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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 27 年 3 月定例会） 

○ 日時 

平成 27 年 3 月 24 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，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，中山聖子委員 

（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 

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，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，主幹兼企画調整係長 宮城 

（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 

生涯学習部：部長 山口，課長 奥山 

地域政策課：課長 遠藤 

 

［傍聴人］1 名  

 

○ 配布資料 

資料 1：平成 26年度市民センター事業評価報告書案（事前送付） 

資料 2：公民館運営審議会の検討スケジュール 

資料 3-1：「震災を踏まえた今後の市民センター事業のあり方等」について論点（案） 

資料 3-2：市民センター（片平･田子･七郷）における地域の現状と課題 

資料 4：平成 27年度市民センター主要事業説明 

 

○ 審 議 

（1）平成 26 年度の仙台市市民センター事業の評価について 

 

会長： それでは審議に入ります。私たちは任期中に２５年度の評価も行ってきている

ので，ある程度ペースをつかめて来たところなのではないかと思いますが，毎年
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このような形で市民センターの事業を実際に見せて頂いたり，事業に関わった職

員・参加者にもお話を伺って，評価の結果をまとめることをしてきておりますが，

毎年議論してきたことをただ出して終わりというのではなくて，評価したことが

実際にどのような形で市民センターの事業の中に活かされているのか，これは今

回の評価の最後のところに書いたことでもありますが，毎年それらがどう活かさ

れているのか，ということを重視してきたつもりですので，今日は最初に前年度

の事業評価を受けて，何かしらその対応がされているのかどうか，事務局から報

告があることになっております。それでは，前年度の評価を受けての対応につい

て簡単に説明をお願いします。 

  

事務局：  昨年７月３１日に２５年度の事業評価を報告書という形で，宮城野区中央市民

センター，若林区中央市民センター，泉中央市民センターの子ども事業の評価を

していただきました。年度末ということもありますので，この報告書を頂きまし

てどのような対応をしてきたかということをそれぞれのセンター長からご説明

させていただきたいと思います。 

 

宮城野区中央市民センター長：  

宮城野区の子ども事業の今年度の対応，実施につきましてご説明させて頂きます。 

平成２６年度は子ども商工会２０１４ということで原町，榴岡小学校，児童館に

広報をお願いいたしまして小学校５年生７名が参加することになりました。 

今回は６月から１１月末まで，講座は１１回になります。その間に原町の夏祭

り，秋祭り，そして宮城野区中央市民センターの祭りもありましたので，今回は

それに参加するという形で実施させて頂きました。 

企画段階からの参画については募集前にその子供たちに意見を聞くのが難し

いので，前年度の参加者，中学生とその保護者の方に来てもらい市民センターの

懇話会のような形で前年度の感想と，来年度の実施についてご意見を伺いました。

小学生対象の講座について保護者の目からどのようなご意見があるかというの

が非常に参考になりまして，それを踏まえて企画，応募するという手順をとりま

した。第一回オリエンテーションが６月となりますが，その時も前年度の参加者

に来てもらい，新しい受講生との交流を行いました。２回目以降も地元への関与，

関わりというものをご指摘いただいておりましたので，商店街を訪問してこれも

前年度の受講生も一緒に行ってもらうということで，より商店街の方々と交流を

深めることが出来ました。 

また，今回夏祭りに参加という新しい要素が入りました。これは商店街に事業

協力の依頼に伺った際，仲間を集めるのにちょうどよいということで，商店街商

工組合の夏祭りに参加するという目標を立て，子ども商工会というのを行いまし
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た。残念ながら夏祭りは雨天中止となりましたが，色々準備した物は秋祭りと，

市民センター祭りに使うこととしました。講座内容につきましては公運審委員の

方々にも説明しましたが，講座１回ごとに手作りの即席新聞というものを作り，

それを学校，保護者，欠席した受講者にもお届けするという形で，情報共有する

ことが出来ました。それでも少し足りないということで，大きな施設で掲示場所

が多い宮城野区中央市民センターの特色を生かし，２階に講座内容を毎回プラス

して展示しました。どれくらいの方に見て頂いたかはちょっとわからないのです

が，そこは体育館利用者がちょうど通るところなので，講座内容が一回ごとにど

んどん増えていきますが掲示して，利用者の皆さんに広報する，というような形

をとりました。 

今後も，ご指摘いただきましたので商店街との情報を共有して地域のスケジュー

ルに沿うような企画を検討して子供達が参画できるような形で進めていきたい

と考えております。それから，従来からの青少年を対象とした市民センター事業

もありますのでインリーダー研修・ジュニアリーダー・中学生職場体験などの企

画実施につきまして子供達が参画できる要素を取り入れた形で検討できないか

ということを社会教育主事とも検討しております。以上でございます。 

 

会長：  どうもありがとうございました。非常に色々なところで生かされているとい

うことですね。また，なにか質問等あれば後でという事にしまして，まずはご

説明頂きたいと思います。次は若林区。 

 

若林区中央市民センター長：  

若林区ではチャイルドボランティア「チャボ」を継続して取り組んでおりま

して，昨年度で三年目になっております。色々評価を頂いたのですが，改善に

ついてご提案を頂いた件についてご報告させて頂きたいと思います。 

提案の概要でございますが，子供たちの思いを受け止めながらもマンネリ化

を避けて効果的な PR を図るということがあったかと思います。次に学校との連

携が急務であり活性化を図ったらいいのではないかといいう提案があったかと

思います。さらに活動の範囲を広げるとともに個別な単体との関係に配慮して

ほしいといった提案もあったと思います。地区館との繋がりも検討課題であっ

たと思います。これらの提案を踏まえまして検討，工夫をしながら活動を行っ

ていったことを具体的にご報告したいと思います。 

まず，エリア内に３小学校（遠見塚，大和町，南小泉）がございまして，セ

ンターの周りのゴミ拾いを行っていたのですが，本年度は３小学校の近辺に出

向いてゴミ拾い活動を実施しておりましたところ，校長先生が参加してくれた

地域もあり PR の一歩となりました。例年子供が楽しみにしている３月の広瀬川
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の鮭プロジェクト。こちらは鮭の稚魚を放流する事業でございます。子供達自

身でチラシを作ってエリア内の３小学校の PR を強化しましたところ，学校も非

常に協力的で「チャボ」への関心をもって新たにこの日の活動に参加した児童

が２３人ありました。また，その中から翌年の活動の参加希望も多く出されて，

現在すでに８人の登録がなされております。 

次に近隣児童館の協力を得て児童クラブの在籍児童を対象とするイベントを

実施しようということで，児童クラブから離れる現在の３年生を中心に「チャ

ボ」の参画を呼びかけるＰＲをする予定で明日，イベントを予定しております。

ふるさと祭りを始めとする地域のイベントに積極的に，これはこれまでも参加

しておりましたがさらに，若者事業や住民参画事業など市民センターの事業な

どにも「チャボ」が協力する機会を増やしております。 

また，宅配弁当に添えるお手紙書きは継続して取り組ませておりますが，法

人が配達する弁当のほんの一部に留めております。その手紙書きの日は室内で

落ち着いた作業となりますので子供たちが今後の取り組みを話し合ったり，活

動の PR のチラシを作ったりといったことも盛り込んで子供たちが考えながら

活動していく機会としております。 

さらに一番の検討課題として挙げられました，地区館への広がりですが，職

員体制もあって同じ形では難しいですが，今年取り組んだゴミ拾いのような単

発のボランティア活動の機会を設けるなど地区館の応用可能性を検討しながら

こちらを進めていきたいと考えております。以上でございます。 

 

泉区中央市民センター長：  

泉区中央市民センターからは改善に向けた提案の中で，1 つ目は市民センター

に対する関心度が高まった子供たちが何を求めているのか理解した上でより魅

力ある講座を展開していく必要があるというようなご提案があり，それにつきま

して，泉区の子供事業を「アートフル泉工房」と名付けてやっております。こち

らについては対象をアートを得意とする中高生とし，アートを通して地域と繋が

って地域の人が笑顔になるような活動，そういったものを目指してきたところで

す。 

具体的には東北生活文化大学，こちらの大学でのアート体験，泉中央駅付近で

毎年開催している泉中祭りでのワークショップ体験，泉区中央市民センター祭り

での作品の製作，消しゴムはんこワークショップ，また学コミ団体ふれあい学び

ネット泉が主催しております「遊びの天国」というのがあります。泉区中央市民

センター全館を貸し切り，子供たちが３００人くらい集まり，一日中遊んでもら

う，そういったイベントへの企画会「遊びの天国」でのお化け屋敷ブースに実際

に企画参加してもらった。実際「遊びの天国」での企画の段階では，子供達から
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アートなお化け屋敷にしたいというような意見も出されまして，どんなお化け屋

敷にするか話し合いをして準備を行い，自分たちのアイディア溢れるお化け屋敷

を作り上げたということで，遊びの天国の当日，100 人を超す地域の小学生たち

にお化け屋敷を存分に楽しんでもらえました。 

自分の考えや思いを相手に伝え，意見が認められてそれが形になる。自己有用

化につながっているということが実際「アートフル泉夢工房」に参加した中高生

のアンケートのほうからもはっきりわかったということでございます。 

    また，ここで培った企画力や自己表現力，こういったものが将来の地域のリー

ダーとして必要な資質であると考えております。今後もリーダー育成の観点から

もこういったポイントを押さえながら継続して事業を進めていきたいと考えて

おります。他の改善に向けた提案の中に社会との関わり，地域との繋がりの希薄

さと，子供の移動に配慮した範囲の検討などがあげられていますが，社会との関

わり，地域との繋がりの希薄さ，これについては今述べてきたことと重複します

が泉区内の大学生にサポートに加わってもらったり大学でのアート体験や，泉中

祭り体験こういったことで大学生や市民との関わり合い，交流を図ったところで

ございます。 

また，市民センター祭りでは地域の人たちとワークショップを通して関わり，

「遊びの天国」では地域の子供たちに喜んでもらう企画をたて実施することが出

来た，と考えております。 

   また，子供の移動に配慮した範囲の検討というものが提案の中にありました

が，こちらについては今年度も反省が残るということで保護者の送迎，あるいは

公共交通機関の利用がどうしても必要な子供たちが多く，来年度の実施に向けま

しては泉区中央市民センターの所管地域内の中学校，七北田中学校が主ですがこ

ちらにも是非協力を依頼して強化していきたいと思っております。泉区では，自

分の好きなこと得意なことを生かして地域や社会に関わる事を大事にし，自分た

ちの創造性を大いに発揮して地域を元気にしていく事を目指して今後も事業展

開を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

会長：  どうもありがとうございました。私達の評価結果をうけて， 3 館からお話をい

ただきました。今回の議事録の署名人ですが，いつも名簿順にお願いしておりま

して，予定の方が欠席なので名簿の一番上の方に戻りまして今回は伊藤委員にお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。議事録署名人を決めましたので，

もとに戻ります。今お話いただいたようにせっかくの機会ですので委員の皆様の

方からもう少し確認したいことなどがあれば質問など出していただければと思

います。 

  あるいは，私達の評価結果が３館とも色々な形で活かされていていいと，特に
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子供達の活躍の場がちゃんと用意されていてバージョンアップしていると思い

ましたけれども，私達の評価の仕方自体ある程度軌道に乗ってきたとはいえ，ま

だ手探りのところもありますので市民センター側が公運審に求める評価はどん

なものなのか，もっとこのような評価をしたらよいのではないか，などといった

ご提案などがセンター職員の方から何かありましたら，せっかくですので出して

いただきたいと思います。委員の皆様からも今の評価について何かありましたら

お願いします。 

 

委員：  ３事業の報告の中で大変感動したのが，たった今会長が仰ったことと同じにな

りますが私達の事業評価の状況から，色々なヒントをそれなりに事業に反映して

いる事です。とても良いことだと思います。反映されているだけでなく，それを

継続していこうという意識と地域にもっと展開して連携協力体制を強化しよう

という所がとても見え，評価が反映された事業に変わっていっている，広がりが

見えてきた。 

     このあたりは色々なご尽力があったと思います。私どもは素人の目から勝手に

見て勝手な評価をやってきたわけですけど，それをちゃんと組み入れて頂いたこ

とにとても感動いたしましたし，感謝したいなと，受け止めておりますし，そう

いうことで３事業ともありがたい事業展開されているなと，これを継続してさら

に発展していただければありがたいなという風に思います。以上です。 

 

会長：  ありがとうございます。他の委員の方から感想でも構いませんし，もう少し質

問等ございましたらお願いします。 

 

委員：  どうもご苦労様です。今お話を伺いまして，それぞれの中央市民センターさん

が進化というか一歩進んだことを行われているというところが素晴らしいなと

思いました。宮城野区中央市民センターさんに関しても子供たちが自分たちの活

動が体育館に展示されることであったり，「チャボ」さんにとってはゴミ拾いを

することで校長先生に認められたり褒められたり，ということが自分たちにとっ

てプラスになることを感じたりとか、泉区中央市民センターさんに関しては大学

生と触れ合うということができるということは子供たちにとって凄い目標にな

ると思いますし，素晴らしいなと思います。今回こういう機会を持って評価をす

ることで一歩プラスになったということが素晴らしいことではないかなと感じ

ました。ありがとうございました。 

 

会長：   はい，有難うございました。補足する点ありますか。  
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宮城野区中央市民センター長： 

補足説明ですが，体育館ではなくて体育館に向かう途中に大きな掲示板があ

りますので，体育館の中ではなく，そのオープンスペースに掲示しました。 

 

会長：  活動の成果や実態が多くの人の目に触れるということが大事だと思います。 

事業のＰＲというのも何月何日にこういう講座をやりますとチラシを作るだけ

がＰＲではなくて，今活動している子たちがどういう状態でどういうやりがいを

持っているのかということが見えるように，これは今回の事業だけではなく色々

な事業に当てはまる考え方だと思いますので，このように取り入れて頂いたとい

うことを私も非常に良いことだなあと思って伺っておりました。 

他の委員さんから何かありませんか。 

職員の方からこちらに対してもっとこういう点について評価して欲しかった点

など何かあれば遠慮なく仰っていただければと思います。 

   今の３館の方だけではなく他の区から見て何かお気づきの点がございました

ら伺いたいと思いますが, 何かありますでしょうか？特にございませんか？ 

なかなかいいにくいところもあるかと思いますのでそれはまた，別の形でも構い

ませんのでいずれお聞かせ頂ければと思います。それでは，今回今伺ったような

形でよろしければ２６年度の事業評価についても何かしら生かしていただける

ように私達の評価のまとめをしたいと思います。 

事前に送っていただいた事業評価の報告書について，これは事前に事務局にも

ご負担いただいたのですが，メール等で委員の皆様のご意見なども頂いた上でそ

れをさらに反映させたものが最終的に皆様のお手元にあるかと思います。 

   報告書の前半の方は事務局のほうでまとめて頂いたものになりますし，3 つの

事業の評価結果については担当したグループ毎の委員の方々の間で，かなりご検

討いただいたということになるかと思います。今日はそのあたりを，これでよい

のかというのがあるかもしれませんので確認してまいりたいと思います。 

  そして，最後の「２ 総合評価・まとめ」についてはこれは前回までの会議の

なかではほとんど出てきていなかったもので，私と副会長の間で検討したものを

一回皆様に読んでいただいておりますが，まだ審議していない事なのでそこの部

分だけ私から簡単にお話させていただき，その上でまた皆様のご意見を全体につ

いて伺いたいと思います。 

     原稿の８ページ，「２ 総合評価・まとめ」の（１）総合評価ですが，最初の 2

つ目 3 つ目の段落のところで，東日本大震災に関連した事業といってもやはり地

域ごと，館ごとに様々なものがあることが改めて確認できた。それは地域によっ

て課題が違うからという事でもあり，あるいは地域の住民が市民センターに対し

て色々な要望を出したり，また市民と職員が一緒になって作っていく事業である
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ということで，そのような違いが出てくるのがむしろ自然な結果であるからだろ

うということが書いてあります。 

  だからこそ学習者や参加者の方々が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ことを，特にこの事業が震災関連だからという

ことではなくて様々な事業のなかでそういうことが出来ているかどうかが大切

なのだということが（１）の前半部分には書いてあるということになります。 

  その上で市民の意欲・ご意見・要望などを市民センターがどう受け止めていく

のか，あるいは事業実施に活かしていくのか，ファシリテーションという言葉を

出すのが適切なのかどうかはわかりませんが，市民センターが一方的に住民にサ

ービスを提供するような考え方ではなく，むしろ今もお話ししましたが，職員と

住民が一緒になって事業を作り上げていく形でやっていくためには，これは実は

手間もかかるしあるいは中々予定通り，計画通りにいかなくて，むしろ住民側が

色々な意見を出してくればくるほど予想外の事が起こって新しい展開をしなく

てはいけないということで，職員側にとってはかなり負担のかかるようなことに

なるかと思うですが，そういう意見が出てくるからこそ実は本当に地域にとって

必要なテーマ，あるいは一人ひとりの参加者が本当に自分のやりたいことに取り

組める質の高い事業だということになるのではないかと考えると，ぜひ，そうい

うことを大事にしていただきたい。手間がかかりますがそこのところをしっかり

取り組んで頂けることが大切だと思いますし，３つの事業それぞれにそういうこ

とに取り組んでいるという所を見る事が出来たというところで，今回の評価の結

果を総合的にまとめていくということです。  

   （２）のまとめのところでは，そういったものを受けて，事業評価に限らず，

議題（２）にも繋がってくるのですが，これから，２年間の中で震災を踏まえた 

市民センター事業がどうあるべきなのかということについて意見をまとめてい

きたい。そのために今回は事業結果を踏まえてこのような方向で，取り組むこと

が大切ではないかということを少し，私の考えを中心に出させていただきました。 

  まとめの２段落目にありますが，「自助」「共助」「公助」といういわれ方がよく 

     されますが，やはり市民センターの事業というのは「公助」の部分だけに頼るの 

ではなくて，「自助」「共助」を重視していく。しかもそれをやっていくためには 

ただ単に住民に何かの役割を任せればよいということではなくて，やはり一人ひ 

とりが様々な事について知識を身につけたり色々なことに関心を持って考えた

り，あるいは住民同士で色々なことに一緒になって取り組むような人間関係など 

が普段からできている，それがいざという時に役に立つだろう。そういう「自助」

「共助」の力を強めるためにこそ市民センター事業の意味が出てくるのではない 

か，そのような考え方をまとめのところで確認をしたということになります。 

レジリエント云々こういうことも，こういう表現をするのがよいのかどうかわ 
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かりませんが，防災や減災などに関連していわれているよう様々な議論を市民 

センターがどう受け止めるか、これは冒頭私の挨拶の中でも申し上げましたが， 

やはり，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防災や復 

興などに取り組んでいく，そのようなことをやることが市民センターの役割で 

あろうということを書きましたので，このあたりこのようなまとめ方でよろし 

いかどうかを確認したいと思います。 

   まとめの最後は評価の在り方についてですが，これはいま３つの施設からご 

報告頂いたように前年度の評価結果を活かして取り組んで頂いている事ですか 

ら，引き続きそういった評価を目指したいということと，それを踏まえてもっ 

と良い評価の仕方があるかもしれないということをさらに追究したいし，これ 

を委員側でも関心を持ちあるいは，市民センターからのフィードバックを得な 

がら，改めてどのような外部評価が求められているのか引き続き検討していき 

たい。そのようなことでまとめてあります。総合評価とまとめのところは以上 

のような感じでこちらの方で作成したものです。 

   その部分も含めて，それ以外の３つの事業についてご自分が担当した部分， 

さらには評価報告書の前半や，今日は補足資料を含めて色々な種類の物があり 

ますが，今読んだ報告書の文案の後に補足資料を付けることになりますので， 

これら全体を今日でほぼ確定させたいと思います。 

   細かい手直しはいくつかあるにしても，全体としてこのような報告書の在り 

方になるということを今日，決定したいと思いますのでご意見を頂きたいと思 

います。 

   事務局から何か補足はありますか？  

 

事務局： 体裁的にはここにも書いてありますが，評価シートは○や△で評価すべき点， 

改善に向けた提案等をお示しいただいたのですが，こちらは報告書ですので項 

目建てして書きました。 

   それから，それぞれご意見いただいた部分につきましては，こちらの資料の 

四角で囲んだ部分を修正しておりますので，その点も含め，先ほどの会長のお 

話を踏まえ，ご審議いただきたいと思います。 

  

委員：  会長が８ページの所を説明して下さったのでそこで気になった点で，真ん中 

あたりにある「ファシリテーションを効果的に進めていくためには」の下りか 

ら，「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，資質充

実が必要である」この様につづってあるのですが，職員の量的確保という意味

は職員を増員するという意味なのか，それとも事業を担当者１名ではなく，複

数の人間あるいは職員全員がその事業に関わって共有化し，みんなで事業を運
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営するという意味の量的確保なのか気になりまして，もしそこの意味がはっき

りすればですが，私としては市民センター職員の資質の向上が必要であるとし

た方がさらっとしてよいと読んで思いました。それで量的確保の意味を教えて

ください。 

 

会長：  先ほど，どのような意味かと仰った中にも含まれていたような感じがするの 

ですが，今ご指摘いただいた点の次の段落ですね。次の段落の後半の所に「さ 

まざまな課題に職員が単独で向き合うのではなく，複数の職員が協働して取り 

組み，館全体で受け止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 

育成にとって極めて重要であると考えられる」これはやはり，住民からの課題 

というものが，本当に色々なものが出てくると思いますので，それを一人の職 

員がすべて引き受けるというのは限界があり，むしろこの地域にとって何が大 

切なのか，ご意見をどのように受け止めていくか，ということを複数の職員が 

一緒になって考えていく事でよいアイディアも出てくるのではないかと思いま 

す。そのような意味では複数の職員の方が協働する事が大切ではないかと，ご 

指摘いただいたことが大切な事ではないかと思います。もう一つこれはどう表 

現したらよいか実は苦慮したところではあるのですが，市民センターの役割と 

それを実現するための職員体制をどう考えるかという時に，手間がかかる仕事 

であるということが前提になりますし，あるいは色々な経験や専門的知識など 

も必要となる大切な仕事であるということもあります。テーマを決めて講師の 

方にお任せしてポンと丸投げしてしまえば確かにそんなに講座作りは面倒な作 

業ではないかもしれませんが，とてもではありませんがそのようなことではや 

っていない。むしろ先ほどご説明したように色々なことを知恵を出し合って工 

夫をしてまた，それを修正して，というようなことをやっていく，それは手間 

のかかる作業であるということを是非，これは市民センター現場の方はもちろ 

んわかっているわけですが，それを市役所や，行政の中で考慮していただきた

い。厳しいご時世ですから市民センターの職員もっと増やして下さいとは中々

簡単に申し上げられないとは思いますが，少なくともそれだけの手間のかかる

仕事だという事ですので，簡単には減らして頂きたくもないし，そのような意

味では全体としての量を確保する，減らさないことについて考えは込めたつも

りではありますが，それがうまく表現できているかどうか，もっと適切な表現

の仕方がないか委員の皆様ご意見をいただきたいと思います。 

 

   委員： 今のお話とは違うと思いますが，私達は地域として市民センターに関わっ 

     て様々な事を行っているのですが，昨日今日あたりから話題になっているのは 

転勤の話なのです。実際，誰が出るとか出ないとか残るとかなのです。ただ， 
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ここに書いてありますように地域住民との日常的な関わりですね，やはり気心 

わかってお付き合いするのに今回１年で移られる方もいらっしゃるようですが， 

みんなで話しているのはこれからですねと，堅く人間関係結んで様々なことや 

れたのはこれからですねというような話ですよね。ですからある程度いて頂か 

ないと気心もわからないし，本当に本音で話すことがなかなかできないのです。 

やはり４，５年いて頂くと様々な交流でざっくばらんにお話し合いもできて， 

地域の課題等で本当に力を合わせることができるのです。ですので人の配置と 

異動なども少し考えていただきたい。地域との交流ですとか，事業を継続して 

いるものもありますから，誰が今度引き継ぐのだろうかとそういう話題が今一 

番地域としては，毎年ですが非常に気になるところです。だからといって１０ 

年いてもらえばそれでよいというわけでもないのですが，やはり短かったり， 

事業が繋がっていくためには，単に人を移していただければいいというもので 

はなくて，やはりそのようなことを考えた上でお願いしたいものだと思います。 

     センター職員を見ているとざっくばらんでよいかどうかですが，ひと・まち 

交流財団さんの考え方もあるだろうし，地区館の館長さんの意見も相当反映し 

ていると，人間だから好き嫌いも様々，気心合う合わないもあるようですが， 

私達としては少し困ることもありますのでよく考えていただいて，住民も年を 

とってきておりまして，尚更なじむのに時間がかかっていますので，丁寧にお 

願いしたいですね。少し角度が違いますが内容のある充実した活動をしていく 

には大事なことですね。 

  

会長：  ありがとうございます。仰るとおり本当に大事な論点だと思います。今のご 

指摘いただいたことも含めて，ある事業を一人の職員が長い間担当していて， 

      その方がいなくなったら次の職員がどう引き継げばいいのかよくわからない。 

３月４月で引き継ぎをするというだけではなく，普段から複数の職員が一緒に 

なって取り組んでいるなかで，一人が抜けてももう一人が受け継ぐということ 

ができればよいということも，先ほどお話していたことに絡む問題かと。 

それと合わせてそもそも職員の異動スパンについて審議会としてこの中に 

      盛り込むことが必要かどうか検討していく必要があるか，今伺っていて思いま 

した。事務局さんや財団さんにも事情があるかと思いますので，どこまでどの 

ような表現をすべきなのかと中々難しい所であると思いますが，その点につい 

て委員の意見を伺いたいと思います。 

 

   委員： 先ほどの件はわかりました。一つ田子の所ですね。６ページです。 

私たちの班の所ですが，「高砂地区連合町内会～」の段落の上から２行目に「小 

中学校」と書かれていますが，「小中学校」という書き方が３つ出てきていま 



  12/30 

す。２行目と５行目に「小中学校」とそれから，＜改善に向けた提案＞の１ 

行目，ここにも「小中学校」と。 

ここで事務的な話になりますが，「小・中学校」が正しいのか，「小中学校」 

と続けるのが正しいのかそのあたり統一していただければいいなと思います 

ので，よろしくお願いします。また，事業評価なのですが，３ページから片 

平の記述があるのですが，気になるのは普通の人間がかかわればそういうこ 

とはなかったのだろうと思いますが，「事業プロセスについて」中，＜改善に 

向けた提案＞がありますが，ここに「共有，共有，共有」，というのが出てく 

るのです。共有も共有が足りない。共有が大変低い，共有に届かなかった感 

がある。大変，共有ということが重視された評価になっているのですが，こ 

の共有度が大変低い，とか館長の思いが強い分各職員が遠慮していたのでは 

ないかとかですね，このような所を皆さんが現地に行って感じ取られたとい 

うことは大変な問題だと思うのですが，これはワンマンで行っているもので 

はないと思いますので，多分職員が入れ替わってもきちんと引き継ぎしてい 

ると思うのですが，このあたりの事情は館長の異動もあり事業の引き継ぎに 

時間が取れなかったと察する事はできないかということを地元の館で仰った 

のかどうかですね。 

    このようなことはあってはならないことだと思うのです。地域づくりに力 

を入れて，地域の拠点として頑張って，地域の繁栄のために色々やるわけで 

すよね。内部の方がごたごたしていたのでは，地域づくりは達成しないので 

はないかと思いましたのと，この評価は本当に妥当だったのだろうかという 

ところがあります。大変厳しい指摘であると思っています。しかし，また一 

方でこの事業に対しての参加者意識が非常に高いですよね。参画意識が大変 

高い。ビデオの編集等に関わって下さる方が高校生で，この方たちのハート 

をよくつかんで，市民センターがそこを活かしていい方向に向けてやれれば 

よかったのかなと思いますが，これは本当に厳しい評価になっていると思い 

ました。それから５ページに「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」何を感じ取られたのかが，気になります。研修はたくさん実施 

しておられると思います。また資格取得に向けた研修も実施しておられるこ 

とも聞いております。自主研修もあり，他社から講師を招かなくともできる 

よう職員研修をして職員の育成に努めているということを聞いておりました 

ので，その辺の所はかなり気になります。ここも事務局の方からお聞かせ願 

いたいのと，もう一つは生涯学習支援センターとして指定管理者による事業 

目的の共有が必要とありますが，これは全部共有していると思うのですが， 

どの点についてだったのかと思います。公表された時にこれが少し気にかか 

ると思いました。ですので，このあたりも含めて事務局とヒアリングに行か 
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れた方々のお話を少しでもお聞きすればより理解ができるものと思いますの 

で，お願いします。 

 

会長： 色々ご指摘いただきましたが，順番に見ていきますと，まず総合評価まと 

   めの所で先ほど職員の異動スパンの長短の問題が出ましたが，その点につい 

て今回は書いておりませんが，やはり盛り込んだ方がよいのかあるいは，こ 

のままでよいのかその点についてご意見をいただきたいと思います。 

 

委員： 文字にしてもらうことはないと思います。 

ただその問題は地域にとって非常に影響が大きく，どうしても越えられな 

い部分なのです。ようやく人間関係がつくれてきて，これからという時に１ 

年で異動されたのではどうにもなりません。やはり，市民センターの役割は

地域で大きくなっている。じっくり取り組んでいけるような体制でないと成

果を上げていけません。その中でやっていくためにもきちっと本当に３，４

年はいて頂いた方がよいですねと。５年くらいいて頂くと素晴らしい成果が

あげられるかもしれないという，そんな思いで，文字にして頂く必要はない

と思います。ただ，頭の隅においてもらうと地域住民としては助かります。 

 

会長： 参考までに伺いますが，市民センター，財団，職員の方々の任期・異動の 

期間ですね，例えば標準的に何年程度が異動の目安だとか，長くて何年くら 

い，短いと１年くらいで異動することもあるのか差支えのない範囲でお話い 

ただけないでしょうか。 

  

ひと・まち交流財団課長：  

今，委員からのお話にありましたが，基本的には３年から５年位の配置が 

基本となっております。ただ，色々と職員の事情等がありましてやむを得ず， 

１年で異動するケースも稀にございます。また長い方は５年以上の方もおり 

ます。やはり市民センター６０館に散らばっておりますのでお仕事というこ 

とでは通勤の関係もございますし，家庭の事情もございますし，色々考慮し 

た結果，必ずしも理想の３年から５年に収まらないケースもありますが，出 

来るだけその方向で配置するように努めているところであります。 

 

事務局： 指定管理をお願いしている立場として我々の考え方なのですが，住民の方々

との間に築かれてきた信頼関係は大変重要だと思っております。一方で，職

場の活性化，職員の能力補助という点から職員ローテーションは必要だとも

考えております。 
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 基本的に市民センター職員の異動につきましては指定管理者であるひ 

      と・まち交流財団さんの方でお決めになられている。ただ，我々としては今 

お話いたしましたように，地域との間での信頼関係の維持・向上が損なわれ 

ないように，それが向上するような形を十分配慮してほしいということは指 

定管理者側にはお伝えしておりますし，指定管理者側の方でも十分そこは考 

慮して職員のローテーションを行うということもお話をいただいております 

のでそういう考え方でおります。 

  

会長： 今の点については特に新たに変更することはなし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。それでは別の点でご指摘いただきました，

6 ページの小中学校とか小・中学校と表記する時にどちらが適切なのかという 

件ですが，小と中の間に・を入れることで統一することとしてよろしいでし 

ょうか。どちらが基本かという事は私にははっきりしないところもあります 

が，もし，特にご意見がなければ中黒（・）を入れるということで考えたい 

と思います。あるいは，こういった文書の中ではこういう表現の方がよいと 

いうご意見があれば適宜直させていただくということで，技術的な話はここ

でとどめたいと思います。 

    次に，片平の市民センターについて評価についてご意見いただきましたが 

これは非常に難しいところですね。ここを担当した委員方が今日欠席してお 

りまして，本日はお一人しかいない訳ですが直接ご自身が書いた部分ではな 

いかもしれませんがどうしたらよいかご意見をいただけますでしょうか。 

 

会長： まず，３ページの「共有」というところですね，これはどうしたものでし 

ょうか。これは１人の委員がというよりは，複数の委員が書いた部分に同じ 

点についてのご意見が出てきたというようなことなので。 

 

委員： ご指摘ありがとうございます。この評価については大変難しい評価でした 

ので，グループの皆さんの意見をおまとめして，私が提出させていただいた 

訳なのですが，共有したいという，「共有」しなければいけないという思いが 

すごく強かった内容であったので，少し「共有」が多かったとは確かに感じ 

ます。 

    ですので，ここの「共有」に関しましてはどれかを減らしたり，他の言葉 

に替えるなりして進めていきたいと思います。ただ，この片平市民センター 

を評価するにあたり，先ほど委員からも出ましたように引き継ぎがうまくい 

っていなかったということが，一番大きくひっかかる点でありました。せっ 

かく一つのものを作りあげていこうという段階のプロセスの途中で館長さん 
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が変わってしまったことにより，周りの住民の方であったり，協力しようと 

前向きに一つのものを作り上げていこうという気持ちが, 少し揺らいでしま 

った所もあったかなとみてとれました。 

とにかく期限があるということで館長さんが一生懸命そこに向かって皆さ 

んの意見をまとめて，自分の意見もまとめているうちに自分の意見が中心に 

なった，先走ってしまった所があったかもしれないというのが地域住民から 

も大変意見がでました。また，学校関係者に関わってもらおうという気持ち 

はあったのですが，そこまでなかなか進まず，少しもったいない感じになっ 

ていました。 

ただ地域住民の方々にヒアリングさせて頂いたところ，皆さん前向きで「も 

っとこうしたらいい」，「次はこうしましょうよ，もっと時間取りましょうよ」 

と仰っていたのですが，館長さんが「時間がない」ということでどんどんま 

とめていき，作り上げていったという経緯があったので，少し先走りすぎた 

のではないかという評価になりました。ですので，共有してください共有し 

てください。共有した方がいいですよというところが「共有」3 カ所に現れて 

きたのではないかと考えました。 

 

委員： 今，お話を伺っていて，以前片平市民センターでまなびのたねさん等が入 

った事業がありましたよね。あの時も振り返りをしたときにお声掛けしてい 

るところの地域に住んでいる住民がいなかったというのが非常に多かったと 

思いました。その続きではないかと私は感じていて，市民センターが独自に 

このようなプログラムを持ってくる時に地域の住人の意見を取り入れるのが 

少し足りなかったというのは前回感じたのですが，今回もそのような部分が 

出ていると思いました。市民センターの共有というのがとても大切なのです 

が，共有という部分で関わる人たちをどのようにセンター側が選び，声掛け 

しながらやっていくのかという所が非常に大きいのではと思っております。 

そのための場づくりのようなものを独自で実施しているところが多いので， 

その時に市民センターの知識のある方，皆さんのような地域と関わっている 

方々，地域住民とで話し合いをし，職員が転勤してもその後を引き継いで共 

有していく地域住民がいればできると思います。 

    今後，私たちも気を付けないといけないのは，市民センターの 1 団体だけ 

でやるというのではなく，一緒に関わるところを増やし，お互いに責任を持

つという事をしていくと今のようなことはだんだんなくなるのではないかと，

市民センターがやったことだから，住民側はわからないというのではなく，

お互いわかるように一緒に取り組むことが大切なのではないかと思います。

だからここは，「館長の思いが強すぎた分」というのは取り外した方が私はい
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いのではないかと思います。思いを受け止める住民側にも責任を持ってもら

って，一緒にやるというようなことにしていかないといくらよいことをして

もずっと残らないのではないかと思います。共有というのはなかなか難しい

ですが，そのあたりをもう少しうまく書き込んでいけたらいいと思います。 

 

事務局： 館長がどのように組織の中で市民センターの職員と議論をしていくのか， 

議論の進め方についてそういう部分のテーマはあると思います。少し異動の 

話とも関連しますが，市民センターの事業というのは事業に職員がくっつい 

ている側面もありますが，むしろその職員だからこその事業，というのでし 

ょうか。そのような部分もあって，その職員の発意，発案があるからこそス 

タートしたという場合にはその思い思想，哲学のようなものを含めて，それ 

らをどのように共有していくか，どうしても代替わりにより職員が変わるこ 

とによってずれていってしまうことがあると思います。そのことをどう考え

るかという点が一つあると思います。それからもう一つ，これは４ページに

なりますが下の方に指定管理者（財団本部）への課題が見られた。「事業目的・

成果ばかり迫っているのではないか」どのように評価されているのだろうか，

審議会は外部評価に近い位置づけだと思いますが，市民センターとして，あ 

るいはひと・まち交流財団としてという所でしょうか。プロセスの評価は難

しいと思います。成果アウトプットとして出たものの方が評価しやすい，例

えば何人集まった，どういうことをやったという方が当然評価はしやすいで

すが，そうすると議論のプロセスというものをどのように評価すればよいの

だろうかということになります。おそらくこれは片平市民センターの事業に

対する評価であると同時に，私たちが評価するという時にプロセスまでどの

ように見られているのだろうかということも同時に問われているのかという

ことも感じました。ですから，少しトーンを弱めた方がいいという部分もあ

ると思いますが一方で，ここに書かれるか書かれないかは別にして評価の在

り方であったりという部分でむしろ私たちの問い直しというのもあるのでは

ないかと思います。 

 

会長： ありがとうございました。 

 

委員： 共通ですが地域住民の方々から，市民センター中心に「こんなことやって 

みたい」という声はまず出てこないです。普段そのようなことを考えて生活

していません。ですから今，お話になったように館長が地域を見ていて気づ

いたりして，そしてそれが発意となってこんなことやってみないかとか，職

員さんも何かを感じて，物を読んだりテレビを観たり，色々なことから着想
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を得て，こんなことしてみたいな，から始まります。それから集まって始ま

るものですから，住民の方は，最初はよくわからない，あまり気乗りしない

ままにお付き合いの中で進んでいきます。そのようなことがやはり多いです

ね。ですからその職員さんが居なくなると，引き継いでも次の方は自分が当

事者という意識を持たなかったりしますものですから，住民側と同じような

感覚になっているというのが実態です。地域の住民の方々からこの課題を市

民センター中心でやってみませんか，ということはまずありません。職員さ

んか館長さんから声をかけていただいて，それで事が進んでいくというもの

ですから，中々難しいというような実態ですね。 

 

委員： ３ページの所の改善に向けた提案の部分は少しトーンを変えて頂けれ   

ばよいと思います。これらをまとめれば２点ぐらいでよいでしょうか。この

表現では職場環境が悪そうに思えます。しかも意識が共有化されてない，で

は市民の目から見れば横同士が全然ダメなような感じにも伺えます。「なんだ，

この市民センター」という風になってしまいますよ。こんなに感じ取るとい

うことは相当の問題点をあの数時間の間に見つけたということです。大変な

ことを発見されたと思います。それがありますので，もう少し時間かけても

いいのかわかりませんが，考えてもらえればありがたいです。 

    それから，指定管理者への課題が見られたというところで，４ページの方 

に事業目的成果ばかり迫っているのではないか，本当にそうなのでしょうか

という感じがありますよね。地区館というのは，地域に根ざした事業を展開

していくわけですから地域の意見や課題やニーズを把握して事業を行うので，

上から迫られながらとは思えないのです。実質的に運営している中でアドバ

イスがあるくらいではと思います。もちろん，予算との関係で報告を求めて

いると思うのですがこの辺も少しきついところですが実態としてどうだった

のでしょうか。 

    ５ページですが，「生涯学習支援センターと指定管理者による事業目的の 

共有が必要である」となっていますが，ここはそんなに共有されていないの 

だろうかと不思議に思います。多分，共有されているでしょうし，生涯学習 

支援センターは全館を見て広い視野から，いい事業があれば紹介したり公開 

した方がいいですよ，とアドバイスしたりそういう水平展開の紹介等しっか 

りしているのではないかと思うので，指定管理者との間で何か，そのような 

取り決めをしていないと共有していないということになるのかどうか，この

ような表現でいいのか疑問に思っているのでここも問題であると思いますの

で検討して頂ければと思います。 
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会長： ありがとうございました。次の議題もありますし，急がせて頂きますけど

も，今お話しありました３ページに「共有」が繰り返し出てくる事について，

そもそも箇条書きになっているところの在り方なのですが，もともとは一人

一人の意見を集めて，それをもとにグループというか担当者全体としてこの

ようなことだと集約したものだと理解しております。これを最終的には審議

会としての報告書として出す訳なので委員一人の意見という事よりは，やは

り審議会全体で納得できる形で出していきたいと思いますので，そのような

意味では３ページの辺りは同じ内容の重複もあるかもしれませんので，少し，

その辺りこれからの作業の中で，担当したグループ，数名の委員の方々，会

長副会長を中心に整理させて頂きたいと思います。全体としての方向性とし

てこういうことが大事であるということはもう，動かない話かと思いますの

でまとめ方については少し改めて整理したいと思います。 

     同じように５ページのその他の所ですが，職員研修の内容の充実とは一体 

どういう意味での内容の充実なのかということもここだけ読んでも内容がわ 

かるようになっていませんし，その次の社会教育の観点で，事業目的の共有 

が必要というのも，社会教育の観点でというのももう少し説明しなければな 

らないし，そこでの共有とはどうなのかということもありますし，ここの所 

も基本的には担当の数名の委員の方々にもう少し付け加えて頂きながらそれ 

もまた最終的に会長，副会長も含めて修正して皆様に確認して頂くという形 

で進めていきたいので，今の点についてはそういう風な形でこの後の修正作 

業で対処したいと思います。 

 

委員： ６ページの田子市民センターさんの事業については，私は地元の市民セン 

ターの者ですから担当はあえて外していただいて，ヒアリングの時にオブザ

ーバーとして入らせていただいたのですが，事業の経過ですとか地元で見て

いるものですから気になった点がありました。 

まず，６ページの一番上の所ですが「高砂地区連合町内会は，」という表現

がありますが，確認の意味で市民センターの館長さんに伺ったのですが，こ

の高砂地区連合町内会は 50 町内ありますが，実態として田子市民センターは

そのうちの１０町内が館内の町内会になります。ですので，この表現ですと

ちょっと実態にそぐわないという感じがします。「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」，というこの部分ですね。後の部分は

宜しいと思います。 

     それから，６ページの一番下の「連合町内会の組織の中に」，この連合町内 

会というのも同じ意味ですので，ここはどうかと思います。その後「避難所 

に行かなくてよい」という表現が続きます。これは「地域連携や「共助」に 
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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」とか，「地域のコ 

ーディネート機能が果たして円滑なのか」そういう疑問にかかってきますが， 

実際に関係してくるのは前述の１０町内です。１０町内と小・中学校，それ 

から田子市民センターで震災前から「みんなで学ぶ地域防災」事業を実施し 

ています。この町内会はどこの町内会も自分たちの地域の事情や課題を取り 

こみ，中学生を巻き込んでの防災訓練をしているので「自助・共助」がその 

町内に合わせた取り組みが非常に積極的に出来ていると思うという館長さん 

の評価がありました。なので，ここの部分は改善に向けた提案ではなくて， 

むしろそれぞれの町内会が「自助・共助」に取り組み出来ているということ 

で，＜評価できる点＞に入るのかなという風に考えます。以上です。 

 

委員： 今お話がありました，６ページの一番下「連合町内会組織の中に」以下の 

５行はいらないと思います。「避難所に行かなくてもよい」というのは，その 

当時，３．１１の時は避難所ではなかった所が，今は補助避難所になってい 

ます。震災後ほとんどの集会所等を補助避難所にしたので既に避難所になっ 

ています。ですのでここの５行はいらないと思いますね。一番上の連合町内 

会については宮城野区連合町内会長協議会でも問題になっていますし，ヒア 

リングに行った時も様々話が出たのですが，ここ高砂だけは昔の高砂村がそ 

のまま連合町内になっているので，２万所帯，５～６万人いるのですね。前 

にも申し上げましたけれども，この田子市民センターもですが，高砂の中の 

市民センターはちょっと他の所と違うんですね。他の所は小学校区が大体連 

合町内会になっています。市民センターはおおよそ中学校区毎にあるので， 

市民センターがあってその下に連合町内会があって，さらに町内会がありま 

す。ですから市民センターさんが直接町内会に触れるということがほとんど 

ありません。ところが高砂だけは連合町内会が大きいので，連合町内会があ 

り，市民センターがあって町内会があるという並びになっていますから，町 

内会が直接市民センターに触れている感じですね。ですからここはどういう 

風に表現するかですが，他の町内会や市民センターが見たときに，えっ，こ 

んな所あるのかなって感じになるのかもしれません。仙台市内ではここだけ 

です。それから，下は無い方がいいと思います。 

 

委員： 今の６ページの上なのですが，田子地区の方でも高砂の小学校に通って   

いる子供もいるとのことで，教育委員会の学区割りと町内会の地域割はあっ

ていませんよね。二つの学校に一つの町内会から行っているということが実

際あるというお話がありました。一つの小学校に別の地域の子供も越境では

ないですが，高砂地区の小学校に行く子供たちがあると。 
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委員： そうではないですね，中学校は高砂小学校から高砂中学校，田子中学校   

に分かれていますが，小学校については地域割されています。 

  

委員： 一部の子供が別な地域に行かなければならない。教育委員会の学区割り   

と町内会の地域割にかかる部分で，地域的にグレーゾーンがあるのですね。 

  その中でよく調整されているというのがわかりました。それで館長にお聞き

したところ「まぁ，そういう所もあるけれども，色々スムーズにいかない場

合もありますよ」と。そのような中よくご苦労されながら地域づくり，よく

調整されたという所を評価したいと思い書きました。表現が悪ければ直して

いただければと思います。 

一番下は，「行かなくてよい」ではなくて「行くな」ということです。 

ある町内会で私たちは私たちで地域を守って「共助」をやっていくとい       

うのがありました。本来は田子の地域の避難所なり色々な所と一緒になっ       

てやるべきところが自分たちで出来ると，例えば他県との繋がりも持って       

いるし，色々な面ですぐに駆けつけてもらえるので，そこまでやらなくて       

も我々は我々でやれるという所をお話している町内会がありました。そこ       

を含めてよくコーディネートしていると，我慢しているのだろうかという       

思いがあったので少し表現してみました。カットしていただいても構いま       

せんが，そのような事情でして以上です。 

 

会長： 色々出ましたが６ページの上の方は基本的にはこのままで宜しいかという

風に思っています。確かに市民センターの対象となる区域と，学区あるいは

町内会の区域等色々一致していないが故に様々な問題が生じているわけです

が，しかしその中で市民センターが比較的うまく役割を発揮しておられると

いうことかと思いますので，基本的にはこのままで，表現については多少改

めてご確認いただきたいと思います。それから，６ページの一番下の文章に

ついてですが，確かにこれは少なくとも改善に向けた提案ではないような感

じがありますので，その他に入れても良いような感じもします。あるいは，

なくてもいいというようなお話もありましたが，ここだけどうしたらよいか

ということを改めて検討していただければ。 

  

委員： ２０１１年３月１１日時点では避難所というのは決まっていましたが，   

補助避難所というのはありませんでした。ですから皆，指定避難所に行かな

ければならなかったのですが，それでも市民センターに集まった人もいれば

コミュニティセンターや町内会の集会所に集まったりして，実際地域の皆さ
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ん方が集まって何日か避難生活したという所はほとんど補助避難所にしまし

たので，避難所でないところはほとんどなくなりました。あの当時は指定避

難所しかないから指定避難所に行かなくても自分達の町内会で対応するとい

う話になりましたが，今は補助避難所になりましたから避難してよいという

ことになりました。ですからこのようにはいわないと思います。自分のとこ

ろが避難所になったわけですから，ここはなしとした方がよいと思います。

というのは，現在仙台市内で「BIG3」に選ばれていて，非常に素晴らしかっ

た避難所になっています。ですからあまり触れない方がいいと思います。 

 

会長： いずれにしても避難所にというのが結局，補助避難所なのか指定避難所   

を指すのかということも説明が足りなかったと思いますので，一応削除する

方向で改めて確認していただくことにしたいと思います。その他の点で，事

業評価全体として何かまたお気づきの点があれば・・・では，（2）の議題も

今日審議したいのでこの点については最初にも申し上げましたが，細かいこ

とでまだ修正事項もありますので，字句の修正なども含めて会議が終わった

後でご意見を寄せて頂くということにして，最終的に会長，副会長，事務局

で整理したものをまた委員の皆様にご確認いただきたいということでメール

等のやり取りにさせて頂きたいと思います。事務局として，これはいつまで

に確定しなくてはいけないのか期限はあるでしょうか。 

 

事務局： 私どもとしては審議テーマの議論等もありますので本日の議論も踏まえ    

て４月中には確定させて頂きたいと思っておりますけれども，多少伸びたと

しても遅くとも次の定例会前には確定させ，次の定例会では審議テーマにつ

いての議論を専門に行っていただきたいと思っております。 

  

会長： 大筋では今日皆さんにご理解，ご了承いただいたと思いますので，後は細

かい手直しを審議を通さずに進めるということで本年度の報告書を確定する

ということにしたいと思います。ありがとうございます。 

        では、次の議題に移りたいと思います。 

 

（2）「震災を踏まえた今後の市民センター事業の在り方等」について 

 

会長： 今日は今まで出てきた意見の整理など，事務局に資料を用意していただ 

いていますが，スケジュール等含めて事務局から説明頂いても宜しいで  

しょうか。 
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事務局： それでは、資料 2 の方でご説明します。こちらに事業評価に関する事と今

期のテーマに関することと２つの欄があります。今期のテーマに関すること

につきましては下の二重線の太めの線が入っているところから下が今回以降

ということで，本日含めて後４回，皆様の任期中に審議会があります。この

中で今期のテーマについてご審議頂きたいと思っており，ご検討の上最終的

に８月２５日の段階で纏めていただくというのがスケジュールとして記載さ

れています。次に、資料の 3-1 です。 

こちらにつきましては「震災を踏まえた今後の市民センターの在り方等に 

ついて」論点（案）となっておりまして、これは今までの議論を踏まえて論

点を取り纏めした物です。 

    こちらの資料は，１１月の審議会でも出しており，資料 6 という形で皆様 

のお手元にお配りしました。ただ，その際は詳しい説明等しておりませんで

したので今回あまり時間がないのですが説明します。 

今回は１１月に出した資料で点線で囲った部分，中にいくつかありますが， 

公運審でこれまでに出された意見を追記しているものです。これが論点です

が，まず一つ目として今までどのようなことをしてきたかということがあり

まして，こちらは７月の定例会で資料による説明をしたものと，田子，七郷，

片平の各市民センターの取り組みについて８月及び１１月の定例会で報告さ

せて頂いたもの，それから二つ目として班に分かれてヒアリングをしていた

だいたものというようなことがありました。 

それから，震災を踏まえた現在，今後の地域課題等の認識についてという 

ことで市民センターに関わりのあると考えられる物で田子，片平，七郷の各

市民センターがどのような認識を持っているかということについて資料３－

２の下の方に抜粋しております。そちらの資料につきましては，昨年の８月

と１１月の定例会の事例発表の資料がありまして，その中から現状と課題に

ついて事務局の方で抜粋をして纏めたものです。それぞれの地域ごとに何件

かずつ抜粋しています。こちらは後程ご覧いただきたいと思います。 

    こちらについては，市民センターの課題として認識しているところでして， 

 公運審としてどう考えるかという事についてご意見をいただきたいと思いま 

す。以上です。次に今後の市民センター事業の在り方についてです。上の 1 

と 2 これらの取り組み，それから課題と今申したように今後どのような事業 

を行っていくべきか，ということです。事業評価とも連動するのですが，田 

子，片平，七郷の取り組みをどういう風に評価するか，それからこのような 

事業を他の市民センターにどう広げていくべきなのかその際はどうしていけ

ばいいのか，等につきましてご意見いただければと思います。このようなこ

とに類する意見としてこの下側の点線の色々な意見が今までの公運審の中で
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出されたということでこれは事務局の方で付け加えさせて頂いたものです。 

次に２ページでございます。市民センターの事業の取り組み方についての 

留意点について，そちらのタイトルで論点を纏めたものです。 

    そちらもこの下の方にありますがこれまで公運審で出された意見について 

      資料として纏めさせていただきました。纏めにつきましては公運審の意見と

して纏めをいただきたい。それから，３ページの下の方に書いてあるテーマ

に対する取り組み手法について，これまで出された意見をこちらに列挙して

いただいた事になっております。２番目の説明につきましては以上です。 

  

会長： はい、有難うございました。資料 2 で最初にご説明いただきましたけれど

も，今日含めて私たちに残された会議の回数は後４回になります。事業評価

のことは今日で基本的に終わりとして，残りの３回は今期のテーマ，今の議

題，審議議題の（2）ですね。これを後３回の中で何かしらの意見あるいは論

点を纏めていくことになります。それについて資料 3-1 に論点（案）とありま

すけども大きく分けて１・２・３，そして最後の纏めとなっております。一

番は要するにこれまで市民センターがこのテーマに関連してどういう風な形

で取り組んできたのか，現状またはこれまでの経過ですね。 

私たちは今回、事業評価の中で３つの事業を取り上げてきたのですが，そ 

れ以外でも色々な取り組みがあるということは７月の定例会の中でもすでに

ご報告いただいておりますので，３つの事業以外のものも含めてこれまでど

うだったのか確認をする。整理をするというのが１番。２番はこれからの市

民センターで震災の経験をどう受け止めていくのかあるいは更なる「防災や

減災」に取り組む上でどんな取り組みをすべきなのか，これからの未来の課

題について何が必要なのか地域としてどう取り組むべきか，一人ひとり市民

として個々がこんな風に準備をしておくべきではないかというようなことを

２番の所で確認をする。そうなると１番はすでに取り組んできたことですし，

２番はこれからこういうことが必要だということになりますので１番と２番

を比べていくと 3 番でこれから何が必要なのか大切なのかがわかってくるの

ではないかと思います。３番の所は今までやってきたことの中でこういうこ

とが大切だから是非続けてほしい，あるいはこれまで以上に充実してほしい

という事もあるでしょうし，大切なことですが，もしこれまで取り組まれて

こなかった事があれば，そういった事柄をこれから取り組むべきではないか

という提案が出来るかもしれませんし，３の所は１と２を踏まえてどのよう

に考察するのかということになるかと思います。 

       大体こういう組み立てで論点を纏めていくと良いのではないでしょうか。 

このような組み立てでよいかどうか，他に組み立ての仕方があるかもしれ
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ませんが，今期のテーマについてどのように全体を組み立てていくのか，こ

れをたたき台にしながら改善案などがあればご提案頂きたいと思います。あ

ともっと一つ一つの具体的な論点ですね，今日は箇条書きなので，これを見

ただけでも色々わかることと，同時にこれを見ただけではむしろ説明が足り

なくて，これまでの会議の中で出てきた意見だといっても，これだけ読むと

意味が分かりにくい事もあるかとも思いますので，そういった個別の論点に

ついても，これをどう議論したらいいかわかりませんが，今日は全体として

どのように組み立てていくのかということと，ここに出た意見のなかでもっ

と詳しく取り上げるべきこと，あるいはわかりにくい所があればその確認，

あるいは，今日この資料の中に盛り込まれていないことで大切な事などを出

していきたいと思います。最終的にどういう形で我々の意見が纏まるのかそ

ろそろイメージしなければいけないかと思います。事業評価で取り上げた３

つの事業はともかく，他にも色々な物があるでしょうからそれら全て把握し

た上で，例えば具体的な提言のような事まで果たして残りの３回の会議の中

で纏まるのかというと，私個人的にはそこまで行くのは大変なのではないか

と思っています。むしろ委員の中にも立場，専門分野によっても色々な意見

が出てくるでしょうからともかく様々なものを出していただいて，出てきた

意見を整理する，というようなことで，提言書的な形よりは様々な意見を集

約した報告書のような形で纏めることもよいのではないかと思っております。 

    纏め方のイメージについて，少し考えていきたいと思います。今日，残り 

時間が 15 分前後ということで，もう少し皆さんの意見を頂きたいと思います

が，色々な事を考えなければいけません。全体としてどのような形で纏める

のが良いのか，あるいは具体的な論点としてこんなことが大切ではないか，

この辺りをまた次回の会議までの間にメール等で意見を出すようなことをし

なければいけないようにも思いますが，今日残りの時間の中でお気づきの点

があれば大きな論点，大きな組み立て，どのような方向性で考えることが大

切であるかなどがあればそれを中心に出していただければと思います。いか

がでしょうか。 

  

委員： 前のことを大分忘れていることもあるので，繰り返しになるかもしれませ

んが，今回の震災を踏まえた市民センターの活動については，ある程度限定

した形で報告書的なものが良いのではないかと考えています。今，会長が仰

った通りで３番の今後の市民事業センターの在り方となりますと，地域によ

って震災の影響の認識の違いもありますし，復興状況の違いもありますので

全てを含めて今後の市民センター事業ということを考えるのはまだ非常に時

間かかるかな。むしろこれから復興に向けて震災を踏まえた市民センターの
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活動をどのように展開していくか，どういう所に留意すべきかという所に限

定した形で今後の在り方を考えた方がいいのではないかと思ってました。た

だし，３ヶ月で全て考えるのは難しいと思います。 

 

会長： そういったことで宜しいでしょうか。これは３つの事業，事業評価の 3 つ

のものについてはある程度考えやすいでしょうが，それ以外のものも考えて

いく上で，でも全体をというよりは限定された議論になるだろうということ

になります。他にご意見ありますでしょうか。 

   

委員： 今後の事業の在り方ですが，いわゆるステップアップビジョンのスパンを 

何年もので考えていったらいいのか，それも含め具体的に地域ごとに共有す

るものの事業の展開でこれはみんなできるでしょう，というのを出して議論

するのを含めてがビジョンというか単年度で考えていくものなのか，その辺

も含めてどこまでの考え方にすればいいかというのも議論にあっていいのか

な。 

 

会長： はい，有難うございます。今の点について色々考えられますが，個人的に 

は単年度とか，当面直ぐに実現出来るようなことのみに絞る必要はないと思 

います。むしろ委員が仰ったとおり議論のテーマが大きなものなので，市民 

センター全館の全事業を踏まえた上で具体的な提案をする，というようなこ 

とはできませんが，それだけに我々の議論としては，むしろこういうことを 

やっていただけたらいいかなということを，遠い先のことを見越して話し合 

えるようなそんなようなものであればいいかなと思っておりますので，将来 

こんなことが市民センターで出来たらよいのではないか，という風なものも， 

すべて意見を出していけばいいかと思います。 

逆にそうでもない，もっと絞った方がいい，ということがあればそれもま 

      た出して頂きたいと思います。今の点に関連してもいいですし，その他でも 

      短い時間ですがどうぞ出して頂きたいと思います。 

   あと，つなぎの意味でお話すると，資料を読んだ上で思いましたが，震  

災を踏まえた今後の市民センター事業といった時に，それではどの事業を指

すのか。例えばある市民センターがやっている様々な事業の中でこれとこれ

が震災関連の事業です。ではそれだけを見ればいいのか，そうではないかも

しれなくてむしろ特に震災をテーマとして取り上げたわけではない，様々な

事業が結果としていざという時にも役立つことがあるのではないかという

風に考えています。これは特定の事業のことだけを指して，この事業ではこ

うだこの事業ではこうするべきだということだけでは無いような感じがし
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ているのですね。今回学校が避難所になったケースがあるのですが，宮城県

の調査では学校が地域の方々を受け入れたときにうまく組織が立ち上がっ

て円滑に進んだケースと，被災者と学校あるいは行政との間に問題が生じた

ケースと色々あります。 

前述の調査の中で，そういう時に学校支援地域本部をもともと立ち上げて

いたケース，そこは比較的学校と地域との連携協力がうまくいっていたから

こそ，そのような支援本部というものを作っていたわけですが，そういうと

ころで避難所になったケースだと問題が生じた所がほとんどなくて比較的

円滑に進んだ。しかし，学校支援地域本部が設置されていない地域で避難所

になったケースだと問題が生じることが比較的多かったというような結果

が報告書作成の際に出てきました。学校支援地域本部は震災に備えて設置し

たという訳ではありませんが，しかしそのような組織もいざという時には役

立つことがあるかと思いますので，市民センターに話を戻すと必ずしも震災

関連のこの事業とこの事業というだけでは無く，もっと普段から一人ひとり

が地域の方と繋がって信頼関係を築いているとか，あるいは地域と市民セン

ターが普段から色々なことを遠慮なく話し合えるような関係が出来ている

と災害時にも役立つだろうとか，極論をいえば市民センターの全ての事業に

おける考え方・取り組み方が災害対応にも係わってくる。このような考え方

もできるかと思います。そういうことも含めて，色々なアプローチの仕方も

あるかと思いますので，このテーマにどんなアプローチで取り組むのか，ま

だ今日は方針を固めるところまでは行きませんけども，委員の方それぞれの

ご意見を出して頂ければと思います。いかがでしょうか。  

 

委員： 今回議論するテーマの案として“震災を踏まえる”ということを取り込

むとのことですので，やはり市民センターの立場から考えても事業そのも

のを考えるというよりも地域市民に対してどう定着していくか等，そうい

ったことを個々の市民センターではなく全体で考えて，市民の皆さんにそ

ういう風なことを伝えていったらこういうことが定着していくだろうか，

こういう安心な場所なんだよ，市民センターはこういう場所なんだよって

ことを伝えられるような提言であればよいと考えます。 

 

会長：  ありがとうございます。3-1 の資料の中にも似たような意見があります

が，２ページの一番下の方で社会教育施設であることと，市民が求める市

民センターとの間にギャップがあると思う。市民が求める市民センターと

はどうだったのか，今まで何回か出てきたような感じもしますが，その辺

りをもっと深く考えていかなくてはいけないと思います。その後の３ペー
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ジの方に同じような事で市民センターが考えているセンター像と地域住民

の方で期待しているセンター像でずれている部分がある，両者の間で何が

どうずれているのか具体的に考えていく事が今，委員の仰ったような事に

なると思いますし，またそうすることが事業をどのように組み立てるのか，

どういう考え方で事業を作っていくのか反映していく，そんなような問題

になっていくと思います。 

 

委員： 一つ感じているのは先ほど誰か仰いましたが地区館の市民センター館長

さん始め，頑張っているんだ，こんな成果あげているんだ，ということを

報告したいということがね，まじまじと見えるんですよね。地域としては

何年かけてもじっくりやりたいことってあったりですね，そんな風なので

すけどやはり館を任されている限り成果も上げたいし良い報告もしたいし，

そのために活動しているように感じることがあるんですよね。地域として

はそれよりも本当に地域課題にじっくり取り組んで成果をきちっと地域に

還元できるような風にしたいのですが，そうはなかなかいかないという所

ここがやっぱりギャップといえばギャップなので私はそう思いますね。何

かうまい方法がないのかなと…。人の動かし方も含めて，やはりどこかに

書いてありますが市民センターの担っていくべき役割というのは何かをそ

れをきちっとわかった上で運営していって頂きたい。人の動かし方も，取

り組む問題も，単年度でなくてしっかり取り組むべきものもあると思いま

すし，そんなところ感じますね。 

 

委員： 今の話も踏まえてですが，先ほど委員さんの方から地域での提案を踏ま

えた事業というのがほとんど無いのではないかといったお話があった    

と思うのですが，そういった事業は本当に無いのですか？もしあるとす    

ればその地域の方々からの意見あるいは市民センターと地域の議論を踏ま

えてスタートしたような事業がもしあれば，若干震災とはずれるかもしれ

ませんけれども，そのプロセスというものをまたこの間の３つの七郷と田

子と片平のケースのようにご報告いただいて，そこからどういう要因が利

いてきたのか等考察出来るといいと思いますが，あるなしの問題も当然あ

りますけどね。 

 

会長： ありがとうございます。やはり市民センターの成果とは何かという，一

年間で成果が出るものもあれば，５年，１０年かからないとなかなか成果

が表れないものもあると，そういうことにどのように取り組んで行くのか，

委員が仰ったような視点ももし何かあれば今回拾い上げて行きたいと思い
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ます。具体的な論点だけではなくて全体の纏め方についても，まだ私自身

あまりどのような形でどれぐらいの分量でどういう組み立てで纏まりそう

かということが見えていないのですが，委員の皆様から纏める方法，手順

も含めてご意見いただければと思います。いかがでしょうか。もちろん具

体的な論点に戻ってもかまいません。時間が短くなってきたので中途半端

でなかなか思っていてもいい出しにくいところもあると思いますが，これ

からの進め方について，５月，７月，８月と残り３回の会議になります。

８月はもう最終回ですので報告書が出来上がったものを最終確認するとい

うことになるでしょうから，実質的には具体的な組み立てはもちろん，そ

の中での論点もほぼ出揃っているのが７月の会議でなければならないかと

思います。では全体をどういう流れで，あるいはどういう論点を盛り込む

のかというのが５月の会議で出揃うような形にしなければいけませんので，

今日，時間が短くなってしまって申し訳ないですけど今日とその５月の会

議までの間にどういう作業をするとうまく５月の会議で議論出来るか。こ

れは例えばこういういう事例があったら紹介してほしい，というような事

を今日もし確認できればそれを次回までに事務局にご用意いただきますし，

あるいは具体的な事業でなくても何かこういう資料が欲しいという事があ

ればそれも今日確認しておけば宜しいかと思います。その辺り，次回に向

けてこういうことをやっていこうというようなご提案，あるいはご要望が

あれば出して頂きたいと思います。 

 

委員： 課題が大きいのでレポート何を出させて頂けばいいのかなって思います。 

本日はお休みの方が多いので，事務局には申し訳ないのですが 4 月中にメ

ールで連絡していただければなと思います。 

 

会長： このようなご意見が出ました。レポートといってもどういう形になるか  

ですよね。短めの箇条書きで，この資料 3-1 を見ながら不足している点や補

う点や様々なものがあればそれについてご意見を出していただく，それか

ら全体としてこういう形で最終的に纏めるべきという事についてもご意見

いただくと，そのようなことを近いうちに事務局と相談しながら締め切り

を設けさせていただいて，何かしら書いていただくことにしたいと思いま

すがそれで宜しいでしょうか。 

  是非，今日ご欠席の方のご意見も頂きたいと思いますのでいずれにして

も今日の資料をベースに何が足りないのか，どう纏めるのかということを

ご検討いただだくことになります。もし今日の資料で何かつけ加えるべき

ことや，考えることがあれば今のうちに伺いたいと思いますが，あとはも
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う少しじっくり考えてみるということで宜しいですか。今日のうちに今の

うちに早目にいっておきたいようなことがあれば出して頂きます。 

 

委員： ２ページ，資料３の市民センターの施設理念と運営方針という部分があ 

るのですが，前に貰っていると思いますが，これをまず見なくてはいけな

いと思います。これ貰っていますよね？ 

 

会長： 施設理念と運営方針は資料としては前，あるいは市民センターのホーム

ページなどを調べて頂ければ載っているかと思いますので，よろしいでし

ょうか。必要であれば委員方に送っていただいてもよいですが，それほど

探すのに苦労しないと思います。よろしいでしょうか。他に何か改めて確

認したいということがあれば伺います。では時間もありませんのでこうい

う課題でいつ頃までにご意見を纏めていただくということを改めて事務局

を通してお願いしたいと思いますので，その際はご協力よろしくお願いし

ます。  

それでは(２)も今日はここまでということにさせていただいて審議の（3）

その他ですが，事務局の方からは何かありますか。 

 

（3）その他 

 

事務局： ございません。 

 

会長： ございませんか。ということで次に審議はここまでとして，（4）番の

報告に移りたいと思います。 

 

（4）報告 

  

会長： （1）平成２7 年度の主要事業について、事務局からお願いします。 

事務局： ２７年度の主要事業について資料 4 になりますが，時間も押しておりま

すのでこちらの方は後程ご高覧いただきたいと思います。 

     それともう一点ご報告がございまして震災により全壊しました南光台市民 

       センターでが 3/28 に開館することになりましたのでご報告いたします。以

上です。 
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