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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 26年 11月定例会） 

○ 日 時 

平成 26年 11月 18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，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，齋藤純子委員，齊藤康則委員，佐藤直由委員，中山聖子委員 

（15名中 10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，企画調整係長 櫻井 

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，企画調整係長 千葉 

太白区中央市民センター：センター長 梅原 

泉区中央市民センター：センター長 廣瀬，主幹兼企画調整係長 宮城 

生涯学習部：部長 山口 

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 

事例発表者  片平市民センター：館長 菊地 

［傍聴人］ ０名 

 

○ 配布資料 

・資料１：片平市民センターの防災・震災関連事業への取組 

・資料２：公民館運営審議会の検討スケジュール 

・資料３：平成 26年度市民センター事業評価の実施について（案） 

・資料４：評価対象候補事業の視察・ヒアリング等について 

・資料５：公運審においてこれまで出された主な意見（要旨） 

・資料６：「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」論点（案） 

 

○ 審 議 

（1）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 
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会長：最初に議事録の署名人ですが，今日は佐藤直由委員にお願いします。（佐藤委員了承） 

今日は二つの議題が用意してありまして，（１）が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で，（２）が平成 26 年度の仙台市市民センター事業の評価

についてです。事業評価の対象も震災を扱ったものなので，（１）と（２）は結びつけ

て議論する必要が出てくることもあると思います。本日は，意見交換することと合わ

せて，実際に市民センターの事業として取り組んでいる事例を紹介していただくこと

になっています。事務局からご説明いただけますか。 

事務局：前回は，防災あるいは震災復興に関わる市民センターの事業の取り組みというこ

とで，復興公営住宅などが建設される地域として田子市民センター，そして津波被害

のあった所として七郷市民センターの事例をご紹介しました。都市部の取り組みも知

りたいというご意見もありましたので，会長，副会長とご相談しまして，今回は片平

市民センターの取り組みをご紹介させていただきます。 

片平市民センター館長：（資料１により説明） 

会長：ありがとうございました。何かご質問，ご意見などありましたらお願いします。 

委員：片平市民センターは一つの連合町内会が範囲なんですね。一つだとやりやすいです

ね。 

委員：お伺いしたいのは，震災前のまちづくりの取り組みに，平成風土記を作ったとあり

ます。市の助成金か何かでやったのだと思いますが，市民センターに事務局を置いて

市民センターが中心となって取り組んだのか，それとも連合町内会が主体性を持って，

それを市民センターは側面から支援したのでしょうか。 

片平市民センター館長：基本的には連合町内会が中心になって，市民センターは会場とか，

一緒に参加するという形での協力，連携を取りながら行ったということです。 

会長：職員の方々も一緒に入って活動される中で，住民の方々からいろいろなお話を伺っ

て，それが何かしら市民センター側に影響与えたとか，何かそういうところをもう少

しお話いただければと思います。 

片平市民センター館長：編集委員として，それぞれの町内会から集まって話し合いをして，

職員もその中に混じって編集作業をしたのですが，それを通して街の様子が分かるよ

うになってきたと聞いています。 

委員：ライフラインがストップして市民センターが避難所になったと思いますが，その体

制についてお聞きしたいと思います。住民や地域の方々でその運営を担ったというこ

とですが，だれが炊事班とか誘導班とか，いろいろ役割が決まっていたけれども，い

ざとなったらその役員の皆さんが，公務員や病院の先生だったりして駆けつけてもら

えなかった。けれども，日ごろ訓練していた関係から，皆さんが訓練の成果を発揮さ

れて，自主的にいろいろな役割を自然に担っていただいたというところもあったよう

です。片平ではこの辺のところ，うまく運営ができていたのか，分かる範囲で教えて

ください。 
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片平センター館長：当日は体制ができなかったのは事実のようです。小学校と市民センタ

ーに避難してきた人が分かれた状況で，連合町内会の会長さんが指揮をして，さまざ

まな采配をしてくれて，そこから体育振興会さんとか民生委員児童委員協議会さん，

社会福祉協議会さんとかが自分たちでうまく分かれてやってくれたそうです。地域で

は学生が多いので，トイレ設置なども声を掛けたらやってくれたという話も聞いてい

ます。ですから，具体的に組織だった形ではなかったですが，参加した人たち同士で

話をして，体制が整えられてきたという話を聞いております。 

委員：連合町内会が結成されたのが平成 19年と，遅い結成だなと思いました。地域の事情

があると思いますが。 

市民センターは指定避難所ではなかったと思います。ですから，指定避難所から物

資を届けてもらったり，取りに行ったりという不便さはあったと思います。今回は補

助避難所か何かになったのでしょうか。 

片平市民センター館長：補助避難所です。 

事務局：連合町内会についてですが，いつころできたのか少し調べてみます。 

委員：２点あります。１点目は，マンションに居住している人や町内会に入っていない人

の問題です。これは東日本大震災で課題として出てきて，繋がりができると同時に課

題でもあると。成果と課題が両方残っていると伺いましたが，こういうマンションに

入っている人，町内会に入っていない人について，マンション防災研修会以外に何ら

かの活動をされていたのであれば，どういう活動なのかお伺いしたいと思います。 

それから２点目，これはもしかしたら前回ご報告いただいた田子市民センターや七

郷市民センターとも共通する点かもしれませんが，こういう事業展開をするに当たっ

て，拠点館とどういう関係にあったのか。助言があったとか連携があったとか，どう

いう形で拠点館と繋がりながら事業をされてきたのか。あるいは繋がりがなかったの

か。この二つの点についてお伺いできればと思います。 

片平市民センター職員：一つ目ですが，東北大学の片平キャンパスが目の前にあるという

立地ですから，留学生がたくさん住んでいらっしゃいます。センターにたくさんの人

が集ってくださる機会などに，交流が持てるような事業を一緒に開催したりしていま

す。市民センターの体育館でバトミントンや卓球ができるのですが，そういうときに

センターの方に足を運んでくださる留学生の方たちと，いろいろ話ができるような機

会を設けたりして，なるべく地域の留学生の方たちとの繋がりを持つようにしていま

す。24 年度はマレーシアからの留学生の人たちと一緒に企画を持ちまして，マレーシ

アの文化を地域の皆さんに理解していただけるような事業を行いました。25 年には，

インドネシアの留学生の会というのがあって，その方たちと一緒に地域の方に自分た

ちの生活文化がどういうものなのかということを広めて，交流が持てるような企画を

行って，留学生の方たちと一緒に，顔が見えるような事業をいろいろ進めているとこ

ろです。 
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二つ目についてですが，事業を進めるに当たって，いろいろ不明な点などを拠点館

の方にお伺いしたりしながら，その都度指示をいただいたりしながら進めていくよう

にはしていますが，片平まちづくり会の方が独自にいろいろ活動も進めておりますの

で，センターはどちらかというとサポートしていくような立場で，事業展開に臨んで

きたというところです。 

委員：この片平地区まちづくり会はとても興味があるのですが，市民センターはどういう

立場で関わっていたのでしょうか。サポートをしていく立場だとおっしゃいましたが，

その中身が少し分からなかったので，もう少し付け加えていただきたいと思います。 

それと，「つなぐ」市民センターの役割と出ていますが，これは実際にどう「つなぐ」

なのか，考え方をお聞かせいただきたいと思います。また，その後に震災対応策定会

議等々も出てきて，これもやはり市民センターさんがどういう立場で関わっていらっ

しゃるのかお聞かせください。 

片平市民センター館長：つなぐという観点では，まちづくり会でいろいろな防災関係の行

事などを中心に一緒になって我々も入って作ります。先導はまちづくり会ですが，そ

の中で一緒に連携しながら，地域住民，例えば霊下と米ケ袋町内会が来られる方が多

いものですから，具体的に言えば，実際に話合い，会の中で話し合っていくというこ

とです。行事でも町内会とすごく密接に関係しているものはたくさんありますし，防

災関係もたくさんあります。こちらでの事業に関わるものもいっぱいありますので，

それに来ていただいた人に，これ来てもらえませんかといったように紹介したりして，

市民センターと地域の住民，町内会をつなぐということです。 

委員：震災対応策定会議というのも，そういう感じなのでしょうか。 

片平市民センター館長：全体の年間の防災の行事，これをどのような形でやるか，私たち

市民センターもどう関われるか，まちづくり会といろいろな諸団体と一緒に入ってや

っています。 

委員：事務局を市民センターさんが担っているのかと思ったのですが，そうではなくて，

地縁の中に皆さんもお入りになって，その会のメンバーとして，構成団体として入っ

ているのですね。 

成果と課題に「片平地区災害に強いまちづくり検討委員会」が発足したとあります。

母体はまちづくり会か何かから，プロジェクトか何かが新しくできたとイメージして

いいですか。 

片平市民センター館長：これは今までの反省をしながら，（地域版避難所運営）マニュアル

を新たに策定したりするための会合という形でできているものです。 

委員：今，仙台市の連合町内会会長会でもこういう形を作ろうと進めています。というの

は，今はほとんどの地域が，連合町内会，社会福祉協議会とか赤十字奉仕団，学区民

体育振興会，老人クラブがばらばらになっているので，一つの形，まちづくり協議会

とかそういう形にできないだろうかと。そういう風にした方が，さまざまなところで
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スムーズな連携ができるということで，今話合いを進めています。 

地域政策課長：仙台市の連合町内会長会では，町内会というか，地域組織のあり方はどう

いったものがいいのだろうかという議論を昨年度されました。今お話のあったように，

現状はいろいろな形があって，その中で一つの形態として，この片平で言うところの

まちづくり会，全国的には「まち協」と呼ばれているような，さまざまな団体が全体

の構成員になって一つの会になるものがあります。仙台の場合は地域によってさまざ

まで，連合町内会の中に，例えば福祉支部とか何とか支部の中に，社会福祉協議会さ

んですとか体育振興会さんですとかが組み込まれているような形のところもあります。

あとは，個別ケースごとに，例えば今，仙台市では地域版の避難所運営マニュアルを

作っていただいていますが，町内会とか社会福祉協議会，民生委員児童委員協議会，

体育振興会，防犯協会といったところが，作るという目的で，テーマ設定で集まって

いるというものです。それぞれの地域の歴史的経緯ですとか地域性もあるので，必ず

しもどれがベストと言い切れません。いずれにせよ，いろいろな地域団体がまちづく

り会的なものとか，連合町内会に組み込まれるパターンでもテーマ設定でも，選択肢

はあると思いますが，協力していったらいいのではないかというのが，去年仙台市の

連合町内会長会で話合って，報告書を出した結果です。 

委員：先日，国見の町内会，連合町内会の会長さんといろいろお話をさせていただいて，

福祉大学とかの学生を使うということに取り組んで，それで地域を作っていくことを

すごく前向きにやっているということでした。街の真ん中に東北大学があって，学院

大学もあって，県工業高校もあって，その方々とのつながり，いろいろな形で大学生

を使うとか，高校生を使うというのは，すごくまちづくりに活気が出てくるのではな

いか思います。場所的にとてもいい所に片平地区はあると感じますが，その点はこれ

からどうなっていくのか，教えていただければと思います。 

片平市民センター館長：一番身近というか，頻繁にやり取りをしているのは県工業高等学

校さんで，すぐそば，歩いて行ける範囲です。もちろん東北大学もそうですが。お祭

りとかさまざまな面で，センターの事業と密接に関係しています。ですからいざとい

うとき，例えば避難して来なければならない状況が起きたときには，町内会，米ケ袋

町内会さんと特に密接に関係していますので，そこと連携しながら，お手伝いいただ

くことは可能だろうと思っています。それはお願いとか，きちんとこのような仕事を

しますとか，そういったものはありませんが可能だろうと思っています。つまり，密

接なつながりがあれば，最終的には何か非常時が起きたときにつながっていくだろう

ということです。 

東北大学さんも，学生さんを中心に講座に入ってもらって，いろいろと講座展開を

してもらっています。まだ東北学院大学さんとはつながりがあまりないのですが，利

用者としてはずいぶん来ていらっしゃいます。普段から，館に来ていただいて，その

中でいろいろコミュニケーションを図ることによってつながっていくということが大
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事だと思っていますので，これからもそこに力を入れながらやれば，自然と防災の方

もうまくできていくのではないかと考えています。 

委員：学校とは直接やり取りはないのですか。 

片平市民センター館長：学校は当然やっています。お話ししたのはプラスアルファの部分

でしたので，学校はもちろん，一番というくらいに連携しています。地域の中の学校

を中心にしながら，協力しながらやっていかないと，これからは難しいと思いますの

で，とても大事にしていますし，いろいろ交流もしています。うちには児童館があり

まして，片平丁小学校の子どもが大半ですので，密接に関わっております。 

委員：各種団体の年間カレンダー作成と配布ということですが，どういった団体さんがあ

るのか，学校は入っているのか，それからどういったところに配布しているのか教え

ていただきたいと思います。 

片平市民センター職員：連合町内会，各町内会ですね。それから体育振興会，市民センタ

ー，児童館。あとは子育て支援クラブさん，図書ボランティアさん，社会福祉協議会，

民生委員児童委員協議会，片平丁小学校の社会学級，小学校，五橋中学校，宮城県工

業高等学校，五橋の地域包括支援センター，地域の中に二つある五橋交番と大町交番。

こういう団体がそれぞれバラバラに動いてお互いの動きが見えないので，情報を統一

しましょうと，毎年年度当初に年間スケジュールをお互いに共有しているということ

です。町内の方にも見ていただきたいということで，毎月センターで発行している「げ

んべえ」という市民センターだよりに，窓口に用意していますと紹介したり，「げんべ

え」を配布するときに同封して，回覧で 500部くらい発行しています。 

委員：カレンダーというのは，スケジュールが重なるという点からすると非常にいい取り

組みだと思います。これは市内のあちこちにも展開されたらいいと感じました。 

地域の絆づくり推進事業は，市民センターの 17 事業 70 何コマという予算の枠の他

に，こういう助成金も取って事業を運営されているということでしょうか。 

もう一つ 21ページの（３）に合同震災対応避難所運営訓練，青葉区行政共催となっ

ていますが，これはどのような先導をされたのでしょうか。前回の田子市民センター

では，地域を市民センターが中心になってまとめて，合同の防災訓練をして実践に役

立つような状況を作っているというお話があったので，どちらなのかと思いまして，

教えていただければと思います。 

事務局：最初の質問は私からお答えします。地域の絆づくり推進事業は，震災を踏まえて

平成 24年度から３か年の予定で市の方で予算を取って，指定管理者への委託事業とい

う形でやっておりますので，通常の事業予算とは別枠で使える予算となっています。 

片平市民センター館長：合同震災対応避難所運営訓練ですが，市民センターは一つの仲間

として参加するということです。中心はまちづくり会，その中に私たちも入っていま

す。内容は市からのもので，それをまちづくり会が中心になって合同で行ったという

ことです。 
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委員：これは６月 12日に区ごとに１か所指定されて行った訓練ですね。 

片平市民センター館長：そうです。 

委員：まちづくり会にいろいろな検討会議が出てきていますが，まちづくり会はどういう

サブの組織を持っているのですか。 

片平市民センター館長：その時々必要に応じてというと変ですが，実際行われているのは，

ほとんど避難所運営マニュアル関係が中心です。必要性に応じてということなので，

行政的な話になりますが，今度花壇・大手町地区の方に道路がなくなって保育所がで

きるということがあります。こうしたときの土地の有効活用についての話合いも，そ

ういうプロジェクトの中で，みんなで話し合いながら片平地区を盛り上げていこうと。

花壇町内会に今，大きな花壇が作られて街中農園というのがありますが，そういった

有効活用とか，その時々に応じて課題になるものについて，話し合っていく内容のプ

ロジェクトを組んでいるということです。 

委員：「クローズアップ片平」映像番組づくりは，新しくプロジェクトを立ち上げるもので

すか。 

片平市民センター館長：これは市民センターが中心になってはいますが，まちづくり会の

協力がないとできません。というのは，前に片平平成風土記を作ったときと同じよう

に，各町内会長さんを中心に資料を作ってもらい，映像を提供してもらって，それを

センターや工業高校さんとで編集をしていくものですから，まちづくり会という大き

な中で，市民センターの映像制作部会と言っていいのか，そこまでにはなっていませ

んが，市民センターが中心になって取り持ちながら，まちづくり会の皆さんに入って

もらって進めているところです。 

委員：26 年度の事業で，例えば春のコンサートは市民センター主催と書いてありますが，

防災研修会とか対応シンポジウム，復興住宅入居者支援プログラムはどこかと連携す

ると書いてあります。これらは，主催は市民センターになるのでしょうか。 

片平市民センター館長：春のコンサートは主催事業で，まちづくり会と協力しながらやっ

ていきます。マンション防災研修会は，まちづくり会の方でいろいろ案を検討してい

て，まちづくり会と一緒に連携をしていくということです。連携先は違いますが，一

緒になって，地域の絆づくり事業としてやっています。 

会長：個別のことというより全体というか，職員の方，センターの方の受け止め方のよう

なことですが，震災の前からいろいろなことをやってきて，それが 2011年の大震災の

ときに，以前から取り組んでいたことが役に立ったということがあるのではないかと

思っています。例えば，風土記の中でも，安心安全確保やコミュニティ活性化などに

ついてやってきたので，その辺りのこういうところが役に立ったとか。それとも，や

はり想定外の地震だったので，事前の備えだけでは十分に対応できなかったというこ

とがあるとすれば，それはどんなことなのか。その辺り，震災前と実際にそれがどう

だったのかということの繋がり，関係を教えていただきたいと思います。 
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片平市民センター職員：すべて当時の職員は異動してしまいましたので，資料などを読み

ますと，まちづくり会が会として動き出し始めてこれからというときに震災があった

ので，やはり混乱したようです。地域のお手伝いをしてくださる組織というより，個

人で協力してくださる方が，一番初期の段階で繋いでくださり，その後に組織が少し

ずつ動き出したというような記録を見ました。やはり想定外の大きな出来事で，皆ど

うしたらいいか分からないという混乱ぶりが資料からは見て取れました。 

会長：いざというときに市民センターに集まることができる，場所が提供できるというこ

とも，一つの大事な存在意義だと思います。しかしそれだけではなく，市民センター

の職員の方と住民の方，利用者の方との信頼関係とか，いざというときに市民センタ

ーは住民の期待に応えてくれる機関だという信頼感，そういうものがあるかどうかと

いうことです。その辺りも，市民センターのあり方を考える上で大切なのではないか

と思いますので，あれば少し聞かせていただきたいと思います。 

それと，震災が起こってみると，新しい取り組みをしないといけないということで，

2011 年以降，それまで以上に新しいニーズ，例えば市民センターに来るようになった

とか，住民の方々の感じておられる課題や市民センターに対する要望など，何か変化

があったかどうか教えていただきたいと思います。 

片平市民センター職員：一つ目についてですが，ご利用いただいている方たちが市民セン

ターを拠り所として考えてくださっていたように感じました。震災直後のまだ休館し

ているとき，サークル活動をしたいのでいつ開くのでしょうかといった問い合わせが

翌日ぐらいにはあって，その後もいくつかあったそうです。活動はできないにしても，

市民センターに集まることによって皆さん安心を得たいのだと，そういう場として捉

えてくださっているというような事例が何件かありました。すごくそこは，嬉しいと

ころだと思いました。 

片平市民センター館長：ワイワイ広場という市民センター祭りをやっていますが，私は今

年異動して来たので初めて参加しました。これまでいろいろな市民センターのお祭り

を見ていますが，片平には片平の特徴があると思いました。住民の人たちがいろいろ

な形で手伝ってくださいます。2011 年の前からもあったのかもしれませんが，それを

経てやはり，いざというときにはそういうことができないとだめだということで，体

育振興会の人たちが炊き出しをやってくれたりという経緯もありますので，成果が十

分に出てきているように感じました。本当に小さなことですが。 

会長：大事なことですね。ありがとうございました。 

事例紹介とそれに基づく検討については，これで一旦終わらせていただきます。お

忙しい中，片平市民センターの館長さん，職員の方，どうもありがとうございました。 

今お話を伺ったようなことも踏まえて，私たちの二年間のテーマとして，何かしら

の意見をまとめていくわけです。そのとき，伺った事例をどう活かしていくか，これ

から検討していくことになりますが，前回の二つの市民センターとともに，非常に内
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容のある話が伺えたのではないかと思います。 

当面の課題として，26 年度事業の事業評価を取り急ぎまとめなければいけません。

次第で言うと３の（２）になります。資料２に，我々の課題，スケジュールがまとめ

てあります。それ以外に，どう事業評価を行うのかということについても資料にまと

めていただいておりますので，まずはその説明から事務局にお願いしたいと思います。 

事務局：それではまず，資料２をご覧ください。 

（資料２～６について説明） 

会長：今期のテーマについて議論するための資料と，26 年度の事業評価をどのように行う

かということの二つに分かれています。資料の５と６は今期のテーマということと思

いますが，それは後回しにして，取りあえず事業評価の方に焦点を絞って考えてみた

いと思います。 

資料２のスケジュールを見ても，今回でどの事業を選んで，どういう方針で進めて

いくのかを決めていかないと，なかなか先が厳しいようです。まず，資料の２から４

をご参照いただきながら，今回の事業評価をどう進めていくのかについて，時間を取

りたいと思います。 

この間会長，副会長と事務局とで何度か打ち合わせをしました。その中で，前年度

と同じように，ある程度実際の事業の様子が見られることが望ましいのではないかと

考えまして，12 月や１月辺りで見せていただけそうなものがあれば，それを中心に選

んでいただきました。私どもの事業評価は，単にその場の学習者の方々がこういう様

子で活動していることだけを見るのではなく，むしろ事業を作っていくプロセス，ど

ういう準備をして，それが実際にどういう事業になっていったのかを見ることが大事

だと思っています。そういう意味では，必ずしも当日の様子を見なくても，職員の方

がどういう準備をされてこられたのか，お話を伺うことでいいのではないかという考

え方もあるように思います。ただやはり，実際のところ，参加者の方々がどういう印

象をお持ちなのかということを伺うことができれば，それはそれで大切なポイントな

のかと思いますので，実際に 12月，１月辺りで現場に伺ってお話を伺うことができる

かどうかということで，今日の資料を作っていただきました。 

資料３－１の裏面に対象事業の候補として，三つの市民センターの４事業を候補に

挙げています。ここから選んでよろしいかどうか。これは全部ということではなく，

去年は三つでも非常に大変な思いもしたように思いますので，それより増やすことは

正直難しいという思いもありますが，でも少しでも多く見たいという方がいらっしゃ

るのかどうか。あるいは，二つとか一つに絞ってじっくり見た方が，すべての委員が

同じ事業を見ることで，詳しく掘り下げて検討するという考え方もあっていいように

思います。どの事例を選ぶのか，今日は田子市民センターと七郷市民センターの館長

さんにもお見えになっていただいていますので，必要であればお話を伺うこともでき

ます。どういう方針で選んでいくのか，ご意見をお聞かせいただきたいと思います。 
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委員：多分，市民センターは同じようなプロセスを経て事業展開していると思います。企

画して実施するまでの間は，大体同じような段取りを踏まえていると思います。あと

は実際に，地域事情，地域の特性があるわけです。どのように展開して，どのような

状況になっているか一つ見せていただければ，大体が把握できるのではないかと思い

ます。地域差はあると思いますし，両極端の地域があるのかどうかは分かりませんが，

そんなにたくさん見なくても，私は一つでもよろしいのかなと思います。 

会長：私も絞った方が評価しやすいかなと思いながらも，資料５，６も絡んできますが，

今期のテーマについて考えていく際，震災を踏まえたと言ってもいろいろな踏まえ方

がありますし，市民センターの事業における取り組むべき課題も，資料３－２にある

とおりさまざまな関わり方がありますので，さまざまな課題のバランスというか，い

ろいろなものにまたがるような形で今回候補を選んでいただいたつもりです。 

「田子のきずなステーション」については，資料３－２でいうと２番の①の「地域

住民の交流の場」，そういう観点からの事業としてどんな意味があるかということにな

ります。片平の「クローズアップ片平・映像番組づくり」については，３の①と②，「コ

ミュニティ意識の醸成」「地域活動を担う人材の育成」という二つの機能にまたがって

いる事業ということになります。七郷は同じく，３の②で「地域活動を担う人材の育

成」という観点から，震災で学んだことを後の世代，外の地域に向けて語り継いでい

く，そういうことをねらいとする事業だということです。先程の田子の事業とは別の

「みんなで学ぶ地域防災」事業については「地域のコーディネート機能」というよう

に，震災と市民センターの関わり方と言っても，さまざまな関わり方，取り組むべき

課題もあるので，こうしたことを意識すると，事業評価は事業評価で一つなら一つに

絞って，でもいろいろ見たいのであれば，一つと言わず二つあるいは三つ，増やしす

ぎない，負担になり過ぎない範囲で見ていく意味はあると思っています。ここらあた

りがなかなか，会長，副会長のレベルでは決めきれませんでしたので，前回，25 年度

の事業評価をやっていただいた皆様にご意見を伺って決めたいと思います。 

委員：今回のテーマが震災を踏まえたということでしたので，この４事業から考えると「ク

ローズアップ片平」だと，プロセスから関われるように思いますので，私たちとして

も入っていけるのではと考えました。田子市民センターさんと七郷市民センターさん

の日程表を見るともう終わるようで，事後報告ということになるので，片平市民セン

ターであればプロセスから見ていって，震災を踏まえたというところをどういうよう

につないでいくかということまで考えられるのではと思います。 

委員：私は少なくとも二つと思っていました。復興公営住宅の建設等が行われる地域とし

ての田子は，これから事業をやっていくときの，次につながるアクションを含めて考

えると，いろいろな視点でプラスになっていくことのできる方向を皆で考えられるの

ではないかと思います。もう一つは，中心部の中のコミュニティ，地域づくりの中で，

新しく来た方たちも結構いる中で，悪戦苦闘しているところもあります。片平さんは
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いろいろ積み重ねてきた部分もあるので，そのことも含めて考えると，震災を経験し

た仙台市と考えれば，少なくとも二つは見た方がいいのではないかと思います。 

計画を決め，それを実行してといったところまでのプロセスを，どう市民センター

さんがコーディネート力等々を発揮して，どういうイメージで実際のドゥ（実行）に

持っていくのかというプロセスにとても興味があります。それは事業ごとに違うと思

うので，そこに少しこだわって，皆で考えられればと思います。 

会長：絞るとしてもどれを選ぶのか，絞りにくいところはあります。前年度に三つやって

みていかがですか。どうしても絞りきれないということであれば，四つはともかく，

田子をどちらかに絞って，三つはあり得るように思います。三つにするか，それとも

なかなかきついので，二つあるいは一つでもいいのではないか，そのあたりいかがで

しょうか。せっかくだからたくさん見てみようということでよろしいでしょうか。 

委員：あまり多くにせず，一つくらいでと感じていましたが，やはり震災のダメージの大

きかった地域と，いろいろ周りの環境等から恵まれたというか，救われたところの二

つあるような気がします。ですから，その後どのように地域が絆を保って，未来につ

ながっていくか，伝言されていくのかというところを見たいと思います。そのために

どんな仕掛けをしてきたのかを見て，事業が終わってしまったところでもいいと思い

ます。どのようなことがあったのか，どのような仕掛けで事業を展開したのか，お話

しすれば大体分かると思います。ですから私も，委員さんがお話したことに納得しま

したので，二つに賛成します。 

委員：この災害，津波，震災について，盛んにこの何年か語られていますが，50 年も経っ

たら誰も語らなくなるのではないかという気持ちがどこかにあります。千年後にまた

起きると言われても，どうなんだろうという気がしています。若林の貞山堀よりも海

側にもたくさんの家があったわけで，昔津波があった所に建てるはずもないのに。今

は映像とかさまざまな物で残っていくので違うのかもしれませんが，今はもう，まっ

たくみんなすべてが，この大震災がらみのような話ですが，全然誰も，そんなことは

いつの話だというような時代が来るのではと考えると，私は語り継いでいくというか，

どういう風に後世の人たちに伝えていけるだろうかと考えています。ですから，七郷

市民センターの「七郷を語り継ぐ」は，どんな取り組みをするのか興味があります。 

会長：私自身も，七郷は非常に大事なテーマに取り組んでいると思っています。市民セン

ターがどんなことをやっている場なのか，何のための施設なのかということが，普段

利用している以外の方にとって見えやすいかどうか。市民センターで学んでいること

が，こういう形でいろいろな方の目に触れるように広がっていくことで，市民センタ

ーの存在意義が見えるようになっていくという意味での事業ではないかと思っていま

した。 

それぞれに事業の意義があるので，なかなか絞りにくいところではあります。今二

つという話も出ました。一つという意見はなくなったのでしょうか。二つか三つか四
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つか，絞るとなると難しいですね。何か具体的にご意見いただけるとありがたいです

し，それだったら三つにしようかという気もしますが，二つというご意見の方，何か

具体的なご意見をお持ちでしょうか。 

委員：二つですと，まず一つ，田子は地域で誰が旗を振って一つの連合組織にするか，活

動できるか，とても苦心して取り組んだと思います。それであれだけの大きな訓練を

市民センターが中心になって取り組んだということで，これこそ，市民センターが地

域に溶け込んでいるということです。本当に地域の大事なステーションだと思います

ので，その辺の良さを把握したいと思います。そしてそれをどのように維持発展させ，

地域の絆がさらに太くなっているのか，ビジョンも含めて勉強できればと思います。 

それから，七郷辺りは一番津波のダメージが大きかったと思います。風化されない

工夫を，どのように今の時点で考えて，ステップアップビジョンを考えていくのかと

か，そういうところを見たいというか，勉強しながら，地域のそれぞれの市民センタ

ーがいろいろ取り組むきっかけになればいいと思っています。 

会長：それでは，田子では地域の方々とのコーディネートとかという意味で，防災の方の

事業でしょうか。あとは，七郷の「未来への伝言，語り継ぐ」事業と，片平をどうす

るかですが，いかがでしょうか。三つにしてもいいような感じもしてきました。事業

評価とは別に，意見書などを最後にまとめるときに何か盛り込むことにして，今回外

れた所もいずれもう少しゆったりとしたスケジュールで調査することは可能かと思い

ますので，やはり少し大変なので事業評価は絞った方がいいというご意見があれば。

二つくらいの方が確かに動きやすいですが，なかなか絞りきれないということも事実

ですし。三つにするのであれば，すべてに訪問することは難しいでしょうから，また

グループに分かれてということになるでしょうし，二つの場合は，どちらか片方には

行っていただいて，でも全員で二つをということもあるかもしれません。いくつ選ぶ

か調査の体制にも関わってきますが，前期と同じようなやり方で三つとするか，少し

違うやり方で二つとするか，いかがでしょうか。調査の進め方，調査体制についても

何かご意見があればお願いします。 

委員：なかなか選ぶ基準がなく，難しいので三つでいいと思います。地区は三つにして，

田子は事業を絞るということでいいと思います。前回はグループを分けてから，実地

調査みたいにしたと思いますが，皆さんお忙しいと思うので，まず日程を大体決めて

いただいて，そこに参加できる方が参加して，そこで参加した方が担当するというよ

うにすればいいのではないでしょうか。三つ行けた方は三つ全部担当かというと，負

担が大きいので，そこはご本人に選んでもらう形にして。ただ，少ない所は検討しな

いといけませんが，参加できることを前提に担当を考えてもらっていいと思います。

もちろん全員行ける場合は全員行って構わない，できるだけ見た方はいいと思います。 

会長：実際ヒアリング調査に参加するかどうか，これは都合がつく限り皆さんに行ってい

ただくと。評価をまとめるにあたって，どの事業を誰が担当するかは，行った人すべ
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てではなくて，中心メンバーを分担して決めるというご提案がありました。こういう

ことでよろしいでしょうか。事務局としてもそれで特に問題はないでしょうか。 

事務局：問題ないと思っています。ただ，事業が１月下旬に設定されている所もあります

し，田子はまだ決まっていません。事業を実施するときに合わせて，少なくとも館長

と担当職員のヒアリングを実施して，可能であれば外部の関係する方にもヒアリング

をするという形でよろしいでしょうか。 

会長：そうですね，館長さんと事業のメインの担当の方がいれば，それで最低限というこ

とになりますね。日程調整はあらためてやっていただくとして，今のような方針で，

三つの市民センターそれぞれに伺って，三つの事業を対象に行こうと。評価のまとめ

の分担はあらためて調整させていただきたいと思いますので，まずは実際にヒアリン

グに伺えるかどうか，そして誰が参加可能なのかを踏まえた上で，どの事業のまとめ

をどなたにお願いするのか，メールなどのやり取りで調整することにさせていただき

たいと思います。 

もう少し何か，例えば資料３－４の事業評価シート，これはまとめ方にも関わって

くるものですが，これでいいかどうか。基本的には前年度と同じような方針で作られ

ているものですが。 

事務局：先程ご説明しなかった部分があるのですが，資料３－２にありますように，その

事業がねらいとしている地区市民センターの役割がいくつかに分かれてきます。今回

の評価の視点は資料３－４の評価シートにも書いてありますが，前回の評価では区内

の生涯学習の推進という一つのテーマだったので，少し詳しめの評価の視点があった

のですが，今回三つの事業を見るとすると，ある程度すべての事業，役割に共通する

ような視点ということで，このような形で直している部分もあります。 

評価テーマも，地区市民センターの役割と，施設理念と運営方針の改定の際に加え

ました，震災を踏まえた市民センターの役割と取り組みをセットで考えています。 

会長：前回最後に問題になったのが，評価の視点のところです。事業目的・目標の設定，

事業プロセス，事業成果という評価の視点は，三つないし細かく言えば六つに分かれ

ていましたが，右側の評価記入欄はあえて分けないで，評価できる，改善が必要とい

うことで書いてありました。そこを初めから細かく分けて記入した方がいいのか，あ

るいは細かく分けると逆に書きにくいこともあるので，欄は細かく区切らず，最後の

事業評価，まとめのときに整理し直すとするのか，その辺りのことが問題になったと

思います。今日の評価シートについて，もう少し違うやり方の方が書きやすいとか，

何かご意見をいただければと思います。 

委員：評価の視点を一つずつ分ける方が，自分たちにとってというより，報告書をお返し

したときに，市民センターさんがきちんとチェックしながら次にいくにはとても便利

かと思います。やはり一つひとつの項目に対して，きちんと答えていくことが大事だ

と思いました。 
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会長：細かく分けると，複数の所にまたがってくるような論点もあるので書きにくいかな

という配慮もあるかと思いますが，最後にまとめていくときは，基本的には分けた方

がいいのではないかということでした。 

そうすると，評価できる点と改善に向けた提案に分けると，少し分け過ぎなので，

評価の視点が三つあるので三つの欄に分けて，評価できるなのか改善が必要なのかは，

例えば箇条書きの頭に丸か，三角か何かを付けるという感じで書き分ける形にして，

合わせて書いていただくということでいかがでしょうか。では，最後のまとめを意識

して，今ご提案いただいたように，評価の視点を三つに分けてシートを作っていただ

くように，事務局にお願いしたいと思います。 

委員：一つひとつ評価していくところで，ＡＢＣとかそういう評価もいいのかなと思いま

した。よくできた，普通とか。○×△とかいろいろあるでしょうが，そのくらいのふ

くらみのある評価がいいかなと思いますが，いかがでしょうか。 

会長：何のための評価なのかということについて，これまでいろいろ意見があったところ

です。それと同時に，何らかの基準があってこれ以上できていればＡ，これ以下だと

Ｃとしたとき，我々が資料を事前に読ませていただいて，その場で二時間なり三時間

なりお話を伺っても，実際に参加された方の立場からするとどうだったのだろうかと

か，それ以前の一年間，あるいはもっと長い年月をかけて準備してきたことが本当に

その短い時間だけで把握できるのかと考えたとき，なかなかこれが何点だとか，Ａだ

とかＣだとかと，本当にそこまでできるのかというところが，これまでの議論の中で

あったのではないかと思います。むしろこれは，市民センターの中でもすでに自己評

価をされていますし，行政でも内部評価という形でやっているものを，我々はそれと

は違う立場から，こういう見方もあるのではないかと，いろいろな見方，考え方，可

能性みたいなものを見ていくということが趣旨だったと考えると，だめなところにＣ

を付けてとか，そういう評価の目的ではなかったのではないかと思っています。もち

ろんこれは素晴らしいというところもあれば，ここはもうちょっとというところがあ

るのも確かでしょうが，我々ができる評価は何なのか，あるいは何のための外部評価

なのか，少し他の方にもご意見をいただければと思います。 

委員：それぞれにその項目ごとに評価するとしたとき，ＡＢＣという段階で評価するとい

うのもあるでしょうし，文章でコメントするというのもあるでしょうし，何かいい方

法を皆さんで検討できたらと思います。 

会長：前回も，文章の中でかなり厳しいご意見もあって，何かしら職員の方々の参考にし

ていただければといろいろな指摘も出てきたように思います。もちろん，きちんとし

た存在意義，意義のある事業を展開されていることについての指摘もあって，それに

ついてはＡとは書いてないけれども，文章を通して伝わるのではと思っています。 

委員：文章の方がいいと思います。例えばＢといえば標準ですが，プラスＢなのかマイナ

スＢなのか，どちらに近いのかと思ったときに何を見るのか物差しは何かといったら，
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やはり文章を見ます。ああそうか，そういう意味ならＡに近いんだというような感じ

になると思います。 

会長：ＢをＢプラス，Ｂマイナスとかとすると，なおさら先程の点，要するに本当にそん

な厳密な評価ができるのかというところが出てきます。 

委員：返された方としては，Ｃと言われてもなぜＣなのかが知りたいわけですから，文章

できちんと伝えることが正しいと思います。 

委員：通信簿をつけるわけではないという立場で，私は関わってきました。次につなげる

アクションに，どうやったら今以上にできるとか，ここをもう少しこうしたらこうな

るのではとか，未来に向けてというか，そういうつもりで言葉で返してきたと思いま

す。少し厳しい表現だった部分もありますが，それは次につなげるためだと思うので，

ＡとかＢとかではできないというか，それは行政評価の方でやっていただくことでは

ないかと思います。 

会長：前期に評価のあり方について答申をまとめたときも，今お話に出たような考え方だ

ったと思います。基本的には，オンブズマン的な何か絶対的な基準があって，いいと

かだめとかということではなく，市民センターの課題は何なのか，もう一歩踏み出し

ていくためにはどういう視点があるのか，我々が応援しながら，市民センターの力に

なっていくようなアドバイスができればということだったかと思います。その考え方

を基本的には維持するということで，今回も言葉で表現することにしたいと思います。 

委員：評価シートの評価テーマですが，一番上に二つ書かれていて，これが資料３－２の

地区館の役割の１から５，プラス「震災を踏まえた市民センターの役割と取組」に対

応していると思うのですが，「震災を踏まえた市民センターの役割と取組」というのは，

おそらくすべてに共通する項目だと思います。それに加えて１から５までのどこか一

つということなのかと思うのですが，それぞれ見ますと，例えば「田子のきずなステ

ーション」は２の地域の交流・拠点機能だけではなく，３や４とも関連してくるでし

ょうし，七郷の「語り継ぐ」についても，コミュニティづくり機能だけではなくコー

ディネート機能にも関連してくると思います。そういう意味で，主として見るポイン

トとサブとして見るポイントのような形を設定するのか，あるいは主として設定した

ポイントだけを見るのか，この辺はどうなのでしょうか。 

会長：資料３－２は，どの事業をこの中から選ぶのかというときに，それぞれの事業の特

色というか，重点を置いている方向性の違いを見るために作っていただいたと理解し

ています。実際にはご指摘いただいたとおり，一つだけということではなく，それを

作っていくプロセスに目を向けていくと，余計にいろいろなことに広がっていく，繋

がっていきます。そういう意味では，私個人としては絞らない方が，市民センターの

やっていること，こういうねらいを持って進めていることが，より分かるのではない

かと思っています。 

事務局：この地区市民センターの役割ですが，資料３－３をご覧いただきたいと思います。
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それぞれの館でまとめた事業計画概要書ですが，ここの最初に，その事業をどういう

目的で企画したかを述べております。例えば今お話のあった「田子のきずなステーシ

ョン」は，この地域の交流拠点機能，アンダーラインを引いているところが特にメイ

ンだということです。確かに他の機能もいくつかありますが，その中から特に方針と

しているものを一つここに載せたということです。 

七郷については，地区館としては「地域のコミュニティづくり機能」「地域活動を担

う人材の育成」で，七郷は多分これ一つかなと思っていますが，これは基本的に，企

画した方の考え方です。確かに，いろいろな目で見たときにもっと他の機能も果たさ

れているのではないかということもあると思いますので，こちらからの意見だけでは

なくここも見たいということであれば，それを取り入れることはあると思っています。 

会長：事業を実施する側，あるいは行政側のねらいは重点を絞られているとしても，我々

が見ていくときは必ずしもそこに縛られなくてもいいのではないかと思っていますの

で，よろしければ制約なしに全体を見ていきたいと思っています。そうしたとき，評

価シートのどこをどう修正するか。でも，重点をということで挙げておく意味はある

のか。資料３－２にまとめていただいたように，市民センターのさまざまな事業の方

向性ということで，全体を意識しながら，その中で見るのが大事なように思います。

シートの作り方としては，評価テーマ，重点的なねらいを挙げないで，もっとスペー

スを大きくとってもいいような感じもしますが，シートの作り方については事務的な

こともありますのでお任せいただくとして，基本的には特定の目標に縛られずに，い

ろいろな可能性，方向性を幅広く見ていくということで，よろしければ決めておきた

いと思います。 

それでは事業評価の対象は，田子，七郷，片平それぞれを取り上げると。田子につ

いては，地域のさまざまな主体のコーディネートという点で，市民センターの機能が

発揮されることを考えて，地域防災の方の事業を一つ選び，その三つの事業を対象に

検討していくことにします。 

事業を観察することができるかどうかは，当日参加することにこだわらず，職員の

方や関係者の方に可能な限りお話を伺うということで，観察できるかどうかは二次的

なものと考えるということでよろしいでしょうか。 

では，三つの事業を選ぶことについて確定し，今日出たような方針で進めるという

ことでよろしければ，これで決めさせていただきたいと思います。 

今期のテーマとして資料の５と６がまとめられていますが，これについては今日は

もう議論する時間はないと思いますが，何か進め方や，事業評価の対象以外の事業に

ついても，評価が終わった後でまた見ていくことになるでしょうから，それも踏まえ

て，この資料５，６を中心に何かご意見があればお願いしたいと思います。 

それでは，進め方については今日の資料をご検討いただいた上で，あらためて次回

の会議に続けていくことにしたいと思います。 
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事業評価のためのヒアリング，事業見学を 12月から１月にかけて実施する予定です

ので，日程の調整などは事務局にお願します。それを受けて，予定ではまた１月下旬

に次回の会議となりますが，進め方について事務局ではいかがでしょうか。 

事務局：今お話のあったように，12 月，１月で評価についてのヒアリング，事業視察を設

定していきたいと思いますが，どういう方にヒアリングできるのかはこれから調整に

入りますので，その状況によって開催日も決まってくるかもしれません。実際に視察

できるかどうかも含めて，会長・副会長とご相談させていただいて決めていきたいと

思います。日程等が決まりましたら，委員の方にご都合をお聞きし，ご参加いただく

形になろうかと思います。次回の定例会までにヒアリングとかができない可能性もあ

りますが，できたところについては，評価シートをそのときまでに作成していただく

と。そこである程度情報を共有していただくと，評価についてはそういう形になろう

かと思います。 

今期のテーマに関することについては，資料６である程度網羅的に論点をお示しし

ましたが，この中でどういったことを議論するか，あるいは書いてあること以外で，

こういう議論をしたらいいのではないかという論点もお出しいただきながら，どのよ

うなことについて今後議論していくか，いろいろ話し合っていただきたいと思います。 

会長：今日はいろいろ時間がかかりましたので，テーマについての話し合いは，次回に引

き続きということにさせていただきます。議題としてはここまでにしたいと思います。 
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