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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 26年 3月定例会） 

○ 日 時 

平成 26年 3月 25日（火）午前 10時 00分～12時 10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，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，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 

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，係長 島津 

［傍聴人］ 0名 

 

○ 配付資料 

・資料１：平成 25年度市民センター事業の評価の実施について（案） 

・資料２：平成 25年度「子ども参画型社会創造支援事業」成果報告会のまとめ（抜粋） 

・資料３：公運審の今後のスケジュールについて（案） 

・資料４：今期公運審の審議テーマについて（案） 

・資料５：仙台市市民センターの施設理念と運営方針改定案 

・資料６：公運審からの意見書と改定案の対応 

・資料７：仙台市生涯学習支援センターの概要について 

・資料８：平成 26年度市民センター主要事業説明 

・参考資料：平成 26年度仙台市市民センターの体制 
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○ 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：議題に入る前に，議事録の署名人を毎回 1 人にお願いしています。今回は幾世橋委

員にお願いします。（幾世橋委員了承） 

まず「（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」です。前回ど

ういうテーマで，どの事業を対象に評価を実施するのか検討したところですが，今日

あらためて具体的な資料をご用意いただいていますので，事務局から説明をお願いし

ます。 

事務局：まず資料について説明いたしまして，その後，子ども参画型事業の成果発表会を 2

月 1日に開催しましたので，その様子をビデオでご覧いただく予定としております。 

（資料３の説明の後，資料１について説明） 

会長：今の説明についてご質問などありましたらお願いしますが，いかがでしょうか。 

では私から，館長会の中で平成 24年度の私たちが行った評価に対して，周知してい

ただいたということでしたが，それに対して，評価の仕方についてもっと違ったあり

方があるのではないかとか，何かご意見などがあったらご紹介いただき，あらためて

我々の評価の仕方を再検討していきたいと思いますが，いかがでしたでしょうか。 

事務局：特にご意見はございませんでした。 

会長：うまく評価ができていると受け取っていいのでしょうか。我々の作った物がどうい

う影響があるのか，その辺りをこちらでもどう受け取ったらいいかと思っていますが，

委員の皆様から何かご意見などありましたらお願いします。 

館長会なり別の機会でということもありますし，今日この場で各区のセンター長さ

ん，事業担当の職員の方もいらしています。本来，この審議会の中でも我々委員と職

員の方とが率直に意見交換をして，審議会ではこういう観点からこういう評価をして

いるけれども，現場の職員の方からご覧になって，的外れのことや追究が足りないと

ころなどがあれば出していただくのが基本かと思います。もちろん別な機会でもそう

いうことがあればよろしいのですが，我々のまとめたものがこういうように受け取ら

れて，フィードバックされて，もう少しいい評価の仕方をという，その積み重ねで少

しずつ評価の仕方が定着していくのではないかと思っていますので，何かあれば職員

の方々から遠慮なくご意見をいただければと思います。 

委員：評価結果を周知ということですが，これは館長会で評価報告書を配布したというこ

とですか。それとも具体的に説明なども行っていただいたということでしょうか。 

事務局：前回の館長会では，答申について説明し，その答申を受けての評価であることも

説明いたしました。お配りしただけでなく，結果と大事な点を説明いたしました。 

委員：プロセスとポイントの説明もして渡しているということですね。館長会で館長さん

の手元にいった物は，市民センター内で職員供覧になっていると思っていいのでしょ

うか。 
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事務局：館長会の資料は職員に回覧すると思っておりますので，職員も見ていると思って

おります。 

委員：その館長会に，今日ご臨席の各区拠点館の館長さんも同席されていたのであれば，

そのときの感じというか，少しお聞かせいただきたいのですが。 

若林区中央市民センター長：あまり堅い感じではなく，いろんな話題がありまして，研修

の報告や中央市民センターからの連絡事項もあったりします。財団でも事業について

のスキルアップは非常に意識しておりますので，この資料は各センターで，館長さん

も職員の皆さんと検討しながら，次の事業の計画に役立てていると思います。 

事例として若林区をご紹介いたしますが，評価の中に例えば，地域の団体との連携

をもっと深めるようにとありました。まだ事業の途中でございましたので，若者事業

の中ではさらに地域の町内会に出かけて行ったりしながら，その視点を強めていこう

と取り組みました。各館でもそのように取り組んでいると思います。 

宮城野区中央市民センター長：館長会の最初でお話ししましたので，一番先に目にしたと

思います。あれだけの量ですので，そこで感想は出てこなかったと思いますが，持ち

帰って職員と共有していると思います。区の館長会など，館長が集まる場面はこれか

らもありますので，そこでまた少し感想を聞いてみたいと思っています。 

会長：繰り返しになりますが，我々審議会の方でも，どういう評価をしたらいいのか，本

当にこういう評価で良かったのか，もやもやしたものがありながら形になっているわ

けで，実際に読んでいただいて，どういうふうに読まれたのかを絶えずフィードバッ

クしていただくことが非常に大切だと思っています。ですから，館長さんだけでなく

職員の方々との間で，書かれた物をどう読んだのか，そこから何か気づきがあったの

か。市民の立場から，委員の立場からこういう考え方もできるという，職員の方々に

とっての学びや気づきの機会になっていくことが，本来の評価の目指しているところ

だと思います。そういうことがあったのか，あるいはまだそこまでいっていないのか，

今お話があったような各館の様子など，こういう取組があった，評価を受けてこうい

うことが始まったということをご報告いただくのが本来のあり方だと思っていますの

で，25 年度実施したものについてどうフィードバックしていただくのか，あらためて

お願いしておきたいと思います。 

先ほどの説明にもありましたが，5月と 7月の会議と，今日を除いた後 2回の会議の

中で，25 年度事業の評価をするという，スケジュール的にはかなりタイトなものにな

っています。今回はどの事業を対象として選ぶのか，どういう形で評価活動を進めて

いくのかということについて，今日のうちにほとんど決めてしまわなければいけませ

ん。次回の会議は，もう実際に何らかの評価活動をすることになります。資料をもと

にご検討いただくわけですが，紙の資料だけでは分かりにくいところもあって，今日

スライドをご用意いただいています。今回対象として３つが候補になっているわけで

すが，2月 1日に事業成果報告会を実施したということで，それについての資料もご用
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意いただいております。事務局からご説明をいただいた上で，あらためてこれからの

進め方を検討したいと思います。 

事務局：ビデオの準備をしながら説明させていただきます。 

（資料２について説明） 

本日は，宮城野区と若林区の子どもたちの発表，泉区の担当者からの発表について，

主な部分を編集して約 15分にまとめたものをご覧いただきたいと思います。 

（ビデオ上映） 

会長：子どもたちがどういう雰囲気で参加されているのか，少しですが分かったのではな

いかと思います。それも参考にしながら，今日の課題としては，この３つの事業の中

からどれを今回の評価対象とするのか決めていきたいと思います。どれを選ぶか，選

んだ事業の何をどう見るのか，どういう視点で，どういう分析の仕方をしていくのか。

テーマ，視点があるからどれを選ぶのかが決まるのだろうし，具体的に選ぶとまた視

点が変わってくるのでしょうし，なかなかそこのところが切り放せなくて，具体的に

どうやって検討すればいいのか非常に難しいところではあるのですが，皆様からのご

意見を頂戴したいと思います。 

委員：ビデオを拝見して，子どもたちが非常に頑張ったのだなと様子がよく分かりました。

一方で，これは評価に使えないということもよく分かりました。全く使えません。な

ぜ使えないかというと，子どもたちの心の動きが分からず，事実の羅列だけだからで

す。例えば，若林区で「ジュニアリーダーを目指すと決めた子どもは，どの部分をき

っかけにその思いを持ったのか」というところを見ていくのが事業評価だと思うので

す。ある 1 点があったからうまくいったのか，大人がここまで関与したからうまくい

ったとか，ここの関与は実はやりすぎだったとか。あるいは，年間を通してすべての

ものが必要だった，必要ではなかった。こういうことが大人と子どもの関係で見えて

こないといけなくて，子どもたち側だけで見た事実の羅列というのは，情報としては

全く評価対象ではないと思うのです。 

そういう意味で，３つの区の事業それぞれポイントが異なっていたと思うので，３

つ見た方が論点も明らかになると思いますし，大人たちの関与の仕方が明らかになっ

ていくと思います。私としては３つ見た方がいいと思いますが，それをどう分けるの

か全員で行くのかどうか。まだ思いつきませんが，３つ見たいという気持ちです。 

委員：類型としては２つあると思います。宮城野と泉のケースは，一方が商工会で，他方

がパティシエお菓子と，一つのテーマがかちっと決まっています。そのテーマに子ど

もが参画していくということです。もちろん，参画の仕方，動機，理由はもっともっ

と探究しなければいけない部分，仕掛けという部分であるかと思いますが。 

その一方で若林のケースは，ある種の組織型というのでしょうか。ボランティアを

切り口にしているからこそという点も確かにあるのですが，活動の幅として，いくつ

ものところと関わってきているということで，組織というところにアクセント，ウエ
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イトを置いていると思いました。だからこそ，ジュニアリーダーにつながってくると

いう部分もあると思います。 

では，テーマ型といったとき，参画という意味では，この事業が終わった後の出口

というところで考えると，確かにもう１クッション，２クッション必要かなと，実際

の本当の参加，参画という意味では必要と思います。そういうような比較もありうる

と感じました。 

会長：いずれにしても，実際どういう活動，何月何日にどういう講座をしたかというだけ

ではなく，それを組み立てるに至った準備の段階でどういう話し合いがあったのか，

職員の方と参加した子どもたちとの間にどういう関わりがあったのかという，事業の

裏側にあるものにきちんと目を向けていくということでしょう。 

あるいは，今お話があったように，やった事業がその後の活動にどうつながってい

ったのかも見ていく必要があるということなのだと思います。どういうふうに見てい

くのか，具体的にはまた後程検討したいと思います。 

この成果報告会に副会長が発言者として参加されたわけですが，こんな議論があっ

たとか，こういう雰囲気だとか，ご披露いただければと思います。 

副会長：子どもたちが報告会に参加できた宮城野区と若林区を見る限りにおいては，ここ

に来るまで，つまり事業を終わった後もこういう報告会に向けて，報告の仕方などの

作業をやる中で，子どもたちもあらためて振り返りの機会を得たのかなという印象が

あります。子どもたちにとっては，この事業を通して社会との接点というか，学校で

は見たことも触れ合うこともなかなかできないような人たちと触れ合う機会を得て，

子どもたちながら成長過程においての，気づき，意欲，今後の夢というところまで到

達していけていたような気がしたので，そういう意味においては，この子ども事業は

とても有効だったと思って聴いていました。 

泉区の場合においては，地域課題というより，自分の夢，パティシエになりたいと

いう，それについての勉強を積み重ねていった感じでした。報告会当日のコーディネ

ーターからは，せっかくなのだから泉のものを使うという視点もあってもいいのでは

ないかというご指摘もありました。確かに，どちらかというときれいにまとめてある

印象で，子どもたちの意見，やりたいという気持ちを十分に受け取って，センターの

人たちが講座を作っていっているのだろうと分かりました。 

全体としては，報告会そのものが時間が限られていて，なかなかパネルディスカッ

ションまでいかず，会場の方と参加された当事者の方との意見のやり取り，質問など

が活発に行われるような事業報告会であれば良かったのかもしれませんが，そこまで

はできていなかったのが残念だと思いました。 

公運審委員の立場としては，試行を踏まえて評価をしてみて，もう少し評価の形を

確立していかなければいけないという立場からすると，この成果報告会をなんとか活

用できないものか，そういう視点で見ていました。今日の資料の１‐１，１‐２のよ
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うな，こういう視点が定めてあれば，その視点で成果報告会に臨むことができるので

はないかと思って見ていました。 

今日のビデオでは，ご指摘がありましたように，子どもたちの様子を映しただけな

ので，様子をご覧くださいというだけかもしれませんが，実はそこに至るまでのプロ

セスがとても大事で，公運審としてどこをどう見ていくか。評価したものが，どうフ

ィードバックされて生かされていくかということが，まだまだ個別にしか成り立って

いないので，これが一体となって回っていけるようなシステムを作っていかなければ

いけないと思いました。 

会長：どれを評価対象として選ぶのか，どういう考え方・方針で評価を進めていくのかと

いうことについて，何かありましたらお願いします。 

委員：対象は３つを全員でやるのがよろしいかと思っています。宮城野区も若林区も泉区

もすべて地域との関わりがあります。子どもたちには，お膳立てがあったかもしれま

せんが，これを取っ掛かりにいろいろなことに気づきがあって，広めていくのだろう

と思います。これがどのように地域づくりやまちづくりに広まっていくのか非常に期

待感があります。その展開も含めて評価をしていったらいいと思いました。 

それから，評価方法で，ヒアリングを子どもたちにするのはなかなか難しいのでは

ないかというお話がありました。やさしいアンケート方式で聞いてもらって，それを

我々がいただいて参考にするのはどうでしょうか。 

委員：私は泉区の事業の最後の作品発表会・試食会に参加して，子どもたちの様子を実際

見ていたものですから，付け加えということで話をさせていただきます。 

先ほどの報告会では，若林区，宮城野区の子どもたちがプレゼンを頑張っていまし

たが，泉区のパティシエ編の最終回は，まさに子どもたちのプレゼンで，1回目から 5

回目の事業報告を子どもたち自身がプレゼンテーションを作って報告をして，その場

にいた私たち大人が，こういうように事業や講座が展開してきたというのを見せても

らい，その上で最終的な試作品を食べさせていただきました。なので，子どもたちの

様子，活動の中でどういうことを考え，そこに職員がどういう関わり方をしたのか，

その辺は資料で残っていると思うので，活用できると思います。 

私も，３つを評価対象とするのがいいと思います。評価の簡略化ということで，先

ほどいろいろお話がありました。もちろん大事だと思いますし，少しでも系統立てて

やった方がいいと思いますが，３つそれぞれ特徴がありますし，地元密着もあれば，

泉区の場合は仙台市という広いエリアで地元という考え方の講座でもあります。比較

検討する価値はあるかなと，私自身は先ほどの報告会に出ておりましたので，あらた

めて思いました。大変だと思うのですが，それをやるのが私たちなのだと思います。

具体的な方法はまだ考えついておりませんが。 

委員：「仙台プラン」を作ったときのことを考えながら，「仙台プラン」をあらためて読ん

で思っていたのは，あのときに考えていた子どもの参画型社会を目指す「仙台プラン」
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対応事業は，もともとは児童館の話でした。児童館は 18歳までの児童施設として位置

付けられているけれども，小学校高学年ぐらいから中高生の居場所がないということ

で，「仙台プラン」対応事業を通して，小学校高学年から中高生が社会に参画する入口

を作るというコンセプトでした。 

報告会の様子や資料を読んでみて，宮城野区，若林区もそれぞれ課題はあると思い

ますが，「仙台プラン」で示した，新しいこれからの子ども参画事業にかなり内容が沿

っていると思います。泉区の事業は，社会と自分との関わりというより，学校教育の

中で学べないことを体系的に学んでいるように見えました。もちろん，その中で大人

との関わりとか，地域の方との関わりはあるのですが，子どもたちが自発的に社会と

関わろうとする動機を生むのにはどうだったのだろうかと感じました。だからこそ評

価すべきだという考え方もあるかもしれませんが，宮城野区，若林区の事業と泉区の

事業では少し感触が違うと感じています。 

会長：今までの話を伺うと，この中から一つに決めるというより，複数のものを比べて見

ていこうということになっていると思います。 

ではその中で，３つ全部選んで比較していくのがいいのか，泉区のものが少し違う

のであれば，そこを除いて２つだけを比較するということも有り得るのか。違うから

こそ，３つ比べることで見えてくることもあるのではないかという気もします。 

委員：私は３つを評価した方がいいと思います。評価は通信簿ではないので，この３つは

ケースが違うし，宮城野区の場合は開館して１～２年で，これからいろいろ事業を地

域との関わりも含めて考えてやっていくわけですから，ここをこうした方がいいので

はないかということにもつながると思います。 

若林区は，ずっと積み重ねてきた中で，いろいろなことを自分たちが持っている人

材やいろいろな宝が蓄積になって，今このようになっていると思うので，これを今度

どういうふうにしていくか，もう一歩飛躍するためにはこうした方がいいとかという

視点でやればいいと思います。 

泉区の場合は，これを通して何に気付いて，これから何をどうやっていくのかとい

うマネジメントも含めて考えていくいい機会だと思います。 

全員で３つをやるのはとても大変だと思います。学校評価の経験からですが，チー

ムに別れて行く良さというのは，あまり緊張感を持たれずにやれるということだと思

います。いろいろな話を引き出していくことになるので，去年のように，ずらりと囲

んで相手の話を聞くのは，お互いにすごく緊張感を持っていたように思います。そう

いう環境を少しでも取り除くことも大事かと思います。 

委員：最初は２つ，宮城野区と若林区でどうだろうと思っていました。それは地域密着型，

地域が元気になるということで，これはいいなと思っていたのですが，人数的にみる

と子どもたちの参加人数は泉区が多くて，子どもたちがやってみたいという，そうい

う気持ちが，数字にも表れているのだと思います。 
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皆さんのご意見も伺って，３つを取り上げてはと思いました。チームを組んで，行

く側もあまり圧迫感がないような，少人数で行くのがいいと思っています。 

会長：今までの流れからすると，３つを評価対象にしていくということで進めていきたい

と思います。 

その上で，どういう評価の仕方をしていくのか，今日の資料１－１でいうと３つの

比較ということになります。左側のテーマの（1）（2）で，（2）区内地区館事業への支

援ということでいうと，関わってくる事業が限られますので，（1）の①ですべてに共

通するところを絞って見ていくということになるでしょう。もっと具体的に言えば，

子どもの参画，子どもが地域に参画するというのはどういうことなのか，そこに大人，

職員の方がどう関わって，どういう展開が生じたのかということをきちんと見ていく

ことに尽きると思うので，評価の観点を複数設けていろいろな項目を見ていくという

より，一番大事なところを絞り込んで３つを見ていくことになるかと思っています。 

資料１－２が具体的な評価シートの案として出されています。評価項目を細かく分

けず，評価すべき点は何か，改善すべき点があるとすれば何か，その他全体的にとい

うことで，あまり細かく分けずに見ていくことになると思います。このあたりを前提

に考えていただければと思います。 

その上で，委員全員で話を伺うという去年までのスタイルだと，ざっくばらんな話，

本音で話すことになかなかなりにくくて，もう少しきめ細かく話をするためにも，少

人数で３つに分けたグループで見ていくのか。あるいは，全体で，あくまでも一人が

３つの事業を担当するということで見ていくのか。そのあたりの編成の仕方がどうあ

るべきかを次に検討していただきたいと思います。グループに分ける場合，ヒアリン

グの相手となる方に来ていただいて，ここで議論するのがいいのか。それともセンタ

ーに出かけて行って，普段のところでお話を伺うというのがあってもよろしいのでは

ないかと思います。そういう意味では，少ない人数に分けると，日程調整などもやり

やすくなるかもしれません。何かご意見がありましたらお願いします。 

委員：資料１－１の○はどこで付けたものでしょうか。最初に事業をするとき，この目標

の５つがあったら，どこを目標にしてやるかというのは，当然そこの市民センター側

で決めると思います。それとも，中央市民センターでここかなと付けたものなのでし

ょうか。 

事務局：もちろん市民センターでは目的をたててやっておりますが，これについては，事

業の内容を見まして，この評価の場合に，施設理念と運営方針のどの部分が確認でき

るのかといった観点から，中央市民センターで付けました。 

委員：評価は３つを見ましょうと言ったとき，共通のところを見るという考え方ですか。

それとも違う視点でも，若林区だったら（１）の②に○が付いていたりするので，そ

れも含めて見ていくのでしょうか。 

どういう見方でやったらフィードバックができるのか。フィードバックしていくよ
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うなものでないと意味がないと思います。ただここがこうだったというだけでなく，

持ち帰らないとうまく次につながらないと思います。 

会長：そうですね，なかなか難しいところだと思います。今回，区拠点館が実施している

事業が候補になっていますが，この資料１－１で言うと，単に拠点館がというだけで

なく，（２）は区内の地区館事業への支援で，区の拠点館の役割として地区館に対する

支援が役割に含まれているので，それに絡んでこの事業が，どうつながっていったの

かということを見るのであれば，泉区はそれに相当するテーマが出てくるということ

です。若林，宮城野の方はそうではないということですが，一つのものを対象に絞る

のであれば，この点とこの点について検討しましょうということなのでしょうが，今

回３つを見るということなので，あまり細かく分けなくてもよろしいのではと思いま

す。子どもの参画がどういうねらいを持って，実際の事業の中で具体的にどう進んだ

のか。もっと広げていくべき，伸ばすべき点は何か，変えなければいけない点は何な

のか，それらに絞って見ていくことで，それが表で言えば①の生涯学習事業の推進と

いうことになるので，そこを中心に見ていっていいのではないかということです。 

でもやはり，地区館との関係が出てくるのであれば，その他のところで書くという

ことで，別に見なくていいということではなく，そこが重要だということが後から出

てくるかもしれません。ですから，事前の段階で，ここの１－１にあるような，こう

いうテーマも見なければいけないとか，別のテーマも見なければいけないとかを，む

しろ意識しないで見てはどうかというのが，私自身が考えているところです。 

委員：共通して（１）の①に○が付いていて，資料１－２のシートをそのまま使えるので

はないかとお話がありましたので，私もそれでいいかなと思っています。１－１で漏

れてしまう項目については，１－２のシートのその他の欄でオプションとして見るこ

とを意識しておく，担当になった委員が意識しながら見ていくということで十分足り

るのではないかと理解しています。 

その上で，委員の負担をある程度減らすという意味では，３グループに分かれてと

いうことでいいと思いますし，グループ分けに際しては，どこに○が付いているのか

ということを踏まえて，我々委員が選出されている意図もあると思いますので，事務

局と会長，副会長でご判断いただくことでいいと感じています。 

こちらに呼ぶのか現場に伺うのかということでは，これは必ず現場に行った方がい

いと思っています。事業年度が終わればすべて終わってしまうというのは，あまり正

しくないと思っていて，現場に行けば，例えば館内の壁面を利用して，その事業の成

果がさらに発展して何か形跡として残っていることもあるでしょうし，現場でないと

読み取れないことがあると思いますので，我々が現場に行くべきだと思います。 

会長：それでは，それぞれどの事業を担当していただくかは，後程調整したいと思います。

それぞれのご意向，自分はここを担当したいということを踏まえるのがいいのかどう

か，後程ご連絡させていただきます。いずれにしても，分担するということでいきた
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いと思います。 

その上で日程ですが，こちらが訪問するという形をとる場合，資料３にあるように

全部のグループが 27日の同じ時間帯で行く必然性があると言えなくなりますので，委

員の都合と先方の都合がつけば，あらためて日程調整することはあり得ると思います。

5 月 27 日の分を別の日程に振り替えるのか，あるいは，グループごとにということと

は別に 27日に全体で集まる機会を 1回設けなければいけないとすると，ここに書いて

あるもの以外にプラス 1 回，どこかで設けるということになるのか。その辺りがどう

なるのかと思っていまして，日程，回数の問題と，それぞれが区中央の方に伺うこと

が可能なのかどうか，事務局の方でこれは無理だということがありましたら教えてい

ただきたいと思います。 

事務局：区中央のセンター長と担当者は日程を調整してできると思いますが，参加者や関

係する方々に来てもらうかどうか。先ほどお話がありましたが，子どもたちについて

は別の方法でというのもありますので，その辺はどうしたらいいのかと思います。 

会長：子どもたちに話を聞きたいということであれば，土日や休暇中，平日の夕方がある

かどうか。子どもにはアンケートとすれば，平日の昼間でということになると思いま

すが，その点についていかがでしょうか。委員のご都合も絡んでくるかもしれません。 

委員：まず拠点館と事務局の方で日程を決めていただいて，私たちもどこか分担させてい

ただくことになるのでしょうけれど，基本的には会長，副会長，事務局一任でいいか

と思いますが，どういう日程で訪問ができそうだという日程が出ましたら，私たちに

いただいて，それで自分はどこが都合がいいかということで進めていってはいかがで

しょうか。 

会長：具体的な調整の仕方は，後程ご相談させていただきます。 

委員：少し心配なのは，事業に関わった中心的な方々が，人事異動などでいないかどうか

ということです。その方に来ていただくことが大事だと思います。 

会長：実際に担当された方に来ていただけるように調整したいと思います。 

委員：グループ分けでお邪魔するとなった場合，会長，副会長はどちらかが入るのでしょ

うか。 

会長：可能であれば訪問したいと個人的に思っております。 

委員：ヒアリングの対象範囲ですが，パートナーとなっていた地域の皆様をどう位置付け

ていたかによって相当変わってくると思います。ただ何々を教えてくださいとか，何々

に子どもたちを参加させたいので，この場を用意してくださいという程度のお願いで

あれば，その方はわざわざ呼ぶ必要はないし，その程度の事業ではまずいことだと思

います。逆に，子どもたちの育成に主体的に関わっていただくためのお願いをしたパ

ートナーであれば呼んでいただきたいと思いますし，大人側，仕掛け側が評価対象で

あっていいと思いますので，子どもたちの負荷を多くする必要はないと思います。 

事務局：若林区では活動は継続しておりますので，土曜日とかの活動日であれば，その場
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で話が聞けると思います。事業が終わっているところもありますので，どの範囲の方々

に来ていただけるかは，区ごとに検討してみないと申し上げられませんが，少なくと

もセンター長と担当者から話を聞くことは可能です。 

会長：大まかな方針は，今出たように決めたということで，具体的には，区の職員の方々

とそれぞれの委員のご都合やご意見を伺った上で調整していきたいと思います。 

（１）の事業評価についてはこれで終わりにさせていただきます。資料１－１や１

－２はこんな感じで見ていくということ，そして資料１－３のような形でまとめると

いうことです。まとめ方についてはもう少し後の問題かと思いますが，その辺りも含

めてご了承いただいたということにさせていただきます。それでは，審議の（２）に

移らせていただきます。 

 

（２）今期審議会の審議テーマについて 

会長：審議会の役割として，事業評価とは別に何かのテーマで話し合いをしたり，事例な

どをご紹介いただく調査をすることも含めて，自由テーマで審議するということをこ

れまでやってまいりました。そのテーマをどのように選んでいくか，まず事務局から

ご説明いただけますでしょうか。 

事務局：（資料４について説明） 

実際，テーマを決定していただきますのは，5月の定例会でと思っています。その後

４～５回ご審議いただき，来年の 8 月くらいまでに報告書という形でおまとめいただ

ければと思っています。 

会長：案の１は，まさに公運審による評価のあり方についてですから，評価をどうするか，

どういう評価のあり方が望ましいのかということについてまとめるという意味では，

事業評価そのものに結び付いていることになります。 

案３は事業運営懇談会についてで，これは評価ということではないですが，前期の

答申の中で，評価の主体として公運審が外部評価することも大切ではあるけれども，

各市民センターの事業運営懇談会が評価の主体になってもよろしいのではないかとい

うことを出しております。そういう意味では，案３も評価のあり方と連動したテーマ

の選び方になるかと思います。 

案２は特に①にあるように，震災の後でさまざまな新しい課題も出てきていて，そ

れにどう市民センターが対応するのか。避難所の役割なども含めて，新しい社会の動

きの中での市民センターのあり方を検討するということになりますので，大きなテー

マではありますが，評価とずれますので，私たちの負担としては増えることになるか

もしれません。 

案４も，評価と直接関係するものではないですが，市民センターの現場が変わって

いるのではないか。区拠点館が区役所に移管し，従来の教育行政の中でいろいろな意

味で違いが出てきているのではないか。従来より効果が出た面も当然あるでしょうし，
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難しくなっている面もあるかもしれません。そのことを，職員の方々の仕事の中で丁

寧に見ていくことで，移管の成果の確認ということです。成果の確認は，事業評価を

通してあるわけですが，職員の方々が具体的にどんなことをお感じになってお仕事を

されているのかということを見る中で，確認できるのではと思っております。 

事務局：事前に資料を送付した際に，テーマについて何かご提案があればいただきたいと

ご照会いたしまして，1名の方からご意見をいただきました。この資料４でいいますと，

案１の評価のあり方，案２の①の震災後の事業のあり方，この２つのテーマについて

ご意見をいただきました。 

委員：この後の報告事項で出されるようですが，市民センターの施設理念と方針が４月に

出て，ほぼ５年間このままでいくということを考えると，最後に震災関連の文言があ

りますが，我々が審議テーマとするかもしれない案２の①，これについていくら審議

しても，新しい理念に反映されづらい状況がしばらく続くのではないでしょうか。矛

盾が起きないような方向を，今の段階で考えないといけないと思います。 

会長：その点について事務局のご意見はどうでしょうか。決まったものに対してこちらか

ら意見を申し上げたとき，新たに反映されたり，そこがどういう扱いになるか，分か

る範囲で教えていただければと思います。 

事務局：施設理念と運営方針に，震災を踏まえた市民センターの役割，取り組みを付け加

えましたが，私どもといたしましては，こういう形で進めていきたいと考えています。 

もし，この案２の①がテーマになった場合，方向性としては加えることは難しいか

もしれませんが，個人的には，各市民センターで行われている震災以後の防災・減災

の事業をご紹介しながら，どういう形で防災，減災，あるいは震災後の絆を深めるの

にはどのような形で進めいったらいいかということについて，公運審としての考えを

具体的な形でお示しいただければと思っております。 

委員：審議テーマの案２については，皆でディスカッションしたいところです。市民セン

ターにおける事業運営懇談会も，評価の一番の根源になってくるところでもあるので，

是非ディスカッションした方がいいと思います。 

成果報告会ですが，私も今回助言者として加わったのですが，成果報告会といった

ところでの評価というのは少し難しいと感じました。子どもたちの発表を見る発表会

と，成果から見る評価は別ものだと思うので，それを一緒にしてしまうのは少しどう

かなという部分がありましたので，評価については皆さんのご意見が必要と思います。 

市民センターの職員の役割等については，理念からも出てくることですので，私は

是非やってほしいと思いました。 

会長：時間をかけてもう少し具体的なことを出し合わないと，決めるといっても困るとい

うことですね。正直，どうしたらいいかと考えているのですが，5月の会議自体が，ど

ういうあり方になるのか，ヒアリングの分担の仕方等と合わせて，どういうスケジュ

ールで動いていくのでしょうか。結局は，評価と絡んだテーマの方がやりやすいとい
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う意味では，１か３かと思いますが。ただ，こんなことを考えてみたいということを

やることは可能なので，今日の残り時間では難しいので，またご意見をいただくよう

な機会を設ける，文書でご助言いただくことも含めて考えたいと思います。 

委員：評価のあり方について，公運審として審議テーマにするということは，今まで評価

をやってきた中で，要はどういう形で評価について考えるのか，どういう事業をどう

いう視点で評価するのかということになってくると思うのですが，それは引き続き審

議テーマに残しておかないといけないのではないかと思います。まだ評価には手探り

の部分があると思いますので。 

東日本大震災以後の市民センター事業はどういう状況になっているのかとか，私た

ちが以前出した「仙台プラン」に基づいて事業が適切に行われているのかとか，そう

いうことについて話を継続的に聞いていきたいと思います。評価を考える上で，市民

センターの事業がどのように行われているのか，事業運営懇談会がどのように行われ

ているのかが，うまく一つのテーマにならないかと考えていました。 

委員：教育委員会では地域とともに歩む学校という中で，市民センターの役割もすごく大

きいと考えて，学校は取り組もうとしています。ですから，地域の関係諸団体とどの

ように事業を展開しているのか，組んでいるのかや，嘱託社会教育主事との関連が少

し薄いので，そのあたりも是非今後，話題にしていただけるとありがたいと思ってお

りました。先ほどの評価テーマの１－１の資料の中にも，（２）の②の中には具体的に，

嘱託社会教育主事とも十分連携し，と書かれていますので。 

また，今回の評価対象になるのは，拠点の市民センターの事業ですので，各地区館

が一生懸命がんばっているところを理解し，把握し，何か支援できるような話し合い

の場があるといいのかなと思っております。 

会長：おそらく今の話は，言葉としては出てきていませんが，いろいろ含まれるはずのも

のだと理解しています。事業の中でということもそうですし，事業運営懇談会の中で

も，例えば学校運営関係者ともありうるし，そこはまた具体的に考えていくことがで

きると思います。 

さらに言えば，今回評価対象になっている子ども参画型事業においても，子どもは

学校の中でさまざまな教育活動，学習活動に参加しているわけですが，学校ではでき

ないこと，学校とは違う活動をすることの意味が市民センターの方に求められていて，

その中には，学校の立場からどう市民センターと関わるかということが含まれている

と思います。そういうことも踏まえながら，具体的にもっとこういうテーマの設定の

仕方がありうるということについてのご意見をあらためて次回の会議までに設けてい

きたいと思います。 

 

○ 報 告 

（１）市民センターの施設理念と運営方針の改定案について 
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会長：それでは４番の報告ですが，（１）の市民センターの施設理念と運営方針の改定案に

ついて，説明をお願いします。 

事務局：これにつきましては，昨年 10月に前の期の公運審から見直しに関するご意見をい

ただきまして，それと今回の私どもの中央市民センターの機能強化などを踏まえまし

て改定案を策定し，3月 14日に委員の方へご照会申し上げたところです。 

（資料５，追加資料について説明。資料６についての説明は省略） 

会長：ご意見，ご質問などがあれば伺っておきたいと思いますが，いかがでしょうか。事

前にお読みいただいたということで，よろしいでしょうか。では，報告の（１）はこ

れで終わりたいと思います。 

 

（２）仙台市生涯学習支援センターの概要について 

会長：続いて（２）仙台市生涯学習支援センターの概要について，事務局から説明をお願

いします。 

事務局：昨年の 12月の臨時会でご説明しましたが，これにつきましては，２月の市議会第

１回定例会に提案し，３月 14日の最終日に可決されました。内容を簡単にご説明いた

します。 

（資料７について説明） 

 

（３）平成 26年度の事業について 

事務局：（３）も一緒でよろしいでしょうか。 

会長：お願いします。 

事務局：次年度の事業予算が承認を得ましたので，例年お配りしている資料ですので，後

程ご高覧いただきたいと思いますが，概略だけ若干ご説明申し上げます。 

（資料８について説明） 

会長：（２）と（３）を併せて説明していただきました。資料７の方に，新しい生涯学習支

援センターの機能，この中には従来の中央市民センターがなさっていたものが続く部

分と，今回変わる部分とが混ざっているかと思います。資料の中で判断すると，生涯

学習課で今までやってきて，今度新しく生涯学習支援センターに移ってきたものが，

２番の番号でいうと（１）の地域コーディネーター育成事業が生涯学習課から移って

きたもの。同じように（２）の学びのコミュニティづくり推進事業が生涯学習課から

の移管。（４）は従来はどちらでも実施されていなかったものを新たに今回実施するこ

とにしたという，そういう理解でよろしいでしょうか。 

事務局：はい。基本的にこれまで実施してきた事業は継続して実施いたします。加えまし

て，新たに実施する事業と生涯学習課から移管した事業が加わるということです。 

会長：そうなると，職員の方がどうなるかということも関わってくると思いますので，そ

れを少しご紹介いただければ。４月にならないとそのあたりは難しいでしょうか。 
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事務局：職員につきましては，社会教育主事を 1 名増員し，嘱託職員も 1 名増員となりま

す。予算につきましても，事業を支障なく実施できる分は確保しているところです。 

会長：生涯学習課の方は，今までよりも職員の方が減ってしまうことになるのでしょうか。 

生涯学習課長：現在生涯学習課には主査兼社会教育主事ということで，社会教育主事の資

格を持った教員が３人おりまして，一人減となりましたが，一人については新たに，

学校現場で教頭として経験をされていた方が主幹兼社会教育主事となりました。生涯

学習課ではいろいろ事業を移管しましたが，学校との連携を大切に，結びつきを強め

ていきたいという視点を持っておりましたので，現場での経験のある方が配置された

と感じております。 

委員：生涯学習課の方に質問ですが，センターの概要の２の（１）の生涯学習に関わる人

材の育成というのは，元気アップ等の研修，人材育成も含めてということでしょうか。 

生涯学習課長：文部科学省からの委託事業ということで，24年度と 25年度は，実行委員会

形式を作りまして，ここにいらっしゃる委員もメンバーに多数入っていただき，取り

組んできた事業がございます。その２年間については，委託の中で 10分の 10，国から

賄われましたので，実行委員会の中にコーディネーター研修を入れて実施しておりま

した。26年度につきましては，23年度以前と同様に市の直営ということで，実行委員

会ではなく市の主催事業として継続し，その事業主体が生涯学習課から生涯学習支援

センターに移るということになっております。 

委員：資料７の２の（４）で，生涯学習にかかる連携・協力の推進とあります。その中に

は大学とか民間企業，各種団体等と連携強化ということですが，市民センターは指定

管理者のもとで運営していると思います。指定管理者との連携協力というのは，どこ

かで読みとれるのでしょうか。 

事務局：先ほどご説明しませんでしたが，指定管理者との関係は引き続き生涯学習支援セ

ンターで担ってまいります。（６）に「指定管理業務マネジメント等を実施する」とな

っておりまして，指定管理者との協議や，我々の方からこういう事業をお願いしたい

といったような，そういったものが（６）に入っています。 

会長：連携という場合，市の施設として行政以外のさまざまな団体と連携するということ

なのか，あるいは指定管理者と外部の団体が連携できるように生涯学習支援センター

が支援するということなのか。このあたり，今までとどこがどう変わるのか，具体的

なことが分かれば教えていただきたいと思います。 

事務局：市民センター事業を進めていく中で，地域に根差した事業につきましては，各地

区館でやっていただき，今後そういう事業を主として進めていく中で，大学や企業と

の連携で，市民の学習ニーズに対応できるのではないかというのがあります。その方

針は国の方からも示されておりますし，また，他の自治体などの先行事例もあります

ので，調査研究しながら，どういう形で今後できるのか検討していきたいと思ってお

ります。地区館は地区館でやっていただいておりますが，市としてどういう連携が可
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能なのかどうか，その連携ができるようになったとき，地区館にも波及していく場合

はあるかと思っています。 

会長：それでは４の報告の(２)と（３）をまとめてご報告いただきました。これで審議と報

告は終わりということで，事務局の方にお返ししたいと思います。 

 

○ 閉 会 
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