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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 26 年 8 月定例会） 

○ 日 時 

平成 26 年 8 月 26 日（火）午前 10 時 00 分～12 時 20 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，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 

（15 名中 12 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 

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：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  田子市民センター：館長 佐々木 

七郷市民センター：館長 玉渕 

［傍聴人］ １名 

 

○ 配布資料 

・資料１：仙台市田子市民センターにおける｢防災・震災復興関連事業に係る取組みの事例｣ 

・資料２：東日本大震災復興関連事業について 

・資料３：今後のスケジュールについて（案） 

・資料４：平成 25 年度仙台市市民センター事業評価報告書 
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○ 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 

会長：議題に入る前に議事録署名人は，本日は齊藤康則委員にお願いします。(齊藤委員了承) 

それでは，３の審議の（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

いてです。今日は震災関連事業の事例紹介をしていただくことになっています。まず，

議論の進め方等について事務局から説明をお願いします。 

事務局：（資料３について説明） 

会長：審議会の役割として二つの課題があって，今日の議題としては今期のテーマ「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」が議題に上がっていますが，事

業評価も考えなければいけません。今回の事業評価の対象として，どんな事業を取り上

げたらよいのか。これまで平成 23 年度から住民参画事業，若者向けの事業，昨年度は子

ども向けの事業ということで，市民センターの重点事業とされているものを一つずつテ

ーマとして取り上げてきました。それが一段落ついて，26 年度事業をどんなテーマで，

どういう事業を対象に取り上げるのかということは，目安になるものがあるわけではな

いので，まったくのフリーハンドで考えてもいいことになると思います。 

ただ，今期のテーマに関する議論と合わせて考えていくとむしろ，そのテーマについ

ての議論を進めていく中には，事業の現状を踏まえた議論があるので，それと関連して

26 年度事業評価をしていくと，非常にスムーズではないかと思います。そういう意味で，

26 年度事業をどう評価していくのか，今日ご紹介いただく震災関連の事業がうまく関連

してくるといいと思っていますが，そういう方針で事業評価を考えてよろしいかどうか

ということも含め，ご意見をいただくつもりですので，その辺りも意識していただいて，

議論を進めてまいりたいと思います。 

今期のテーマに関連する多くの事業があることは，前回概要を示していただきました

が，具体的にどんな事業がなされていて，何が課題になっているのか。そこを具体的に

示していただきながら，テーマについてのアプローチの仕方を検討するということだっ

たと思いますので，今日は事務局や副会長とも相談して，二つの事例を紹介していただ

くように決めさせていただきました。 

それでは，田子市民センターと七郷市民センターからお見えになっていますので，準

備など事務局にお任せしてよろしいでしょうか。一つの事例を 20 分程度ご説明いただい

て，その後 10 分程度の質疑応答という順番で進めてまいりたいと思います。まず田子市

民センターからお願いします。 

田子市民センター館長：（資料１により説明） 

会長：ありがとうございました。今の説明に対して，もう少し深く掘り下げて聞いてみたい

とか，その他感想などでも結構ですが，何かございますか。 

委員：大変いい企画を実践されていると感じました。きずなステーションはとてもいいとこ

ろに発想されて，内容的にもかなりいいと思いました。 



  3/16 

お伺いしたいのは，防災訓練は市民センターが企画・運営に携わっているのか。市民

センターがどの辺のところに位置付けを持っていらっしゃるのでしょうか。この地域は

高齢化率がまだ 14.3％ということですから若い地域だと思います。障害者の方も何人か

住んでいらっしゃると思いますが，その方々が避難した場合の避難場所とかトイレとか，

使い勝手が健常者の方々と同じような状況を作るよう，訓練なり配置をされているので

しょうか。 

それともう一つ，まったくのゼロからのコミュニティ作りが求められるというお話で

したが，ここで見ると地域コミュニティの再構築とあります。なぜゼロなのでしょうか。

３年半にもなりますから，絆はある程度保たれていて，それをさらに太い絆にするのか。

それとも地域の住民が新しく，そこまでいっていないのか。そしてそこに市民センター

がどんな立場で入って，結び役をしているのか。分かっている範囲でお願いできればと

思います。 

田子市民センター館長：防災訓練については，市民センターは事務局機能を持って，各関係

団体との調整等を行っています。同時に，当日の訓練にも参加して，その内容が去年と

比べてどうだったかという記録など，そういう参加の仕方をしております。 

このような形になったのも，市民センターが調整したのですが，平成 22 年度からです。

最初は平日だったのですが，やはり参加者が少ないとか距離の問題もありますので，土

曜日になって，昨年度から日曜日となり，今後もということになっています。 

実際の避難場所ですが，一時避難所，あるいは頑張る避難所になっていくと思います

が，それ以降は指定避難所に避難するという仕組みで，今マニュアルの策定をやってお

ります。一応地域としてはほぼ完成したところで，基本的には一時避難所で頑張ろう，

それでどうしてもということであれば指定避難所に行こうという，地域の合意で進めて

います。 

コミュニティのゼロからということについては，まったく新しい方々が集まって来る

ということがあります。以前にその地域のコミュニティが形成されている，あるいは仮

設住宅でのコミュニティがすでに作られている方々がまとまって来れば，コミュニティ

の作り始めがスムーズにいくと思いますが，まったくいろいろな地域から，市内ばかり

でなく他市町村に避難されている方も入っておられます。そういう方々もいらっしゃい

ますので，ある程度はあるのですが，一からのコミュニティ作りと思っております。単

体の地域のコミュニティは当然作られると思いますが，地域全体としてのコミュニティ

も一緒に作っていかなければならないということで取り組んでいるところです。 

障害者の方々，いわゆる弱い方々への対応ですが，地域の集会所が頑張る避難所とい

うことでそれなりにあろうかと思いますが，後は学校の指定避難所，私共の市民センタ

ーでは補助避難所という位置付けで，和室とかもありますし，トイレもひろびろトイレ

がありますので，そういうことで対応しようと思っております。 

委員：障害者の方の不自由さについては，新聞で見ますと，多目的トイレ，ひろびろトイレ
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が一時的になかったと。車椅子で行ったけれども，利用できる場所がなくてとんでもな

い状況があったとか，たまたま避難して行ったけれども，障害者はどこに行ったらいい

のか分からなかったと。そういうところも訓練の中で，今後の反省として，少数でしょ

うが障害者の方も健常者と同じように，避難生活が安心して送れるような状況が作られ

てきているのか，少し知りたいのですが。 

田子市民センター館長：避難所運営マニュアルが，３月で一応，田子中学校と田子小学校が

ほぼできて，その検証を今度，防災訓練の中で検討するところです。その中で市民セン

ターは補助避難所という位置付けで，ひろびろトイレとかシャワーとか和室，暖房も効

きますので，指定避難所で過ごすのが大変な方，障害をお持ちの方とか，高齢の方，そ

ういう方は補助避難所への避難ということで，これまで検討してきました。その実践に

向けて，今からいろいろ検証していきたいという状況です。 

委員：特にこの地域は，新旧住民との交流を含めて大変なご苦労と取り組みの幅広さをご説

明いただきました。平成７年の阪神淡路大震災の後は，被災者の皆さんが地域で孤独死

をするという大変な社会現象，問題もあったわけで，それを仙台市としてはできるだけ

コミュニティや絆を保った状態，その地域その地域でできるだけ新旧の被災者も含めて，

復興住宅にお住まいになる方と地域の絆をうまく保てるか，作れるかどうかが非常に大

きな問題だったと思います。こちらの市民センターさんは，そういう意味では非常に幅

広い活動の中で，まちづくりまで含めて，しかも防災活動にも積極的に取り組まれて，

地域に溶け込んで，さまざまなまちづくり活動を幅広く行っておられるということで非

常に驚きましたし，大変すばらしい成果だと思います。是非さまざまな機会に，地域の

まちづくりの一つの事例として参考にしていきたいと思いました。 

中学生が防災訓練に積極的に，こちらだけではなく仙台市全体で参加をして，担い手

として非常に今評価を受けている事例があると思います。特に，田子市民センターさん

は児童館も一緒ですので，小中学生がこの防災訓練以外に，まちづくりとかさまざまな

催事，事業に参加するようなことがあるのでしょうか。写真でも，すいか祭りなどでは

子どもたちの顔が見えますが，一般参加だけでなく，新旧住民，新しく復興住宅に移ら

れた方も含めて，子どもたちとの交流などをコーディネートして，学校としてやってい

る面もあると思いますが，地域として長い将来，ふる里になる子どもたちが，地域にい

かに結びつきを強めていくかという視点で，何かやっておられることがあればご紹介い

ただければと思います。 

田子市民センター館長：児童館を併設しておりますので，児童館事業で児童館祭りとか，地

域の農家の方の畑を借りて，畑へＧＯとか田んぼへＧＯとか，そういう親子で参加する

ような事業にいろいろ取り組んでいます。今年は災害の関係でハザードマップ作りを，

この夏休みに小学校の高学年の子たちが，児童館周りや田子小学校がすぐ近くにありま

すので，通学とか児童館への登館する周りとか，普段遊びに集まるような場所を検証し

て，２，３回程現場に行ってマップを作ろうということでやっております。あとは，市
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民センターとの連携で，子どもたちが親御さんと一緒に過ごす時間を持ってもらいたい

ということで，児童館としても親子事業を進めておりまして，市民センターと食育を関

係づけて，親子料理教室を開催していく予定としております。いろいろな機会，今回市

営住宅への広報として児童館だよりとか，いろいろな事業を皆さんにお知らせして，参

加を多くしていただこうということで活動しています。 

委員：ご紹介あった地域防災訓練の取り組みというところですが，地域防災訓練と言ったら

連合町内会とかが中心になってやっていくものをイメージしたのですが，それがこうい

う形になったのでしょうか。それとも，そういう防災訓練のほかに，中学生と地域住民

の合同訓練なのかお聞かせください。 

田子市民センター館長：そもそもはやはり，地域全体の連合会とかでやられたのかと思いま

すが，基本的には各町内会がそれぞれ防災訓練を行っていました。それを地域全体とし

て一緒にやろうと。やり始めのころは地域全体のこの防災訓練の他に，町内会で防災訓

練をやっていたところもあったようです。今でも日にちを決めてやっているのですが，

足りない部分，例えば消防から出張に来てもらっての救命訓練とか消火訓練とか，そう

いうのを個別に取り入れてやっている町内会もあります。基本的には，この 10 のそれぞ

れの町内会が一緒にやろうというのが原点だと思っています。 

委員：連合町内会さんも参加というよりは，一緒にというか，既存の地域防災の訓練が進化

したということでしょうか。 

田子市民センター長：連合町内会は入っておりません。それぞれの町内会が毎年見直しをし

て，今年はこのテーマということでやっておりまして，それが地域全体でやっていると

いうことです。 

委員：市民センターが繋いでいると。連合としてはやっていないけれど，町内会を結びつけ

るのを市民センターの役割としてやっているということですね。大変いいことをやって

いると思って聞いていました。 

委員：全体を繋ぐ役割の事務局というイメージでしょうか。既存の，よくある連合町内会の

防災訓練が，地域の中心になってやってきた部分がありますので，そことの違いがどう

なのかと思ったものですから。 

田子市民センター館長：高砂連合町内は 50 いくつの非常に大きい連合体で，七北田川と梅田

川からが田子地域になります。そういうことで，地域全体としてではなく，この町内会

での，今お話ししたような訓練になっています。 

私どもの市民センターの田子中学校区ですが，田子小学校区はすべて田子中学校区に

なりますが，高砂小学校は半分ずつで，田子中学校と高砂中学校に分かれます。それで，

市民センター管内，田子中学校区管内にある 10 の町内会で，この防災訓練をやっていま

す。 

会長：連合町内会の単位というか分け方と，学校区としての分け方がずれているということ

ですか。 
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委員：教育上の区割りと地域町内会，行政の区割りとは一緒ではないということですか。 

宮城野区中央市民センター長：高砂は 50 の町内会があって，その中に三つの市民センターが

あります。その中の田子中学校区に田子市民センターということです。 

会長：地域の中の組織や分け方はかなり複雑になっていますので，そのあたりはこの会議の

中でもどう捉えていくか整理したいと思います。 

私自身いろいろ伺って，交流事業が被災者の方々にとっても本当に，それ自体意味が

あるということ，同時にそういう交流の中から住民の方々で何か新しい動きが始まった

り，市民センターが取り組むべき新しい講座に対する要望であったり，新しいものが始

まる動きが見えてくることが，多分あるのだろうと思いましたし，時間があればもう少

し伺いたいところです。また機会があれば，よろしくお願いします。 

まず一つ目の事例はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。続きま

して二つ目ということで，七郷市民センターの方からご用意いただいていますので，同

じように 20 分程度でお話しいただいて，10 分で質疑応答，そのような流れで進めてま

いりたいと思います。用意ができましたらお願いします。 

七郷市民センター館長：（資料２により説明） 

会長：ありがとうございました。ご質問などあれば出していただきたいと思います。いかが

でしょうか。 

委員：他の地区ももちろんそうですが，七郷は特に地域の皆さんに市民センターが愛されて

いる印象があって，市民センターまつりは本当に皆さんが行くようなくらいです。これ

はあまり街中の市民センターにはない傾向ですので，やはり歴史がしっかり裏付けられ

ているという気がします。そういう意味で，皆さんの長年の活動の蓄積によって，震災

以降の活動もうまく回っている気がしていて，その裏付けの部分がはっきり分かってく

ると，他の市民センターの活動の参考にもなっていくのではないかという感想を持ちま

した。 

一つ質問です。私はまちづくりの専門なのですが，まちづくり業界で七郷地区の取り

組みを見たとき，七郷小学校の子どもたちの学習の取り組みが非常に盛んに行われてい

ることは全国的にも知られています。山形大学の佐藤先生を中心とした活動が行われて

いて，小学校との連携，蒲町小学校もいろいろな活動をやっていますが，子どもたちが

市民センターの中でどう活躍して，最終的には七郷中学校，比較的バラバラの小学校の

子どもたちが集まってくるという市民センターの区割りと大体似たようなところがある

と思うので，この子どもたちとの関わりの部分，そなえゲームの部分では見えてきまし

たが，ほかの部分ではどうなっているのか，教えていただけますでしょうか。 

七郷市民センター館長：事業として子どもたち対象というのはございませんが，児童館を併

設しておりますので，児童館の時間を使って，例えば市民センターが休館のときに，子

どもたちが自由に来ることができるような雰囲気や場を作ったりということで取り組ん

でいます。また，児童館の自由来館の子どもも結構ございまして，子どもたちが市民セ
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ンター・児童館に気軽に足を運ぶことができる雰囲気はできていると思います。 

今お話のあった，七郷小学校，蒲町小学校で進めております防災教育が生かせるよう

な場があればとは思いますが，現時点では市民センター事業として組んでいる部分はご

ざいません。 

委員：少し教えていただきたいのは，小学校とか中学校の子どもさんたちの観点です。この

震災については，記憶とか記録とかが非常に大事だと思います。そこに着眼されて，未

来への伝言という語り部の養成，これはとてもいい発想だと思いました。それで，今後

は小中学校での語り継ぎですが，小中学校の子どもたちにも語り部をしてもらうという

こともしていいのではないかと思います。26 年度事業として挙げておられて，民間指導

者育成事業ということですが，これはこれが初めてなのか，震災後の気づきがあって，

数人か何十人か育成されていて，それが輪を広げてさらなる語り部をたくさん作ってい

くのでしょうか。今，タクシー会社が語り部タクシーと言って営業しています。それに

負けじと地元でも，そういうことをやっていただけるための養成を，予算を獲得してや

っていただければと思います。これは大事なことです，後世へ繋ぐのに。よろしくお願

いします。それで，小中学生に対してはどうでしょうか。 

七郷市民センター館長：語り部の活動場所として小中学校を視野に入れ，先生とも話をして

いるところです。昨年度からの継続事業ということで，昨年度は七郷地区の歴史，地名

その他について地域の方からお話を伺って蓄積をし，本年度は震災とその地域の今まで

の歴史を合わせて伝えられる語り部さんになっていただければと思っております。 

委員：発表を聞いて，本当にこの地域はすっかり様変わりしたことを強く，また気付きまし

た。そして，そうした地域のことを忘れないようにと，この冊子を作ったり語り部を養

成したり定点観察をしたりと，七郷市民センターならではの事業をされていて，とても

いいと思いました。私も語り部養成事業はとてもいいと思います。３か年継続事業とい

うことで，27 年度の最終年度はどんな内容を予定しているのかということと，この養成

事業にどのくらいの応募者がいらっしゃるのかお聞きしたいと思います。 

七郷市民センター館長：27 年度の方向性ですが，地域の歴史，震災ということを学んできた

ので，今度は語り部として伝え方が非常に大事になってくると思います。どういう内容

をどのように相手に伝えるかという部分について，少し深めていかなくてはいけないと

思っています。それをまとめる段階で，不足している部分が見えてくると思いますので，

それを補いながらやっていくのが３年目になると思います。参加者は今，16 名です。 

委員：講師はどなたですか。地元の方ですか。 

七郷市民センター館長：地域の方，地域の歴史等について詳しい方がお話をしてくださって

います。今年度は一番被災の大きかった荒浜小学校の元校長先生，避難所としても連日

のように報道された七郷小学校の元校長先生，閖上地区での実際の語り部の方，東北大

学の柴山先生には今度お出でいただいて，震災全体，被害の様子とか構造についてお話

を伺う予定としています。 
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委員：年間どのくらいの時間，活動されているのでしょうか。 

七郷市民センター館長：定例の会議としては月１回を予定しています。第４土曜日です。 

委員：七郷市民センターは本当に地域が広くて大変だと思います。被害が非常にあった荒浜

とそうでもないところもあって，そういうところでの新しいコミュニティ作りがとても

大変だと思いますので，市民センターさんにがんばっていただければと思います。 

今までも七郷市民センターさんはいろいろ，防災のこと，仙台発そなえゲームも何回

もお電話をいただいて関わっておりますが，できるだけ今の語り部もそうですが，神戸

にある人と防災未来センター，そういうものを仙台市としても作り上げていかなくては

いけないのではないかと思います。アーカイブの拠点との関係を館長さんがおっしゃっ

ていましたので，その辺のところ，せっかく残したこれを，もっと別な形で生かしてい

けるような動きにしてもらえればと思いました。 

防災，減災に向けた取り組みのところに（1）七郷発そなえゲームとありますが，仙台

発そなえゲーム，私達が２年間市民協働で作ったものではないかと思うのですが，違う

ものでしょうか。別に作ったものであればいいのですが，多分違うのではないでしょう

か。商標登録とか終わっているので，もしそうでしたら直していただければと思います。 

七郷市民センター館長：訂正いたします。申し訳ございません。 

委員：７月の始めくらいに，社会学級で沿岸部の人たちのお話を聞く機会を作りました。家

を流されて３年たって，ようやく話ができるようになったと。涙ながらにいろいろな話

をしていただいて，集まってくださった 20 人くらいの方々も涙ながらにお話を聞きまし

た。３年たったけれども，そうやって思いを募らせている人たち，今なら語れるという

人たちがたくさんいると思います。社会学級としても，そういう話を聞く機会や分かち

合える機会を設けていきたいと思いますが，ぜひ市民センターとしても，そういう場を

設けて，語り継ぐという前に，そういう人たちがたくさんいるということも理解してい

ただければと感じました。 

会長：七郷の取り組みは七郷の住民の方たちだけの問題でなく，震災の経験を語り継いでい

くことは七郷以外の住民の方々，もっと言うと仙台市の外部に対しても発信していくこ

とに繋がると思いますので，ぜひ七郷の方にがんばっていただくと同時に，仙台市とし

てどう位置付けていくかということも合わせて，ご検討いただければと思います。 

それでは，今ご説明いただいたことを元に，私たち審議会として今期のテーマにどう

取り組んでいくか，ご意見をいただきたいと思います。差し当たりの課題としては，二

つの事業についてご紹介いただきましたが，別にもっとこういう事業に目を向けるべき

ではということがありましたら，次回以降あらためて事例紹介していただくこともでき

るかと思います。あるいは，事例や事業にこだわらず，震災後の課題をどう捉えていく

かということについて，物事を捉えていくときの分析，枠組み，捉え方についても，何

かご意見などがあれば出していただきたいと思います。 

委員：二つの市民センターの非常に素晴らしい事例をご紹介いただきましたが，学問的な立
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場，学才的な立場で捉えたときにどうかというと，実は新しい話はあまりない。報告事

例，個別の事例にはなりますが，新しい発見は実は含まれていないという現状がありま

す。これは，阪神淡路のときは初めて対応した出来事がさまざまあって，中越のときに

は中山間地特有の新たな対応事例が出てきました。こうした災害の経験を元に，スピー

ディに各地区レベルで動けたというのが，今回の震災であるのは間違いないのですが，

新しい発見はどこにあるのだろうかという問題は，防災分野，まちづくり分野の学者達

が結構悩んでいる部分です。たくさんの事例はあって，たくさん素晴らしいことは起き

ています。けれども，個別の地区での取り組み，非常にがんばったね，歴史の積み重ね

だねという評価で終わってしまいがちです。個別の事例が素晴らしかったと拾い上げる

ことは，もちろん市民センターとして重要なのですが，そこで終わることを目指すのか，

それとも仙台モデルとして実はこういう発見があったというところまでたどりつくのか，

そのやり方で相当，取り組み方が変わってくると思います。 

会長：確かに，震災が起こった直後の緊急事態，非常事態の中でどういう対応してきたかと

いうことについては，いろいろな過去の経験を踏まえて，生かせた面があるのではない

かと思います。ただ，震災から３年半くらい経って，これからどのように復興していく

のかを考えていくとき，もしかしたら他の地域とは違う，仙台ならではの復興の在り方，

新しい地域の作り方みたいなものが出てくるのかもしれません。そういうプロセスの中

で，市民センターがどういう役割を担っていくのか考えることができたらいいというこ

とだと受け止めました。 

委員：最初に説明された田子市民センターですが，地域防災のことは非常にいい状況だと思

います。連合町内会としてはまとめきれていないのだと思います。単一町内会としては

いろいろな事業をやってきたけれども，それを繋ぐところになっていなくて，市民セン

ターがそこへ入って結んで，総合的な防災訓練をやったと。これは非常に大きな市民セ

ンターの役割だと思います。60 館近くあると思いますが，これがすべて同じかと言うと，

やはり地域によって温度差があると思います。なぜできないのか，なぜ市民センターが

踏み込めないのか，そういったところを少し，ヒアリングもあるようなので，もう少し

私どもが見て，実際に現地に行って現場を知って，そこから何か見出せるのかなと思い

ます。 

それともう一つ，小中学校の子どもたちは分散していると思いますが，心のケアです。

この辺のところも，市民センターとしては何か講座の中に折り込んで，子どもたち，あ

るいはいろいろ心を閉ざしている方がいると思いますから，開くきっかけを作れるよう

な講座の展開をしながら，市民センターとして地域を結んで，人々の心の絆を深めてい

くことも考えたテーマがあってもいいと思いました。 

会長：市民センターと地域組織との関連については，本当に地域ごとにさまざまだと思いま

す。地域の組織とか町内会だけで十分に展開されていて，市民センターがあまり関わる

余地がないところもあるかもしれませんし，また全然違うところもあって，そこのとこ
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ろをどうやって整理するかは非常に難しい話だと思いますので，どう取り組んでいった

らいいのか，また考えていきたいと思います。 

心のケアの問題もどう考えていくのか。今日ご紹介いただいた以外のさまざまな事業

の中でも，何らかの形で意識されているでしょうから，震災関連とうたっていなくても，

いろいろ意識しながら取り組まれているものがあるかもしれません。そこまで広げてい

くと広がりすぎてしまって大変かなと思うと同時に，やはりそこも何らかの形で見てい

かないといけないと思います。これもどのように取り組んでいくのか，課題，宿題にし

たいと思います。 

委員：現実課題というところから考えてということになりますが，今日ご報告いただいた二

つの市民センターは，宮城野区と若林区に立地しています。震災対応という意味では，

宮城野・若林は津波被災がありましたから，非常に熱心にされてきたと思います。そう

いう中で，避難所から仮設住宅さらには復興住宅という流れの中での活動という意味付

けができると思うのですが，次年度からは本格的に泉・青葉・太白に復興住宅ができま

す。そういうところで，これは審議会としてなのか，生涯学習支援センターとしてなの

か分かりませんが，今後復興住宅ができる，そこを管轄している市民センターに繋いで

いくような役割は大事になってくると思います。恐らく，今後復興住宅ができる地域で

は，どのように入居者の方々をサポートしていったらいいのか，これは現実課題として

非常に大きくあるわけです。さらに言えば，宮城野・若林区の中でもさらに復興住宅が

増えます。そうしますと，現状の体制で果たして，新しくできる復興住宅のサポートが

できるかどうか。かなりマンパワーとしてもアップアップの状態になると思います。そ

うなったときにどうしたらいいのか。まず，ある種のノウハウ，ノウハウと言うことは

できないと思いますが，どういう主体が何を担ってきたのかということを，市民センタ

ー同士を繋いでいく，あるいは市民センターと地域を繋いでいく。これは検証という以

前に，現実課題としてやっていかなくてはいけないことだと思います。それが現状，仮

になされているのであれば，どういうことがされているのかも知りたいと思います。 

会長：今の点について，生涯学習支援センターなり，財団の方なりで，市民センター施設間

の地域の違いを超えて，共同で何か課題に取り組んだり，合同・連携の事業で一緒の活

動に取り組むとか，何かそういう動きはあるのでしょうか。 

事務局：市民センターでは事例発表研究研修をやっています。その中で，昨年も震災関係の

取り組みを，震災だけでなく地域課題の解決もありますが，各地区市民センターで行っ

ている事例を，市民センター60 館で共有するという研修会を行ったりしています。復興

公営住宅が他の地区にもできるということで，必要であればそういったことも，その研

修の中で取り組んでいくことは可能だと思いますので，今後検討していきたいと思いま

す。 

市民センター課長：復興がらみになりますと，今ご指摘のように人・物・金が地区館のマン

パワーを超えた形で継続していかないといけないという状況がございます。そういうノ
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ウハウや進め方については，先行して行っている館との情報共有や，館長，職員たちの

アイデアというのもありますが，やはり区との連携の中で，いろいろな関係機関と課題

共有をしていく。ただ，やはり地域の成熟度と言ったら変ですが，地域と市民センター

との関係や住民意識は非常に地域によって違いますので，進め方については，丁寧にそ

の地域に合わせたやり方をしていく必要があると考えています。ですから，地区館同士

の共通課題による連携ということもありますし，区役所との連携もあります。単独の地

区館だけでは追い切れない大きな課題だと考えていますので，いろいろな形で取り組ん

で，試行的な部分も出てくると思いますが，そういうチャレンジも必要になってくると

考えております。 

委員：仙台市の市民センターのシステムは，全国的に見ても特別な，大変誇れるものだと思

っています。中学校区を単位に考えて，今 60 の地区館がありますが，全国的に見てこう

いう都市はありません。普通は，正に公民館という施設が市内にいくつかあるという程

度です。そこがすごく特別な，いい環境にあると思います。先程お話がありましたが，

ネットワークとか地域に根差した部分を，さらに繋ぎ合っていくことができる大変いい

環境にあると思います。確かに，地域の特性を踏まえた運営は大事だと思いますし，そ

こに加えて，課題を共有したり，活動を共有したりするネットワーク作りも，さらに深

めていく必要性があるとあらためて思いました。地域の特色を生かしながら作れるネッ

トワーク，課題をどうやって共有していくのかというところも取り組んでいけるといい

と思います。仙台だからこそできることだと思います。 

会長：今のお二人の委員から出されたことについては，今まで取り組まれていることがあれ

ば情報を集め，ないところについては我々の方で，何か問題提起や提言みたいなことが

できればいいのかもしれません。 

次回の会議に向けて，こういう事例を紹介してほしいとか，こういう資料を事務局に

用意していただきたいとか，そんなことなどもあれば出していただきたいと思います。 

委員：今の二つのケースは，津波とか特徴的なところでしたが，都市型の生活をしている地

域もあって，例えばここの仙台駅が結局崩壊して，避難民等々が地域のコミュニティに

来たといったことも，今の震災の大きな特徴だったように思います。その中でどういう

地域作りをしたらいいのかということも，やはり必要かと思います。そういう事例も，

仙台市だから出していけることだと思います。どうしても，おらほはあんまり被害がな

かったという地域もあります。どうやったら地域の防災についての関心が高まるのか，

すごく悩んでいらっしゃる市民センターの方，学校の校長先生がいらっしゃいます。テ

ーマや事業評価も含めて考えると，次にどうやって繋げていくかということになると思

いますので，もう少しいろいろなケースをお聞きしたいと思います。 

委員：先日，市長さんがテレビで，仙台市のすべての町内会に対してアンケートを出したと，

初めての試みということです。そのアンケートの結果がこちらの方に出てくれば，何か

地域格差とか地域の問題点とかも出てくるのではないかと考えていました。今回，発表
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していただきましたが，イグネがあったり，田んぼがあったり，すごく土地を大事にし

ている人たちの所に，公営住宅がポンと建って，そこに新しい人たちが住むという状態

になったとき，その人たちの対応とか苦悩とかといったことも，いろいろな状況を聞い

てあげたい，知っていきたいと感じています。ですので，仙台市が取り組んでいるこの

町内会の状況とかが出てくれば，少し一歩踏み込めるのではないかと感じました。 

委員：市民センターは，予算の中で何事業何コマとか，そういうノルマがあるわけです。で

すからなかなか型から出て大きな事業ができないのだと思います。地域にいろいろな協

議会等があって，そういう団体ともう少し多く連携して，予算も折半して，地域を全部

巻き込める事業を計画し実践するという，そういう地域を巻き込んだ地域作りが少ない

ような気がします。ですから，何事業何コマというノルマをあまり深く考えすぎず，こ

れ以上やると忙しいからとかではなく，もう少し地域と連携ができるような事業展開が

あっていいのではないでしょうか。それをするにはどうしたらいいか。それが地域の市

民センターの位置付けであり，地域活性化であって，役割分担すると大きな信頼と信用

が生まれてくるのではないかと思います。 

会長：今のお話は，先程のマンパワーの問題，地域の壁を越えてどう融通するかということ

にも繋がる問題だと思いますので，引き続き考えていきたいと思います。 

委員：本来の市民センターは社会教育施設であるにも関わらず，区役所のまちづくり推進課

がやっているような課題解決，町内会との連携，場合によっては団体間連携という本当

はまちづくり推進課マターかもしれない部分もあって，けれども今回の震災当初，ある

いは最後の活動という部分では，市民センターが市民から求められてしまっているとい

う現実とのギャップがあると思います。そしてこのギャップに対してどう取り組んでい

くかということが，正に市民センターの震災対応，これからどうしていくかということ

そのものだと思います。 

この審議会の中で我々がもう少し知っておくべきことは，そのギャップの部分です。

市民感覚としてはワンストップセンターのようなイメージで，市民センターにいろいろ

お願いをしたり関わろうとしていますが，市民センターの職務や能力を超えてしまうの

でとはねつけてしまったものが，もしかしたら多数あるのかもしれませんし，センター

によってははねのけずに受け止めて，一緒にやっているものもあると思います。この３

年半の中で，何をはねのけて何を受け止めたのか，市民センターごとの一覧まで出して

もらおうとすると，労力としては大変ですし，何か評価されるようでいやな思いをされ

るかもしれませんが，間違いなく本来の職務を超えている部分，プラスアルファの部分

があるので，それがどこまでできたのかということは，一度知っておきたいというのが

次回以降に向けてのポイントかと思いました。 

委員：今の田子さんや七郷さんのお話は今後非常に参考になりますが，ここに至るまで，震

災後，市民は約 10％が指定避難所に避難したという状況の中で，非常に市民センター側

は委員がおっしゃったようなギャップに苦しんできたと思います。これまで市民センタ
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ーにどんなご苦労があったのかと思う視点で，また同時に，市民の皆さんからすれば，

命や生活の一番市民に身近な所に市民センターがあるわけで，そういう期待をどのよう

にしてきたのかというのは，非常に大きなある種財産でもあり，また問題，課題につい

ても，いろいろと今後検討，研究していくには必要なことだと思いました。特に，今の

お話の中でも，防災訓練とか防災組織に，連合町内会，町内会との関わりというのがあ

って，これもやはりギャップの中だと思います。各地域事情がある中で，どこまで踏み

込んでいいのか。会場も市民センターでやっているのか，小学校なのか。自分たちのフ

ィールドから出ていくことも必要で，人間関係においてもそうなのだと思います。そこ

にコーディネートが出てくる。それは市民センターの仕事なのか，必要なことなのかと

いう苦しみの中でやってきている。しかも行政側で言えば，町内会の世代交代や，なり

手不足の中でどんどん風化もしつつある現状の中で，市民センターに情報が眠っている

ケースがあります。実は，市民センターでまとめているものが，フィールドとして行き

渡ってない。新しい，なり手不足の町内会長さんの中で，なかなかそこまでの情報が行

き渡っていない。その苦労など，今回の仙台市のアンケートでも浮き彫りになってくる

面があると思います。それは政策との連携がありますから，少し難しい面もあると思い

ますが，是非そのあたりを議論できればと思いました。 

会長：今ご指摘いただいたことは，表面的にさらっと把握できることではなく，地域の中で

の市民の方々のニーズや，いろいろな地域団体の活動や，それに対して市民センターの

職員がどう向き合っているのか，60 館全体，市内全域を一度に把握しようと思うと難し

く，特定の地域，特定の所を選んで，掘り下げてじっくり把握することがあってもいい

と思いました。ですから，２年間でできることは，市内全域のことを全部把握するので

はなく，ここの地域での市民センターはこうだと。それを，もしかしたら次の任期の方々

が引き継いで把握していただければいいのかなと思います。そのあたりも，これからの

審議の仕方として，どのようにしていったらいいかということに生かせるかと思います。 

もう一つのテーマ，課題として，26 年度事業の評価があります。私個人としては，今

から震災のテーマとは別の事業を，もう１回評価の対象に選んでというより，今のテー

マに結び付けて，震災がらみの活動に取り組んでいる事業，それは今日ご紹介いただい

た二つの事業でも構いませんし，もちろんそれが有力な候補になると思いますが，それ

以外のものでも構わないと思います。震災のテーマについて調査をしていくことと，事

業評価を連動できるという意味で，震災がらみの事業を事業評価の対象とすることが，

一番やりやすいのではないかと思っていますが，いかがでしょうか。 

委員：私もそれでいいと思います。新たにテーマを設けると大変かと思います。公運審の委

員として，去年も評価をさせてもらいましたが，評価でなく一緒に取り組んでいくとい

う姿勢も必要ではないかと思います。そういう意味では，こちらにいる先生方も，まち

づくりの先生がいらっしゃるなど，皆さんいろいろなところでいろいろなことをなさっ

ているので，一緒に改善しなければいけないことを新しい形で出していくという評価で
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いいのではないかと思います。 

会長：他にご意見ありますでしょうか。それでは，おおむねご了解いただいたということで

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

具体的にどういう評価の仕方をしていくのか，議題には上がっていませんが，少しご

意見をいただきたいと思います。今日の事業を評価の対象とするにしても，やはりまた

別途お話を伺っていくことになると思います。職員の方にお話を伺うこと，それ以外に

参加者の方なり地域の方にお話を伺うことは恐らく入ってくるかと思います。25 年度事

業の若林の子ども事業については，子どもたちが市民センターで実際に活動している場

面を見せていただきました。話を聞いたり資料をいただくだけではなく，学習している

場面を観察したわけですが，そのあたりを今回も取り入れるのかどうかということなど，

評価の進め方についてご意見があればいただきたいと思います。もう少し言えば，評価

の対象も一つをじっくり全員で検討するのがいいのか，前回は三つの事業を分担して把

握しましたが，いくつくらいがいいのかということも，これから考えていかなければい

けないと思います。 

差し当たり次回以降，実際に学習している場面を見せていただくことになったとき，

これから 9 月，10 月，年末ぐらいまでの間に何かやっているような活動を対象に選んだ

ほうがよろしいのか，それにこだわらないのかということもあると思います。スケジュ

ールなども含めて，どうしたらよろしいでしょうか。細かいことは副会長と事務局とで

調整したいと思いますが，何かご意見ご要望があれば，今のうちにいただいておきたい

と思います。 

委員：これからの時期は，市民センターはお祭りとかいろいろな事業計画で，非常に多忙な

状況になります。ですから，９月から 11 月の事業で非常にいい事業があるのであれば，

１，２か所でよろしいかと思います。多分行ったら迷惑千万と思います。事務局の方か

ら，今までのテーマと事業評価の中で関連したこういう事業があるというのであれば，

少し現地を見させていただきながら，絞ってやった方がいいと思います。市民センター

まつりのピークの時期に行くのはどうかと思いますので，その辺も含めて検討していた

だきたいと思います。 

委員：これまで事業評価は共通テーマでやっているものを扱ってきましたが，震災関連の事

業について前回の資料を見ると，最後の方に日常業務と市民センターの状況とか考え方

等の項目が挙がっています。今日の話を聞いていて少し考えたのは，新たな地域連携と

言いますか，今でも連携はしていますが，震災関連のいろいろな事業を通しての，新た

な地域連携の仕方が出てきていて，それが本来の公民館事業とどう関わるのかという問

題点はあるかもしれませんが，震災関連の事業を通して，新たな住民や新たな関係作り，

新たなコミュニティ作りに向けて，いろいろな関係性の真価が見えてきたのかなと思い

ます。それをどう社会教育的な事業に展開できるのかというのは，非常に仙台市として

も特徴を出せるのではないでしょうか。そういう意味で言うと，何かの事業というより，
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例えば田子市民センターとか七郷市民センターとか，センターの行っている事業を全体

的に捉えるという視点も必要かと思いました。確かに事業評価なのですが，センター全

体としての事業評価を，震災関連の事業を中心として見たとき，センターの機能が今ど

ういう課題を抱えているのか，あるいは一歩踏み出しているのかといったことを，少し

検討することも必要かと思いました。 

委員：社会教育施設という見方，さらには地域のコミュニティ拠点みたいな見方，二重三重

にいろいろな意味合いが出てきていると思います。そうしたときに，検証，評価という

ことでヒアリングをするという具体の局面ですが，前回の場合には，市民センター側，

事務局側，それから参加者みたいなケースがあったと思いますが，恐らく市民センター

側で持っている市民センター像と，地域の例えば町内会であったり市民団体であったり，

さらには社会福祉協議会とか行政，そういうところが持っている市民センター像が重な

っている分も当然あると思いますが，ずれている部分もあると思います。そしてそのず

れの部分での市民センターへの期待が，マンパワーの部分でアップアップの状態に繋が

ってくる部分になっているのかもしれないという意味では，ヒアリングを仮に震災とい

うテーマで進めていくのであれば，田子のケースでも七郷のケースでも，関係機関，地

域，大学等々さまざま連携先があると思います。そういうところからもヒアリングをす

れば，恐らく今までの市民センター像，さらにはこれから求められてくるであろう，あ

るいは災害という非日常時に求められる市民センター像が，ある程度はっきりしてくる

のではないか，そこも一つ検証のテーマになってくるのではないかと感じました。 

会長：いろいろご指摘いただいたことは，今までの事業評価の中でも基本的には問題にして

きたことだったと考えています。つまり，事業評価と言いながら，その事業の中で何人

の学習者がこんなことをしたということを見るのではなく，その事業を作っていく上で，

市民センターの方がどう地域のニーズ，住民のニーズを把握したのか。あるいは，そう

いうことに取り組む上で，市民センターだけではできないことを，地域のさまざまな団

体の力を借りながら作っていく，そういう事業のプロセス，事業のマネジメントがどの

ように行われるかということが大事だし，さらに言えば，その一つの事業が市民センタ

ーの事業全体の中でどう位置付けられていて，ほかとどう結びついているかということ

によって，その事業が意味あるものになっているということを私達は見てきたつもりで

すので，そのあたりをあらためて見ていくということだと思います。 

今お話いただいたように，もっと地域の中のさまざまな関係者の方にお話を伺うこと

にもう少し力を入れて，昨年度以上に取り組むということはあってもよろしいのかなと

思いました。大体そのようなことでいきたいと思います。 

事務局の方から，次回に向けて何かございますか。次回は 11 月 18 日なので，少し時

間が空いてしまいますが，それまでの間に，どこを調査対象とするのかということなど

をあらためて調整したいと思います。事務局からスケジュール面，進め方の面で，今日

の内にもう少しやっておくべきではないかというご意見などあればお願いします。 
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事務局：今いろいろ委員の方から出された意見を踏まえて，事務局としても会長，副会長と

ご相談させていただきながら，今後進め方を考えていきたいと思います。 

委員の方からもお話があった，都市型ということもありましたので，別の事例紹介が

できるかどうか。お話のありましたように，市民センターまつりなどで多忙な時期に入

ってまいりますので，スケジュールを見ながら，講座として視察できるものがあるのか

も含めて，今後相談させていただきたいと思っております。 

会長：それでは，今日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，私た

ちがどのように意見をまとめていくのか，そして事業評価についてはテーマに連動した

対象でやっていくということをご審議いただきました。よろしければ，これで審議を終

わりたいと思います。 
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