
  1/18 

仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 26年 7月定例会） 

○ 日 時 

平成 26年 7月 15日（火）午前 10時 00分～12時 00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，企画調整係長 松本 

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 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 

生涯学習部：部長 山口，生涯学習課長 奥山 

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 

 

○ 配布資料 

・資料１：公運審の今後のスケジュールについて（案） 

・資料２：平成 25年度仙台市市民センター事業評価報告書（修正案） 

・資料３：主催講座の事業別実施状況 

・資料４：市民センターにおける防災・復興関連事業について 

 

○ 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：議事録の署名人は，今日は小地沢委員にお願いしたいと思います。（小地沢委員了承） 

それでは審議に入ります。（１）と（２）と大きな議題が２つありますので，予定し
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ている２時間の中で，大体１時間くらいずつのつもりで進めてまいりたいと思います。

まず，（１）平成 25 年度の市民センター事業の評価について。これは，資料を事前に

お送りしたとおりですが，いただいたご意見を踏まえての修正，最後の調整もしてお

りますので，その辺りの経過も含めて事務局から説明をお願いします。 

事務局：始めに資料１の方からご説明させていただきたいと思います。 

（資料１について説明） 

次に資料２，仙台市市民センター事業報告書，この修正案についてご説明させてい

ただきます。報告書案は７月９日に皆様にお送りし，目を通していただきました。資

料の中の，資料３－１に一覧表があり，このような形で宮城野区中央，若林区中央，

泉区につきましては南中山市民センターを訪問し，職員や関係者，参加児童からのヒ

アリングをし，各班の代表の委員の方に事業評価シートをまとめていただきました。

その事業評価シートを元に会長，副会長とご相談しながらまとめたものが，この資料

２のⅢの評価結果になっています。全体の構成につきましては，前回の会議の際にお

示ししたもので，評価の目的，評価の実施，評価結果，この中に各事業の評価，総合

評価，まとめとなっております。修正箇所は網掛けの部分で，修正の説明を四角囲み

で記載しています。報告書の添付資料として，資料１，資料２－１から資料２－３，

資料３－１から３－４までとなっております。 

会長：今日は資料２を確定したいと思います。 

では改めて確認してまいります。まず，ページで言うと１ページから３ページの上

半分まで，ここは基本的にはこれまでやってきたこと，事実をまとめたものですので，

議論ということではないのかもしれませんが，お気づきの点があればと思います。 

委員：評価に向かう前の審議会で，観点というか指標を出しましたよね，表になっていて，

事業プロセスとか。こういう観点で見たという，これを共通に３つの事例を自分たち

はこの指標に基づいて評価させていただいたわけだから，こういう中身でここの観点

でというのを入れるのはどうでしょうか。 

会長：今の点は，本文に書いてあるといえばあるのですが。１ページのローマ数字のⅡの

１番２番あたりでしょうか，ここをもう少し細かくということでしょうか。 

委員：２ページの４はそれに当たらないのでしょうか。 

会長：そうですね，評価シート，別紙資料４と書いてありますね。 

事務局：２ページの４の（４）が評価シートの視点といいますか，ここにそのまま持って

きておりますので，そこでお読みいただければと思っております。 

会長：委員は，前期のときのように，もっといろいろな項目が本来はあって，その中で今

回はこれを選んだということを書くべきだということでしょうか。 

委員：３つの報告書を見て，指標についての評価が，事業プロセスについてとか事業運営

マネジメント，事業成果についてとありますが，例えば①②とある，それに照らし合

わせたものが実際はどうだったのかと評価していくように思っていたのですが，報告
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書を見たとき，事業の成果や，こうした方がいいんじゃないかといったところで分け

て報告があった部分もあるので，まちまちな捉え方が少し気になりました。 

会長：それについては評価シートをどう作るか，設けたかということにも関わってくるの

ですが，これはヒアリングなどを行う前の段階で，会長，副会長，事務局の方で打ち

合わせをした段階で，こんなシートでいいのではないかと考えました。確かに，事業

プロセスの①番についてはどう，②番についてはどうだと細かく分けた方が，記入欄

も分けた方が，それぞれ論点が明確になりますが，あまり細かく分けすぎてしまうと

むしろ，お話を伺った中で，このことはどの項目に当てはまるのか，複数にまたがる

ものがあったり，書きにくい場合もあるのではないか，評価シートのレベルではあま

り分けない方が書きやすいのではないかということで，このようにしたことを覚えて

おります。 

実際それでヒアリング調査等を行って，３つの班にそれぞれまとめていただいたわ

けですが，まとめの段階で先程委員がおっしゃったような形で上手く分けていただい

たところもあるし，上手く分かれていないところもあって，まちまちではあるのです

が，その辺りは評価シートの作り方にも関わることで，難しかったというのはありま

す。 

ただ，本当はもっときちんと分けて書くべきだ，その辺の方針を徹底すべきだった

ということはあると思いますが，今の段階で整理し直すことで，また各班にご負担を

お願いすることが，果たしてどこまでできるのかとも思いますので，今のお話は正直

少し難しいところですので，次の課題ということでよろしいでしょうか。 

今回は，一応これは意識して書いていただいたと思いますし，内容上もそんなに外

れるものにはなっていないと思いますので，今回はこれとして，次回の課題として引

き継いでいくことにしたいと思います。 

それでは今度，ローマ数字のⅢに移って，これも一通り目を通していただいている

と思いますが，３つの事業それぞれについて見てまいりたいと思います。まず，３の

１の（１）宮城野区中央市民センターの事業，改めてご確認いただいて，何かお気づ

きのことがあれば出していただければと思います。 

委員：先程委員が言われたことは，今後に繋いでいければいいと思います。評価されると

きは，項目がきちんと書いてあって，こういうところを直さないといけないとか，項

目を分かりやすくしてもらうといいのかなと思います。 

細かいですけど，３ページの「事業プロセスについて」と書いてあったり，他のと

ころは「について」がなかったりするので，統一した方がいいと思います。 

会長：そうですね。ここは事務的に直せるところですので直したいと思いますが，「ついて」

があった方がいいのか，ない方がいいのか。 

委員：この評価シートは，事業プロセスについてなどの３つに視点を置いて，評価できる

点と改善に向けた点と，そういう形でいいのではないかと思っていました。細かい視
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点で，監査ではないのですから，そこまでいらないのではないかと。そんなに細かく

しなければいけないのでしょうか。 

会長：監査ということでありませんし，私達も活動自体をその場で見ていることでもあり

ませんから，そこまではできないことだと思います。 

見出しは整理したいと思いますが，「について」がない方向で統一できればと思って

います。 

それと分け方です。項目をどれだけ細かく分けた方がいいのかについては，やりや

すさ，書きやすさと，実際に論点整理をする場面でどうなのか，全体に関わることだ

と思いますので，次年度のものを行うときまでの懸案事項として残したいと思います。

26 年度事業についてどうするか，またこのメンバーでもう 1 回やらなければいけませ

んので，そのときにもう少し検討してまいりたいと思います。 

修正しましたという書き方をしているところと，事務局のコメントでこれでよろし

いでしょうかと疑問形になっているところとあります。見た感じでは，疑問形になっ

ているところもこのままでいきたいと思っていますので，本文の見え消しになってい

るところを最終的に残すと考えて，その上でまだ少し直すべきところがあればご指摘

いただきたいと思います。 

委員：宮城野区の中では，事務局の修正案のとおりでいいと思いますが，どちらにしまし

ょうかというところ，３ページの１番最後，高学年生に照準を合わせたことはという

文章が，５ページと重複していて，両方への記載でよろしいでしょうかとあります。

３ページを消して５ページのみでいいのではないかと今，委員と話していたところで

す。今後に向けての話ですので，５ページのみでいいと考えています。 

会長：３ページの方はマネジメントということで，単に網掛けになっているところだけで

なく，その前のところと繋がっていると思っていました。そういう意味で，このまま

でいいのかとも思ったのですが，宮城野区の担当の他の方で，何かあれば出していた

だければと思います。 

委員：今の委員のおっしゃったとおりでいいと思います。 

会長：そうですか，そこの最後がなくても伝わりますかね。では，３ページの最後の２行

は削除して，５ページのところを生かすことにしたいと思います。細かい調整は後程

またしたいと思います。 

委員：３ページの書き方が難しかった背景には，先程の報告書をどう書くかという話とリ

ンクしていて，主催者側，事業を運営している側が事業マネジメントという観点であ

まり考えていらっしゃらないのではないかという感じが，ヒアリングの中で感じ取れ

た部分です。誰の視点でこの事業評価をしていくのか。もちろん評価者は委員なので

すが，その事業がどのように進んでいるかを見る視点が，例えば宮城野区であれば宮

中さんなのか，生涯学習支援センターなのか。どちらの主張をベースに事業が進んで

いったのかを見ていくかというところが実は少し難しい。 
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関連するところでは，５ページのその他の２つ目，地区館への事業移植に際しては

というのが見え消しになっています。宮中さんから聞き取れた印象としては，区中央

市民センターでやった事業を地区館に移植すると。そのままのタイプで移植するとい

うイメージで事業を捉えていたように受け取りましたが，事務局の方で修正が入って

いるということは，生涯学習支援センターとしてはそのように捉えていないと。その

両者の考え方に違いがあることに対して，我々はどう評価をすればいいのか非常に難

しいのですが，どうすればよろしいでしょうか。 

委員：事業移植のところは，私が意見をさせてもらった部分です。移植するということは，

やってもらうように植えつけるというわけですが，拠点館と地区館との関係は，上か

ら目線ではないと思います。すべての市民センターが，いろんな生涯学習事業に取り

組んでいて，地区館事業へのマネジメントを行う，地区館の事業の向上が図られるよ

うに支援していくサポート役ではないかと思います。だから，移植という言葉はあま

りにも強烈で馴染まないのではないかと。フィフティ・フィフティの立場でよろしい

のではないかと思いました。 

会長：私自身も少し，移植という表現は強烈というか，かなり強い指摘だと思ったのは確

かですが，表現は手直ししましたし，先ほどのお話は，この事業のプロセスそのもの

をどう捉えるかということについて，委員がヒアリングを元に理解したことと，それ

を事務局の方でどう理解されているかということとの間にずれがあるのか，ないのか

といったことでしょうか。 

委員：展開というところまでの主体性を感じ取れなかったというのがヒアリングの印象で，

積極的に地区館でも当てはまるような事業スキームに，上手く修正を図って展開する

ためのノウハウやスキームを持ち合わせていないながら，それをそのまま地区館でや

ってしまおうというように聞き取れました。ですから現時点で，宮中さんで考えてい

たことは，限りなく移植に近いことを想定されていたように受け取れました。言葉使

いとして修正することは構わないと思いますし，実際の中央館と地区館の関係はその

とおりだというのはよく分かるのですが，これは事業への向き合い方の問題に対して

の指摘の項目であると捉えています。 

会長：今の点について，あくまでもヒアリングを行った委員がこのように受け止めたのだ

からということで，このようにまとめる。ただ，それに対してもし，宮中さんなり市

中央の方で，実は違った捉え方だということがあれば，それを踏まえて改めて検討し

直したものを記載する。要するに，この意見書自体をどういう形でまとめるのかとい

うことにも関わってくる気がします。事務局の方としては，事実としてそのあたり，

委員の理解の仕方がどうなのか，何かございましたらお願いしたいと思います。 

事務局：事務局といたしましては，この子ども参画型の事業は，仙台プランで提言があっ

た内容を踏まえて，それを具体化するということで，各区の中央市民センターが具体

的に事業を企画・実施するということで，私どもが予算を取りながら，各区で展開す
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るということで企画したものです。 

３年間区中央でそれぞれ行ってきて，今後は各地区館にもこの事業を広げていきた

いというのが，市としての考えです。広げていくに当たっては，区中央で取り組んで

きたプロセスやノウハウ，そういったものを地区館に伝えながら，地域の特性もある

でしょうし，いろいろ事情もあって，背景とかも考えなくちゃならないので，まった

く同じ事業をそのまま地区館でやるのは難しいと思っておりまして，具体的にどのよ

うな形で，地区館で取り組んでいただくか，今後考えていかなければいけません。そ

こまで具体的に今，考えを持っているわけではないのですが，そういった意味で，そ

のままの事業移植ということではなくて，これまで培ってきた区中央のノウハウやプ

ロセスを伝えながら，地域の実情に合った事業を行っていきたいと思っている次第で，

私どもも，委員からのご指摘も受けまして，こういった形に修正するのはいいのでは

ないかと考えたところでございます。 

委員：修正いただいた文章については，趣旨はよく分かりますので，そのとおりでいいと

思いますが，今おっしゃったスキームなのだとすれば，我々が本来評価すべきは，各

館の事業プラス生涯学習支援センターのマネジメントも合わせて評価しないといけな

いのではないかというところになってくると思いますので，次回から，その評価の考

え方に一つ加えていただくことがいいと思います。 

会長：そうですね。その辺りは，また次の課題ということにさせていただきます。 

次に，若林区中央市民センターの事業について，ここもいくつか細かい直しを入れ

ています。若林区を担当された方，それ以外の委員の方も，何かあればお願いします。 

特にないでしょうか。それでは先に進ませていただいて，３番目の泉区中央市民セ

ンターの事業で，お気づきの点があればご指摘いただきたいと思います。大丈夫でし

ょうか。 

では最後，８ページの一番下，実質的には９ページから後のところです。この部分

は，会長，副会長の方でまとめたものを皆様にお送りしていますが，今日はこれをき

ちんとやっておかなければいけないところかと思います。 

最初に気付いたことですが，８ページの一番下の行の総合評価のところに黒い四角

がありますが，これは他の部分と体裁が整っていないので，９ページのまとめのとこ

ろもですが，他に合わせるのであれば，総合評価を（１）にして，９ページのまとめ

を（２）と，番号をつけさせていただきたいと思います。その上でまず，総合評価に

ついてです。今回３つの事業を取り上げて，それぞれの特徴を比較することで，より

良く見えてきたということ，そして，それぞれの事業で子どもの参画をどう捉えてい

るのかをまとめてみたつもりです。比較するといっても，３つの事業の調査すべてに

参加した委員がいない中で，基本的には書いてあるもの，出てきたものを元に考える

しかなかったので，なかなか難しく，苦慮しているところではあります。それぞれの

班でヒアリングに参加された中で，この辺は印象が違うということがあればご指摘い



  7/18 

ただいて，３つそれぞれの特徴をこういう風に捉えるということ，そしてこれからも，

参画を子どもに限らず，さまざまな事業で取り上げていただきたいという，まずその

総合評価のところについて，ご意見などあればお願いしたいと思います。 

３つの事業の比較といっても，どこが優れているか，優れていないかという話では

なく，いろいろな捉え方，取り組み方があるということの確認でしかないとは思って

いますが，こういう風に見ることでそれぞれの特徴が見えてくると，最後にまとめて

いるところです。 

では少し先に進ませていただいて，まとめについてご意見をお願いします。まず①

番ですが，最初に書いてあるとおり，概ね適切に実施されている事業であることを確

認する。その後の部分，これは前期にまとめた答申の中身とも絡んできますが，我々

の評価がどういう性格を持つのか。３つの班それぞれ，若干の違いはあるけれども，

どうしても評価をしようとすると，もっとこういう考え方もあるのではないかとか，

こういう取り組み方があっても良かったのではないかとか，今までやって来られたこ

とを否定するものではないのですが，どちらかというと辛口の印象を持つ，そういう

指摘がどうしても多くなってしまうのかと思っています。もちろんそれは，今までや

ってこられた事業のあり方について，いいところ，残しておくべきところは当然ある

ことを認めた上で，少し違う立場から見ていくと，もっとこういうアプローチの仕方

もあるのではないかと。今までのあり方がだめというのではなく，さらに充実させて

いくための選択肢があるのではないかという指摘なので，評価とはなんなのかという

ことについての確認を，この①で記述しています。 

②番が事業の質のさらなる向上のためにと，繰り返しになりますが，大人だって参

画にどう取り組んでいくのかということが問題になるでしょうし，市民センター事業

の中で，今回見てきた中にある，いいところをさらに広げて伸ばしていただきたいと

いうこと，そのためには，事業をたくさんやればいいということではなく，一つひと

つの事業に丁寧に取り組んで，充実させていただきたいということを書きました。 

最後に③番は，評価方法についてです。今までやってきて，評価の仕方もある程度，

固まってきたと言いながら，もっといい評価の仕方もあるでしょうから，そこについ

てまとめてみました。先程出していただいたようなご意見を，ここに付け加えるとい

うこともあっていいのかもしれません。今日の会議の中でご指摘いただいて，ある程

度方向性が固まったものであれば，会長，副会長に最終的には細かいところはお任せ

いただきますが，どんなことをどういうニュアンスで盛り込むべきなのか，この場で

理解が得られれば，書き加えることも検討したいと思います。 

委員：評価の基本的なスタンスですが，全体を見ますと，どうしてもマイナスのイメージ

が強いというか，そういう風に読めます。やはり市民センターは，多くの市民に市民

センターの存在価値を認識してもらう，そういうアピールをしなければいけないと思

います。９ページの１行目も，３事業は概ね適切に実施されていると判断することが
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できるとあります。適切であるのですが，一定の成果も得ているわけで，そういうこ

とも一言あってもいいのではないでしょうか。 

また，評価できる点よりとか，一見厳しく見えるとか，一見辛口とか，どうしても

マイナスで強い言葉があちこちにあります。９ページの下から３行目も，ここは「評

価できる点よりも」はカットして，「事業に対するコメントでは改善を要する点が多い

が」としてはどうでしょうか。次の「一見厳しく見える指摘」というところもカット

して，「本審議会の市民センターに対する期待の大きさの表れと思われる」とした方が

いいのではないかと思います。「一見辛口のコメントの背景」というのも少し引っかか

ります。存在価値の認識をアピールしたいという意味からすると，「今まで以上に多く

の市民が市民センターの存在意義を認めるようになってほしいという願いがコメント

の背景にある」として，「一見辛口」というのもカットしてはどうかと思います。 

会長：そうですね。十分に細かいところまで煮詰めた部分かどうか不安なところもありま

すので，改めて検討したいと思います。 

その前にすみません，１点。９ページの下から３行目，事業に対するコメントでは

評価できる点よりも改善を要する点が多くなったとありますが，これは評価シートで

も最初は「改善を要する点」としていましたが，後から変えて「改善に向けた提案」

としました。そこを直すのを忘れておりましたので，「改善を要する点」は「改善に向

けた提案」と直したいと思います。 

委員：この報告書に直接関わる問題ではないのですが，連合町内会長を 10年やっていまし

て，さまざまな市民センターに関わっているのですが，地域で市民センターの施設理

念とか運営方針とかはまったく知りません。なぜ市民センターがあるのかまったく分

かっていません。さまざまなものに誘われたりしますが，なぜこういうことをやって

いるのか分からないものですから，集会所みたいな思いでいる人もいます。ですから，

地域の皆さん方に，施設の理念と運営方針をきちんと，町内会長さんぐらいまではお

話ししていた方がいいと，館長さんには申し上げています。どこかで，そういうこと

を教えていただけると，市民センターに対する姿勢とかがまったく違ってくると思い

ます。コミセンも集会所も皆一緒です。事業等についてもよく分からないままに不満

がたまって，忙しいのに掛けずりまわされるみたいな思いがあったりしています。１

年に１度は必ず懇談会とかやりますので，その場で 10分くらいあればできると思いま

すので，そういう場を作っていただければ，市民センターに対する協力の仕方，関わ

り方は違ってくると思います。 

私もここに出るようになって分かりました。前は，私たちが借りたいときに部屋を

貸してもらえば 120％満足ですと館長さんに言っていました。ここにきて勉強させてい

ただいて，戦後，公民館として発足して，目的はこういうことだと。市民センターの

会合があると，皆さんに市民センターはこういうところですから，まず理解してくだ

さいと申し上げています。1年に 1度，年度初めに町内会長さんも変わりますし，校長
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先生とかさまざまな人が集められますので，一度きちっとお話いただけると，まった

く違うようになってくると思います。 

会長：非常に大事なご指摘をいただきました。これについては，今日いらっしゃっている

職員の方々，事務局の方々に，直ぐにでも取り組みを進めていただきたいと思います。

どういう機会を利用して，どういう風に取り組むのか，後々ご検討いただければと思

います。 

今のことを事業評価の中で，改めて施設理念と運営方針も参考資料として，載せな

ければいけないかということもあるかもしれません。そこの辺り，委員の皆様から何

かあればいただけますでしょうか。施設理念と運営方針を参考資料としてどこかに入

れてはどうか，どこにどう入ったらどうなるのか，直ぐにイメージできませんが，事

業評価の参考資料に入れることを含めて検討させていただきます。 

委員：表現はこのとおりでいいと思います。市民センターがそれぞれどうするのかという

問題ですから。 

委員：このまとめのところ，総評のところは，会長さんと副会長さんはかなり苦慮して書

いたところだと思います。その辛口なところをなぜ今あえて使わなければいけないか。

もっとこうしたら市民センターは素敵になるのではないか，こういうマネジメント感

覚をもってやれば，もっと地域の方達に届くんじゃないかとかということを含めて，

とても言葉を選んでお書きになったのではないかと感じます。本当はもっと，まとめ

でも書いた方がダイレクトに伝わって，より良い市民センター，おらほの市民センタ

ー，私たちの市民センターになっていくのではないかと感じます。辛口にと表現はな

っているけれども，あえて辛口といっているのは，ファンだからこそ必要なんじゃな

いか，顔が見える関係だからこそ，ここも大事だという部分も言っていかないと。こ

のままで大丈夫だと思ったときが，ひょっとして怖いところで，ここは表現が少しき

つくても，こういう表現は審議会だからこそ必要ではないかという気がしました。 

会長：微妙なニュアンスみたいなものもあるので，皆が一致することは難しいかもしれま

せんが，いろいろなご意見があることを確認できましたので，改めてそれを踏まえて，

どう整理すればいいのか，何かある方はこの場で出していただいて，最終的には会長，

副会長にお任せいただくことになりますが，遠慮なくご指摘いただければと思います。 

委員：今のお二方の委員のお話ですが，書き方の問題もあると思いますが，あくまで評価

は事業を見て行っているので，厳しいとか辛口とかという表現より，これはどう指摘

している評価なのか。どちらもあるわけで，プラス評価もあるし改善を要する評価も

あって，その両方をきちんと見てほしいという表現にすればいいのだと思います。だ

から，ちゃんと評価はしたので，これを見て読んで改善を図ってくださいという表現

に持っていけば，何かコメントで厳しいとか辛口とか書かれると，悪いところばかり

指摘しているように見えるので，そうではなくて，良い点も改善を要する点も評価を

きちっとしましたよ，それをちゃんと見てくださいという形にしていただければ，最
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後のまとめはいいのかなと思いました。 

総合評価の最後の９ページの最後の行，職員の自己研鑽も含めてという表現が今回

入りました。そういう点も指摘が必要だと思っていましたが，ここでは職員の自己研

鑽だけ書いてあります。含めてとあるのですが，相互研鑽とか，専門性の育成を組織

的にきちんとやることは非常に大事なことだと思います。だからもし，職員の自己研

鑽を入れるのであれば，相互研鑽，相互研修も含めて，人材育成，専門性の育成をき

ちんとやるべきではないかということも，やっているとは思いますが，さらにもっと

やってほしいということを入れた方がいいのではないかと思いました。 

それから，大学はみんな今，自己点検評価，認証評価をされています。病院もそう

です。どこの病院に行っても必ず，本医院の理念とか，治療方針とか，患者様に対す

る対応理念とかが書いてあります。大学もそうですが，教育理念とかをどこかに出し

ておかないと，認証評価で引っかかるところがあると思います。同じように中央市民

センターとかも正面かどこかに，理念と運営方針をどこかに立てて入れておいて，使

用許可証の裏は必ず印刷されてあるとか，工夫していけば大分伝わっていくのではな

いかと思います。 

会長：それこそ組織と運営方針のあり方ももっと周知する，徹底するということなども絡

んでくる話ですので，総合評価のまとめ，最後に付け加えることについてはそのまま

できるかと思います。最後の点は本当にこれから，直ぐにでも具体的な検討を進めた

いところです。改めて，何かこれまで検討から漏れているところなどがあれば，ご意

見をいただきたいと思います。 

資料２について，全体についていかがでしょうか。この後の修正の手続き，スケジ

ュールはどうなっているか，事務局に少しご説明いただいてもよろしいでしょうか。 

事務局：この後は会長，副会長とご相談しながら，まとめさせていただきたいと思ってお

ります。 

会長：何日までにこれを出さないと，というのはありませんでしたか。 

事務局：その辺りも含めてご相談をさせていただければと思います。 

会長：１回直したものを，もう１回皆さんにお読みいただけるようにできればと思います。 

では，この議題についてはこの辺りで終了にしたいと思います。 

 

（2）震災を踏まえた今後の市民センター事業のあり方等について 

会長：震災を踏まえた今後の市民センター事業のあり方等について，まず資料が配布され

ておりますので，事務局からご説明をお願いします。 

事務局：それでは，震災を踏まえた今後の市民センター事業のあり方等について説明させ

ていただきます。 

（資料３・４について説明） 

会長：私たちの役割として事業評価がありますが，それとは別に２年間の中で，テーマを
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設けて調査を行ったり意見をまとめたりすると。それが，「震災を踏まえた市民センタ

ーのあり方について」でいこうと前の会議で決まったことと思います。 

それを受けて実際に，これまで市民センターが一体どんな形で，どんなものに取り

組んでいらっしゃるのかということについて，今日は最初なので，ざっと全体像を示

していただきました。この中のどの辺りに焦点を絞って議論していくのか，あるいは

具体的な何か事業などを見ていく必要があるのか。そうだとすると，個人的には，事

業評価を考えるとき，こういうものの中から選ぶこともあり得るかなと思っています

が，いずれにしても，今日の資料についてまずは理解を深めた上で，これからの審議

のあり方を検討してまいりたいと思います。 

まず今の説明，資料について，ご質問のある方，いかがでしょうか。 

では私から最初に。資料４の１枚めくった後に，市民センターにおける防災・震災

復興関連事業の状況ということで，５年間の取り組みが１番から９番まで分けて整理

されていますが，この１から９はどういう分類なのでしょうか。何らかの議論が元に

なって，こういう分類の仕方になったのでしょうか。例えば，復興計画や何かそうい

うものを受けてこうなったとか，どういう議論を受けてこういう整理の仕方になった

のか教えていただきたいということ。併せて，11 ページから後のところに地域の絆づ

くり推進事業についてとあります。そこで実施されている今年度で言えば 10の事業が

ありますが，その事業は１ページの９個の分類の中に含まれるのか，含まれない別の

ものなのか，その２つの表の関連について，併せて教えていただきたいと思います。 

事務局：最初のご質問の講座種別ですが，私どもの方で指定管理者に，こういう取り組み

をしてほしいという要請をしています。その中で震災復興，防災に関する取り組みも

行ってほしいと伝えておりまして，24 年度以降の要請として，例えば防災にはこうい

うパターンがありますとお知らせしています。それについては，多分，私どもと財団

で打ち合わせをしながら，これらのパターンを決めていったのではないかと思ってお

ります。どこか計画などで示されている，そういうものではないと思っております。 

地域の絆事業ですが，基本的にはこの防災震災関連事業に入っておりますが，地域

の絆事業でも，特に防災という切り口でないものについては，事業を行っている地区

館の方で，防災関連事業に位置付けていないものもあったかと思いますので，入って

いないものもあるかもしれません。 

委員：資料３に，主催講座の事業別実施状況とあります。講座数，回数，参加者数となっ

ていますが，成人学習振興事業は講座数，回数共にだいぶ減っています。家庭教育推

進事業についても，講座数が回復しつつありますが減少して，回数も減っていますし，

参加者数も減っています。この減少分はどこにいったのでしょうか。つまり，ニーズ

として，震災以前に捉えていたニーズが震災後に減少したわけでは当然ないと思いま

す。ニーズそのものは減っていないと思うのですが，その分が震災対応に回っている

のか。それとも，徐々に徐々になし崩し的にというか，業務が増えてくる中で減少し
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ていっているのかというところを，どのように市民センターとして総括されているの

か伺いたいと思います。 

事務局：成人学習振興事業ですが，これは例にもありますとおり，趣味的なもの，教養的

なもの，そういう講座が含まれておりまして，そういうものが減ってきているのでは

ないかと分析しています。地域社会教育推進事業が増えてきていますが，これは防災

関係も主にここに入りますし，区役所との連携による地域づくり関係事業といったも

のが増えてきておりまして，区中央市民センターの区役所への移管を踏まえた連携強

化の事業，地域課題の解決や地域づくり，そうした事業が増えてきています。趣味的

なものは若干減り，地域づくりに取り組む事業が増えていると認識しております。家

庭教育推進事業につきましては徐々に回復しているということで，これについては今

のところ詳しい分析はしていませんが，青少年健全育成事業は増えてきておりますが，

これも一部，青少年，子どもたちを巻き込んだ防災関連事業を行っているところもあ

りますので，そういった面で青少年は増えてきているのではないかと今のところ分析

しています。 

委員：11ページの地域の絆づくり事業についてですが，これは 24年度から３年間の実施と

いうことで，今年度で終わりということでしょうか。地区館の提案型事業ということ

ですが，実際に審査会にどのくらいの応募があったのでしょうか。また，250万の予算

はどのようにして地区館に割り振られたのか，その辺りをお聞きしたいと思います。 

事務局：応募のあった事業はすべて認められたところです。ですから，実施事業と応募事

業は同じ数となっております。予算は 1 館あたり大体 20 万円前後となっております。

255万円ありますが，一部共通経費として必要な部分以外を，各地区館に配分していま

す。地区館の方で，事業にかかる必要な予算を出していただいて，基本的にそれを認

めているという状況です。ちなみに他の指定管理業務としてやっているものより，か

なり予算が多く，一つの事業で使える予算が多いという状況になっております。また，

３年間としておりましたので，今年度で終了と考えております。 

委員：田子地区は復興公営住宅ですとか，公営の住宅がたくさんできておりまして，まだ

建設中のところもあります。最近新しくできた公営の住宅に，千葉からすいかをたく

さん送ってくれたので，連合町内会の人たちで，すいか割りを企画したりしていまし

たが，３年でこういう事業が終わるということは，あとは地域の人たちで新しい町内

をサポートしていくようになるのかなと思ったものですからお聞きしました。 

事務局：この事業としてやっていないところも，通常の指定管理業務の中で取り組んでい

ただいていますし，区役所と一緒になってやられているところもございます。そうい

った意味では，今後とも指定管理業務として続けていただくことになりますが，こう

した特別な予算枠での実施は今年度で終了と考えています。 

会長：関連して伺いますが，資料４の最初の１番から９番までの分類の事業，こういった

防災・震災関連のものを各館でいくつ以上扱わなければいけないというような，別枠
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みたいな形でやっていらっしゃるのか，それとも事業全体の中で，特にいくつと区切

ったわけではないけれど，結果としてこういうように表れてきているということなの

か。いずれにしてもこの中で今，委員がおっしゃったようなものは，こちらの枠の中

でこれからも続けられる可能性があるわけですね。特に防災関連の予算を少し増やし

て充実させるようなことにはなっていないのでしょうか。 

事務局：指定管理者には，1 年間で 14 事業以上を行ってください，その中で防災や震災復

興関連の事業にも取り組んでくださいというように言っております。それで各市民セ

ンターほぼすべてで，防災・震災復興関連事業を実施していると，14 事業の中でいく

つか取り組んでいただいているという状況です。 

予算の関係については，5年間の指定管理期間があって，その中で決められておりま

すので，それを大きく増加させることは難しいと考えておりまして，今予算化してい

る中で取り組んでいただくことになると思っております。 

委員：今お話しいただいたように，各館で取り組みがあるということは，少なくとも講座

数で言うと 1 講座，相当複数講座がカウントされていることが，24 年度以降は起きて

いると思います。ある程度時代の趨勢と生涯学習支援センターからの後押しで，事業

数が変動している状況にあると思うのですが，これから震災をテーマに我々が調査を

進めていくに当たっては，そういった事業がどういった形で効果を発現していくのか

というところは見どころになってくると思います。そういう意味では，震災以前の講

座数が，もう少し情報としてあってもいいのかなという感じがします。震災が起きた

22年度の数字が入っていますが，もう少し前，5年とか 10年くらいのスパンで，各地

区でどのような取り組みが行われていて，それをきっかけに震災対応が上手くいった，

上手くいっていないというのもおそらくあるでしょうから，そういったところも含め

て見ていくことがいいのかなという感じがします。 

連合町内会さんによっては，市民センターを拠点としていない活動が上手くいって

いるケースというのも相当あって，有名な事例では東六地区は正にその典型だと思う

のですが，そうした各地区でのいろいろな取り組みをどうするか。我々は市民センタ

ー事業だけを切り取って見ていくべきかどうかという議論が，ここから先出てくると

思います。 

事務局：資料３のような区分では，過去のデータがありますので，それはお示しできると

思います。その中から，防災関連事業が抜き出せるかどうかは調べさせていただきた

いと思います。 

会長：主には地域社会教育推進事業のあたり，その中から具体的なものを拾い出していく

形でしょうか。ただ，事業数全体ということでいうとなかなか難しいかもしれません。

比べるのは難しいかもしれません。数を比べて，それがどうだったのかということと，

数が単に多いか少ないかではなく，今までやってきた，昔から続けてこられているも

のの中で，優れているとされているものが具体的にどういう効果が出てきたのかとい
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うことを，全体の状況ではなくて一つでも 2 つでも，個別の事例として見ていくこと

ができればよろしいのかなと思います。今のような点について少し，事務局の方でも

ご検討いただければと思います。 

委員：予算ですが，平成 26 年度で 250万程ですので，平均すると１館 25万くらいと考え

てよろしいでしょうか。これが３回続いたということで，合計 75 万ぐらいだったと，

そんな感じですね。 

会長：私達が議論していく上で，市民センターが拠点になっているものを取り出して検討

するとしても，それ以外にも地域ごとにいろいろな活動がなされていて，そういうも

のまで調べることで，もしかしたら市民センターが新たに何か取り組むべき課題が見

えてくるかもしれません。ただそれは，立地条件や何かによって制約されているわけ

でしょうから，なかなかそうはならないのかもしれませんし，そこまで広げて見てい

くかどうか，引き続きこの審議会の中で検討していきたいと思っています。 

委員：３ページからの主な実施事業例というところは，この審議会の場だけに留めておく

のはもったいないデータかと思います。阪神淡路大震災のケースで，いろいろ報告書

を作られていると思います。市民センターでも報告書は多分作っていたのではないか

と思います。そういう意味では，トータルで結構な数，千近い数がありますが，ここ

に挙げられているようなもの，具体的にどういうものだったのかということが，Ａ４

判１枚でもいいので集約して，ある種冊子化しておく，ＰＤＦファイルでウェブ上に

載せて置くということは，今後いろいろなところで大災害が予想されていますが，そ

ういった面でも，こういった取り組みがあったということを外に発信していくのは必

要なことか思います。そういうご予定等があるか伺いたいと思います。 

事務局：それぞれの講座については，ないものもありますが，講座レポートというものを，

市民センターのホームページ，地区館の方で掲載しているものもあります。そういう

ところで発信はしていますが，なかなか市民の方に届いているかというと，そうでは

ないという認識も持っています。前の公運審でも，情報発信は重要だという話もあり

ましたし，施設理念と運営方針にも書いてあると思いますので，どういう形でこの防

災，震災復興の取り組みを発信していくか，いろいろ検討していきたいと思います。 

今年の秋を目途に，学習情報レファレンスシステム，市民センターのホームページ

を刷新する予定でして，そこでの情報発信を強化していきたいと思っています。先程

市民センターが市民の方に十分理解されていないのではないかというお話もありまし

た。いろいろな形で情報発信ができると思いますので，考えていきたいと思っており

ます。 

委員：各地区館や中央市民センターが発信しているというのは知っていますが，総合化，

体系化しておくことが必要だと思います。そうでないと，バラバラと情報発信されて

いると全体像が見えません。全体像が見えるように，今お話のあった学習情報レファ

レンスシステム，そういうシステムの中でできてくると，とりわけ仙台市外，市内で
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あればまだ見えてくるにしても，外への発信という意味でいくと，やはり全体像が見

える形というのを作れるといいと思います。 

委員：こちらの実施事業例を見させていただいて，社会学級研究会としてはこれを是非使

わせていただきたい。今年，去年から引き続いて防災について考えていこうと皆さん

に，地域の方で頑張ってくださいと広めていますので，情報は市民センターにあると

いうことを皆さんに伝えていこうと感じました。 

資料３の地域社会教育推進事業ですが，社会学級連携事業も入れていただいていま

すが，やはり東日本大震災の後から特に，市民センターと共催をして，地域としての

繋がりを広めていこうという考え方がすごく広まっているものですから，センター祭

りを外していただくと，数字的に出てくるのではないかと感じました。お祭りを一緒

にしてしまうと，他の事業とちょっと違う系統になってしまうのではと思います。 

事務局：市民センター祭りは一つの重要な市民センター事業と位置づけていますので，外

すのは少し難しいと考えています。ただ，この参加者数の中に平成 22年度からは市民

センター祭りの参加者は入れておりません。講座数のところに，１回やれば一つの事

業として入っていますが，参加者数はこれを除いた数字となっています。かなり市民

センター祭りは参加者数も多いですし，変動もあるので，平成 22年度から除いた数字

で出しておりますので，そのようにさせていただきたいと思っております。 

委員：13 ページの市民センターの日常業務の１番目に，地域の防災に関する業務がありま

す。防災訓練への参加とか，会議への出席とか，市民センターの職員が地域に参加し

ていろいろ共同で，共助というか，そういう状況を保っていこうとしているのだと思

います。少しこの議論の場ではないかもしれませんが，３年前の新聞を思い出しまし

た。震災が起きて，直後ライフラインが完全にストップして，間もなく市の職員がそ

れぞれの地域の避難所等に派遣されたと。2人ぐらいずつでしたでしょうか。デスクワ

ークしかしていない職員の皆さんが，突然知らない地域に派遣されて，地域の人たち

の避難所運営前で混乱している最中で，かなり非難を受けたというのがありました。

その職員たちは日常，訓練の防災マニュアルを見たこともなければ，訓練にも参加し

たこともない，その地域の事情も分からない。ですから，避難所に行ったとき，どこ

に非常食があって，どこに仮設トイレが保管されているのか。そういう中でかなり非

難を浴びて大変な状況にあったという，役に立たないという言葉，非難されたのが新

聞にありました。そういうことからして，市民センターの職員，市民センターは各地

域に根ざしているわけですから，多分いろいろなところに参加しているので，状況と

かどこに何があってとか，学校や地域の皆さんと連携を取っていると思います。ここ

から外れた話になりますが，行政の職員の皆さんは突然，また災害が起きたとき派遣

されると思いますが，それを反省して訓練へ参加したり，地域に足を運ぶということ

になりましたが，実際に防災訓練とか地域に来るのは，見ていないのですが，その辺

はどうなのでしょうか。あるいは，市民センターの業務に一緒に，防災の業務に参加
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して，市の職員も一緒に地域と共に復興への手助けをしていくという気持ちで，何か

訓練や研修や実務業務をしているのでしょうか。 

委員：今言われた，突然の派遣という反省だったのでしょう，今度は指定避難所ごとに，

市の担当の課が決まりまして，うちの方はずっと地域版避難所運営マニュアル作成か

ら関わっています。今回宮城野区で１か所，防災訓練をやりましたが，そこへも来て

いらっしゃいますし，今までとは違う対応になっています。ですから，どこに何があ

るかすべて分かっている職員さんが，引き続きずっとうちの指定避難所担当として，

指定避難所ごとに職員が張り付かれて，決まりましたので，それは問題ありません。

うちの方では，防災の打ち合わせ等は全部参加していますし，防災訓練にも職員が参

加していて，そこのところは密にきちんとした形に今はなっています。 

地域政策課長：指定避難所は今のところ，190ちょっとありますが，そこには基本的に本庁

部局を中心に，一部区役所も入っていますが，担当課を決めています。仙台市全体と

して，その 190 の指定避難所ごとの地域版避難所運営マニュアルと呼んでいますが，

地域によって状況が違うので，それぞれの地域ごとの運営マニュアルを作りましょう

ということで，今作業を進めています。そのマニュアルを作成するに当たって，実際

に動いていただくのはそれぞれの地域になりまして，地域の方々と学校，基本的には

学校が指定避難所なので，学校と担当課，その三者で打ち合わせを重ねて，避難所運

営マニュアル作りを進めています。今のところは，カウントの仕方もありますが，２

～３割程度だと思います。市全体としては，なんとか今年度にある程度のところまで

いきたいと考えています。それから，地域によってさまざまですが，通常，指定避難

所が小学校ですと，６月ごろの総合防災訓練の時期にやるところと，秋ぐらいにやる

ところがあって，基本的にはマニュアル作りも担当課は参加していますので，防災訓

練を指定避難所でやることになれば，担当課は参加します。 

市民センターは仙台市の地域防災計画の中では，基本的には指定避難所ではなく，

補助避難所，それも地域の方々との話合いの中で，どうするか決めていきます。基本

的には指定避難所であるところの小学校，あるいは中学校については，地域の方と学

校，それから担当課の方で，いろいろな形で地域防災について進めていくことになり

ます。 

委員：前回の協議の中で，この地域防災計画ベースの議論はここではやらなくていいので

はないか，ここの裁量を超えているのでその部分は外しましょうという結論が出たと

思いますので，あまりここを掘り下げなくてもいいのではないでしょうか。 

避難所運営マニュアルを作りましょうという要請が，災害対策基本法に基づいた，

新しく地区防災計画を作れるようになっていて，それを求めているのだとすると，地

域防災計画上は関係なかった議論が，相当市民センターの役割が大きくなることにな

ってくると思うのですが。 

地域政策課長：仙台市の地域版避難所運営マニュアルは，国の方でいろいろ議論されてい
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ますが，それと必ずしも歩調が合っているわけではありません。少し審議会の議論と

逸れるかもしれませんが参考のために。3.11 のときはその都度職員が派遣されて，私

自身も何か所かの避難所に寝泊まりしましたが，やはりその行った先で，地域のこと

が分からないですし，交代もします。そうことがあって，仙台市の反省として，それ

ではなかなか大変な部分もあると。もちろんその量も多かったというのが最大ではあ

るのですが，それでも大変な部分があるということで，それで 190 の指定避難所に担

当課を決めましょうという形になりました。なので，国の議論と少し先行して，我々

の方では一つの学校に課で対応しますので，実際にことが起きたら，課から誰かが行

って，課で引き継いでいく形をとります。当然役所ですので，４月に人が代わってい

きますが，同じ指定避難所をずっと引き継いでいく形で地域防災に当たっていくとい

う考え方です。 

会長：今日いただいた資料を改めて検討した上で，私達の審議会としてどういうテーマを

設けて検討していくのか，次回に引き継いで検討していくことになりますが，どうし

ても今日のうち，早いうちに聞いておきたいことはありませんでしょうか。 

委員：防災のことを取り上げるとき，対象がどうなのか少し整理して，今後議論したり，

資料の方もそういうことができればと思います。９項目のカテゴリーがありましたが，

１番目が地域防災力を向上させる，２番目が知識を広める，３番目が避難所マニュア

ルを支援する。これは対象が微妙に同じようで違います。避難所マニュアルを作ると，

今仙台市側で非常に取り組んで，地域でもしていますが，地域でやっている対応と，

知識を広く年齢を広げて対象を広げていくというのはまったく違うので，本当はこの

事業も，サンプルをいろいろと出していただきましたが，対象がどうなのか。参加人

員がどうなのかというと参加の数だけ見てしまいますが，そうではなく，広く伝承と

かそういうものは幅広いわけですし，あるいは避難所運営はある程度，地域の役員さ

んとか自主防災に関連する関係団体の皆さんをお呼びするとか，そういう傾向がある

ので，少し我々の議論とか資料についてもそこを整理した方がより分かりやすいし，

かみ合うのではと思いました。 

会長：今日出していただいた資料も，数多くの事業の中から抜粋して，分かりやすくまと

めていただいたと思いますが，この中から我々が特に力を入れて見るべきはどれなの

かということを，次回以降ご検討いただいた上で，それを審議の中に生かしていきた

いと思っています。 

今日の資料はすごくコンパクトにまとめていただきましたが，一つひとつの事業に

ついてもう少し詳しくという場合，子ども参画のときと同じような事業報告書みたい

なものは，同じような詳しさでまとまったものがあるのでしょうか。全部というわけ

でもないので，どこをもう少し詳しく教えていただきたいのかということを，これか

ら検討していきたいと思いますが，資料としては何か，もう少し詳しいものはあるの

でしょうか。 
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事務局：講座レポートを作っているものについてはお出しできると思います。 

少し事務局として考えておりましたが，お話していいでしょうか。前回の審議テー

マを決めるときの資料でも触れていましたが，市民センターで行っている事業の中か

ら何か特色ある事業を選んで，それをまず２つ３つ程度，ご説明させていただこうと

思っていました。いろいろ類型があると思います。例えば津波被害があったところ，

あるいは復興公営住宅が建設されたところ，あるいは宅地被害が大きかったところと

か。今具体的にそういうパターン化は難しいので，資料としてお出ししていませんで

したが，そういった市民センターの取り組みを，いくつかやっているところについて

は地区館としての，全体としての取り組みみたいなものを，次回できればご説明させ

ていただこうかと思っていました。 

会長：それではそのあたりのことを，また次回続けて議論していくことになりますので，

この中でどういうテーマを特に取り上げるべきなのか，どの事業を詳しく見てみたい

ということを，改めてご検討いただきたいと思います。 

事務局：それでは次回はそこまでまだ進めなくてもよろしいでしょうか。次回に，事例紹

介を幾つかさせていただこうかと思っていたのですが。 

会長：多分データとして，これ以上また詳しくということも難しいでしょうし，むしろ具

体的なものを出していただく中で，もっと別なタイプのということも出てくるでしょ

うから，そういう意味では具体的な事業の紹介をしていただくのが，テーマを固める

上でも役に立つと思いますが，委員の皆様いかがでしょうか。 （委員了承） では，

具体的な事業の紹介を次回お願いできればと思います。 

事務局：後で事業を選んで，地区館での対応も聞きながら，会長・副会長にご相談して決

めていきたいと思います。 

会長：では（2）の議題はこれで終わらせていただき，事務局にお返ししたいと思います。 
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