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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 26年 5月定例会） 

○ 日 時 

平成 26年 5月 27日（火）午前 10時 00分～12時 10分 

 

○ 場 所 

生涯学習支援センター 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，丹治重廣委員，中山聖子委員 

（15名中 14名出席） 

［事務局］ 

生涯学習支援センター：センター長 千石，センター次長 鎌田，事業係長 山﨑 

青葉区中央市民センター：センター長 西川 

宮城野区中央市民センター：センター長 佐藤，及川主査兼社会教育主事 

若林区中央市民センター：センター長 村上，大倉主査兼社会教育主事 

太白区中央市民センター：センター長 梅原，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，髙橋主査兼社会教育主事 

地域政策課：課長 遠藤 

（公財）仙台ひと・まち交流財団：市民センター課職員 曳地 

［傍聴人］ 0名 

 

○ 配布資料 

・資料１：平成 26年度市民センター関係職員名簿 

・資料２：公運審の今後のスケジュールについて（案） 

・資料３：平成 25年度市民センター事業評価の進め方について（案） 

・資料４：平成 25年度市民センター事業評価の実施について（案） 

・資料５：平成 25年度市民センター事業評価報告書（骨子案） 

・資料６：事業評価シート 

・資料７：今期公運審の審議テーマについて（案） 

参考資料 

・子ども参画型社会創造支援事業について 

・宮城野区・若林区・泉区のヒアリング概要 
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○ 職員紹介 

（資料１により紹介（異動者のみ）） 

 

○ 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：議事に先立って議事録署名委員ですが，今日は小岩委員にお願いします。（小岩委員

了承） 

審議の順番に従って進めてまいります。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。今日はこれがメインになるかと思いますが，資料がいくつか

用意されていますので，事務局から説明をお願いします。 

事務局：資料２から資料５までまとめて説明させていただきます。その後に，ヒアリング

実施概要について，各班からご報告をいただくこととしています。その後，グループ

に分かれていただき，評価シートの作成をお願いしたいと思います。 

（資料２～５について説明） 

会長：25 年度の事業評価をまとめ始めるところですが，26 年度，次の評価も迫っている，

そのスケジュールを示していただいたのが資料２です。資料３，４，５は，３つの班

に分かれて行ってきたものをどうまとめるかということについて，資料をご用意いた

だきました。この点について何か，もう少し確認しておきたいことや，進め方等につ

いてのご意見などがあれば出していただきたいと思います。 

大体よろしいでしょうか。やっていく中でまた疑問等が出てきたら，ということに

なりますでしょうか。それでは今日は（１）番の議題にあるように①，②の作業を進

めてまいりたいと思います。 

まず①番は，ヒアリングの実施概要の報告ということで，３班から参考資料をそれ

ぞれ提出していただいています。これについてそれぞれご報告をいただきたいと思い

ます。各班５分程度でお願いします。ご自分の担当した１つの事業だけでなく，３つ

合わせて評価の報告になります。もう少し言うと，子どもの参画と言うけれども，そ

の参画をどう捉えるのか，参画に導くために職員の方々が，どういう手法でどういう

関わり方をされているのかということを，対象を３つにした，１つに絞らなかったと

いうことは，３つを比較しながらどういう特徴があるのかを捉えることが，今回の評

価に当たってのポイントでもありますので，ご自分がヒアリングに行った以外のとこ

ろについても，是非理解を深めていただきたいと思います。 

順番は何か決まったものがありましたでしょうか，実施順にしますか。では若林区，

宮城野区，泉区という順番でよろしければ，そのようにさせていただきます。 

 

① ヒアリングの実施概要の報告 

（参考資料に基づき，若林区の担当委員から報告） 
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会長：ありがとうございます。同じくヒアリングに伺った委員の方から何か付け加えたい

ことや，それ以外の担当の方から何か確認したいこと，聞きたいことなどがあれば，

出していただければと思います。 

委員：一番下の３行目，繋がりが濃くなればなる程心配というあたり，地域の１つの団体

としての対応が大切だというところをもう少し教えてください。 

委員：その団体の活動そのものが，スタート時点は本当にボランティア活動だったようで

すが，今現在は仙台市のお弁当を配食する指定の団体にもなっているということで，

お金も発生する活動になっています。そのお弁当に子どもたちが心を込めて，メニュ

ーを紹介したり，季節の自分たちの言葉を添えたりということがお便りの中身なので

すが，それを大変楽しみにしている高齢者の方がたくさんいて，もちろん反応もいい

と。それがお弁当の付加価値になりすぎてしまうと，子どもたちの活動がお弁当の魅

力の一部分になりすぎてしまって，純粋なボランティア活動として始まったものが，

言葉が悪いのですが利用されるような価値になってしまうと，それは少し違うのでは

ないかと気にしておりました。お話からは，そういうところまではいっていないと思

うのですが，あまりにも定期的にお便りを書くという活動が月 1 回決まっているとい

うこともありまして，もう少し，必要に応じてお便りを書くという程度でもいいので

はないかというような感じを受けたということです。 

委員：課題のところで，学校との連携の難しさというかがあります。なぜ統一した，学校

としてこうだということにならないのでしょうか。例えば，社教主事がいれば意外と

話がまとまりますし，流してもらえるのですが，なぜなのでしょうか，温度差がある

のは。 

委員：嘱託社会教育主事の先生がいるような学校に関しては，他の学校に比べるとすんな

りと，窓口が明確だということもあって，積極的に広めていただけるようなところが

あると思います。地域と共に歩む学校，開かれた学校を仙台市は全体で目指しており

ますが，やはり究極のところは，教員の個々人の意識レベルというところがありまし

て，まだまだ外にしっかりと向いていない部分も多々あるので，そういうところは学

校関係の大きな課題，解決していかなければいけないところだと思うのですが，まだ

まだ個人の考えが優先している部分が残っておりますので，何とかしていきたいと思

っております。 

委員：分かりました。学校教育と生涯学習は一緒になっていかなくてはいけないわけです

よね。そこを先生方にもご理解いただいて，生涯学習教育も理解していただければ，

円滑に講座が回っていくし，子どもたちも参加意欲も出てくるだろうと思います。 

委員：確かにご指摘のことはまだ残っています。ただここ数年で，学校は変わろうとして

きていますし，実際に変わってきていますので，是非今後にも期待していただければ

と思います。生涯学習，学校教育，その境目は基本的にないかと思いますので，そこ

はいろいろな地域との関わりの中で大分意識レベルが上がってきていると思います。 
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会長：どうしても子どもの活動を考えていくときは，学校との関わり，関係をどう理解す

るかが大事なポイントになってきますので，その辺りをご指摘いただきました。具体

的にどうそこを改善していけばいいのかということについては，他の区の担当した委

員からのご指摘も受けながら，報告書の中で何かしら提言ができればと思っておりま

す。 

委員：結構，月２回子どもたちが集まるというのはなかなか難しいこともあるのではない

かと思います。18 名の子どもたちの，小学生とか中学生とかの内訳を教えていただき

たいと思います。それと，月２回のうちの１回は手紙を書くということで，この子た

ちのボランティアをしている目的というものが，本当はどういう所にあるのか，少し

分からないと思ったので教えていただければと思いました。 

委員：18名の内，当日は３名が中学生で 15名が小学生。小学生は３校からで，遠見塚小，

南小泉小，大和小です。 

活動目的は，子どもたちが地域のために何かできることはないかということを，子

どもたちの考えを生かしながら活動を継続してきたという，正に，その地域の子ども

のボランティア，チャイルドボランティアでチャボということだと思います。その中

の１つとして，これまでの流れを生かすということで，お弁当へのお便り書きを定期

的に今年度入れるようになったということです。やはり要望も強いということですが，

それ以外にももちろん活動しているので，そこは地域に関わる子どもたちの活動とい

うところは，あまり大きく外れていないと思っておりました。 

会長：少し補うと，子どもたちが実際に何をやりたいのかということを，まず子どもたち

の中から出てくる意思を大事にすることが，元々の活動の出発点なのだと思います。

その中で，いろいろな経緯があって関わりが出てきて，先程の委員のご質問と繋がっ

てくるのですが，子どもたちにとっては活動の中の１つのメニューではありますが，

もっと本当は別の活動だってあってもいい。それが１つの団体の１つの活動だけに重

点がいき過ぎたり，子どもたちの関心が変わったときにも変えられないようなことに

なったらどうなのかということを，今現在というよりむしろ，そうなる可能性があっ

たときにどうするのかということが課題なのではないかということです。ですから，

ほかにも子どもたちのやってみたいことがある中で，どうバランスを取って取り組ん

でいくのか，そういう問題だと思っています。子どもの参画をどう捉えるのか，そし

てそれに対してどう職員の方なり大人が向き合っていくのかということが，一番大事

な本質的なテーマですので，その辺りはまた後でじっくり議論をしてまいりたいと思

います。 

次に進ませていただいてよろしいでしょうか。では宮城野区の方にお願いします。 

（参考資料に基づき，宮城野区の担当委員から報告） 

会長：ありがとうございました。同じ班の方からの補足，あるいは他の委員からの質問な
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どがございましたらお願いします。 

先程の若林区の方と，論点としては重なるところも出てくると思いますので，その

辺りは改めて，全体としてどうまとめるかという段階で議論していきたいと思います。

よろしければ次に進ませていただきます。それでは泉区の方，お願いします。 

（参考資料に基づき，泉区の担当委員から報告） 

会長：ありがとうございました。同じ班の方から，何か補足すべきことがありましたらお

願いします。あるいは，他の班の方から何か確認したい事，深めたいことがあればお

願いします。 

委員：大体，今報告されたとおりで，子ども４人が来て話してくださったので，非常にど

んな感触を持ったかというのが分かりました。皆さん試作したことが非常に楽しかっ

たというのがありますが，やはり 28名集まって，どういうスイーツを作るかみんなで

案を出した，その比較の目とか，そういうのもあって非常に良かったと思いました。

仙台の野菜でスイーツを作ろうがテーマで，講座全体のテーマとして社会の仕組みを

いろいろ考えてもらおうというテーマ性はあるのですが，やはり子どもの関心はスイ

ーツを作ることの方にいっていて，仙台野菜についてのスイーツを作る思い入れは，

やはりまだ少し，子どもにとっては無理だったかなと思いました。いろんなパッケー

ジを作ったり，ネーミングを考えたりというところでは，子どもなりの想像力が発揮

されていて，すごいなと思いました。子どもの能力の発揮というか，そういう仕掛け

は非常にうまくいっていたと感じました。 

委員：私からも１つ，この冊子にも紹介されていますが，河北新報にもこのような形で活

動が紹介されていました。これは主催者側の方で仕掛けをしてのことでしょうけれど，

広く紹介されると，子どもたちにとってはとても嬉しいことだったと思うので，とて

もよかったと思いました。それから，自分たちで１人ひとりアイデアを企画した段階

で，ある子が葱を使うスイーツを考えた子がいて，とても仙台らしかったのですが，

採用はされなくて。個人的にはすごく良かったなと思っていました。 

委員：フィフティ・フィフティで役割を分担したとか，事業の運営状況について実務面は

地区館の特定の職員の人脈に頼っての運営と感じたというあたり，もう少しどういう

ことだったのか説明していただければ。 

委員：南中山のその職員の方は，いろいろな人脈だけでなく，事業の運営の仕方にも精通

した方のようで，その方が地域等々の顔になっていたのだと思います。区中央市民セ

ンター側は，その人に動いてもらって，後はデスクワークで交通整理をしながら，誘

導している状況に見えました。ですから，実際はそういう核となる職員が１名しかい

ないとすれば，どのように運営されていくのかという不安も少し感じたということで

す。 

泉区中央市民センター長：正にフィフティ・フィフティなんです。お金は泉区中央市民セ
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ンターが持っていますが，いろいろな打ち合わせについてもすべて地区館の人にお越

しいただいて，うちの主担当，副担当，係長や私が入って決めておりますので，地区

館主導というのは違うということです。広報などはすべてうちの方で，泉区の小学校

にはすべてこちらからチラシをまいていますし，どういった人を講師にするかという

ことについても打ち合わせをしながらなので，南中山が主体というのは少し説明不足

だったかもしれません。 

委員：感想ですが，子ども参画事業が目指す目的に対して，スイーツ作りから入ったとい

うのは大変難しいですね。さまざまな課題とか，そういうものが若干感じられるよう

なところがあるように思います。 

 

② 評価シートの作成 

会長：テーマを決めるに至ったプロセスみたいなものも，もう少し具体的に追いかけない

といけないことと思いますので，また次につなげていきたいと思います。まだもう少

し深めたい事などあると思いますが，改めて次の作業段階の中で議論していけばよろ

しいかと思います。 

いよいよ，これをどのようにまとめるかについて考えなければいけないわけです。

先程の事務局からの説明にもありましたとおり，今のお話を資料６の事業評価シート

の形でまとめていただくことになります。各班で１つのシートにまとめていただいて，

それがまとまると審議会全体として，資料５にあるような事業評価報告書にまとまる

ことになります。資料５と資料６の関係ですが，資料５の裏面のⅢの評価結果の各事

業の評価ということで，宮城野区，若林区，泉区それぞれ，資料６の評価シートが基

本的にはそのまま，ここに入ればいいのかなと思っております。 

どういうふうにまとめるか，これから班ごとに分かれて話し合いをしていただきた

いと思います。 

事務局：これから各班に分かれてグループワークをしていただきます。記録者を決めてい

ただいて，資料６にまとめていただきますが，手書きになりますので，Ａ３判に拡大

したものを用意いたしました。担当区の職員も入りますので，ご不明な点などござい

ましたら，ご質問，ご確認などをお願いします。 

会長：それでは，今日ですべてシートを完成させるわけではなくて，その後の作業もして

いただいた上で，6 月 10 日までに事務局に送っていただくことになります。どなたが

まとめるか，重要な論点は何かということを，班ごとに話し合っていただく時間を取

りたいと思います。 

ちなみに，電子媒体でファイルを作ったとき，１ページにまとめなければいけない

のか，多く書いてもいいとか，その辺りはどうでしょうか。 

事務局：まとめ方は委員の皆様にお任せいたします。この１枚に必ず収めなければならな

いといったものではございません。 



 

  7/9 

会長：では分量については特に縛られず，様式として，評価できる点，改善に向けた提案，

その他という項目で整理するとご了解いただいて，班ごとにどんな論点がどこに入っ

てくるのかをこれから整理していただきます。 

事務局：会議自体が 12時までということになっておりますので，時間が短くて申し訳ない

のですが，30分弱くらいを目安にお願いしたいと思います。 

（各班に分かれて，ヒアリングシートの作成） 

会長：まだお話の途中だと思いますが，最後にこれからのことについてお話をさせていた

だきます。 

今日の議論を踏まえて，シートを 6月 10日までに事務局提出ということでお願いし

ます。具体的なことについては後程，事務局からお話しいただきたいと思いますので，

一応今日の審議の議題の（１）番については，これで一区切りつけたいと思います。 

 

（2）今期審議会の審議テーマについて 

会長：今日の議題がもう１つ残っておりまして，（２）の今期審議会の審議テーマについて

です。前回から引き続きの議題になっておりますので，この点について簡単に検討し

ておきたいと思います。今日の資料２にもありましたが，事業評価と並行して何かテ

ーマについての審議を行い，最終的にはまとめた意見書といいますか，報告書を任期

が終わる最後に提出することになります。そのテーマをどうするかについて，資料７

が用意されていますので，事務局から簡単にご説明をお願いします。 

事務局：それでは資料７の概略を説明いたします。 

（資料７について説明） 

委員の方からは，震災後の市民センター事業のあり方，これでいいますとテーマ案

１ですね，このご希望がございましたし，またこれまでの公運審の中でも，震災につ

いての議論は必要ではないかというご議論もありましたので，事務局としてはテーマ

案１でいかがかと考えているところです。ただこれについては，本日皆様からご意見

があればお出しいただいて，それを踏まえて決定していただければと思っております。 

会長：事業評価の方もまとめなければいけないので，なかなか厳しいところです。３つの

案の中で，全然別々ということではなく，例えば案１と案３が繋がる所もあるでしょ

うし，もちろん２案も関連してくるところがあるかもしれません。具体的にどういう

風にテーマを組み立てるか，そして 26 年度の事業評価も行わなければいけない中で，

その事業評価とこの自由テーマでの審議がどういう関係でいけば上手く結びついて，

我々にとっても取り組みやすいのか，負担にならないのかということも併せて考えて

いく必要があると思います。 

もし何か今日ご意見があれば，こういう進め方，こういうテーマが大切ではないか

ということを，今日はもう時間がありませんので，次回までにまたご意見があればお
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寄せいただいて，それを元に何かテーマを決めるのであれば，具体的に何の事業を元

にどういう議論ができるかというような，そのテーマについての勉強会を，そろそろ

スタートしていきたいと思います。次回の会議の前には，テーマがある程度，おおよ

そ見えているような状態にしていきたいと思いますので，会議が終わった後でもご意

見をいただきたいと思います。ただ，もう少し今日この場の中で何かご意見がある方

がいらっしゃればお願いします。 

委員：テーマ案１で震災という話でしたが，震災ということをどう捉えるかというのは非

常に重要かと思います。津波被害はもちろんありますが，内陸被災，これはケースも

違うでしょうし，市民センターが長期的に避難所になったケース，中期的に，あるい

はまったくならなかったケース，といくつかあると思います。そのへんを何か類型み

たいなものを設定して，津波被災だけではない形でやるのが大事かと思います。どう

いうことかというと，ある種一般化して，他の地域，これから首都直下であったり南

海トラフであったりという話もされていますので，そういった所へのある種のレファ

レンス，参照，参考資料になるような形でまとめていくことも想定しながら，震災と

いう言葉を捉えた方がいいのではということです。 

会長：大事なご指摘でした。単に，幾つかこういうテーマの講座があるということだけで

はなく，施設の提供のあり方だったり，行政組織，市役所と例えば市民センターとの

連絡の仕方であったり，そういった運営体制みたいなものにも関わってくる論点だと

思います。 

委員：町内会で進めているのは，地域版避難所運営マニュアルです。その中で市民センタ

ーも補助避難所とかさまざまな角度で論じられていますので，できればこの辺を論じ

ていただくと，地域としても参考になることもあるのではないかと思います。 

委員：仙台市の地域防災計画の中でも，市民センターが補助避難所になっていますので，

その辺をどのように市民センターとしてやってくかということも大切だと思います。

地域との繋がりも大切ですので，テーマ１はいいのかなと思います。 

委員：地域防災計画の話が出ましたが，地域防災計画そのものには，我々は踏み込むべき

立場ではないと思います。そういう意味で，避難所運営マニュアルとの整合というと

ころも，提言はできるかもしれませんが，地域防災計画そのものに触れるというのは

越権行為というか，そういう側面もあると思いますので，どこまで扱うのかよく見る

ことと，防災機能が高まる活動とか，そういうところを市民センターの活動と見るの

か，市民の活動と見るのかという整理は必要だと思いますので，そこは丁寧に審議さ

せていただければと思います。 

委員：市民センターが補助的避難所になったときに避難所の役割ではないけれども，そう

いうようなことも，ワークショップを通して見える可能性が結構高いので，１回皆さ

んで仙台版そなえゲームを一緒にやるのもいいのではないかと思いました。 

委員：震災の時に，市民センターは施設という点では結構活躍したというか，力になった
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市民センターもあれば，そうもいかない市民センターもあったというのがあるわけで

す，施設面でね。生涯学習面では，この３年の間にどう地域の人が変わったのか。受

け止め方。どう学習していこうとしているのかとか，いろいろあると思います。施設

面だけではなく，生涯学習の視点も含めて，市民センターは３年前からこう変わって，

皆さんに愛されるようになるきっかけを打ち出していかなくちゃいけないと思うので，

あまり施設面を重視しなくてもいいのではないかと思います。 

事務局：確かに補助避難所となったときには，市民センターは施設管理者として地域と関

わっていくというように，地域防災計画でも位置づけられると思います。そういうの

は地域防災計画や避難所マニュアルになってきますが，公運審としてはソフト面とい

いますか，事業，講座，あるいは地域との関わりという面を重視してご議論をいただ

ければと事務局としては考えております。 

会長：そこはまた，次回以降議論することになると思います。地域によって依然として温

度差もあるかもしれません。住民の方々がどういう課題意識を持って，どういう関心

があるかということも，内陸部と沿岸部では違いも大きいでしょうし，そのあたりを

どう捉えていくかということも含めて，次回以降論点を整理してまいりたいと思いま

す。 

では，今日はここまでとさせていただいて，案１をベースにしながら，具体的にど

ういうフレームワークで捉えていくのか，そして現状はそもそもどうなっているのか

ということを，次回から少ずつ進めてまいります。一応議事はこれで終わりというこ

とで，事務局にお返します。 

 

○ 閉 会 
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