民という言葉と地域という言葉はある種，同床異夢

と言いますか，本当にクロスしてくるのかどうかと感じます。というのも，この文章

の中でもそうなのですが，地域づくりといった場合にイメージされてくるのが，町内

会や自治会，コミュニティ組織，こういったものは，現在加入率が低下しているとい

う議論はあるにしても，やはり中心になってくる部分だと思います。一方，市民協働

というように言われた場合には，市民団体・NPO という話になってくるかと思います

が，両者がどこでクロスしてくるのだろうかというのが大きな課題・テーマではない

かと考えています。以降のことはうろ覚えですが，仙台市の基本構想・基本計画の中

には「市民協働」という言葉と並んで「地域協働」という言葉が盛り込まれていて，

その拠点として区役所が存在するという話があったのではないかという記憶，もしか

したら誤解があるかもしれませんが，そういう部分で地区館・拠点館の話というのが，

あるいは区の中央市民センターが区民部へ移管するという話があったのだろうと思い

ます。市民という言葉がどうも個別化しているというか，アトム化している，原子化

していると言いますか，集合体として地域づくりという場合には，住民集団という形

で存在しますから，この文章の中に町内会であったり自治会であったり，コミュニテ

ィ組織が出てこないというのは，受け皿としてどうなんだろうかということを，「地域

づくり」といった場合に感じるというのが一点目です。 

二点目は具体の話になりますが，この中に連携協力先として，福祉団体という言葉

が盛り込まれています。いわゆる社会福祉協議会的なものがどこまで想定されている

のでしょうか。例えば，震災復興の中で地区館，拠点館もそうだと思いますが，いわ

ゆるみなし仮設・借り上げ住宅に入居している人たちのサロンを地区館で行っていて，

その中で地区館の職員と社会福祉協議会の職員との交流が進んでいるということがあ

ります。復興公営住宅，これは宮城野区のケースですが，社会福祉協議会と連携して

見守り体制を考えているという部分があります。翻って考えてみますと，社会教育主

事が拠点館に置かれていると思いますが，平成 23 年 5 月から各区同様と思いますが，

まちづくり推進課に地域連携担当職員が置かれていたり，さらに平成 25 年から CSW

という，コミュニティ・ソーシャルワーカー，いずれも地域に関わるような人たちが

置かれています。その人たちが同じような地域を，視角・アングルは異なるにしても，

対象にしていて，ここの連携をどういうふうに取っていくのか。つまり，社会教育主
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事，地域連携担当職員，コミュニティ・ソーシャルワーカー，同じまちづくりです。

一方は教育，一方は福祉，一方は自治というところ，切り口は若干異なりますが，同

じように同じ地域に関わっていく人たちの関係をどう作るのか。おそらくそのことは，

今後公民館運営審議会なり市民センター，中央市民センター・各区拠点館の役割とし

て考えていくべきところではないかと思います。 

会長：今のお話は，市民センターの事業を実施するにあたって，人づくりという面と，そ

れが地域づくりにもつながっていくということが，具体的にどう絡むのか。市民と地

域との関係をどう考えるのかということが，普段市民センターでさまざまな事業を実

施されている中で，どんなことをどう認識しながら仕事をされているのかということ

の問題でもありますし，同時に，それを市役所のさまざまな部局等々の関連でどこが

どう取り組んで，そしてそれがどう連携して，全体として効果が上がるためにはどう

するのかという体制作りにも関わる問題でもあり，非常にいろんなことを含んでいる

ご意見でした。 

事務局：市民センターの施設理念と運営方針というのがあります。市民センターは，生涯

学習の拠点，市民の交流の拠点，地域づくりの拠点，この三つの機能を持ったものが

市民センターだとしております。最後の地域づくりの拠点というのは，地域づくりを

担っていく地域の人材育成を図ることによって，地域づくりを行っていくのが市民セ

ンターの役割だと認識しています。実際に地域に関わっているのは地区館ですが，そ

の地区館の職員の資質の向上，地域の方々も含めた人材育成を行いながら，そうした

方々が地域で集まり活動していく，その土台となるような人材育成に，市民センター

としては関わっていきたいと思っています。交流拠点ということで地区館としては，

その地域の団体，町内会や社会福祉協議会，地域包括支援センターとか福祉団体が入

るところもありますが，そういった地域の団体のコーディネートを行いながら，その

地域での活動を支えていく，貢献していきたいと考えているところです。 

委員：非常に重要なご指摘をいただいたと思います。コミュニティ・ソーシャルワーカー

は，社会福祉士の技能をベースにしていますので，個別の課題解決にあたって傾聴す

る，話を聞きとって，それをしかるべき施設に持ち帰って課題解決をするという一連

の流れを橋渡しできる能力を持ったスタッフです。一方で，区役所の地域連携担当職

員は，一般的に職能が明らかになっていないので，どうやって育成すればいいかよく

分からない。その開発からやらないといけないし，持ち帰った部局がその課題解決に

きちんと向き合える責任感を持っているかどうか。まさに市民センターと生涯学習課

がそれをできるかどうかということが，問われるような問題点の指摘だと思います。 

もうひとつ，従来は，職員が走り回れば地域の課題は解決するのではないかという

思いがあったかもしれませんが，社会福祉的な課題は個別の人ベースの課題なので解

決しやすいのですが，地域の課題・社会の課題はなかなか複雑で，職員一人が走り回

って解決するものではなく，それに対してどうやって組織として，全市的に対応して
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いくかというところも含めて構築していかないと，絵空事になってしまいます。そう

いうものを考える上で，非常に重要な問題提起をしていただいたように思います。 

委員：市民センター独自で地域づくりはできないと思いますし，走り回っても課題解決に

はならないと思います。ですから前回，第 1 回委員会のとき，市民センターが地域を

巻き込んでいないし，地元と話し合ってもいないのではないかというようなご指摘を

いただいたのを憶えています。地域を巻き込むということは，連合町内会を巻き込ん

で，連携しながら地域づくりを，互いに課題を共有化して方法をとらなければいけな

いと思います。一市民センターが動いても誰も向いてくれません。連合町内会なり福

祉団体なり，地元の社協とか，たくさんあると思いますが，それらとひざを交えた意

見交換会をしながら，共有化しながら，一つずつ市民センターが中に入ってその橋渡

しづくりをしていくのが必要ではないかと思いました。 

そういう意味で，少し期待したいと思ったのは，生涯学習の支援体制の強化充実と

いうお話もありました。社会教育施設職員研修ということは，施設の方々の職員研修

をさらに強化して育成を高めると。それからもう一つ担うべき機能のうちに，市民協

働による地域づくりの推進に向けた人材育成とあります。地域コーディネーターの育

成というお話がありましたが，地域づくりのコーディネーターというのは大変重要と

思いますので，ぜひ実践していただきたい，育成に力を入れていただいて，地域づく

りに主眼をおいた市民センターの運営をやっていただければと思います。 

委員：地域としては，地域で困っている課題と市民センターでやっていることが少し違う

のかもしれません。地域では役員になってくださる方がいなくて困っているのが現実

です。高齢化が進んでいて，63 才か 65 才ぐらいで仕事をやめても，動けるうちは働き

ます。働けなくなってようやく地域に落ち着くのですが，その時には働けないぐらい

ですから，もう地域では活躍できない状況になっているのが現実です。市民センター

では，若い男性を集めて，男子会という会を作ってさまざまなことをやっているよう

です。料理を作ったり，たまには飲んだりしているようです。その方々は仕事を持っ

て一所懸命がんばっている方々で，土曜日とか日曜日，時間のある時に集まってさま

ざまな課題を話し合ったりしています。市民センターとすれば，その方々を集めてさ

まざまやっていることで，地域の人材を作っていると思っているのでしょうが，その

方々は現実には仕事で目一杯で，地域で何かやってくださることはないわけです。で

すから，地域で起きている状態を踏まえたうえでやっていかないと，地域で生きたり

しないということです。 

うちの方で本当に困っているのは買い物難民です。そういうことが現実で，市民セ

ンターがどうあるべきか。うちの方の市民センターは「ふれあい祭り」を年に一度，

連合町内会や学校も絡みながらやっていますが，別のところの市民センターでは，も

う地域は絡むべきではないと。市民センターでいろいろやっている方の発表会にすべ

きということで，地域が手を引いています。そういう現実を踏まえた上で話し合って
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いかないと，なかなか市民センターになじむことが難しいと思います。 

私も市民企画でさまざまやってまいりましたが，市民センターに行くと何か頼まれ

るからなるべく行くなよ，行くとつかまって何か頼まれるぞと，こんな声が聞こえま

す。市民センターの職員もさまざまな課題を抱えて，やらなければいけないことがあ

って一所懸命です。ですから，行くと実はこういうことで困っているんですとか，人

を集めてくれないかとなります。あちらに足を向けないようにした方がいいという声

もありますので，参考までに申し上げました。 

委員：今までの話を聞いていて，中央市民センターの機能強化を考えると，今まで以上の

ことをやることになる，そこから始まると感じました。それと同時に，区の拠点館も

一緒に始まるのかなと思います。市民局，区のまちづくり推進課とどうやってやって

いくかというところに，どうしても現場は頭が行きがちですが，今まで培ってきた地

域との協働とか関係を大事にして，そこを本当に協働してつないでいく役割が，中央

市民センターと拠点館には重要になると思います。そこをやるためには，地区館への

マネジメントを共有して，こういう像を目指してやりましょうとなるか。職員や管理

者の皆さんたちがどういう見識を持って，資質を向上させて，市民と地域の協働とい

ったところをどうやってつないでいくかといったところにかかっているような気がし

ます。 

委員：生涯学習課と中央市民センターとの機能の線引きを明確にするのはいいことだと思

います。というのは，学校現場でも市民センターの業務を考えたとき，中央市民セン

ターの方なのか生涯学習課の方なのかという部分が現実的にあったりします。そうい

うところが今後明確になると思うので，それを受けて考えて動いたりする人間として

は，明確になっていくことで，より一本化されていくと思って，ありがたいことだと

思います。いろいろなことで連携と出てきていますが，60 館もあれば，さまざまな現

場・現実があると思います。今お話しいただいたマイナス面だけでなく，プラス面と

考えられるような活動をされているところも多々あります。そういうところを，中央

市民センターの方で集約しながら，基本構想をもとに各区の方向・各地区館の業務内

容等をさらに明確にコントロールしながら進めていかれると思うので，今後より良く

なるのかと思います。 

例えば泉区内ですと，たくさん大学があります。大学の方は，地域貢献とか学校と

の連携を強く考えてくださって，いろんな意味でアプローチしてくださっています。

それを泉区内の地区館とか泉区中央市民センターが受け，各学校もそれぞれ受けなが

ら，結構活発に連携をしています。集約しながら，より効果的，体系的にやっていけ

ば，より連携が進む，深まると思うので，そういうところをうまくコントロールして

いっていただければと思います。 

委員：生涯学習支援体制を充実強化するために，市拠点館の機能を強化するということだ

と思いますが，そうなった場合，市民にとっての窓口が市拠点館に統合されるような
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イメージを，この資料を見ると思います。そうなった場合，教育局の生涯学習課とし

て，もちろん今までやっていたように総合的な企画調整の機能は引き続き担うのでし

ょうが，直接市民と対峙しない，対峙しないわけではないでしょうが，市拠点館の方

に機能が移るという状況でグランドデザインを担うのでしょうか。それとも，総合体

系的な学習機会，グランドデザインというのはつまり，総合体系的な学習機会の提供

ということだと思いますが，そこも全部市の拠点館の方で担うということになった場

合に，生涯学習を推進する施策は具体的にどこが統合することになるのかということ

が少し心配です。 

生涯学習部長：仙台市としてどういう取り組みをしていくかという点については，生涯学

習課が担います。それに対するさまざまなご意見を伺う場としては，社会教育委員の

会議とかもあります。現場の心配もされておりましたが，学校教育との関係でさまざ

まな，放課後子ども教室や学校施設開放事業，社会学級さんはじめ PTA の方々との関

係など，いろいろなところから地域のありようについての情報を把握しながらやって

いける部分はあります。市民センターを通じた中での事業展開については，生涯学習

課というより，そこは基本的には中央市民センターが担う役割になってくると思いま

すので，そこの中での棲み分けはしなければいけないと思います。 

会長：先程の説明では，学びのコミュニティ作り推進事業は市民センターの方に移すとい

う趣旨だったと思いますが，まなコミは今までの取り組みを見ると，地域の組織の中

に学校の先生方も入っていたり，活動そのものの中に社教主事の先生方が入ることで

上手くやっているようで，学校教育との連携ではないかと思っています。生涯学習課

の方は学校教育と連携とした事業は残すという趣旨の説明とうまく整理できていない

ので，その辺を教えていただきたいと思います。 

生涯学習部長：学びのコミュニティ推進事業は，予算的なものは生涯学習課が担っていま

すが，運営そのものは地区館に協力をいただいてやっています。基本的には，中央市

民センターと言うより地区館の事業であって，その中で学校と関わりを持っていただ

くという流れになってきています。地区館の方も，さっきのお話にありましたように，

どちらか分からないというような状況もありますので，逆に中央の方が，区内の学び

のコミュニティ推進事業の連絡会を作っていただいたりして，その中で情報交換して

いただくとか，そういう流れも生まれています。 

委員：今学校では，学校支援地域本部の立ち上げをだいぶ急いでいます。平成 27 年，28

年までに全部の学校で立ち上げるとありますが，これとは全く別なのかどうかも含め

て，その辺の考えを伺いたいのですが。 

生涯学習部長：学校支援地域本部事業は，学校教育部が中心でやっています。基本的には

中学校区ごとに作るイメージで進めています。放課後子ども教室でコーディネートさ

れている方が学校支援本部のコーディネーターも兼ねてやったりとか，互いに人材育

成しながら生涯学習事業を通しての人材育成をしながら取り組んできている所です。
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今でも連携を取りながらやっていますが，所管の違いがある中で進め方の違いも出て

くると思います。 

委員：確かに分かりづらいところがあります。学校を取り巻くさまざまな地域力を取入れ

るということで，いろいろなものが今，文部科学省も含め入ってきています。実を言

いますと，学校職員の中にもそれがうまく理解できていない場合も現実的にはあった

りしますが，支援本部に関しては，地域の方のお力を学校の教育活動そのもの，直接

的な教育課程内の活動そのものに力添えをいただいて，幅を広げ，深め子どもたちの

学ぶ場面を豊かにしていくというのが支援本部になると思います。その中には，直接

的な学習指導の支援もあったり，学校施設の支援もあったりと，いろいろあると思い

ます。 

それに対してまなコミは，学校教育ではなく，土曜とか日常，子どもたちが学校を

離れた場面で，いかに地域の方の力をいただきながら，豊かな体験をしたり，豊かな

学びをする，そのお手伝いをしてくださる方々の集まりが，まなコミだと思います。

ですから，土曜・日曜，長期休業等の学校の教育活動以外の場面を担っていただいて

いると思います。 

放課後子ども教室に関しては，学校施設を基本的に使っている所が多いですが，形

としては，一回家に帰ってから，放課後の居場所になるのが子ども教室で，また，学

校内を使っているのですが，形としては学校とは違う場所での活動ということです。

外から見るとなかなか分かりづらいかもしれませんが，それぞれの役割があって，大

変ありがたく，いろいろな意味で地域の方にお世話になっています。 

委員：学校や教育の所では整理がついているし，その目的やねらいは違うのかもしれませ

んが，地域側からすると，学びのコミュニティと学校支援地域本部と放課後子ども教

室で，声が掛かって召集される人間が同じだったりするわけです。ところが学校だけ

でなく同じ事が，例えば今，地域版避難所運営マニュアルという防災の取り組みを連

合町内会長さん始め皆さんやっておられますが，まちづくりと防災，地域福祉も，そ

ういうものもだいぶ高齢化が進んでマンパワーが少なくなっていて，入り口が違うの

ですが，やる人間が同じであるとか，そういうことが，地域側に来る負担が非常に多

くなっています。少し今聞かせていただくと，考えとか狙いとかが整理されていると

しても，進めて行く時にはやはり，地域事情もありますし，現状を踏まえた取り組み

がないと大変ではないかというのが問題意識としてあります。 

会長：地域の方が主導権を持って，学校や子どもたちとどう関わっていくのかと考えると，

仙台市の場合は学校教育の方で担当されていていい面は確かにありますが，ただ本当

は，生涯学習課，あるいは市民センターの方で関わることで，もっと地域の側がいろ

いろ企画を立てたり，コーディネートする機能を地域自身が担っていくことができる

のではないでしょうか。文部科学省の施策としても生涯学習政策局の事業としてやっ

ているものなので，学校教育の方で担当するのは一長一短あるという話だったと思い
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ます。そのあたりも，市民センターがどこからどこまで担当するのかということに関

連した問題ということで受け止めておきたいと思います。 

委員：学校支援地域本部では，学校に事務局というか拠点を置いて，土曜，日曜，放課後

の有効活動策を考えてやっていますが，それは学校と地域がかなり太いパイプで運営

していると思います。そこには社会学級の委員長さんや社協の人，生活学校の人，町

内会・ＰＴＡ，連合町内会長，老人クラブ会長とかたくさんの方がメンバーにいます。

そこでいろいろ意見交換していく中で，それぞれの機関が行っている事業も分かるし，

地域の状況も分かります。小学校の場合ですが，校長室でやる場合があって，それで

結構，地域の課題を出し合って，絆づくりというか，そういうものが機能しているの

ではないかと思います。ですから，それをもっと見えるように広く，そして町内会長

さんを巻き込んで一緒になって事業運営していけば，地域が繁栄するのではないかと

思います。そういう意味では，基本的な所，見えない所でもいろいろな事が事業運営

されて，横軸もできている部分もあるということ，そしてそれをどのように太いもの

にするかというのが課題かもしれません。 

委員：いろいろな会合で顔ぶれが同じというのは，私も経験していますので，やはり人材

育成，これが課題かと思いました。いかに多くの人を取り込んで，地域力として活用

するかだと思いました。 

委員：学校地域支援本部事業とか，まなコミとか，知っている人は聞き慣れた事業内容で

すが，共有するためには，こういう事業ですと文字化していただくことも必要と思い

ます。いろいろな事業の中身を分かるように，表などにしていただいて，それでその

役割とか，いろいろ話をするのもいいのかなと思いました。 

会長：それを次回の会議で出していただけたらいいのではないでしょうか。 

事務局：今回のこの提案に対して生かしていける部分や，これからの市民センターのあり

方，事業実施に当たっての，市民センターと役所のさまざまな部署との関連などを考

えるための重要な論点が出たと思いますので，これから生かして参りたいと思います。 

委員：支援本部事業とか，全国レベルから考えると違う流れが起こってきているのは確か

です。最初のスタート時点は同じだったかもしれませんが，やっていく中で，地域の

違いとか目指すものが少しずつ，それぞれ変わって来て，いろいろな所があります。 

副会長：私の個人の感想としては，市民センターを利用する市民の人たちにとって，すご

く役に立つ，困った時に役に立つ，そういう市民センターであり続けていただきたい

と思います。そのためには，研修の中身というか，現状を知る，現場を知る，本当の

姿を知る，まずそこをしていかないと，独りよがりの改善になってしまうのではない

かと思いました。 

会長：これからのスケジュールとしては，年が明けて第一回の定例会に条例改正が提案さ

れるそうですが，今日出たご意見というのは，条例に盛り込まれるようなものでない

と思っていますので，条例の部分以外も含めて，今日の話の中でこれからこういう形
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で生かしていけそうだということがあれば，事務局の方からご報告，ご説明いただけ

ればと思っています。今日はご協力いただきありがとうございました。 
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