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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 26年 1月定例会） 

○ 日 時 

平成 26年 1月 28日（水）午後 3時 30分～5時 30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，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，齋藤純子委員，斎藤康則委員，佐藤直由委員， 

丹治重廣委員，中山聖子委員 

（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，主幹兼企画調整係長 好井 

若林区中央市民センター：センター長 村上，企画調整係長 千葉 

太白区中央市民センター：センター長 森，企画調整係長 渡辺 

泉区中央市民センター：センター長 廣瀬，企画調整係長 吉田 

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 

［傍聴］ 0名 

 

○ 配付資料 

・資料１：平成 25年度の市民センター事業の評価について（案） 

・資料２：平成 25年度「子ども参画型社会創造支援事業」について 

・資料３：今期公運審の審議テーマとスケジュールについて（案） 

 

○ 審 議 

（１）平成 25年度の仙台市市民センター事業の評価について 

会長：議事録の署名人ですが，今回は木下委員にお願いします。（木下委員了承） 

では，(１)の平成 25 年度の仙台市市民センター事業の評価についてです。前の任期

の間に市民センター事業の評価について，答申という形でまとめたものがありますが，



  2/15 

これまで取り組んできた経緯については，新しい委員の方々にはご理解いただきたい

と思います。また，平成 25年度の事業を対象に，どういった考え方でどの事業を評価

していくのかということについて，今日，具体的な検討を始めることになります。最

初に事務局からこれまでの経過等についてご説明いただければと思います。 

事務局：まず，仙台市市民センター事業の評価のあり方ということで，11 月にお配りした

資料９をご覧ください。 

（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）について説明） 

続きまして，平成 24 年度事業の評価について説明いたします。同じく 11 月にお配

りしました資料 10をご覧ください。 

（資料 10 平成 24年度仙台市市民センター事業評価報告書について説明） 

以上で評価の答申と前年度の評価についての説明を終わります。 

会長：今ご説明いただいた点について何かご質問などありましたら，お願いします。 

委員：私達 11月からの任期ですが，これからいつからいつまでの分を評価し，いつからい

つまでの分を次に持っていくというか，その流れについて教えていただければと思い

ます。 

会長：では私の方から。当面の課題としては，25 年度の事業を対象に評価をします。評価

の仕方については，手探りの状態なので，どういうスケジュールがいいのかまだ議論

の余地があるところですが，例えば今年度の事業を対象にするというのであれば，こ

れから行われる事業を対象に選んで，我々委員も学習している場面を見に行って，そ

の上で評価しようというやり方があると思いますし，それが非常に有益ではないかと

思っているのですが，我々の任期とのズレ，また，その議論の準備をする時間などと

の兼ね合いもあって，今のところはむしろ，終了した事業について資料をいただいた

り，担当者の方から話を伺ったり，学習者の方からも後からとなりますが，お話を伺

って我々が評価をするということになっています。25 年度についてはそういうやり方

にしても，我々の任期の間に，26 年度の事業についても評価をしなければいけないの

で，例えば，考え方を変えて，26 年度については実際やっている場面，活動をしてい

る場面を見たいということであれば，それは我々の方で早目に準備をすれば，スケジ

ュールについては見直すことは可能ではないかと思っています。いずれにしても，25

年度についてはそれが難しいので，終わったものを今からどうやって後追いで把握し

ていくのかが課題ということをご理解ください。 

評価はそもそも何なのかということがなかなか分かりにくいと思います。答申の中

にも書いてありましたが，100点満点でこれは何点とか，5段階で中の何番目だとかと

いうような，点数を付けたり優劣を判断することを意図しているわけではなく，それ

ぞれの事業のいい所ところ，何を目指そうとしているのかということを，職員の方は
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職員の方，学習者は学習者でいろんな思いを持って見ていらっしゃるわけで，それを

我々委員の立場から，それとは違った視点で，こういうところが優れている点ではな

いか，こういうことをもっと期待したいということを，当事者とは違う視点で議論を

喚起していく，そうすることが市民センターでやっていることの意味や可能性をより

一層豊かな形で議論し直していくことにつながるということが大切なのではないかと

いうようなことを，答申の最後のまとめのところにも書きました。市民センターの果

たすべき役割や使命はどのようなものか，市民センターにどのような存在意義がある

のかを改めて問い直すことにつながるのではないかと思いますし，そうすることを私

たち委員，あるいは究極的にはあらゆる市民の中で，市民センターはこうあってほし

い，こういう所ところをもっと大事にしてほしいというような議論が活発になってく

ような，そういうために外部の人間が評価する意味があるのではないかと思いますの

で，評価とはなんなのかということを確認いただければと思っています。 

委員：資料 10 に評価視点がありました。この視点の 5 項目については，資料 10 の 2 ペー

ジに対象事業の選定経過とか理由がありますが，委員が審議してこれでシートに反映

しようとなったということでしょうか。 

会長：項目自体は，施設理念と運営方針の中で市民センターの役割が決められていて，そ

れをそのまま反映したものだったかと思いますが。 

評価項目を細かく分けすぎると，どこの項目に当てはまるのかが書きにくいという

意見も出ました。ただ逆に，何も目安がなく，全般的に感想を述べてくださいという

とピントがぼやけてしまう所もありますので，評価の視点ないしは，評価の軸を立て

て評価をしてくのかということについては，やはりその都度，その時の委員の間で検

討するしかないというように思っています。 

委員：前期では最初，どういう視点で評価するか大分議論が出ました。実際事業にも参加

していないし，見てもいないのにどうするという話があったのですが，そこは一年く

らいかけて，さっき出たような視点でやりましょうと。それから対象をどうするのか，

子どもから高齢者までたくさんの事業展開をしている中で，一体何を取り上げるか。

これは，拠点館の重点事業を対象にして，その事業がどれだけ生涯学習として効果的

に働いているかを見るべきだろうと考えました。方法については，これが 1 番大変で

した。審議会の場で資料をたくさんもらったり，事業担当者から説明をしてもらった

りして，事業内容を理解した上で最後にヒアリングという形で，実際の担当者や連携

した関係部局の方，参加者からお話を聞いたりして，その結果を報告書にまとめまし

た。その際に利用したのが評価シートで，何か視点がないと何を聞いたらいいか分か

らないので，ある程度視点を定めてそこに当てはまるようなことを聞くという形で，

それぞれの委員がまとめるという形を取りましたが，やはり難しかったです，非常に。

いろんな意見がもちろんあるのですが，実際は，この 25 年度の 3 月に終了するので，

各拠点館では事業の成果，報告書を自己評価で作ると思います。それも見ないといけ
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ないので，取りかかるのも結局 5 月ごろになってしまいます。遅くなってしまうので

すが，それを見た上で，その事業の始めから終わりまでの達成度をきちんと把握する

ということで，だから今年の冬ごろまでそれをやるということになるんですね。最初

の時，どういう視点でどういうふうにやるか方法の所で大分議論はしました。それが

ある程度落ち着いて，報告書という形でまとまっていると思います。ですから，なか

なか分かりにくいと思いますが，2年やって私たちも大分苦労したので，是非その辺り

を話してもらえるといいかもしれません。 

一つ質問ですが，今回の事業評価報告書をまとめたことに対しての何か現場からの

フィードバックはあるのでしょうか，それともまだ行われていないのでしょうか。 

会長：それは是非私も伺いたいと思っていました。24 年度の評価については，太白区の事

業を選び，実施したわけですが，現場の方がどういうふうに受け止めたのでしょうか。

答申の中にも書いてありますが，事業を実施する施設，職員の側から，是非これを外

部の目で検証したい，当事者はこう考えているけれども，もっと違う視点から意見が

聞きたいと，そうした市民センター職員にとって意味ある評価の形が望ましいとは書

いています。実際，その後どうなっているのか私たちも興味がありますし，こういう

評価をもっとしてもらった方がいいというようなことがあれば，是非それを踏まえた

上で，今後の評価のあり方を検討したいと思います。 

事務局：2月に館長会がありますので，そこでお渡しすると聞いております。その前に，太

白区の方では少しお話をされたようですので，お願いします。 

太白区中央市民センター長：今回の評価を太白区中央市民センター及び連携した区役所の

まちづくり推進課で報告内容を吟味させていただきました。ちなみに，この報告書は

区長まで報告しております。26 年度の 4 月以降の事業の企画作業も合わせながら，こ

の評価内容を踏まえて，必要と考えられる事業の見直しなども行っていこうと今，取

り組んでいるところです。 

評価報告書の中でも，区役所のまちづくり推進課と連携して行っているというとこ

ろについて高評価をいただき，我々としてもそこを基盤として，今後も事業展開して

いこうと考えております。 

一方，何点か検討，具体的な見直しのご提案もいただいておりましたので，いくつ

か，こんな方向で進んでいるということをご紹介したいと思います。これまでの事業

はもっぱら大学生を中心とした学生のみというか，そこが中心でしたが，そこをもう

少し広げていくというご提案をいただき，来年度の事業については，若者の範囲を少

し幅広に取りまして，10代中盤くらいから 30代の前半期くらいまでを広い意味での若

者として捉えていこうということで，対象範囲を広げていく方向で考えていきたいと

思っています。学生に限らず，中学生，高校生，そういった方々のボランティア団体，

ジュニアリーダーも含めた団体さん，さらには，民間企業の若手社員，ＮＰＯで活動

している若者の層とか，こういった所まで捉えて事業を展開することで，報告書でも
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ご指摘あるように，事業で取り組んだ学生さんが卒業すると，結果的には事業が途切

れてしまうのではないかという懸念にも応えていくことができるのではと思っていま

す。層が広がっていけば，一部の学生さんが卒業しても，その事業を引き続き継続し

て実施していくこともできるのではと思っています。 

さらには，学生が卒業した後のつながり方，事業の発展のさせ方，学びの成果の他

事業への生かし方，こういった部分も検討していただきたいというご指摘もいただき

ました。若者を含む地域の人々が共同して事業を実施するフレーム作りとプラットフ

ォーム形成も必要だろうというご指摘もいただき，さらには，こうした学びの取り組

みは，やはり長期間の取り組みが必要で，事業の継続・発展は必要だというご指摘も

いただいております。こういったことを踏まえて，若者対象者層を広げるということ

をやりながら，学生まちづくりフォーラムを若者まちづくりフォーラムとして継続・

実施すると同時に，そこで学んだ学生さんや若者の方々が，実際その成果を発揮する

機会を作っていく，そのためのボランティア活動も含めたさまざまな地域活動のネッ

トワーク作りを検討しているところです。そう言った意味では新たに，太白若者お助

け隊事業みたいなものを，新規事業として立ち上げていこうと考えているところです。

学ぶ事業の部分については，太白若者フォーラムで学び，そしてその成果を生かして

いく，活動を展開させていく部分については，新年度からの新規事業で上手く対応し

ていくような流れを作っていきながら，継続長期的な取り組みをしていきたいと思っ

ています。 

会長：いくつかの点について，評価結果を生かして取り組みを進めておられるというお話

でした。答申に戻りますが，太白区なら太白区の具体的な事業をどうするかというこ

ともありますが，それだけではなく，我々審議会の委員が市民センター事業のどこを

どう見ているのか，どういう期待を持って見ているのかということをまとめることが，

別の区の別の館の職員の方々にとっても，それを意識していただきながら市民センタ

ーのあり方を考え直すことにつながっていくことが，目指すところなのかなと思って

います。 

そういう意味では，今お話を伺いましたが，他の区などに今のような議論がどうい

うように届いているのか，そして今回対象になった以外の方にとって何か意味がある

ような評価のあり方はどういうものなのかということを，職員の方々からも自由にご

意見いただければと思っています。 

委員：一番こだわってきたのはＰＤＣＡのサイクルで，事業評価をした後，次にどうやっ

てアクションするのかが一番重要で，太白のセンターの方で来期に向かって次のアク

ションをおっしゃっていただいたのがとても嬉しかったです。 

ただ，その市民センターだけじゃなく，一つのこのケースを仙台市内全体で共有し

て，それを市民センターとして次にどうやってつなげていくのかということがもう一

つ大事なところだと思います。さっきのお話の中で，館長会議で今度報告するという
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ことでしたが，それはどういうことでしょうか。 

事務局：いただいてすぐの館長会でやる予定だったのですが，大変申し訳ありませんでし

た。次回の館長会で各市民センターに周知し，自分のところの今後の事業実施に生か

していくという趣旨をきちんと伝えたいと思っています。大変失礼いたしました。 

委員：そこが肝心だし，早くバックしてやらないと次につながらないし，せっかくの成果

もまずは共有していくことが底上げにつながっていくと思います。 

もう一つ，組織のマネジメント力とか職員研修のシステムとか中身とか，自助努力，

研鑽していくといったところも，一つの事業を通して市民センターがどういう状況に

あるかが分かります。そこも報告していただけると，私たちにとっても次の評価をも

っと実りのあるものにしていく参考になりますので，聞かせていただければと思いま

す。 

会長：24年度分はまだとしても，23年度の試行的評価はあったわけで，館長会議でどのぐ

らいのレベルの話し合いがされているのかがそもそもよく分からないので，例えば公

運審の方からこういう評価結果が出たということを説明するくらいなら簡単ですが，

それについて館長さんたちの間でどういう議論があったとか，その議論を受けて何か

始まったり変わったものがあるとか，その辺りのこと，何かもし覚えているらっしゃ

ることがあればお話しいただけるとありがたいと思います。 

事務局：今資料とか持ち合わせておりませんので，調べまして次回以降にお伝えしたいと

思います。また，職員研修という意味でも，来年度，より力を入れていきたいと思っ

ていますので，この答申も踏まえて考えていきたいと思っています。 

会長：その点は大事にしていただきたいと思います。事業の組み立て方というレベルだけ

の話ではなく，事業を組み立てるためには職員にどういう発想の仕方やスキルが必要

なのかということを考えると，必要なスキル，必要な資質を身に付ける，伸ばすため

には職員あるいは勤務体制等にどういう条件が必要なのかということを考えていただ

くということに，我々の評価がつながっているということを，委員の方にもご理解い

ただきたいと思いますし，そういう意味で，一つの事業を通して職員のあり方や館ご

とのマネジメントのあり方みたいなものにつながる議論をしていかなければいけない

ということを改めて確認できたと思います。 

それでは，これまでこういう考え方，やり方をしてきたということの確認は，おお

むね理解していただいたということで，いよいよ 25年度の事業を対象に具体的にどう

いうスケジュール，どういう考え方で進めていくのかの議論に入りたいと思います。 

まず，事務局の方から今日の資料の説明をお願いします。 

事務局：資料１について説明いたします。 

（資料１ 平成 25年度の市民センター事業の評価について（案）について説明） 
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会長：この資料を作るにあたって，事務局と会長，副会長との間で事前に話し合いをしま

した。評価対象として提案されていますが，どの事業を選ぶのかについて時間を割く

ことは正直難しい。すべての館のすべての事業を取り上げると千を超える事業があっ

て，それを全部見た上でどれがいいか考えるのは現実的ではないと思います。そこで，

現時点で重点事業が３つあって，23年度は住民参画問題解決型事業，24年度は若者参

画事業を選んできたので，順番からというのはおかしな話ですが，今度は子ども参画

の事業を選ぶのが適切ではないかと考えました。 

もう１つ，これまで青葉区，太白区の事業を取り上げてきたのでそれ以外のところ，

宮城野・若林・泉のどこかを取り上げてはどうかということで，このような資料にな

りました。 

それでこの後，3つの区から，どんな事業をやっているのかご説明いただくことにな

っています。その中で，それぞれ特徴があるけれども，どれに 1 番興味があるか，ど

れを対象として取り上げるかを可能であれば今回，少なくとも次回の会議では決めた

いと思います。 

委員：子どもという範囲はどの辺までなのでしょうか。例えば児童だと 18歳未満となって

います。あまりにも子どもというと，なんか小さいとかそういう懸念があるのですが，

その辺を確認しておきたいと思います。 

会長：この事業の仕組みとして，何か特に限定していることはありますか。 

事務局：中高生ですが，太白区には大学生も入っています。 

会長：大学生まで含むんですね。そうなると，若者との絡みがどうなるのかということに

もなるかもしれませんが，そこは少し置いておいて，子どもの捉え方についてはまた

後程議論があれば出していただきたいと思います。 

関わり方はおそらくいろいろあって，小中学生に焦点を当てながらも，そこにいき

なり大人が関わるよりは，例えば大学生の方が関わりやすいという，いろいろなねら

いがあるのかとも思いますので，基本的には小中学生，高校生までに焦点を当てると

いうことでいいでしょうか。 

では，具体的にお話しいただいた方が早いと思いますので，これから順番にお願い

したいと思います。 

宮城野区中央市民センター長：事業の説明の前に，宮城野区中央市民センターの自己紹介

をさせていただきます。宮城野区中央市民センターは平成 24 年 8 月に開館しまして，

開館の時点で区役所の組織という形でした。場所は，宮城野区役所の所に文化センタ

ー，図書館，別棟になりますが児童館，のびすくが併設された複合施設でございます。

その中に，現在私を含めて 6 名の職員，社会教育主事がその内 2 人ということで拠点

館事業を実施しております。臨時職員，嘱託職員含めトータル 8 名になります。地区

館事業も行いまして，ひと・まち交流財団の 4 名の職員がおり，その 4 名を私が兼務

として館長，主幹兼係長も兼務となっており，地区館事業を 6 名の体制で行っていま
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す。これは他の区中央も同様となります。 

それでは事業を説明させていただきます。 

（資料２の中の，宮城野区の事業について説明） 

会長：ありがとうございました。では次は若林でしょうか，よろしくお願いします。 

（資料２の中の，若林区の事業について説明） 

会長：ありがとうございました。ではもう一つ，泉区でしょうか，よろしくお願いします。 

（資料２の中の，泉区の事業について説明） 

会長：どうもありがとうございました。まだ正直，きちんと情報を理解しきれてないとい

うところもあるわけですが，３つの事例を通して，どういうねらいを持つ事業なのか，

それぞれの地域でどんな取組をされているのかということについて，少し理解を深め

るための質問等を出していきたいと思います。 

委員：そもそも，今回エリアとして宮城野区，若林区，泉区ということですが，評価の目

的として先進的な事例を他の地域に生かすという視点で考えますと，地域で選んでい

いものか疑問に思います。というのは，例えば太白区の事例，大学と民間企業も巻き

込みながらやっている事例はここだけかなと，5つの地区を並べてみて思いました。単

純に地区というのではなく，他に生かしたい事例を評価すべきかと思いました。 

会長：どうしましょうか，資料２に基づいてその辺りを読み取っていく，あるいは今ご紹

介いただいた以外のところからも，何かこんなことがあったらということをご説明い

ただくとか。どういうふうに進めていけばよろしいでしょうか。 

どの事業にするか選んでいく際に，確かに子どもが相手なので子どもがどういうこ

とに意欲，関心を持ったり，子どもがいろいろ成長したということも大事だし，ただ

それを作るにあたって，どういう関係機関が関わったのかという作り方でもいろいろ

特徴があるのも事実なので，今のご指摘は非常に大事なことだと思っています。太白

区を事例選択の対象として，3 つの区に限らないのではないかということでしたので，

その辺りも含めて，ご意見などあればいただきたいと思います。 

子どもが地域に参画していくということなので，周りの大人たち，周りの地域の側

にとって，子どもたちと関わる事でこんな意味があるというようなことがあると，事

業としても魅力的なのかなと思いますけど，子どもの目線で捉えることの重要性とと

もに，地域の中のどういった方々とどう関わるのかということについて，何か特徴が

あるものがあればご披露いただきたいと思います。５つも事例があるとなかなか難し

いかもしれません。どなたか具体的な質問など出していただければと思いますが，い

かがでしょうか？ 

委員：たくさんの事業を，それぞれ市民センターさんで工夫しながらやっているというこ
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とが分かりました。3つほど教えてもらいたいと思います。予算額がどのくらいで，子

どもたちの主体性をどんなふうに捉えて行ってきたのか。そして 3 つ目は，泉区では

継続の子どもがゼロと言っていたことにすごく驚いたのですが，継続性というか，こ

の事業がなくなっても，何らかの形で子どもたちを地域につなげる活動は非常に大切

ではないかと思っているので，その辺を聞かせいただければと思います。 

会長：３つの事例で絞っていきますか。では，順番に分かる範囲でお願いします。 

宮城野区中央市民センター長：今年度はまだ実施していますので決算額はまだで，予算額

としては平成 25年度は子ども事業 50万です。参考までに，昨年度の決算額は 41万程

でした。 

若林区中央市民センター長：具体的なものは持っていませんが，事業の性格上ほとんど予

算がかかりません。ボランティア活動ですので，バス代も自分でとなります。ただ，

ビブスといいますか，ワッペンとか，そういった物は消耗品費，印刷費で作りますが，

10 万前後くらいだと思います。事業は活発にはやっていましたが，ボランティアとい

う性格上，そういった形でございます。 

泉区中央市民センター長：予算は 40 万ですが，大体は講師謝礼とか，バスの借り上げ代，

食料，材料代とか，そういったものに使っています。 

会長：子どもの主体性ですが，これはその活動の中で実体としてどういう様子だったかと

いうことでもありますが，そもそも職員の方，センターの考え方としてどういうこと

を重視されているのか，そこら辺りも併せてご説明いただけるとありがたいと思いま

す。 

宮城野区中央市民センター長：アート制作物について子どもたちに考えてもらうというと

ころで主体性を出したいと考えていました。今年度の反省点として，起き上りこぼし

という枠組みをこちらで提示したことについて，物が難しかったのもあるし，大学の

先生からの提案をそのまま受けたというのもありますが，そういった点では主体性が

なかったと思います。原町小学校が商店街との連携をかなり重要視していまして，子

どもたちが出向いて柿の木マンというキャラクターをお店に貼っています。学校で用

意したステッカーを子どもたちが貼ってくださいと地域に出向いて行っているのです

が，そういった取組と連携しながらできるような形で行っていきたいと考えています。 

若林区中央市民センター長：チャイルドボランティアは，その都度，次は何をやりたいか

相談しながら行っています。継続的な活動とともに何をやりたいか。瓦礫撤去に行き

たいというのも，子どもたちから上がったことを，何とかできないかということで実

現したものです。 

泉区中央市民センター長：企画書を自分たちで作り，それを自分たちでどれがいいか意見

を出し合い，試作品はこの候補とこの候補のいい所を持ってきてこれを作りましょう

とか。試作品を作って，それをブラッシュアップしてどんなことをやるかということ

についても，いろんな意見を出し合ったとか，最後の発表会の時も，どの係を誰がす
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るかということを自分たちで分担して決めるとか，さまざまな場面で主体性を発揮し

てもらったと考えています。 

会長：3つ目の継続性ということですが，今年度に入る前のどういう流れからつながってき

て，そして来年度以降にどういうふうに繋げていくのか，そういう見通しも含めてご

説明いただければと思います。 

事務局：全体として申しますと，この子ども参画型社会創造支援事業は平成 23年度から始

まって，今年度は 3 年目になります。各区の中央市民センターでいろいろ企画・運営

していますが，3年間同じ事業を継続しているところもあれば，年度ごとに内容を変え

て，対象者も新たに募集してやっているところもございます。 

宮城野区中央市民センター長：もともと参加者が 9 名と少ないですが，その内 7 名は前年

度参加した児童の継続になっています。先程説明しましたとおり，移転した関係で 1

年目との連続性が取れませんでした。榴岡小学校を中心とした場所での宮城野区の 1

年目で，2年目からということなので，継続性については今後の課題と捉えております。 

若林区中央市民センター長：若林区の場合は同じ事業を継続しております。1年目は震災の

年でしたので，スタートが年度末に近い後半になりましたが，9名からスタートしまし

た。翌年増えまして，現在 35名，4年生以上ですので，今中学 3年生の初年度の子が

いますが，その子たちがこの先どうするか，ボランティアという性質上，スパッと切

るのがいいのか。あるいは，可能な限り続けていくこともできるかなということもご

ざいまして，いろんな展開は無理のない範囲で継続していくことを考えております。

また，この事業については，大きな予算がなくても，市民センターとしてやっていく

ことは可能と思っておりますし，児童館と連携していきながら続けていくことは可能

ではというように考えております。 

泉区中央市民センター長：1年目は七北田小学校管内の子どもたちが企画したことを実現す

る場の提供ということで，2年目は寺岡市民センターと共催して，防災をテーマにした

イベントに参画させるということで事業を進め，3年目は南中山市民センターと連携し

て，パティシエをテーマにしてやりました。毎年テーマを変えていて，来年も今はま

だ企画段階ですが，泉区内の大学と連携して，七北田地区，市名坂地区をフィールド

に，子どもたちにアート的なものをと考えています。まだ具体的には申せませんが，

継続して今年度の事業をやるということはちょっと考えておりません。 

会長：続け方というか，取り組み方もそれぞれ違った考え方でやっていらっしゃるようで

す。ただ，泉区のようにそれぞれ違った地域でやるということであっても，この事業

としては今年度限りだけれども，事業は違う，形は違うけれども，参加した子どもた

ちが，来年度以降のところに進んでいってほしいということがあったとか，過去にも

そういう展開の仕方があったとかということがあればよろしいのかなと思いました。 

委員：テーマそのものの継続というのは 1 つのパターンとしてあるのかなと思います。そ

もそもは子ども参画型社会創造支援事業というラベル，枠組は継続しているもので，
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幾つかのパターンはあると思います。館によって，当然ながら職員さんの異動や変わ

っていく部分もあると思いますが，この事業はそもそも何を意図していたのかという

ことと若干関わると思います。私自身は，ある種のモデル事業だと思います。モデル

事業というのは，その段階では 3 年という形で市民センター，中央市民センターが音

頭をとる形で組織化していく。この 3 年という時間が終わった後に，どういうふうに

その地域，この場合では子どもたち，あるいは子供会であったり，いろんな受け皿が

考えられると思いますが，そういうある種の自主的な活動，つまり市民センターが音

頭をとらなくても，なんらか地域に根付いていくということが，意図なのではないか

と思います。例えば，１年度ごとに変わっていったようなケースの場合，その初年度

やったものがどういうふうに地域の中に根付いたのか，あるいは根付いていないのか。

そういったこともおそらく，今ここは資料としては 25年度のものだけではありますが，

仮に評価をするということであれば，3年を通して，単年度型がいいのか悪いのか，複

数年度にまたがるのがいいのかどうなのかという議論は当然のパターンとしてあると

思います。その総括もしないと，おそらく評価にはならないのかなと，今お話を伺っ

ていて思いました。複数年度のパターンのものと，単年度のパターンのもの，両方評

価するというのも一つの手なのかとは思います。 

会長：そういう意味で 25年度，活動としては終わっているものでも，まだ継続中，まだこ

れからのものもあるのかなとも思いますが，何か資料としてご用意できるものがあれ

ば，またいただきたいと思いますし，今の時点で何かあればお願いします。 

事務局：今年は子ども参画型事業は最終年で，2月 1日に総括をするということで，聞いて

いるところでは，継続してボランティアが育ったというところもございます。そうい

う意味では，2月 1日の報告会で資料として出てくるものと思いますし，出ないとして

も用意の方は考えていきたいと思っています。 

事務局：今委員がおっしゃられたことは正にそのとおりだと私どもも認識しておりまして，

将来的にはそれぞれの地域で，子どもたちが自分たちの地域の課題に気付いたり，地

域の一員として関わっていけるよう，成長していけるようにということを目的として

いまして，各地域に広めたいと思っています。それで，現在行っておりますのはパイ

ロットといいますか先導的事業として，各区中央市民センターが自ら実施しておりま

すけれども，いきなり地域でということも難しいかと思いまして，まず地区館，地区

の市民センターにも広めて行きながら，全体的に将来的には広げていきたいと思って

います。今年度で 3 年間が終わりますが，引き続きまず各区でも取り組めるような形

で今予算要求をしているという段階です。 

委員：宮城野区と泉区の活動は，商品化というか制作なので，なかなか継続性が難しい面

があるのかと思います。若林区のチャボは，さりげないようですが非常に地域に密着

されている活動だと思います。地域清掃とか，宅配弁当にお手紙とか，とても素晴ら

しいことだし，被災者であるこの子どもたちが瓦礫の処理とかをやる支援活動もやっ
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ていると。すごいなあと思いましたので，この活動はせっかくなので，水平展開する

方向も含めて，市内の 60館に事例紹介等しながら広めたら，大変ないいものになるし，

子どもたちも大人になってからもいろんな面で，理解ある人間関係づくりをしていく

のではないかと思いました。これで止めずに継続していただければいいというのと，

広めていただきたいと思いました。 

会長：我々の評価の対象としても選び，是非もっと考えてみたいということの一つのご提

案と受け止めて置きたいと思います。 

他の方からも，もっと別なものもこういう点で興味があるということがあるかもし

れません。ただ今日この場で直ぐに，一つにまとまるかどうか難しいのも事実ですし，

資料３の後の成果報告会ですか，これにもありましたように，もし可能であれば，こ

の辺りの報告なども聞いた上で，もう少し検討してみたらどうかということもあるか

と思います。この会について事務局から何かご説明はありますか。 

事務局：3回に分けて行います。子ども事業と住民参画事業は今年が最終年度ですので，総

括的な部分はあります。若者事業は今年 1 年目で，また少し違った形になります。各

事業の説明をして，区のプレゼンした後，ワークショップ行い，コーディネーターか

らお話をいただくことになっています。 

会長：5つの区全部の事例報告があって，それについてのディスカッションなども用意され

ているようなので，もし都合のつく方は自由に参加してよろしいということですね。 

事務局：ご都合のつく方は，ご参加いただければと思っていますし，成果報告会の時の状

況を何らかの形で次回お伝えできるか検討しまして，例えばビデオですとか，当日の

資料ですとか，そういった形でもう少しお伝えできるかどうか，検討させていただけ

ればと思っております。 

会長：この後どういうように進めて決めていけばいか，何かご意見とかご提案などもあり

ますでしょうか。次回まででいいのか，あるいはそれまでの間に何らかの意見を出し

ていただいてとか，具体的な議論を進めなければ，後のスケジュールが心配というと

ころもありますが，なかなか決めるまでが難しいと思っております。こうやって決め

たらどうか，決めるためにもう少し情報がほしいということなどありますでしょうか。 

委員：どのケースもいろんな意味で次につながると考えていますが，もう 1 つの視点，こ

の事業に職員の皆さんがどういうスタンスで関わったのかといったところも次回まで

でいいのでお聞かせいただければと思います。 

それと，3つはそれぞれ違うケースですよね。自己評価の中に課題で出ている部分が

あり，例えば宮城野区の場合は開館して 2 年目ということで，試行錯誤のところで非

常に正直な課題というか，これからどうするというところがすごく伝わってくる課題

もあり，次につながるというところでの課題の見方というのもひょっとしてあるのか

なと思いました。泉区と若林区はある意味，区中央市民センターとして 10年云々たっ

ている中での，いろんなところもありますが，新しくできた区中央市民センターとい
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った捉え方もあるのかなと思いました。 

委員：それぞれの事業そのものが，目的とか基本になっている考え方がそれぞれ特徴ある

ものだと思いますし，今この段階で，私自身はどれがとは言えません。それぞれすご

いなあ，いいなあと思って伺っておりました。継続性が大事なのか，単年度で何をそ

の子たちに残していくのか，それはまたそれぞれ目的が違っていたと思います。もう

少しお時間をいただいて，考えさせていただけるとありがたいと思っています。 

今仙台市は小中学生対象に自分作り教育を推進しています。25 歳になって社会を支

える社会人を作るということで取り組んでいますが，どれもそれに関わっているもの

かなと思います。学校の視点から見ると，学校でできないことを市民センターだから

できるというのもあると思いますし，そこら辺が１つ観点としてあるのかなと。市民

センターだからこそできる事業というのを，今後特化していくのが必要なのかなと。

学校もいろいろ思い悩み努力しているのですが，こういうのも参考になるかなと改め

て思いながらも，市民センターだからこそできるもの，対象の地域も範囲も，そこら

辺もう少し総合的に私自身見させてもらうとありがたいと思います。ですから次回ま

で，是非お時間をいただければと思いました。 

会長：貴重なご指摘でした。それでは会議の終了予定時刻がすでに過ぎてしまっています

が，なかなか決まりそうもないので，すみませんがこれは次回までの継続にさせてい

ただきたいと思います。ただその会議までの間に，何かご意見をいただいたり，ある

いはこういう点について教えてほしい，資料がほしいということがあれば出していた

だくような，事務局を通して意見のやり取りをさせていただくことにしたいと思いま

すが，いかがでしょうか。 

事務局：先程のご意見についてですが，大変勝手ながら，事務局としての希望といたしま

しては，やはり地域での取り組みという面で，各区の状況を見ていただきたいと思い

まして，これまで評価してきていなかった宮城野と若林と泉をご紹介させていただき

ました。これ以上選択肢を増やすと皆さんの選択も難しくなる可能性もありますので，

できればこの 3つの中からお選びいただきたいと思います。 

会長：そういった事情ということで，それでは資料１にあるとおり 3 つの事業，今日ご紹

介いただいたものの中からということで。どう選んでいくのか，具体的にこれがいい

とか，こういう観点を重視したいとか，もっとこういう点について教えていただきた

いということを，委員と事務局とやり取りできるようにしておきたいと思います。 

事務局：決めていただいたときは，前年度，前々年度の取り組みについても資料は用意い

たしまして，3年間の取り組みということで見ていただく形になると思います。ですか

ら，過去 2 年間の取り組みも踏まえながら，今年度の取り組みを評価いただくという

形になると考えております。 

会長：どの事業を選ぶのかによって，その資料のあり方もまた変わってくるような感じも

しますが，その辺りはいずれ事務局に相談したいと思います。 
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（２）今期審議会の審議テーマについて 

会長：この審議会の役割として，2年間の任期の中で 2つの事例を選んで評価をするという

のは大事な役割ではありますが，それ以外にもまだやらなければいけないことがあり

ます。時間を過ぎて申し訳ないですが，資料 3 について，簡単にご説明いただければ

と思います。 

事務局：今期の委員の皆様にまずお願いすることとして，ただ今ご審議いただいた評価に

ついてです。もう 1 つは，それ以外のテーマを決定して，それに対する事業の企画に

関する調査とか，審議もお願いしたいと考えております。 

それで資料 3，そのテーマについて本日，ご説明する予定でございましたが，時間も

押しております。1番のテーマとして，ここに 5つ程記載しておりますが，こういった

ことを事務局で例として考えました。ただ，これに限られるものでなく，皆様からこ

ういったこともということがございましたら，お聞きしながら決定していきたいと考

えておりますので，ご検討いただければと思っております。 

これまでの審議内容は 2 番目に例として記載しております。今回この資料を詳しく

ご説明して，ご意見も踏まえて次回の 3 月に審議テーマを決定したいと思っておりま

したが，1回ずらして，5月にテーマ等の決定という形がいいのではないかと思ってお

ります。実際 7 月から審議に入っていただくとなると，事務局として準備の都合など

もありますので，会長，副会長にご相談させていただきながら，今後のスケジュール

は決めていきたいと思います。 

また，この資料の 3月 25日の備考欄に，施設理念と運営方針の改定案についての報

告とございます。現在，前期の方から，施設理念と運営方針の改定案についての意見

書をいただいておりまして，それを踏まえての見直し作業を行っております。12 月の

臨時会で若干ご説明しました，私どもの機能強化の内容も含めた見直しも必要だと考

えておりまして，それについても次回 3 月にご報告させていただきたいと思います。

まず，案という形で事前に皆様にご覧いただき，ご意見等もお伺いしていきたいと思

っています。そういった形で今後進めていきたいと思っておりますので，よろしくお

願いいたします。 

会長：基本的に，自由にテーマを選んで 2 年間かけて議論したり，場合によっては調査の

ようなものもやりながら，自分たちで調べたことを最終的に意見書なりの形にまとめ

ていくことになります。 

前の任期の平成 23 から 25 年は，センター長さんから諮問があって，評価のあり方

について検討するよう指定されたテーマでしたが，それよりもっと前の任期の中では，

委員の方で自由にテーマを選び，そのテーマについての議論を取りまとめて出してき

たことがあります。 

今回はどんなテーマを選ぶかということで，今日は例として 5 つ出していただきま
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した。①は評価のあり方についてなので，正に今やっていることをもう１回整理し直

すということのような感じがします。⑤の事業運営懇談会についてというのは，答申

の中にもあったのですが，外部評価は公運審だけで行うのではなく，むしろ各地区館

の地域ごとに，懇談会というものを設けているので，そこで評価していただくことも

大事なのではないかということです。そういう意味で⑤も，評価のあり方と結びつく

テーマで，具体的にどうしていけばうまく回るのかということを考える大事なテーマ

かと思います。それ以外の②，③，④は，実際市民センターで取り組んでいる課題，

具体的なその事業のあり方についてということになります。③は今日のテーマにも少

しからんでくるところがあります。ここに挙げているものは，あくまでも例として考

えていただいて，他にも，こんな点が大事なテーマがあるじゃないかということがあ

れば，それも含めてテーマを決めて，議論してまいりたいと思いますので，今お話あ

ったように，次回の会議でそれを決めるように検討を進めていきたいと思います。今

日は課題として確認させていただくだけで終わりたいと思います。とりあえず，今日

はもう時間もありませんので，過去の審議内容についての資料もありますので，それ

も参考にしながら各自ご検討いただくということにしたいと思います。 

 

○ 閉 会 
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