
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民センターにおける防災・震災復興関連事業等について 
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資料 ４ 



講座数 構成比 講座数 構成比 講座数 構成比 講座数 構成比 講座数 構成比 講座数 構成比

1 地域の防災対応力を向上させる事業 24 43.6% 23 8.0% 37 17.1% 32 15.5% 30 17.0% 146 15.5%

2 防災・減災の意識や知識を向上させる事業 25 45.5% 54 18.8% 44 20.4% 48 23.3% 38 21.6% 209 22.2%

3 各地域の避難所運営マニュアル策定に向けた支援事業 0 0.0% 1 0.3% 3 1.4% 9 4.4% 5 2.8% 18 1.9%

4 住民が地域の復興について考える事業 0 0.0% 22 7.6% 12 5.6% 13 6.3% 8 4.5% 55 5.8%

5 震災等により移転してきた住民との交流をつくる事業 0 0.0% 7 2.4% 16 7.4% 16 7.8% 22 12.5% 61 6.5%

6 各地域の震災の記憶を記録する事業 0 0.0% 46 16.0% 8 3.7% 5 2.4% 4 2.3% 63 6.7%

7 震災の経験や教訓等の伝承または発信を行う事業 0 0.0% 7 2.4% 7 3.2% 9 4.4% 5 2.8% 28 3.0%

8 震災後の市民の心を癒し，活力を取り戻す事業 0 0.0% 94 32.6% 52 24.1% 33 16.0% 23 13.1% 202 21.5%

9 1～8以外で地域の絆づくりにつながる事業 6 10.9% 34 11.8% 37 17.1% 41 19.9% 41 23.3% 159 16.9%

計 55 288 216 206 176 941

※「講座数」は，各市民センター（地区館）において，防災または震災復興の講座と位置付けたものを集計したものです

※「講座数」には，老壮大学や事業運営懇談会において防災や震災復興関連の講座や会議を行った場合のものも含まれています

講座種別ごとの主な事業内容
１　地域の防災対応力を向上させる事業 ６　各地域の震災の記憶を記録する事業

 　・防災訓練や防災講座の実施 　・被災前の地域の伝統等の記録

　（炊き出し訓練，避難所運営ゲーム，避難所開設訓練，簡易トイレ設営等を含む） 　・震災の体験や記憶を聞き取った記録集の編纂

２　防災・減災の意識や知識を向上させる事業 ７　震災の経験や教訓等の伝承または発信を行う事業

　・地震のメカニズム，実用的な防災グッズ，地域防災計画等を学ぶ講話 　・語り部ボランティアの養成

　・地域防災についてのシンポジウムの開催 　・復興の様子や被災地の状況のパネル展示

３　各地域の避難所運営マニュアル策定に向けた支援事業 　・地域の復興状況等を記録したかわら版の編集発行

　・地域団体との防災マニュアルについての情報交換 ８　震災後の市民の心を癒し，活力を取り戻す事業

　・避難所運営マニュアルについて学ぶとともに，課題等の洗い出し 　・コンサートやまつりの開催

４　住民が地域の復興について考える事業 　・仮設住宅の入居者等を対象とした，笑いやヨガ，料理等の講座の実施

　・地域の課題等についての意見交換（地域懇談会） ９　1～8以外で地域の絆づくりにつながる事業

　・地域資源を再確認し，地域への理解を深める講座 　・郷土料理等の地域の文化や地域の歴史を継承する講座の実施

５　震災等により移転してきた住民との交流をつくる事業 　・地域住民が集えるまつり等の開催

　・誰もが気軽に参加できるコンサート等の開催

　・被災された方からお話を伺ったり交流するサロン等の場の設定

市民センターにおける防災・震災復興関連事業の状況（平成22年度実績～26年度計画）

合計
講座種別

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度（計画）



青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 合計

（17館） （10館） （6館） （14館） （13館） （60館）

1 地域の防災対応力を向上させる事業 9 4 2 8 9 32

2 防災・減災の意識や知識を向上させる事業 13 8 8 12 7 48

3 各地域の避難所運営マニュアル策定に向けた支援事業 2 2 2 2 1 9

4 住民が地域の復興について考える事業 3 6 3 1 0 13

5 震災等により移転してきた住民との交流をつくる事業 3 7 1 4 1 16

6 各地域の震災の記憶を記録する事業 0 3 1 1 0 5

7 震災の経験や教訓等の伝承または発信を行う事業 5 1 3 0 0 9

8 震災後の市民の心を癒し，活力を取り戻す事業 4 16 6 3 4 33

9 1～8以外で地域の絆づくりにつながる事業 9 13 7 5 7 41

計 48 60 33 36 29 206

全講座数 303 182 110 216 225 1,036

防災・震災復興関連事業の占める割合 15.8% 33.0% 30.0% 16.7% 12.9% 19.9%

平成25年度市民センターにおける防災・震災復興関連事業講座数（区別）

講座種別



種別１：地域の防災対応力を向上させる事業

○　31館で32事業実施

○　主な実施事業例

館名 事業名 事業の主な内容 回数
参加
延人数

青葉区
中央

都市部における震災に備
えた対応法を学ぶ

都市部における災害時落ち着いて行動できるためのノウハウ
を学んだ。防災講話、カードゲーム、炊き出し訓練と試食

1 14

水の森 水の森防災学校

①基調講話「地域の防災力を高める」と事例発表②演習「指
定避難所開設・運営演習」（会場：北仙台中学校）③講話
「避難所運営に関する事前協議と地域版マニュアル作成のポ
イント」等と意見交換

3 287

岩切
いわきり・わたしたちの
防災講座

災害時に大切なコミュニケーション力を高めるための講話を
聴きグループごとに話し合った。また紙面上で少しでも快適
に過ごすことのできる避難所の配置図を作成し、組み立て式
トイレの設営体験も行った。

2 89

田子 みんなで学ぶ地域防災

10町内会による地域防災訓練、一時避難所に移動、安否確
認、避難者確認、要援護者避難支援活動、仮設テント・仮設
トイレ組み立て、負傷者救護訓練、炊き出し訓練等を行っ
た。

1 1,573

荒町
荒町小学校地区総合防災
訓練

前年の課題をふまえ、専任の活動班を組織し避難所運営訓練
を実施し各団体とのネットワークの取り方について学んだ。
マニュアルや体制の見直しも検討した。

1 411

六郷 六郷地域防災事業
①六郷中学校区総合防災訓練②反省会③講話（仙台市地域防
災計画と避難所運営マニュアルの概要）

3 412

中田
災害対応力を身につける
「防災・減災を学ぶ講
座」

自助編：自然災害に対する正しい知識と備え・家族の身を守
る建物の備え　共助編：自分たちのまちは自分たちで守る・
町内会連合会防災訓練・助け合いの輪を広げる　番外編：救
命救急講習（AED)

6 174

八本松
八本松地域防災サミット
～住民による住民のため
の災害対策～

　町内会・小学校・中学校等地域団体で組織された「八本松
地域防災サミット委員会」により地域災害対策方法について
企画・運営した。

11 1,390

黒松

防災プロジェクト2013
～その時わたし達にでき
ること～

中学生が地域防災の「共助」の一員となることを目的に、中
学校と地域が一体となって防災体験学習を行った。地域での
防災訓練、炊き出し・AED訓練、模擬安否確認、車椅子搬送、
簡易トイレ組み立て、濃煙体験等。

1 900

長命ヶ
丘

中学生の地域の絆づくり
～「You＆Ｉネット愛の
鐘」活動～

地域貢献委員会の中学生を中心に、長命ヶ丘夏まつりでの模
擬店運営と、地域のボランティア養成講座（ゲームで学ぶ防
災）参加を通して、中学生が主体的に地域の幅広い世代の
人々と交流した。

2 42

平成25年度　市民センターにおける防災・震災復興関連事業の主な実施事業例



種別２：防災・減災の意識や知識を向上させる事業

○　34館で48事業実施

○　主な実施事業例

館名 事業名 事業の主な内容 回数
参加
延人数

北山
国際理解講座
「サバめしで国際交
流」

防災の中でテーマを食に絞り、日本と各国の非常時のサバイ
バル料理を紹介し合い実際に調理・試食を行なうと共に、災
害への知識を学び合った

3 25

貝ヶ森 防災情報発信講座
大学の教授やＮＰＯ法人防災減災サポートセンターの講師か
ら講話を伺った。防災マップやマニュアル作成の動きが出て
きた。

2 36

宮城野
区中央

みやぎの　防災・減災
ゲームをつくろう！

東日本大震災での経験を活かし、日頃から身近な防災教育を
行うため、地域環境に即した防災・減災ゲームを作り、体験
会を開催。

4 54

鶴ケ谷
出前講座
「君もプチレス
キュー」

中学生に災害時ボランティアとしての知識・技能を体得さ
せ、地域の一員としての意識付けを行った。仮設トイレ組み
立て訓練・災害伝言ダイアル体験・災害弱者擬似体験・救急
救命措置法など。

5 411

若林 実践！身近な防災術
１回目は建物耐震診断・ガラス飛散防止フィルムの張り方・
家庭での防災術等、２回目はクロスロード、３回目は地震体
験車による震度体験と応急処置等を学習。

3 35

太白区
中央

子ども防災キャンプ

防災意識を高めるためにサバ飯作りや地域探検クイズラリー
等の体験を行った。他校との交流や中高生ボランティアの参
加により、地域のネットワークの広がりと防災意識向上に繋
がった。

1 76

八木山
地域防災シンポジウム
ｉｎ　Ｙagiyama

地域の小学生から大人までが一堂に会して、防災について話
し合い、地域の防災意識の向上と共有化を進める。

1 132

茂庭台 地域防災講座
防災シュミレーションゲーム「クロスロード」実施　　①中
学3年生対象、②地域住民、各団体対象

2 96

寺岡
寺岡・紫山地域防災
ネットワーク委員会

震災後の地域復興に役立つ地域防災ネットワーク作りに取り
組む。会議、第2回伊達な防災イベント開催

6 597

松陵
「地域の災害時対策に
ついて」

先進地の防災活動及び松陵地域の地盤と地質についての講話 1 52



種別３：各地域の避難所運営マニュアル策定に向けた支援事業

○　９館で９事業実施

○　主な実施事業例

館名 事業名 事業の主な内容 回数
参加
延人数

旭ヶ丘
災害に強いまちづくり
企画会議

町内会と共催で、東日本大震災を体験し「問題だったこと」
「不安に思ったこと」等を洗い出し、問題・課題克服のため
の手段検討を行い、マニュアル作成に繋げた。

12 73

木町通
大震災の経験から学ぶ
～避難所運営地域コ
ミュニティーづくり

近郊地区の取組み事例紹介や個人情報の運用、避難所運営マ
ニュアルの見直しなどについて学習。また、実践研修である
「HUG研修」を実施し、避難所運営あり方、地域コミュニティ
の必然性についての理解を深めた。

4 108

東部
みんなで学ぶ
「地域で支える東仙台
防災ルール」

地域版避難所運営マニュアル作成支援アドバイザーによる研
修会を開催し、仙台市の新地域防災計画、避難所の立ち上
げ、避難所HUGなどを学んだ。仙台市避難所運営マニュアルに
基づき東仙台版防災術を考えようと避難所ルールの素案を作
成、東仙台災害対策委員会の発足、地域防災宣言文を採択し
た。東仙台版防災マニュアル作成の主旨や規約を説明して協
力団体を募った。

6 201

種別４：住民が地域の復興について考える事業

○　10館で12事業実施

○　主な実施事業例

館名 事業名 事業の主な内容 回数
参加
延人数

鶴ケ谷
私たちの鶴ケ谷～これ
までを学びこれからを
考えよう～

団地造成から震災後までの年表を作成するとともに当時の写
真を集め、話し合った。また、新旧住民の交流を図り、鶴ケ
谷地域のよりよい将来をともに考える住民の輪を広げた。

12 179

高砂
高砂市民センター懇話
会

市民センターの事業運営に関する地域住民の様々な意見を聴
き出し、地域の課題を見出しながら共有を図り、今後の市民
センターの事業運営に反映することを図った。

2 15

岩切
震災で焼失した文化物
を通して岩切を考える

東日本大震災で保存修復された旧岩切郵便局の襖絵の検証・
その歴史をたどる講演会と、災害発生時に岩切地区で何を大
切にしたいか何をすべきなのか考えるワークショップを開催
し地図を作成した。

3 54



種別５：震災等により移転してきた住民との交流をつくる事業

○　12館で16事業実施

○　主な実施事業例

館名 事業名 事業の主な内容 回数
参加
延人数

柏木
なんだりかんだり柏木
－食べる！つくる！語
る！－

震災後に地域に転入して来られた方々に得意とする技を伝授
していただきながら地域の住民と交流を図った。被災体験も
語っていただき震災への思いを新たにした。

6 54

木町通
きまちハートふる絆づ
くり

気軽に参加できるミニ七夕飾りづくり、ちらし寿司づくり、
コンサート（アカペラ/クラシック）などを開催し、地域生活
者となった被災者と地域の方々との交流を図った。

7 506

宮城野
区中央

にっこりーな・ほっこ
りーなサロン

みなし仮設住宅の入居者の孤立を防ぎ、心の安らぎを感じて
もらうため、定期的に集える機会を提供し、市民センターが
仲介役となり助け合える「顔の見える」関係性をつくること
を図った。原町さんぽ、簡単!おいしい！家庭料理、ゆる体操

3 85

福室
見なし仮設入居者支援
講座～だれでもサロン
「まざらいん」～

見なし仮設入居者と地域住民が、気軽にみんなで一緒に参加
できるように、「健康体操」「カラオケで歌おう」「福室縁
芸場」を開催した。

3 162

田子
田子のきずなステー
ション

きずな通信の発行（5回）。「オープンクラス卓球」の開設
（６回）。実技「七夕つくり」街歩き「田子のさんぽ道」講
話「こう変わる！田子のまちの姿」「田子のお茶っこサロ
ン」。ロビー展示。復興関連部局等に情報提供依頼。

21 94

六郷 六郷地域支えあい事業

「いぐねおぢゃっこの会」
気軽に参加できる企画とお茶飲み。
企画内容は、健康体操、昔遊び、「六郷の遺跡」についての
講話、ジャズによる唱歌の演奏と語り、お楽しみ企画、ボッ
チャで体遊び、振り込み詐欺にあわないための講話、演芸大
会、プロ演奏家によるミニコンサート、僧侶が結ぶビーズブ
レスレット作り、軽体操。

11 287

山田
市民企画講座－小さな
復興支援の輪－「絆カ
フェ」

被災された方の体験談を聞く機会を設けると同時にコンサー
トを開催し、終了後にはお茶を飲みながら歓談できる交流会
を実施した。毎回義援金箱を設置し集まった義援金を東日本
大震災の孤児を支援するJETO宮城に寄付した。自主サークル
「民謡・絆ひまわりの会」が立ち上がりCD「民謡で絆のひま
わり音頭」を制作。

8 441

泉区中
央

泉中央交流カフェ2013

震災避難者と地域住民が音楽や手仕事を通して気軽に交流す
る場を提供し、講師と受講者の生きがいづくり、仲間づくり
の支援の場とした。手芸、染め物、マッサージ、コンサート
など。

11 402



種別６：各地域の震災の記憶を記録する事業

○　５館で５事業実施

○　主な実施事業例

館名 事業名 事業の主な内容 回数
参加
延人数

高砂
複数年事業
震災復興地元学

中野・岡田地区に住んでいた人々が自分のふるさとを記憶に
とどめ、誇りをもってふるさとを語れるよう、震災に対する
さまざまな気持ちと向き合い、未来を考える一助とした。ま
た、震災前の日常生活と震災後の生活の動きを捉えた。冊子
「ふるさと蒲生」を発行

16 657

高砂
「復刻　自慢の郷土料
理」企画委員会

高砂地区沿岸部は東日本大震災で甚大な被害を受け、その歴
史や文化も伝えるのが難しい状況にあったため、地域の伝統
を伝えられる人材の高齢化にともない地域の記憶が残ってい
る今を機会に、伝統的郷土料理を伝えていくため講座を企画
した。
被災者にも呼びかけ、震災前の郷土の食文化に携わっても
らった。

9 79

東部
東日本大震災後の地域
の活動記録

平成24年度から行った連合町内会会長始め学校関係者、さら
には社会学級やPTA会長、商興会長等による市民センターだよ
りでの記録寄稿リレーを記録集として残すため編集会議座談
会を開催し、震災の記憶（東仙台版）を冊子として編集・製
本し配布した。

12 43

七郷
あの時を忘れない
－震災の記憶

東日本大震災により被災された方々や支援者等から、震災で
の体験や記憶を聞き取り、記録集「民生委員・福祉委員・各
種団体・事業所等編」を発行した。また、荒浜交流イベント
「秋だ！みんなで芋煮会」を実施した。

28 591

秋保
東日本大震災後の地域
の活動記録

地域懇話会やアンケート実施の結果から、震災後の地域の不
安や情報を集約し記録した。

3 43

種別７：震災の経験や教訓等の伝承または発信を行う事業

○　８館で９事業実施

○　主な実施事業例

館名 事業名 事業の主な内容 回数
参加
延人数

福室
市民企画講座
「災害の歴史を解き明
かす」

過去から学ぶことの重要性を再確認し、後世のために今何が
出来るかを考える機会として、「地名と災害」「自然災害と
人災～仙台藩に見る天明の大飢饉～」、東日本大震災を風化
させない！」の講座を実施した。

3 106

七郷
未来への伝言
－七郷を語り継ぐ

変貌著しい七郷の歴史や震災の記憶を次世代に語り継ぐため
の語り部育成講座。歴史講話、地域探訪会、遺跡見学会、震
災体験を語る会など。

8 69

六郷
語り部ボランティア養
成講座

震災の体験についての聞き取り。「震災時の様子（どのよう
な行動をとったか・地域の様子）、苦労したこと、現在の状
況、後世に伝えたいこと」等をインタビュー形式で聞き取っ
た。

4 5

沖野
東日本大震災の記録
～おきのかわら版～

おきのかわら版2号と3号を1,000部ずつ発行。 10 43



種別８：震災後の市民の心を癒し，活力を取り戻す事業

○　20館で31事業実施

○　主な実施事業例

館名 事業名 事業の主な内容 回数
参加
延人数

片平 片平新春コンサート
当館利用の７合唱サークルが出演し、地域住民やみなし仮設
住宅の住民などを招き交流するコンサート。支え合いセン
ターを通して招待券を配布した。

1 230

高砂 高砂サローネ

東日本大震災から2年、復興へと歩みはじめているが、まだま
だ見通しもつかず将来に対する焦燥感がみえる被災者もい
る。地域の様々な立場の住民が一緒に学び集う事でお互いの
立場を理解しながら地域の絆を作っていくことを図った。

19 578

鶴ケ谷
鶴ケ谷市民センターま
つり「地域の絆コン
サート」

地域諸団体と実行委員会が協力してコンサートを開催し、異
世代間交流の場を提供するとともに地域活性化を図り、地域
の絆を深めた。

2 420

若林区
中央

【出前講座】
シニア元気倶楽部

仮設住宅や地域の集会所に出張して，ものづくり，軽運動，
健康講話を実施し交流をはかった。一コマは仮設住宅への出
前講座。震災を体験した高齢者の孤立防止の一助とした。

3 68

荒町
あらまち”ほっとハー
ト”音楽会

震災後の地域のつながりを重視し、「出会い・ふれあい」を
テーマに、音楽を通じて気軽に参加できる地域住民の交流の
場を提供。商店街を会場とした音楽鑑賞会と交流会。

2 75

七郷
市民企画講座
「七郷ハートフルコン
サート」

被災された方々が地域の方々と共に楽しい時間、癒される時
間を過ごすことで復興への歩みを進める一助とした。吹奏
楽、ジャズ、合唱とハーモニカのコンサートを開催した。

3 200

富沢 心にふれる読書会

「震災からの心の復興」を目指し、本を媒体にして、お互い
がそれぞれの思いを語り合い交流を深める場として「読書
会」を開催した。継続を望む声も出ているので、今後自主
サークルに進む可能性もある。

6 57

根白石
傾聴ボランティア養成
講座（スキルアップ
編）

傾聴の基本的心構え・スキル確認・認知症の方への関わり
方・ロールプレイ体験・グループワーク

4 27

南光台
南光台絆づくりコン
サート

誰でも気軽に集えるコンサートを開催し、震災の復興とサー
クル活動の活性化を図った。

1

松森
松森あったかコンサー
ト

全3回開催、第一回目はフィルハーモニアウィンドオーケスト
ラによる吹奏楽のコンサート、第二回目はピアニスト伊東
陽氏によるピアノコンサート、第三回目は荒川知子とファミ
リーアンサンブルによるコンサートを行った。各回とも満席
で、のべ254名の参加があった。また、回を増すごとに参加者
の地域が広がっている。

3 256



種別９：１～８以外で地域の絆づくりにつながる事業

○　20館で44事業実施

○　主な実施事業例

館名 事業名 事業の主な内容 回数
参加
延人数

片平
クローズアップ片平・
映像番組づくり

片平地区を紹介するDVD作成にともなう内容の検討と素材収集
片平地域の”人・活動・資源”などを紹介するDVD作成を通し
て、地域の絆づくりの一助とする

3 30

東部

地域の絆再生プロジェ
クト「地域づくり講
座」
地域プロデュース
「東仙台輝きクラブ」
企画「地域ブランドを
創ろう」

寂しくなっていく商店街を活性化させる手段として地域ブラ
ンドのメニューを開発するため、ワークショップと試作検
討、試食会を繰り返し、飲食店にランチメニューとして「東
仙台塩釜焼き牛タン」を第1号のレシピとして提供した。

10 86

高砂

三館共催事業
地域の絆「講」の再発
見～旧高砂村の講を探
る～

東日本大震災を経験し地域の結びつきの大切さが痛感されて
いることから、旧高砂村の地域で行われてきた「講」に着目
し、「講」の果してきた役割、関わる伝統文化、習俗を学ぶ
ことで、コミュニティ活動の大切さや、地域について考察す
る機会とした。

18 162

高砂

「復刻　自慢の郷土料
理」企画委員会企画講
座「託児付事業「子供
に伝えたい郷土料理」

地域の農産物や行事と重ね合わせながら伝わってきた郷土料
理があることから、昔から伝わる郷土料理の中から子どもた
ちと一緒に作れるメニューを選び、地域の文化を伝承し、昔
からの味や思いを伝えていくことを図った。

2 45

六郷

住民参画・問題解決型
学習推進事業「子ども
たちに伝えたい六郷の
暮らし」～平成の六郷
をふりかえる～

学校給食・子どものおやつなどについての勉強会、「子ども
に伝える場」プログラムつくり、「六郷たんけん隊」発表、
事業ふりかえり

10 258

南中山
まちづくり交流農園
ちゃちゃちゃ倶楽部

住民同士が支えあえる基盤を育むために、住民が関わる機会
を作り、住民相互の交流を活発化することが必要なことか
ら、21年度から市民センターで養成した菜園ボランティア
サークルを活用し、学びの成果を還元してもらいながら、つ
ながりを築く講座を行った。講話・ワークショップ・公開講
座。
災害時に必要な住民共助の基盤を作るため、住民が関わる機
会を作り、地域を支える人材育成を行う

10 214



「地域の絆づくり推進事業」について 

1  目的 

  震災における体験や記憶を次世代に継承し、震災後の地域の復興・再生に資する市民センタ

ー事業を実施し、地域力・市民力の醸成・発展を図る。 

 

2  対象 

仙台市市民センターの指定管理者である公益財団法人仙台ひと・まち交流財団が実施する市

民センター地区館事業を対象とし、最長で３ヶ年実施する（平成 24年度より実施）。 

 

3  内容 

市民センター地区館において、大学・企業・ＮＰＯ等と協働し、災害や環境、コミュニティ

再生、防災・減災教育などをテーマにして、専門性の高い事業や成果を大きく発信できる事業

などを、地区館の提案型事業として実施する。 

＜事業類型の例＞ 

・ 地域の災害対応力及び減災力を向上させる事業 

・ 住民が地域の復興について考える事業 

・ 震災後の市民の心を癒し、活力を取り戻す事業 

・ 若い世代を巻き込んだ地域の絆づくりにつながる事業 

・ 各地域の震災の記憶を記録する事業 

平成 24 年度は、片平・広瀬・宮城西・大沢・落合・幸町・七郷・八木山・高森の 9 館の各

市民センターにおいて実施した。 

平成 25年度はこれらに柏木・鶴ケ谷を加え、合計 11館で事業を実施した。なお，大沢は平

成 25年度限りで事業を終了した。 

平成 26年度は、残る 10館で事業を継続して実施するとともに、事業の最終年度となるため

成果物のとりまとめや成果の発信を行う。 

 

4  実施手法 

 (1)  審査会の実施 

あらかじめ生涯学習支援センター、区中央市民センター、指定管理者事務局による事前選

考を経た各地区館の事業企画書をもとに、学識経験者、区中央市民センター等による審査会

において委託事業を決定する。 

(2)  報告会の実施 

   事業を実施した地区館が、年度末に審査会の委員や他の地区館職員等に公開で実績報告の

上、意見交換を行う。 

(3)  事業を実施する地区館への支援 

   地区館の企画及び事業実施にあたっては、必要に応じ区中央市民センターは、連携先との

コーディネートや事業の組み立てへの助言などの支援を行う。 

 

5 平成 26年度予算  ２，５５０千円 



 

平成 26年度「地域の絆づくり推進事業」一覧 

 

 センター名 事業名 事業の目的・概要等 

１ 柏木 

 

ふしぎ！発掘！再現！－不思議な

地形をジオラマにしよう 

失われた地域の特殊な地形をたどり、ジオラマ

に再現する作業を通して、地域活動を継続する人

材を育成するとともに、これらの資料を次世代に

送る。 

２ 片平 片平地区・みんなでワイワイ街づく

り、絆づくり 

震災を経てクローズアップされた片平地区特有

の課題解決の具体的方策策定会議を持ち、震災対

応の仕組みづくりと絆づくりを目指す。 

３ 広瀬 きずなカフェ～めざすのは人と地

域の輝き～ 

世代ごとのサロンを開催、また全体的なサロン

を開催し地域の絆づくりへとつなげる。また併せ

て、「カッパダ川」をシンボルとして新旧住民が交

流を深め、地域を活性化していく事業を実施する。 

４ 宮城西 「ふるさと食だより」 地域資源、地域人材や地域伝統、特に豊かな食

文化を持つ地域であることを生かし、食文化によ

って人や地域を結ぶ。また、特産物を開発し、こ

の地域を広く多方面に紹介することで地域の活性

化に繋げる。 

５ 落合 みんなの力で地域防災・減災 地域の各種団体や施設、機関の災害時ネットワ

ークをつくるために、地域で防災・減災活動の中

心となる人材の発掘・育成をする。それをとおし

て地域全体が防災でつながり他の課題にも取り組

む機運をつくる。 

６ 鶴ケ谷 

 

私たちの鶴ケ谷～これまでを学び

これからを考えよう 

団地造成から数十年がたち、町並みの変化と高

齢化が進み、また震災によって復旧の途上にある

中で自分たちの町のこれまでを学び、これからを

ともに考えることを通して、地域で活動する人材

を育成する。 

７ 幸町 「一人ひとりにやさしい地域防災

の輪」 －防災でつながる人と人－ 

障がいをもつ人々が、地域住人として生活する

ために、また障がいを持つ人たちや災害弱者の視

点からも地域一体となった防災対策や安全なまち

づくりを目指す。 

８ 七郷 あの時を忘れない－震災の記録 地域の被災者や支援活動者等から震災における

体験や記憶を聞き取り次世代へ記録として残す作

業を通して、多くの地域住民が関わりを持ち、地

域の絆の再生、そして復興への歩みを進めていく

ことへの「きっかけづくり」とする。 

９ 八木山 探そう，つくろう，「八木山新名物」 地域の中学生と保護者世代を中心に地域住民自

らが、地域を学び、発見し、八木山の名物をつく

る、あるいは掘り起こすことを通して、それに関

わる人々の絆や地域のつながりを強める。 

10 高森 新しいふるさとづくり事業 地域の学校、町内会、ボランティア団体等と協

働して、地域活動する人材を養成し、地域の絆を

育み、「新しいふるさとづくり」を推進する。 

 



 

防災・震災復興に関連する市民センターの日常業務について 

 

１ 平成 25年度の主な日常業務例 

①  地域の防災に関する業務 

・地域における防災訓練への参加 

・地域における防災関係会議（地域防災ネットワーク会議，地域防災会議等）への出席 

②  避難所運営に関する業務 

・避難所運営委員会，避難所開設準備委員会への出席 

・避難所運営マニュアル検討会（作成委員会）への出席や打合せ 

③  復興関係事業に関連する業務 

・みなし仮設住宅入居者支援事業連絡会への出席や事業協力 

・支えあいセンター（社会福祉協議会）への協力 

・復興支援関連の情報提供 

・「元気！六郷復興の集い」実行委員会の事務局運営 

④  老壮大学や市民センターまつりなどの各種事業の事務局運営 

復興祈願として位置付けていたり，被災状況や復興状況に関する情報交換などが含ま

れている事業です。 

⑤  主催講座から立ち上がったサークルやボランティア等の活動支援 

新旧住民との交流を図る活動をしたり，被災者支援・交流事業から立ち上がったサー

クル等が含まれています。 

⑥  地域における各種会議等に関連する業務 

・町内会や学校等での会議出席 

・地域における各種行事への出席 

 

※ ①は震災前から行っていたもの，②③は震災後に生じた新たな業務，④～⑥は業務そ

のものは震災以前から行っていたものだが，防災や復興に関連する業務となったもの 

 

 

２ 日常業務等についての市民センターの主な状況や考え方等 

（市民センターから出された主な意見より） 

＜日常業務等における変化＞ 

・区役所や地域の各種団体との情報交換（会議）が増え，連携が深まった。 

・利用者（来館者）が増えた 

・新しく移り住んだ方からの地域情報等の問い合わせが増えた 

・津波被害を受けた地域を抱えているため，各種調査や照会への対応，連絡調整が増えた 

・ボランティアや町内会，行政等とのコーディネートの役割が増えた 

・地域における防災に対する意識が高まり，さまざまな団体との連携も深まってきている 



 

＜市民センター運営において留意している点＞ 

・新旧住民が交流できるような事業の企画 

・仮設住宅入居者や新しく越してきた住民への情報提供や講座等の広報 

・事業企画の際には，さまざまな生活状況に配慮・対応するようにしている 

・各種支援を行っている団体（支えあいセンター等）との連携 

・防災意識の向上を図る講座や，震災を風化させないような講座の企画 

・学校や地域団体と連携し，地域の防災力（防災への意識）の向上 

 

 

 

※震災時の市民センターの対応状況等 

【震災直後】 

・施設の安全確認等のため，全館休館 

・41館において被災者等（約 7,000人）を受け入れ 

【その後】 

・準備の整った館から段階的に開館（平成 23年 4月 26日～） 

・10館が集約避難所として対応（平成 23年 7月まで） 

・建替の必要のある 2館（鶴ケ谷，南光台）を除き全館開館（～平成 23年 11月 29日） 

 




