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平成 26年度 市民センター事業評価報告書（修正案） 

 

 

Ⅰ 評価の目的 

「仙台市市民センター事業の評価のあり方について（答申）」（平成 25 年 5 月 31 日仙台

市公民館運営審議会）に基づき、評価の目的は次のとおりである。 

① 「施設理念と運営方針」に掲げる社会教育施設としての機能や役割を的確に見きわめ、

それらが十分発揮されているかどうか、実態を明らかにすること 

② 担当職員や行政組織とは異なる立場から事業の良い点や問題点を明らかにし、あわせて

改善策を提示すること 

③ 事業を実施した館だけでなく、各館に共通する課題の解決方向を示すことによって、多

くの職員のふり返りを促し、よりよい市民センターのあり方を示唆すること 

 

Ⅱ 評価の実施 

１ 評価の基本的方針 

① 「施設理念と運営方針」に掲げる役割・機能のうち、特定の機能に焦点を当てた評価と

する（評価テーマの設定）。 

② 東日本大震災を踏まえた市民センターの事業を評価対象事業とする。 

③ 評価の視点等をあらかじめ設定するとともに、評価シートを作成し、それに基づき評価

を行う。 

 

２ 評価テーマ及び評価の視点 

（１）評価テーマ 

「施設理念と運営方針」に掲げる「地区館（地区市民センター）の基本的な役割」を評

価テーマとし、各評価対象事業の内容に応じて、地区市民センターの５つの機能及び「震

災を踏まえた市民センターの役割と取組」に掲げられている事項（資料１参照）を基本と

して、評価することとする。 

 

（２）評価の視点 

評価テーマについて、次のとおり評価の視点を定めて評価する。 

Ⅰ 事業目的・目標の設定について 

① 地域のニーズや課題を踏まえた上で設定し、かつ、適切なものであったか。 

Ⅱ 事業プロセスについて 

① 参加者が事業目的・目標を共有し、取り組めるような内容となっていたか。 

② 事業目的・目標を踏まえた、適切な手法や内容であったか。 

Ⅲ 事業成果について 

① 評価テーマの機能が果たされていたか。 

② 想定した事業効果が得られたか。 

③ 社会的波及効果が生じたか。について 
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３ 対象事業について 

（１）対象事業 

平成 26年度事業評価の対象事業は次のとおり。 

○「クローズアップ片平・映像番組づくり」 片平市民センター 

○「みんなで学ぶ地域防災」 田子市民センター 

○「未来への伝言～七郷を語り継ぐ」 七郷市民センター 

 

（２）対象事業の選定理由 

① 「東日本大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」を今期の本

審議会の審議テーマとしていることから、テーマに関連した事業を評価することで、テ

ーマの審議と事業評価の双方を密接に関連させながら、より効率的に実施できる。 

② これまで本審議会では、平成 23 年度事業の試行的評価も含め、いずれも区拠点館の

事業を評価対象としてきたが、震災を踏まえた復興関連事業や防災・減災関係事業はこ

れまで主に地区市民センターにおいて、その地域の状況等に応じて数多くの取り組みが

行われてきていることから、今回は地区市民センターの事業（指定管理者が実施）を評

価対象とする。 

③ 対象事業については、震災による被害の状況等地域の実情を踏まえ、津波被害のあっ

た地域として七郷市民センター、復興公営住宅の建設等が行われる地域として田子市民

センター、市中心部の地域として片平市民センターが実施している事業の中から、事業

内容、関係者へのヒアリングや事業視察の可能性等の状況を考慮して選定した。 

 

（３）対象事業の概要 

別紙「事業計画概要書」のとおり 

 

４ 評価の方法 

（１）委員が対象事業ごとにグループに分かれ、評価を実施（会長、副会長は３事業すべての

評価活動に関わった）。 

担当委員 

〇片平市民センター 跡部委員，幾世橋委員，齋藤(純)委員，丹治委員，森委員 

〇田子市民センター 伊藤委員，井上委員，小地沢委員，中山委員 

〇七郷市民センター 木下委員，小岩委員，齊藤(康)委員，佐藤(直)委員 

（２）資料等による事業内容の把握 

対象事業に関する資料（別紙参考資料）や職員からの説明により、事業内容や成果等を

把握。 

（３）事業（講座）視察を行うとともに，市民センター職員及び事業関係者へのヒアリングを

実施。 

（４）２に掲げた評価テーマ及び評価の視点により評価を実施（評価シート（資料２）の作成）。 

（５）評価結果等を報告書として取りまとめる。 
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５ 評価のフィードバック等 

○ 評価結果を全市民センターに周知し、今後の市民センター事業の企画立案、事業実施等

の参考とする。 

○ 対象事業を実施した市民センターにおいては、今後の事業の改善に向け、具体的な対応

を検討する。 

 

６ これまでの経過 

平成 26年 8月 26日定例会 評価対象事業・方法の検討 

平成 26年 11月 18日定例会 評価対象事業・方法の決定 

平成 27年 1月 23日 事業見学及び関係者へのヒアリングを実施 

（田子市民センター・片平市民センター） 

平成 27年 1月 24日 事業見学及び関係者へのヒアリングを実施 

（七郷市民センター） 

平成 27年 1月 29日定例会 職員へのヒアリングを実施 

評価シートの作成 

平成 27年 3月 24日定例会 評価報告書の検討 

 

Ⅲ 評価の結果 

１ 各事業の評価 

（１）片平市民センター 

【事業目的・目標の設定について】 

＜評価できる点＞ 

・地域ニーズに沿った事業目的と言える。 

・災害公営住宅入居に伴い新住民と地域住民の交流目的に合っている。 

・事業を継続した上で、映像を具体化しようとした取り組みは評価できる。⇒各地区（町

内会）の特徴を更に入れる等の工夫や多面的に捉える視点が加わると、地域ニーズに

対し目標設定が深まる。 

・町内会・高校・大学とのネットワークによるコミュニティの構築を目指そうとする思

いは強い。館長が地域に足を運び、事業への理解と協力を求めてきた姿勢が覗える。 

 

【事業プロセスについて】 

＜改善に向けた提案＞ 

・市民センター内で事業内容等の共有が足りない。継続事業の中、館長の異動もあり事

業の引継ぎに時間が取れなかったと察する。 

・本事業の到達点や期限を考えるあまり、職員と参加者との間で課題の共有に時間をか

けないまま動き出したのではないか。 

・地域と市民センターとの間で事業内容や進捗状況等の共有度が大変低い。地域に負担

を掛けまいとする気持ちが逆に地域にとって全体像を見えなくしてしまった感があ

る。 

・館長の思いが強すぎた分、事業内容や進捗状況等について，市民センター職員や事業

参加者全体での共有に届かなかった感がある。職員も遠慮していたのではないか。 
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・PDCA サイクルでの事業実施が大切であり、特に年度の移行時は C（チェックと分析）

を市民センター内で実施することが重要となる。 

・誰のための、何のための事業なのかが基本である。 

・地域力と社会性を身に付けた地域特性をもっと活かすと、本事業の成果は大変高いも

のになる。（ビデオの編集に携わるメンバーは参画意識が大変高いことをヒアリング

を通して感じた。） 

・地域住民だけではなく、高校生や学生、子どもたちの参加を求めていく姿勢が必要で

ある。宮城県工業高等学校や大学等機関への参加要請だけでなくの他に、編集に携わ

る当事者個人へ直接届くようなインフォメーションを工夫してみては如何か。 

 

・コーディネーターのスキルを持つ担当者の存在が必要。研修も必要となっていく。 

 

【事業成果について】 

＜評価できる点＞ 

・事業効果が得られた。⇒改善に向けて動き始めた。気づきがたくさん得られた。 

＜改善に向けた提案＞ 

・地域の魅力を引き出し、住民の意見を集め、地域内の高校等と連携して DVDを作成す

るという当初の目標・目的が、DVDの作成ありきに変わってしまい、った。目的には

十分に達していない。→PDCAサイクルによる事業実施を行うことが重要である。！ 

 

・自己評価をする際は、利用者評価も踏まえた方がよい。アンケートの取り方にも一考

あり。 

・若者社会参画型学習推進事業や子ども参画型社会創造支援事業とのコラボレーション

も視野に入れると、参画の枠が広がると思われる⇒動員、参加から参画へ。 

・市民センターで実施する各事業がどのように結びついて全体像になるのか、職員全員

で話し合って共有することも相互スキルアップにつながると思う。 

 

【その他上記項目に該当しない事項等について】 

＜改善に向けた提案＞ 

・絆づくり・まちづくりは時間がかかるものであるにもかかわらず、成果や期限を求め

られ、大切にすべきプロセスが考慮されていなかったのではないか。「地域の絆づく

り推進事業」の成果としてのものづくりだが、絆づくりの割りに期限付きでは財団側

の考慮がされていない。 

 

・指定管理者（財団本部）への課題がみられた。（事業目的・成果ばかり迫っているの

ではないか） 

・「事業＝講座」と捉える傾向が強いので、プロセスに時間をかけるという発想が弱い。

「継続事業」終了後のつながり、他事業や新規事業開拓へつながるような事業展開を

考えてほしい。 

・市民力が高く、前向きな協力心が参加者側にあることを、市民センターはもっと認識

する必要があるが分かった。 
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＜その他＞ 

・指定管理者側を含めた職員研修の内容の充実を求めたい。 

・社会教育の観点で、設置者である生涯学習支援センターと指定管理者による事業目的

の共有が必要。 

・他の市民センターへの波及効果を考える機会になった。 

 

 

（２）田子市民センター 

【事業目的・目標の設定について】 

＜評価できる点＞ 

・地域の拠点施設として、地域住民と直接、意見交換しながら地域のニーズ・地域課題

に取り組み、地域の人たちがまちづくりに積極的に関わるよう働きかけているととも

に、企画の段階から地域との共有化により事業目標の設定に取り組んだのは大きく評

価できる。 

・女性の視点に着目しての設定は貴重な講座であり、大震災により避難所生活経験者等

が身を持って感じた不便さ、不自由さ等について参加型カリキュラムで実施したこと

は、防災意識の向上にプラスの影響が大である。 

＜改善に向けた提案＞ 

・目標設定に、車椅子操作訓練や障害者疑似体験を取り入れているが、地域に住む高齢

者や障害をお持ちの方々の訓練参加を組み入れ、災害弱者等が不安なく安全・安心に

暮らせるような設定も地域ニーズとして考慮したらよいと考える。 

 

【事業プロセスについて】 

＜評価できる点＞ 

・グループ分けと全員参加型の手法を取り入れての講座の進め方は効果的な方法であっ

た。 

・避難所運営における様々な想定をもとに、女性の視点を引き出すワークショップは、

非常に良好な策であった。また、討議し易いテーマ選定が活発な意見の出し合いとな

り、意識づけになった。 

＜改善に向けた提案＞ 

・進行面では、講師のルール説明が参加者全員に浸透しなかった点が見受けられ、時間

配分が上手く行かないグループもあった。また、“避難所運営委員だったらどう対応

していくのか”に対し、個人の要望が優先し事業目的から反れたグループも散見され

たので、配置された各ファシリテーターの進行方法に改善を要する。 

 

【事業成果について】 

＜評価できる点＞ 

・地域内中学生に避難所運営上必要な知識・技能を体験学習により体得させ意識付けし

ていることは、いざという時の即戦力になるので継続実施は効果大である。 
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・高砂地区連合町内会は、対象区域が非常に大きいという状況の中で、市民センターが

町内会と小中学校の良き調整役として地域づくりに努め、実践したことは事業効果大

である。 

・地域の町内会や団体の指導・運営協力は、地域コミュニティがより深まり、市民セン

ターに対する理解の輪が広まったほか、協力体制の強化が図られ効果的である。 

・田子地域内の小・中学校との連携事業は、「学社連携・融合」に非常に有効な策であ

り、参加した中学生が地域連携の大切さを感想に述べていることからも、効果が大き

いものだったと判断できる。 

・上記の理由と地域の町内会長や学校長等との事業ヒアリングからも、講座「田子を愛

する住民塾」の開講が、地域づくりに大きくプラスしており、事業効果、社会的波及

効果は共に得られていると確認できた。本講座により養成された人材の地域へのフィ

ードバック体制が整えば、更なる効果に繋がるものと考える。 

＜改善に向けた提案＞ 

・防災訓練に若い世代の保護者の参加率が低い点に着目してみると、参加した小・中学

生の親である若い世代（30 才～40 才代）の参加の向上策が課題と言える。子どもた

ちが訓練参加後、防災について家族と話し合い共有化しているか、この体験を家庭で

も話題にしていくよう学校や地域と連携し、若い世代の参加意識を高める仕掛けづく

りができれば、一層の効果に繋がるものと思われる。 

 

【その他上記項目に該当しない事項等について】 

＜評価できる点＞ 

・地域の中で力を発揮できると考えられる中学生の防災訓練への参加を組み入れたこと

は、避難所運営上必要な知識・技能の体験学習を通じて、災害発生時に即戦力となる

うえ、防災意識の高揚になっていると言える。 

・市民センターが地域活動の拠点として、地域の活性化と地域連帯意識の醸成に今後も

積極的な役割を果たしていくよう期待したい。 

＜改善に向けた提案＞ 

・市民センターは、地域から高い信頼を得ており頼りにされているが、あらゆることを

丸抱えし負担が大きくならないよう留意し、地域づくりに心がけていく必要がある。 

・今回の講座で学んだ学習成果を一過性に終わらせることなく、受講生を今後も地域の

リーダー的人材として育成フォローするとともに、市民センターのよき理解者として

繋いでいくことも重要といえる。 

・安全から環境等のあらゆる分野における地域の課題に対し、市民センター主体ではな

く地域住民が気づき、自ら解決していけるよう地域づくりの支援と地域力の向上に努

めていくことを望みたい。 

・連合町内会組織の中に、「避難所に行かなくてよい」という独自の運営策を持ってい

る町内会があるが、地域連携や「共助」による地域防災力の強化の観点から運営に支

障がないものか、また市民センターの、地域住民とともに地域課題に取り組むという

地域のコーディネート機能が果たして円滑なのか、具体の策をお持ちなら他の市民セ

ンターとも共有シェアしてほしい。 
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（３）七郷市民センター 

【事業目的・目標の設定について】 

＜評価できる点＞ 

・土地区画整理事業や地下鉄東西線建設という都市化の進展、東日本大震災の津波被害

による地域の変貌、そして被災からの復興による新たな地域づくりという動き、これ

らを七郷の長い歴史とともに未来への動きとして語り伝えていくという事業は、地域

社会の再生を図ろうとしている七郷地区の地域ニーズと課題を踏まえているととも

に、語り部という地域人材の育成に適っている。 

 

【事業プロセスについて】 

＜評価できる点＞ 

・見聞きすることの大切さを踏まえ、小学校での被災、避難、救助状況の聞き取り、他

の被災地（閖上）での語り部活動の担い手との交流、避難所運営・避難生活の振り返

りなどを講座内容に組み入れた事業編成は，参加意識の共有を高める契機となるもの

であり、未来へ語り伝える情報の整理に効果的な手法となっている。 

＜その他＞ 

・他の講座（「あの時を忘れない－震災の記録」Ｈ24～26、「定点観測『今と未来をつな

ぐ』」Ｈ26）との連携（震災の経験、教訓の風化を防止し、防災・減災へ貢献する）

が図られており、地域活動推進の広がりが見えている。 

・1 年目（Ｈ25）に七郷の歴史の学び，2 年目（Ｈ26）に震災・津波被災の経験を共有

するとともに他の被災地域の語り継ぐ活動を視察し、3年目（Ｈ27）に共に語り継ぐ

内容と参加者自身の被災体験と助け合いを伝える記録を「未来への伝言」としてまと

め、語り部として活動できるようにしようという事業目的・目標が、参加者に共有さ

れている。 

 

【事業成果について】 

＜評価できる点＞ 

・事業の最終年度（Ｈ27）には、語り部としての「ポイントを踏まえた伝え方」のまと

めと自主的なサークルの立ち上げによる地域活動への展開などを計画し、さらには東

西線の荒井駅を利用した語り部活動を計画しようという意見も出ており、事業終了後

への社会的波及効果が見え始めている。 

＜その他＞ 

・館内評価も踏まえ、未来へ語り継ぐという目標へ向けての基盤づくりをしてきた。参

加されている方が積極的に取り組もう、未来へ語りつないで行こうという意識が形成

されてきたことは本事業の大きな成果である。 

・安心して自分の体験を話してもいいという“場”ができたことも、人材育成ができた

という効果である。 

【その他上記項目に該当しない事項等について】 

（なし） 
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２ 総合評価・まとめ 

（１）総合評価 

以上のように、平成 26年度に実施された３つの事業を対象に評価を行ってきた。 

複数の事業を比較し、東日本大震災からの復興や防災・減災関連の事業が、実施する館や

地域によって多様な展開を見せることを改めて確認できた。各館の職員が地域住民と向き合

い日常的・継続的に関わる中で、その地域にとって真に必要な課題を見つけ出すことが重要

であろう。 

今回の評価においても昨年度と同様、学習者・市民の「参画」とそれを促すファシリテー

ションのあり方が問題となった。特に田子市民センターや七郷市民センターにおいては、事

業の開始以前の取り組みや館と住民との間に築かれてきた信頼関係が今回の事業につなが

っており、市民の「参画」を組み込んだ事業の組み立てができているのはその結果であると

いえる。 

学習者・参加者が自ら積極的に学ぼうという意欲や、地域課題に主体的に取り組む姿勢を

引き出すためには、市民センターやその職員が学習の課題と展望を示しながら、参加者の意

向とすり合わせを行うことが必要であろう。また、市民の意見や要望を市民センターやその

職員がきちんと受けとめてくれるという信頼感や、学習の場の雰囲気づくりなども重要であ

ろう。 

このような、いわゆるファシリテーションを効果的に進めていくためには、講座の内容を

講師・指導者にお任せするのでなく、市民センターの職員が参加者一人ひとりと丁寧に向き

合い、ともに考えながら講座をつくっていく必要がある。時間や手間はかかるが、社会教育

の質を高めるためには欠かせない作業であり、このような作業に取り組むためには市民セン

ター職員の量的確保・質的充実が必要である。 

職員の質的向上のためには、仙台市や指定管理者による研修が重要であり、その有効性等

についての検証も必要である。またの重要性とともに、多くの学習者・地域住民との日常的

な関わりが職員を育てるという視点も重視すべきであろう。さまざまな課題に職員が単独で

向き合うのでなく、複数の職員が協働して取り組み、館全体で受けとめていくような市民セ

ンターの運営を行うことが、職員の育成にとってきわめて重要であると考えられる。 

以上の点を考慮し、市民センターの特長を生かした復興や防災・減災に取り組んでいただ

くよう、市民センターの取り組みのさらなる充実を期待したい。 

 

（２）まとめ 

今回の評価の対象となった事業は概ね適切に実施されており、東日本大震災からの復興や

防災・減災に関わる重要な取り組みであると判断できる。市民センターが今回指摘した課題

や提案を受け止め、事業の改善に生かしていただければ幸いである。 

災害の発生やそれに対する備え、あるいは復興のプロセスにおいては、一人ひとりの住民

が自らや家族のいのちと暮らしを守る「自助」、地域社会などを単位として互いに助け合う

「共助」が重要になる。３つの事業はこれらの機能を高めるために重要な役割を担っており、

結果として、行政その他の公的機関による「公助」だけに依存しない、市民の力を生かした

社会をつくることに寄与するものである。いわゆる「レジリエントな（しなやかで強い）社

会」は、多様な市民が互いに知恵を出し合い、力を発揮し合いながら復興や防災・減災に取
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り組むことで可能になるのではないだろうか。しなやかで強い（レジリエントな）社会をつ

くることに寄与する事業であるといえる。 

復興のプロセスは長期に及ぶものであり、また、新たな災害に対する備えは市内全域で進

めておくべきと考えられる。この課題に市民センターがどのように取り組むべきか、本審議

会ではさらに検討を継続し、任期満了の 2015 年 10 月末までに議論をまとめていく予定で

ある。 

なお、市民センターの事業に対する評価を本審議会が実施するのは、試行評価を合わせて

今回が４回目となる。これまでの評価が市民センターの取り組みの改善に実際に生かされて

きたのかどうか、改めて検証が必要である。 

本審議会では、評価の対象となった事業について、事業実施にいたるプロセスや他の事業

との関連、さらには事業を実施する市民センターの運営体制などとの関連でとらえることを

重視してきた。さまざまな立場や背景をもつ委員が、市民センターに対する期待を前提とし

ながら、市民センターの事業について課題や改善策を示すことが、市内 60 館すべての市民

センターの充実につながることを願っている。行政や指定管理者とは異なる立場から本審議

会が評価を行うことの意味を検証するためにも、評価の対象となった市民センターからのフ

ィードバックをお願いしたい。仙台市民の生活の充実において市民センターが果たす役割の

重要性について、これまで以上に議論が活発になれば幸いである。 

 

 


