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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 27年 7月定例会） 

○ 日時 

平成 27年 7月 14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 1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，中山聖子委員 

（15名中 13名出席） 

［事務局］ 

生涯学習支援センター：センター長  佐藤，センター次長 佐藤 

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 松島，企画調整係長 松本 

若林区中央市民センター： センター長 木戸浦 

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 菊池 

生涯学習部：部長  千石 

地域政策課：課長 遠藤 

（公財）ひと・まち交流財団：課長 千葉，主幹 島津 

［傍聴人］ 0人 

  

○  配布資料 

資料 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 素案（案） 

資料 2：平成 26年度事業評価報告書（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・震災復興関連事業等について 
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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について 

 

会長：それでは審議に入りたいと思います。いつも最初にお願いしていますが，議事録

の署名人について名簿順でお願いしております。本日はその順番でいきますと中山

委員になりますのでよろしくお願いいたします。（中山委員了承） 

    それではまず（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。今日はこれに時間をかけたいと思っておりますが，前回の会議で様々なご意

見を出していただき，それを踏まえてどのような論点を盛り込むのかについて事務

局に作業していただきました。今日は資料 1 の全体の組み立てがこれでいいのかど

うかと，それぞれの論点をどういう形でまとめていくのかについて時間を割きたい

と思っております。事前に目を通した限りではまだまだこれから色々なことを直し

ていかなければいけないと思いますが，この間の資料の取りまとめをしていただい

た事務局から，これまでどのような形で整理してきたのか，何かお気づきの点等も

あれば出していただきたいと思いますのでご説明お願いします。 

 

事務局：（資料 1，3，4のとおりの説明なので省略）  

 

会長：資料 1，3，4についてご説明いただきました。資料 1は主な論点についてご説

明いただいたかと思いますが，只今の説明に対して何かご質問などがあれば出して

いただきたいと思います。 

 

委員：まずは資料 1についての素案を取りまとめていただきましてありがとうございま

す。前回我々が非常に雑多な意見を出しただけで終わっていたのですが，これが体

系的にまとめられたというのは非常にありがたいことだと思っております。資料 3，

資料 4 についてご説明がありましたので，まずはこの草案，素案を深めていくにあ

たって理解を形成したいと思います。 

お答えいただくのが難しい質問かもしれませんが，例えば折立地区ですとか，八

木山の緑ヶ丘のような内陸の被災というのが今回の震災における仙台市の被害の特

徴の一つであったと思いますが，こういった所での活動が非常に少ないと，八木山

では中学生向けの講座が昨年開催されているようですが，一般の方では無いと，ど

うしても沿岸部に注目が集まるのは理解できますが，我々が今考えるべきこととい

うのは沿岸部のことだけではないので，なぜ講座がうまく開催されてない被災地が

あるのかを少し考えていくと事業のあり方の検討に繋がって行くのではないかと感

じましたので，この辺りの理由について，もしおわかりであればお教えいただける

と助かります。よろしくお願いします。 
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会長：今，具体的な地区の名前も挙がった訳ですが，その辺りのご担当であったり，

あるいは全体的にどういう状況になっているのかを簡単にご説明いただけるとあ

りがたいですが。 

 

事務局：地区館の事業取りまとめをしており，全体的な傾向というのをよく把握してい

る財団の方から状況について説明いたします。 

 

財団：いつも大変お世話になっております。只今ご質問ありました件につきまして，私

のわかる範囲でお答えしたいと思います。まず折立地区ですが，折立地区は皆様も

ご存じの通りの被害がございまして，被災された方々はご自分達でそれなりに活動

されておりまして，今回その活動の記録的なものも作りたいという事で，そこに至

ってからの支援を今市民センターで行っている状況でございます。それから八木山

については，元々かなり地域的に地域活動が活発なところでございまして，防災に

ついても震災の前から色々な形で取り組んでおり，大学等もございまして地域全体

で連携してやっておりましたし，それから「防災ダックになってみよう」など，中

学生，これには大学生も絡んでいますが，そういった所と一緒になって取り組んで

おりまして，国連防災世界会議の方も一緒になって出たりしているという所がござ

います。また八木山市民センターは，この期間改修工事の関係もございまして中々

一般の市民センターのように同じように活動ができなかったという事も若干影響

している部分はあるかと思います。 

 

会長：今の話ですと八木山については資料 4 の中に事業が載っていますが，折立はこ

こに載っているものとは違う形で何らかの事業を実施しているという事ですか？

そういった所について今回我々がどう見ていくのかということも非常に大事なテ

ーマになってくると思いますので，そうだとすると今の様な事も我々は報告書の

中の何処にどういう風に反映させていくべきなのか，という事を考えていきたい

とも思いますし，あるいは折立に限らず資料 ３，資料 ４に出ている事業以外

で，我々のテーマに関連の有るものについて折立以外の他の地区でももっと取り

組んでいらっしゃるかもしれませんので，そのあたりのことをもっと全体的にご

紹介いただけるような仕組みというのは何かないでしょうか。 

     そのあたりを事務局の方でもお探しいただいて，なおかつ委員の方もそのテー

マを何処にどういう風に盛り込むのかも改めて今日確認しておきたいと思います

ので，次回までの課題という事でよろしいでしょうか。今の点につきましてもう

少しお聞きになりたい事，なければ別の点で，この資料 1 と資料 3 と資料 4

と合わせて最終的にまとまるという前提でご確認いただきたいと思います。 
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委員：関連づけて，先ほどの八木山南はわかりますが，緑ヶ丘とかそのあたりの所 

はどのように市民センターとして対応なさってきているのか，または今どのよ

うになっているのか。緑ヶ丘，折立の方が大変だったのではと思いますので，

わかる範囲で結構ですのでお聞かせいただきたいと思います。 

 

委員：緑ヶ丘を指定されても市民センターは地域に対してそんなに大きく影響して 

いないと思うので，地域政策課さんに全体的なことを聞いてみた方がよろしい

かと思います。先ほどの折立の話ですが，地震や災害は日中だけに来るのでは

ない，夜間にも起こりうるという事で折立市民センターが音頭をとって地域の

町内会長さんとそういう状況に置かれたことを想定した防災活動に取り組まれ

ていて，市民センターがかなり後押ししている状況が報道されていました。今

思い出しましたが，私は市民センター頑張っているなと見ました。それから緑

ヶ丘の土砂崩れとか，がけ崩れが多いところの対応について市民センターが答

えるのは難しいと思います。地域政策課さん全体的にどうですか。地域の地形

的なものもあるでしょうしね。 

 

地域政策課長： 

震災で発生した崩落等の被害については基本的に復興事業局という所が様々 

な助成をします。緑ヶ丘や折立の一部は防災集団移転促進事業という所が関わ

ってくることがあります。それから区の方でも色々な支援はしておりますが，

今例に出された緑ヶ丘という単体の所に市民センターがどれだけ関わっている

かというのは，はっきりとは把握しておりません。地震の被害が大きかったと

ころはまず復興事業局が入ります。今後，震災を踏まえて復旧の後の復興をど

うしていくかという中には市民センターが関わっていくこともあるのかもしれ

ませんが，崩落や地形的な問題への対処は復興事業局が主に関わっています。 

 

会長：今の点について大体そのようなところでいかがでしょうか。ただ，今ご指摘

いただいた点は非常に大事な事だと思っていまして，要するに「震災を踏まえ 

た今後の市民センター事業のあり方等」とありまして，「等」中に何が含まれる

のかということもありますし，事業といった時にどのあたりのものを指すのか

という事で，資料 ３でこれだけ多くのものを実施しているという事は基本的

にはおそらく市民センターの方で講座のテーマを決め，参加者を募集して，実

際やってみたらこういう風な人たちが集まってこんな形の学習活動をしたと，

確かにその中で震災を踏まえて色々な課題に取り組む事は勿論大切であると思

いますが，ただそれと先ほど折立の話でご説明いただいた事というのは，今お

話しした形とは別に，地域の方で自主的に様々な活動をすでに実施していて，
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市民センターがただそこに場所を貸すだけかもしれないし，でも場所を提供す

るだけではなく，やはり色々なネットワークを作ったりアドバイスをしたり，

という形で市民センターが関わることがあるとすれば，実はそこの所が今回の

このテーマに関連して非常に大切な意味があるのではないかと思います。ただ

単に資料 3，資料 4に載っている部分だけでよいのかどうかという疑問は私

としても感じますので，そのあたりをどう今回の議論に取り入れていけばよい

のか，市民センター側で何か把握されていることをご紹介いただきたいと思い

ます。あるいはその点について委員の方からさらにこう考えていけばよいので

はないかとご提案いただければと思います。いかがでしょうか。 

 

委員：会長からの先ほどのご指摘にあったように，常に思うのは復興とまちづくり

にどれだけ市民センターが関わっているのかという視点で見ますと，正直この

主催事業の実施件数とか，物だけでは中々見えにくい面があるなと。先程のお

話にあった，例えば具体的な被害が大きい地域，とかその周辺の市民センター

はどうなのかというのを見ますと，地域政策課長から説明があった復興事業に

入っています。そしてそれぞれの地域で問題意識があって対応しているだろう

と，その地域はやはりもともと防災リーダーがいる地域もあればどちらかとい

うと連合町内会，町内会単位が強い地域もあれば，あるいは社会福祉協議会と

かサロン活動高齢者が多いとか様々特徴がありますので，市民センターもそれ

ぞれに合わせて復興とかまちづくりというものに関わっているのではないかと

思います。 

実際に主催事業の件数等を基に，あるいは主な実施事例を見ただけでは，こ

の地域はどのような背景があって，そして復興・防災に対する考え方にどうア

プローチしているのかという所までは残念ながら見えていない面がある。その

地域ではどういうリーダーがいるのか，どういう戦略を基に市民センターがそ

れをアプローチしているのか，等なかなか見えにくいと感じることが今日だけ

ではなくて，いつも多いです。ですのでご質問にあったように，やはり復興の

取り組みという所をもう少しわかるような切り口，アプローチが無いのだろう

か，やはり市民センターとしてはもちろん大きな役割ではありますが，主催事

業とか館を貸すというだけではなく，同時にコーディネーター役を求められる

とか，人材育成という面で非常に期待されていると思います。それと復興のま

ちづくりというのは共通する面が非常にあるのではないか，私はこういう資料

が欲しい，というのはなかなか言えないのですが，その点が会長のご指摘には

含まれているのではないかと思いました。 

 

会長：ありがとうございました。そのあたりについて，次の会議までの間に検討し 



  6/24 

  ていただければと思います。 

  

委員：この事業のあり方の中では，地域連携がキーワードとか色々盛り込んであり

ますが，４ページ，取り組み方や留意点等の中に「人と人とのつながりを作っ

ていく上で若者を取り組んで行くメリットは大きい」という中で，６ページの

下，「子ども、若者について」の部分，「市民センターの機能を考えた時に高校

生・大学生は集まりにくいというのがあるがやはり学校に居場所を失くしてし

まった子たちが行く事が出来る場所。小さいころから承認を受ける場として市

民センターのような環境はあっていいのではないか」こうありますがこの部分，

居場所を失くしてしまったというか，居場所があって利用していると思います 

が児童館は１８歳まで利用できるのですか？そちらに居場所を求めてそこで児

童館を有効活用しているのか，その辺りの児童館と市民センターの関係という

所ですね。その横軸が大事かなと思います。市民センターだけではこの事業は

難しいと思います。地域の中でその横の連携が大切だと思いますので，その辺

りの所はどのように理解して含めていただければいいのかなと思っていたとこ

ろです。 

 

会長：はい，ありがとうございました。児童館に限らず様々な他の施設等と市民セ 

ンターがどう関わるのか，あるいは行政の様々な部署の取り組みと市民センタ

ーの事業がどう絡むのか，という事については他の箇所でも問題になっている

ことかと思います。またあとで整理したいと思います。資料の検討に入りたい

と思いますが，まず最初に少し確認しておくと，要するに今日この場で出され

たご意見を次回の会議までに取り込み，整理したものを最後の会議で検討する

ことになると思います。最後の会議は基本的にほぼ完成したものについて最後

の仕上げという事で，細かい修正が必要かどうかの検討になるのではないかと

思います。出来れば次回の会議の前に全体の組み立ては勿論，細かい論点につ

いてもこれとこれがこういう順序で，という事は次回の会議の前の段階で出揃

うようにしたいとは考えておりますが，そのためには今日の審議１回だけでは

まとまらないでしょうから，今日出てきた意見に加えて，終了後にそれぞれご

意見いただければと思います。いずれにしても何か気になる点を早めに出して

いただいて，それを次回の会議の前に委員の皆様に確認していただき，最後の

調整をする事が最後の課題になると思いますので，そういう意味で今日は気に

なる所をご指摘いただきたいと思っております。 

これからの進め方ですが，資料 1 を中心に進めていくことになるかと思いま

すが，まず全体の枠組みについては前回の会議で出たものではありますが本当

にこれでいいのかどうか，まず「はじめに」，それからローマ数字のⅠ、そして
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ⅡがあってⅢはまとめというか，この部分も「まとめ」なのか「終わりに」く

らいになるのかということ。これはまだ具体的な中身が無いので最終的にどう

なるのかはまだわかりませんが，そういう組み立て（案）の中でローマ数字の

Ⅰの中には算用数字の１，２，３とさらに分類されており，ローマ数字Ⅱの中

では算用数字の１,２その中でかなり分類されていますが，こういう組み立てで

いいのかどうか，という事もまだもう少し検討の余地があると個人的に思って

いる所でありますので，その点についてもご意見があればいただきたいと思っ

ております。ただ，初めから大きな枠組みの話をするのがいいのか，それとは

別に今日色々細かい論点が出されているので，まずそこの所についてご意見い

ただく方が考えやすいのではないかと思っています。これは事務局に前回まで

の会議で出た発言を整理していただいたものですが，やはり会議で発言してい

るとその場ではわかったようになるけれども，後でこの部分だけを取り出して

読んだ時に，やはりこれでは少し説明が不足している，わかりにくい，となっ

てしまうところもあるように思いますし，あるいは結局会議の流れで話をして

いる時にその流れの中であればこの言い方でもわかるけれども，これだけ取り

出す時はもう少し違う表現の仕方を考えなければいけないという事もあるので，

そういった点についてこれから補っていかなければいけないと，特定の委員の

発言というよりは，やはりこの議論の中で色々な考えが出たということを委員

全員で共有し，この考え方はもう少し説明が必要ではないかという事を出し合

って行きたいと思います。そういう意味では今日の２時間だけでは十分な議論

ができないと思いますが，まずは資料 1についてお気づきの点をご指摘いただ

き，足りないところはまた後で文章等で出していただくことにしたいと思いま

す。まずは細かい論点についてのご意見をいただき，その上でもっと大きな枠

組みとしてこの全体の組み立てはもっと別な表現の方が読みやすい，伝わりや

すいのではないかというご意見があれば，それもあわせて出していただきたい，

そのようなことではどうだろうかと思っています。 

まず一つ一つ細かいところを確認していき，その上で全体をどうするかとい

う流れで進めて参りたいと思いますが，「はじめに」の所は事務局が今までの資

料から抜粋したという事なのでこれは今回このテーマを選ぶにあたった経緯，

あるいはテーマの位置づけとなりますので，ここの所はあまり説明が必要無い

かと思いますが，「はじめに」の所でこういう事を書くべきではないか等があれ

ば出して頂きたいと思います。テーマの設定，審議の経過，審議を進めていく，

これも今回はまだメモの段階なのでもう少し丁寧に説明していかなければいけ

ないと思いますが，概ねこの内容で固める事についてはよろしいでしょうか。

もう他に盛り込むべき点はないか等ご意見はありますか。出にくければざっと

最初から順番に見て行き，後でまた全体を振り返るような時間を取りたいと思



  8/24 

います。 

それではローマ数字のⅠに入りまして「震災後に市民センターが取り組んで

きた事業について」この中の「１ 市民センター事業の実施状況」これは先ほ

ど出たような資料に基づいて出ています。ただ，これもそういうものだけでい

いのか，もっと違うものも目配りをしなければいけないのではないかという事

も含めて考えなければいけないかと思いますが，事業の実施状況について資料

を基に確認をすると。「２ 防災・減災・震災復興事業の実施例」については，

これは私達が行った事例調査の事例についてこれもやはり論点を出していく事

になるのでしょうか，事業名だけではあまり意味が無いようにも思いますが，

この算用数字の 1,2の辺りは基本的には事実の確認になると思いますが，このあ

たりについて何かコメントや，もう少しこういう事も盛り込むべきだという提

案があれば出していただきたいと思います。 

 

委員：少し観点はずれるかもしれませんが，「震災を踏まえた」という言葉であると 

か，あるいは「震災後」という言葉がタイトルに入っていたり，「防災・減災・

コミュニティ」という話が全部に出てくるのは当然震災後なのだからそうなの

ですが，市民センター事業を考えた時にそこだけの総括でいいのだろうか，と

いう事を思っています。 

２０１５の後半から「今後の」になってきた時，向こう３年なのか５年なの

かわかりませんが，果たしてそういう視野だけでよいのだろうか，と感じてい

ます。それというのは資料 ３なのですが，このローマ数字のⅠのうち，「1 市

民センター事業の実施回数」について，全体的には震災前とほぼ同じ水準にな

ったという事ですが，例えば細かく「家庭教育推進事業」であったり，「青少年

健全育成事業」，それから「成人学習振興事業」等については，回数ベース，あ

るいは参加者数ベースで見ていきますと，大分減っています。例えば「家庭教

育推進事業」というのは 473 から 391 に減り，参加者も大体２千弱ぐらい減っ

ています。市民センターのキャパシティを考えた場合，この減った回数分，「地

域社会教育推進事業」の回数が増えているのだと思います。この事業が 900 増

えていますので，恐らくキャパシティが限られている中で集中投下をしたとい

う事が考えられますが，例えばいわゆる日常的な部分，子どもの部分，青少年

の部分，あるいは生涯学習の部分，等を今後どういう風に進めていくのかとい

う所はどこかに入れておかないと，「防災・減災」であったり，「コミュニティ

作り」であったり，というものが大切だというのは勿論なのですが，しかしな

がらいわゆる通常業務と日常的な子ども・青少年，あるいは成人という部分の

テーマが今後どうなっていくのか。部分的には「地域社会教育推進事業」でな

されているという見方も多分できるし，あると思いますが，そちらがどうなっ
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ていくのかという所は触れないでいいのかと，課題として後半の方に子ども・

若者，等々出てきましたのでそれらについて専門的に実施している事業の事を

どこかで触れておかないといけないのではないかと思いました。以上です。 

 

会長：はい，ありがとうございました。これも震災関連の事業といった時にどこに 

どういう風に位置づけるか，先ほどの点と共通する，つながる所があると思い

ますが，その点についてはどういたしましょうか。 

 

委員：今の委員の発言をとらえるとすると，これまでの市民センター事業というの

は風を読みながら地域のニーズに応じて毎年事業を開催する形だと思うのです

が，今回のテーマを論じることによって風を読みながら実施していくという従

来の方法に加えて，我々がこういう事を事業枠として確保した方がいいという

提言をする可能性があると思うんですね，その枠組みをどこまで強く表現して

いくのかという事を少し意識した議論をした方がいいのではないかという感じ

がしました。 

 

会長：具体的な所はまた後程ですね。今の点についていかがでしょうか。防災・震 

災復興関連事業等についてという事で，①～⑨迄分類されています。⑨はその

他でしょうか。いくつかの分類に従って設けられていますが，そういうものに

対して我々の方からもっと提案のようなものをしていく，これは今の点に限ら

ずですが，僕らがこのテーマについて議論していく時に，委員全員で結論を合

わせて意見書・提言書という形にするのは限られた時間の中では難しいのでは

ないかと。そういうことで，一人ひとりの委員の意見をまとめて報告書という

形にすることになりましたが，今の点もそんなに簡単に一致するかどうかはわ

かりませんが，ただやはり委員の中でこういう事について取り組んで欲しいと

いう事があれば，この会議の中で十分な時間をかけて十分な議論を尽くして提

言することは難しいかもしれないけれども，報告書としての着地点を一人ひと

り意識していただいて，それぞれの論点を検討していただくという事であれば，

可能であるし，むしろするべきではないかと思います。あくまでも委員一人ひ

とりの意見ですが，その中で出てきた問題提起を受け止めてもらいたいという

事にしたいと思います。他に，このローマ数字のⅠの前半部分，ここは事実の

確認をすることが中心でありながらも，そもそもどのあたりの範囲を対象とす

るのかという点についても検討が必要なのではないでしょうか。今出てきた点

について事務局とも相談して，資料 3,資料 4 以外に何か別の資料があるのか，

なければそれをどんな形で報告書の中に反映していくのか，という事を次まで

の課題にしたいと思います。今の点は，これで終わりではないと思いますので，
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取り敢えず一通り全体に目を向けていきたいと思います。 

それで資料 １のローマ数字Ⅰ「３ 現在及び今後の課題等」のあたりから，

単なる事実というよりはそのあたりをどう捉えるのか，我々の議論が入って来

る訳ですが，まず 3 の①というのが事業評価の対象になっていた３つの事業の

中からどういう課題を取り出すのかについて，１行２行で抽出されていますが，

これでいいのか，もう少し別の論点も出すのかという事はまた改めて検討した

いと思います。次に 3「② 市民センターとして取り組むべき課題（公運審とし

ての認識）」とあって，このあたりがかなり前回の会議などで意見が出てきた所

です。私個人的にはこの部分がどうも座りが悪いと感じておりまして，ここを

どうするか，がまだ自分の中で整理できていないところなのですが，ここでロ

ーマ数字Ⅰの部分が締めくくられることになるので，このローマ数字Ⅰの 3 の

あたりについて，そもそも「市民センターとして取り組むべき課題（公運審と

しての認識）」というタイトルは適切なのか，あるいはその中に書いてある論点

について，一つ一つ検討でも構いませんが，何処をどうしたらよいのかという

事についてご意見お願いしたいと思います。 

 

委員：まずは 3 の①の３つの事業について，見学させていただきました。私は片平

に行きましたが，これはいい方向にという改善のための PDCA なので敢えてい

わせていただくと，これの中身でいくと課題の認識といった所がとてもファジ

ーなような気がしました。報告書の趣旨はよりよく改善していく為なのですが，

これでは通り過ぎてしまうような気がとてもしました。要は実際，市民センタ

ー主導で進められていた部分が非常にあり，市民の皆さんの思い等々がなかな

か出せなかった部分もあるのではないかとあの時とても感じたので，ここは改

善点とするのであればもう少し相手にわかりやすいように，次に繋げる一歩な

ので，通信簿的な評価ではなく，そこをもう少し頑張ればもっとよくなるとい

うような改善策をより具体的に，もう少しわかりやすく表してもらいたいと思

いました。 

市民センターとして取り組むべき課題に関しては，やはり震災後の「震災・

防災」，あの震災を経ての防災や色々な要素を含めてのコミュニティづくりはと

ても活発に取り組まれてきたことですし，一つの大きなネットワークが出来て

絆も深まったと思います。ただ，どうしても今まで行ってきたことはなかった

ことにします，や，では今までネットワークを築いて市民の中，地域の中で取

り組んできたことは一体どうなるのか，とか一つやったら次の一つではなく繋

げて考える等，この課題の中に色々な文章を書くのはいいのですが，いつもま

とめればまとめるほど今まで築いてきたものが次に活かせてないような，活か

せなくてもいいような，なんとなく結論がぼやけていて釈然としないままにあ
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りました。 

もう一つは講座なのですが，講座を開設するのは市民センターの役目，その

講座が終わったら後は市民の皆さん方で考えて下さい。といった所がどうして

も市民センター側には見え隠れするような気がします。これは一市民センター

だけではなくて，私は区の中央市民センターの姿勢にもそれを感じています。

ですので，何のための市民センターなのか，何のための事業なのか，また市民

センターのコーディネート力とはいったい何なのか，コーディネートするとは

どういう事なのか，そこはやっぱりフィードバックして返す，次に繋げていく

ような報告書になって欲しいなと思います。以上です。 

 

会長：ありがとうございます。ローマ数字のⅠの所で，私たちが震災後に市民セン 

  ターで取り組んできた事業をどの範囲のことをどう捉えていくのかという事を

説明するとすれば，算用数字の 3 の②辺りでもっと色々なことが出てこなけれ

ばいけないので，そこはもっと丁寧に説明しなければいけないと思いますし，

最初の方の事業評価のことについて算用数字の２と 3 の①で出てきている所と

いうのはこれはもう少しそれぞれ丁寧に説明をすることが必要だと思うので，

算用数字の２ではそれぞれの事業の狙い，具体的にどのような事業をされたの

か，そして 3 の①ではその結果，我々が評価した結果として見えた事の中でこ

れは大事であるという事はきちんと書き込むようにしたいと思いますので，こ

の点についてはそれぞれ事業評価を担当したグループの意見をきちんと反映す

るような形で書き直したいと思います。今日の段階ではあくまでもここにこう

いう項目が入る，という事だけになるかと思いますので，具体的な論点は改め

て検討し直したいと思います。 

今の段階では，2と 3の①の３つの事業を合わせて１ページ位ですが，もう少

し長くなってもよろしいでしょうか？あまり長くなってもしょうがないでしょ

うか？１ページ位の範囲でもう少し重要な点が入るように，この部分はこれか

ら調整をしていきたいと思います。その上で 3 の②のあたりで，先ほどお二人

の委員が仰ったような事なども含めて，我々が震災後に市民センターが取り組

んできた事業と言った時に，何処にどういう風に目を向けるのかという点が，3

の②なのか，あるいは「はじめに」でそのあたりが出てきてもいいような感じ

もしますが，まだ僕自身の中では整理出来てなくて申し訳ありません。 

ローマ数字のⅠが総論になるのでしょうか，ローマ数字Ⅱの方は具体的な取

り組みの上で論点という事で各論的な意味合いもありそうなので，その総論的

な議論をするとすれば今の形だとローマ数字Ⅰの 3 の②辺りでするようになる

かと思いますので，そこにもっと別の論点も書き込むべきではないかというご

意見があればこの場でも，あるいは終了後でもご指摘いただきたいと思います。
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今の時点で何かございましたらお願いします。 

 

委員：取り組むべき課題の所で，ややファジーだとご指摘がありましたが，6ページ

の⑥の上から４行目，市民センターの人事異動による引き継ぎの不十分さから

事業が狙い通りにいかなかった事例があると，全市民センターの問題だから全

職員で取り組んで改善したらどうか，ここの部分が，先ほど指摘された片平市

民センターへの強烈な評価の本質になると思います。ですからそこはあまり強

烈な表現だと非常に大変な事になるので，そのあたりの所を課題の方に少し持

ってきて，事業展開よりも優先すべき課題であるというように組み込んだらど

うかと思います。この問題とは，引き継ぎのあいまいさだけでなく，事業が狙

い通りにいかなかった訳です。ですからそこの所は非常に残念な評価でした。 

  私もそこに意見を出させてもらったのですが，このところを前に持ってきて

少し文言を考えながら，こういう課題は全館に共通した職員のテーマであると，

ここを改善しなきゃならない。常に 2，3年で異動しますから，また不十分な対

応が繰り返されると，これは片平だけの問題ではないですよね，その辺りを織

り込んでいただけるようにお願いできればと思っています。 

 

会長：ありがとうございます。職員は異動すると，でも地域で学習活動されている

方々はずっとそこの館で継続して活動されますので，問題は職員同士の引き継

ぎの情報をきちんと共有するというだけでは無く，職員だけで，あるいはセン

ター側だけで何かするという事ではなくて，やはりその都度住民の方々と相談

しながら一緒になって作っていく事が出来るかどうかが問われると思いますの

で，今の話は色々な所に波及することです。そういう意味ではこのローマ数字

Ⅱも①から⑧迄分けてありますが，このあたりも今のような事から考えるとも

う少し分類整理の仕方が変わってきますので，今のことは後でまた検討したい

と思います。いずれにしてもその後半に書いてあることの中にも，もっと早い

段階で総論として書くことがあるのではないかというご指摘をいただいたとい

うことで後程検討したいと思います。他にローマ数字Ⅰに関して他にございま

したらお願いします。 

 

委員：２ページの田子市民センターの評価の表現なのですが，②の田子西で会いま

しょうとか，それから算用数字の 3 の田子のところで，新旧住民におけるとい

う辺りの表現ですが，その地域背景としては震災の後，「田子西」という町内会

が新しく誕生しまして，それで田子西で会いましょうという事になりました。

この表現では新しく誕生した町内会であるという事がわかりにくいです。新町

内会が誕生して周辺の既存の町内会とのコミュニティの形成をするという意味
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合いなのです。それから 3 の新旧住民におけるコミュニティの形成についての

部分，この辺りも復興事業と関連していて，これまでの単なる新旧の住民のコ

ミュニティというのでありません。 

 

会長：ありがとうございました。この辺りの事業評価の結果をどう盛り込むのかに

ついて，委員一人ひとりからご意見いただくのがいいのか，あるいはヒアリン

グをした際の班単位で整理したものをそれぞれの事業一つに付き５,６行でその

エッセンスをどう抽出したらよいのか，可能であれば班でまとめて，個人とし

てもお気づきの点があれば出していただくようにしたいと思います。ありがと

うございます。他にローマ数字Ⅰに関して何かございますか。ではまたこれも

全体を見た上でまた戻ることにしたいと思いますので，次にローマ数字Ⅱに移

りたいと思います。今後の市民センター事業のあり方について先ほど各論とは

いいましたが，その割には色々ことが書いてある所なので，算用数字の「１ 今

後市民センターに期待する事業」として，①②そしてまとめとして③，先ほど

委員からご指摘のあったことなども，このあたりに盛り込む方法もあるのでは

ないかと思いますが，今後市民センターにこういう事業を期待したい。交流事

業，人材育成，アーカイブ事業その他。これについて何かご意見ありますでし

ょうか。 

 

委員：先ほどの委員のご意見とも関わりますが，「1 今後市民センターに期待する

事業」に入るのか，「2 事業の取り組み方、留意点等について」に入るのかわ

かりませんがモデル事業といわれるものは様々なところで行われています。そ

れに火をつける役割というか，お湯を沸かす役割といいますか，そういう事が

市民センターに期待されているという，その後のことですよね，どうなってい

くのか。保温していくとでもいいましょうか，その時に市民センターが保温す

るのか他の主体が保温するのかという所だと思います。今ここでは交流事業と

人材育成，アーカイブ事業というある種のテーマがあげられていますけれども，

むしろ事業のやり方そのものを検討するような形であってもよいのではないか

と思います。 

つまり事業の後方支援というか，企画の段階からどういう風に市民参加とい

う形にして住民参加で進めていく，そこを市民センターがバックアップする。

あるいは一旦モデル事業が終わった後にその事業の根付きの部分を住民自身の

運営に任せるのであれば，そこをどう市民センターがバックアップをしていく

か。後方支援という表現をしましたが，そういったことをもっときちんと市民

センターのテーマとして考えていく必要があるのではないでしょうか。つまり

事業，何らかの事業運営するときの付帯条件として，付帯条項としてそのこと
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を考えていく，というよりはむしろその方法というものをテーマに据えて展開

をしていく必要もあるのではないかと思いました。ですから１に置くのがいい

のか，2に置くのがいいのかというのはそういう点ですね。 

 

会長：ありがとうございました。ローマ数字Ⅰの方に盛り込むこともありえるかと

も思いますし，今のご意見は事業の展開のプロセスという意味ではローマ数字

Ⅱの 2ですね，Ⅱの 2⑥あたりになるでしょうか。これも⑥という位置づけでい

いのか，このあたりがもっと大きく出てこなくてはいけないと思いますが，要

するにローマ数字Ⅱの 1 はどういったテーマで，どういう事を大事にしながら

事業をすることがいいのかという事で出しているし，何をではなくて，むしろ

進め方の方法，取り組み方の方法をどうすればいいのかという事がもっと大事

になってくると思いますので，そういう意味では算用数字の 1と 2⑥の辺りとい

うのがもう少し１と並ぶような形でもっと大きい役割・位置づけでもいいのか

なと思いますし，後それをそのローマ数字Ⅰの方に持っていく事とも併せて，

これをどうするのか，かなり難しいことですけど，大事な点だと思います。色々

意見が出たものをどう最終的に整理するか，まずは一通り出す所からいきたい

と思います。他にローマ数字Ⅱの 1についてどうでしょうか。 

 

委員：これまでの議論の流れで一番最初に論点になった市民センターの主催事業以

外の姿との関わりを明記しないといけないのではないかという気がしてきてい

ます。特にこれまで何をやってきたかというとローマ数字Ⅰの中には貸館とし

て市民団体を応援してきた側面の例示があったり，そこで育った事業を活用し

ている事例も市民センター事業にはあります。 

例えば３日前NHKで放映された「ブラタモリ」のエンディングで活用されて

いた「オモイデピース」という写真集。あれは市民センターを拠点・活動拠点

にしながらアーカイブを作っていく事業だったのですが，結果的には七郷市民

センターの語り部講座で活用されている実態もあって，市民をどう応援してい

くと市民側の事業が育っていくのか，そこに市民センターがどのように関わり

続けるのかというパターンがおそらくこの４年間の中で出来ていると思うんで

すね。それで貸館のまま応援しましょう，というのもあると思いますし，それ

ちょっと面白いから主催事業化しましょうのようなものが，もしかしたらどこ

かにあるのかもしれない。ですが，そのパターンが実はわからないのですよ。

４年間という長い蓄積がありますので，４年の間に立ち上がった市民センター

の主催事業の一つ一つというのはなぜ立ち上がったのか，その市民側のニーズ

とは受け身のニーズだったのか，それとも実は自分たちがこういう事をやりた

いから事業化して下さい，のような声があったりとか，その種になる活動が震
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災前にあったりとか，震災後にあったりとかという事がいくつかパターンで出

てくると思うんですね。その中で一つのパターンに集約する必要は全くなくて，

こういうパターンがあります，今後震災後という表現がいいかどうかわからな

いというお話もありましたけれど今後事業を起こしていくにあたってそのパタ

ーンのいいところを活用していく。その例示をしていく事が今回のあり方の中

での役割なのではないかという感じがしております。 

 

会長：ありがとうございました。そういう意味では事業評価を実施した中でも，田

子の例ではその地域の方たちの中からこんな課題でというものが出てきて，そ

れを市民センターの事業として取り入れるとか，評価の中でも出てきているよ

うに思います。たくさんパターンがあると思いますが，それをどういう風に整

理していくかですね，そこの点についてどうしたらいいかアイディアが出てく

るとよろしいかと思いますがいかがでしょうか。 

 

委員：今の「震災を踏まえた」について考えて，ずっと考えていましたが，震災後

私たちも市民センターを利用して，一緒に歩いて一緒に歩んでいる団体として

考えると，特に思う事は，震災後特に女性が働くようになりました。国全体で

女性にもっと働け働けといっている人たちが多いので，お母さんたちも，若い

人たちもすごく仕事に従事することが多くなりました。 

それから顕著に出ているのが少子高齢化ではないかと考えます。そうすると，

こうやって子育て支援講座とか親子ふれあい教室とかそういったことが家庭教

育推進事業という事になるとやはり参加する方がお子さんとおばあちゃんとか，

おじいちゃんとか，高齢者の方々が子育て支援講座にきて，孫のためにという

ような状態がずっと続いているのが現状だと思います。それを考えたり，青少

年健全育成事業をやってくれているという事自体が私はありがたいなと，こん

な場所があるんだよと，もっと広げたらもっと子供達が利用できるのにと考え

ているくらい，こういう事をやってくださる所というのは本当に無いと思いま

す。だからもっと企画を立てて，もっと皆さんに深く伝わればいいなと考えて

います。 

先日 TVで大人が学び直しをしたりとか，学校に行き直したりとかがすごく流

行っていて，色々な所で高齢者や定年を迎えた方達が塾に行ったり，家庭教師

を呼んだりとか，そういったことをしているという事を聞いてなるほどなと，

時代の流れに色々乗って情報を得ながら進めて行かなくてはいけないのかなと

考えました。 

 

会長：震災を踏まえた事業といった時にどこからどこまでが入るのか，その資料 3,  
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 資料 4 以外にもあるのではないかという事に関わるご意見だと理解しました。

ありがとうございました。 

 

委員：先程，いくつかのパターンをどのような事例にしたらよろしいかというよう

なお話だったのですが，この時期にパターンをまとめるにしても数例しかでき

ないと思いますので，この他に別冊とか別な形で実施事例集というか，推進事

例のような，水平展開できるような事例とか，にもなると思いますので事例集

に別にまとめてパターンを紹介するのもあるのかなと思います。ここにまとめ

るのは確かに必要かもしれませんが難しいと思いますよ，たくさんあると思い

ますからね。いい提案なので事例集を活かすのがあってもいいかなと思います。

色々出ているとは思いますが，もっと深いものをお願いしたいと。 

 

会長：はい，事例集の作成というのは非常に魅力的な提案ですが，しかしこれを僕 

らの残された任期の中でそれをまとめるのは少し難しいかもしれないです。も 

しかしたらそれをするのは次の任期の方たちなのかなと思って伺っていました。 

    

委員：参考までに申し上げますが，今４年間を振り返ってずっと市民センターのこ 

  とを考えていたのですが，先程お話がありました地域から防災・減災について 

市民センターへ要望をしたことはありません。逆に市民センターの方で何かし 

なくてはいけないという事で，男性１名・女性３名ぐらいで防災・減災につい 

て事業をして，小冊子的なものを作って終わった。という状況を見ていました。 

そういう事が事実でした。 

それから中学校区の中にありますが，私の連合町内会の中に市民センターが

あって，補助避難所として様々な交流もしながら９月に防災訓練を予定してい

ますが，連合町内会が市民センターと連携しているようなことはありません。

市の方から去年まで作るようにいわれていた地域版避難時運営マニュアルにつ

いても，これは連合町内会が中心になって作っていったものですから，市民セ

ンターさんはそんなに重要な位置にはいないと思います。 

 

会長：ありがとうございます。市民センターというよりはむしろ地域の組織であっ 

たり地域活動・地域課題にどう取り組むかという事，地域課題の全部を市民セ

ンターで対応するわけでもできるわけでもないし，よりベターな解決策もある

のではないかという，前回の会議で出たものがあり，そのあたりにも絡む問題

だと思いますので、今のお話をもう少し膨らませて，３ページに盛り込めばよ

ろしいのかと思います。 
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委員：私の地区の市民センターの地下には，６千人分とも１万人分ともいわれる飲 

  料水が流れていて，確保されているのですが，他の市民センターにもそういう 

  所があると聞いていたのですが，３．１１の時には市の水道課が来てその水を 

くみ上げる機械は設置したものの，そのまま帰ってしまったものですから市民 

センターの職員が何千人と並んだ人たちを相手にフラフラになりながらくみ上 

げました。その後，私は市役所の水道課に聞いたら，実際は水道局の職員がつ 

いてくみ上げなければいけなかったけれども，あちらこちらの水道管が破れて 

市民センターの水をくみ上げるどころではなくなってしまい，破れた水道管を 

直すので精一杯でそういう体制が取れなかった，といっていました。これは他 

の市民センターにもそういう水が確保されている所はあるとお聞きしてるので 

すが，いかがでしょうか。 

 

事務局：本日は資料を持ち合わせてないので次回でよろしければ。 

 

会長：市民センターの役割に関連してということで調べていただくことにします。他 

に、ローマ数字Ⅱの１あたりについていかがでしょうか。今の段階ですとⅠの１

は比較的多くの項目があるのですが 2,3，特に 2が少ないのですが，震災の記録や

記憶を継承していくといった時に，確かに地区ごとに何かしら調べたりまとめた

りしていく事は大事で，問題はその地区ごとにまとめたものが結局それが誰にと

って有益なのかといった時に，ただ単にその地域の方たちだけではなくて，むし

ろこれは仙台の他の地域もそうですが，それ以外の地域から見ても全国的に防災

に取り組んでいる所から見て，仙台のこの地域のこの経験が役に立つという事が

あるかもしれないので，そういうアウトプット，その学びの成果をどう活用する

のか，見やすいようにしていくのかについて，他の地域でこんな取り組みがある，

という事も，もしよろしければ紹介してもらいたいと思います。 

個人的には例えば記録という事でいうと，メディアテークの中に「3.11 を忘れ

ないためにセンター」がありますので，例えばそういうものと市民センターとが

一緒になって何か取り組んでいるのかいないのか，そういう事も含めてどのよう

な将来展望があるのか，という事も伺ってみたい感じはしています。その 2 の辺

りがさびしかったのでそんなことも考えたのですが，3のその他の所も含めてⅡの

1の点について何か他にございますか。 

 

委員：私達，若林の事例について説明受けましたよね。六郷でしたでしょうか。大変 

いい事例があった。若林区は子供たちが取り組んで伝えていくとか色々な冊子を

一杯出しているような気がします。その中のパターンでもいいのでそれも少し盛

り込んでもいいのではないでしょうか。全体的に見ていい事例は少し紹介しても
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よろしいか，と織り込んでいただいたらどうでしょう。 

 

会長：去年の事業評価の対象だった子供達のチャイルドボランティアの活動ですね。

ああいう事で出たものの成果というものもあるのではないかという事ですね。 

   七郷の話ですか。今まで扱ってきたものの中で何かないかという事ですね。ま 

た，お気づきの点がございましたらご指摘いただきたいと思います。冊子をどう 

配って，それが何処でどう活かされているのかというような事も，わかる範囲で 

盛り込んでいければいいと思いました。 

 

委員：さっき，ものすごく厳しいご意見を聞いた気がしたのですが，拠点館は何をし

ている，という主旨のことを仰っていて，我々常に評価をする立場，評論家みた

いな立場に過ぎないので，アクションプランまで描いていいのかどうか非常に悩

んでしまう立場なんですね。事業評価して地区館と拠点館の連携を，という書き

方に我々が留めてしまうとそれを読む読み手にとっては，こういう事があった，

こういう評価をしている人たちがいる，で終わってしまう。というのが先ほどの

ご指摘の一部だと思います。今回アクションプランを表現するというのは時間も

短くて非常に難しいことなので，「地区館と拠点館の連携を具現化するためのアク

ションプランを生涯学習支援センターが描くように努力してほしい」と一行でま

とめてはどうかと。生涯学習支援センターの役割を我々が求めていくという事が

これ震災事業に関わることだけではないのですが，そこがうまく回っていかない

とそれぞれのセンターで勝手に解釈したもので終わってしまう。そうならないた

めの取り組みをお願いしたい。と，一行加えて頂くというのはいかがでしょうか。 

 

会長：ありがとうございました。中央市民センターから生涯学習支援センターに変わ

った時に，生涯学習について事業を実施するだけではなくて，研究的な機能を持

たせるという事であったかのように記憶していますので，今の点等もこちらで提

案していければよいと思います。これはⅡの 1 というよりはもっと別の所なのか

もしれませんので，どこでという事はまた改めて検討したいと思います。Ⅱの 1

は，例えばテーマをどうするかということのような感じもするのですが，全体の

組み立てに関わってくることかと思います。それでは「2 事業の取り組み方・留

意点等について」に移ります。①～⑧迄あります。先ほども少し出てきましたが，

事業展開とは少し違うレベルで，他のレベルと同列ではないのではないかという

気がしていますが，そういった組み立てや，あるいは書いてある事についてもう

少し説明が必要だったり，細かい論点についてのご意見でも構いませんがこの４

ページから７ページまでのかなり長い部分ですが，Ⅱの 2 についてご意見をお願

いしたいと思います。 
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委員：５ページの「④ 市民センター事業の情報発信」とありますが，これはタイト

ルを変えた方がよいと思います。市民センター事業の情報を発信するだけではな

く，地域に関する情報を提供することも含まれるのであれば，このタイトルでは

市民センター事業の情報発信限定と勘違いされてしまいそうなので，そこを少し

変えていただいたらいいかなと思います。 

 

会長：市民センター事業の PR的な参加者募集という事だけではなくて，むしろ地域の

中で起きていること，これは職員の方からの発信だけではなくて，地域の団体が

発信した情報が市民センターを通してまた別の市民に伝わっていくという情報の

媒介機能のようなものも，市民センターにはあるはずではないか，とすると確か

にタイトルを見直す事でどうにかできるのではないかと思います。地域情報の発

信等，そういうものも含むような形にするという事でよろしいでしょうか。他に

Ⅱの２について何かありますでしょうか。 

 

委員：２の②と⑤についてですが，この市民センターの事業運営懇話会とは，学校で

いえば学校評議委員会じゃないですが，懇話会という位置づけじゃなくて，次の

事業に活かしていく評議委員会のようなものになっていけばよいと思いました。

それとその事業評価についても，これも自己評価であるとか，地域の評価という

事もあるのですから，この懇話会の中にそういう観点も入れていくと第三者評価

まではいかなくても，関係者評価というか，そういうものに繋がっていくような

運営懇談会の持ち方をされれば，PDCA 等々色々なものが自分たちの中だけでは

なくて，その地域を巻き込んで反映されるのではないか，と思いましたので，②

と⑤を別々にするのではなくて，方向性としてその展望を記すのもよいのではな

いかと思いました。 

 

会長：ありがとうございました。地域懇話会としておけばいいのでしょうか，運営懇

話会のあり方については事業評価の答申をまとめた時に，公運審で評価するだけ

ではなくて，やはり館ごとに評価していただくような仕組みが大切ではないかと

いう事をまとめた記憶もあるので，そのあたりの重要性を改めてここで強調して

おくと，さらにいえばこの事業評価とかではなくて，公運審は６０館全部まとめ

て議論するという，考えてみれば非常に無謀な事をしているような感じもします

が，むしろその地域にとって市民センターがどういう存在なのか，その地域のセ

ンターの職員の方と地域の方とが一緒に市民センターについて議論するような，

公民館運営審議会というのも，もともとそういう意味では市なら市全体という事

ではなくて，館ごとにそれぞれ審議会があってよいのではないかという事が，社
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会教育法の中でも実はあることはあります。もともと，そういった事も含めてや

はり地域ごとの議論をしっかりしていく事をどう考えるかについて改めて強調し

たいと思います。ありがとうございます。 

 

委員：今の同じ所のⅡの②ですけども，市民センター事業運営懇話会は私の所は年に

一度実施しているような感じがしますが，ここの一番下から５ページにかけて運

営委員会があったらやはり違うだろうなと現実思います。ふれあい祭りの時だけ

全体で話し合いをして盛り上がっている状況で，後は市民センターは市民センタ

ー，地域は地域という事で小さくまとまっている感じです。しっかりとした運営

委員会みたいのがあって，年に何回か話し合いをして地域課題は何だろうかとき

ちんと話し合いをしていけば充実した市民センターの運営というのが出来るだろ

うなと思います。このままでは限界というか，発展が中々難しいので，運営委員

会みたいなものをしっかりと作っていく事が大事だと思います。 

 

会長：はい，やはり年に１回，２回では，報告を受けて少し意見をいって終わりです

が，きちんと意見が反映されてまたこれを一緒になって事業を作っていく，とい

う事をするためには，やはり会議の回数もある程度必要であるという事になって

いくでしょうし，あるいは議題の設け方等についてもまだまだ改善の余地がある

と思います。この資料の書き方でいえば，地区館の運営について地域住民の方た

ちにとって，市民センターの取り組みがわからない。地域ごとに会議がある中で，

例えば町内会からの方がその委員になったとすれば，町内会とその市民センター

との間で改めて繋ぎ直すことが，運営委員会，懇話会，そういった会議がまた地

域の中の色々なものを繋げるための機会になっていく。そんなことがあるかと思

いますので，そこの所を具体的に書ければいいかなと思いました。ありがとうご

ざいます。 

 

委員：Ⅱの⑤になるのか⑥になるのかですが，少し震災復興の関連事業から裾野を広

げた，どちらかというと４年を経て大分、立体的になってきている，あるいは広

がってきているような事業で，とてもいいものがあると感じることがあります。 

  例えばですが，震災復興から始まった要援護者支援の取り組みについて，高齢

者との絆づくりという事でいいのかどうかですが，高齢者の支援，見守り，日常

の要援護者支援，防災からもっと広がって，そういう事業等も市民センターで取

り組んだり，みんなで共有している事例があります。ところが，例えば資料 ４の

表で見ますと，種別に入らないものも成長して広がってきているのではないでし

ょうか。そういうものを，ここの⑤とか⑥の中では評価というか，モデル事業の

一つとしても震災がきっかけとして広がって来ている面についても留意する。さ
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らに先程委員の様々なご指摘ありましたが，継続してきているもの，定着してき

てるもの，もっと形が変わってきているもの，地域によって事情ありますからそ

ういうものについても，目に留めたり正統な評価というか我々が評価するような

視点も必要ではないかなという事を感じました。 

 

会長：他にⅡの２についてお願いします。 

 

委員：Ⅱの２の①～⑧ですね，ここはまず並列で並んでいることに少し違和感を感じ 

ます。これまでも皆さんからご意見が出ている通り，③が同じ項目の中に入っ 

ているというのが特に気になり，もしかすると他を下支えするものとして③とい 

うのは書かれるべきではないかなと感じました。市民をどう応援すると育ってい

くのかというのがやはり市民センターの職員に求められるものだと思っています

し，支援から自主に促していくようなコーディネート力とはなんだろうかという

のはそう簡単なものではないと思いますので，そこを③として簡単にコーディネ

ート力の向上が課題ではないかという風にさらっと書いてしまっている所につい

て，こう書けばいいという書き方は中々難しいのですが，例えば４ページの①の

一番下の●の所，嘱託社教主事との共同の研修等，これが具体的な解決策にはな

らないけれど具体的なアクションになってくるのではと思います。なので③番自

体をここに並列的に並べるというよりも，他を解決していく方法としてそのコー

ディネート力を高めて行く為に，市職員にどんなことを提供していくかとか，ど

んな学びの機会を作るかとか，そういったものを入れていくのがいいのではない

かと思いました。 

郡山地区の小学校のおやじの会の方とお話する機会がありまして，非常に地域

と小学校が近い地域ではあるんですけれども，土曜教育の推進という事で土曜日

の教育を地域が下支えしていこうという動きがあります。おやじの会が主体にな

って，PTA も主体になって週末に学校探検，学校に泊まる取り組みがあります。

これはそもそも何かというと防災だそうなんです。防災，子どもたちが夜学校に

泊まることで，低学年はそれを保護者に引き取ってもらう時間をどうやって短く

するかとか，子どもたち自身が地震災害にあった時にどんな環境で生活すること

になるかというそういった体験をさせる意味もあるという話も聞きました。しか

し中々郡山から他に広がっていく事がなくて，例えばそういった情報を得たので

あれば，市民センターに限らないと思いますが，そこから他の地域に伝え回ると

いうのも一つのコーディネートの機能だと思います。それを実践できるようなサ

ポートの横の接点を作ってあげるとか見学を促すとか，そういったものでもいい

と思いますが，そういったものというのは全ての職員に対応してほしいといって

も勿論無理だと思いますので，だからこそ，そういった情報を得られる，きちん
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と武器を得られるような機会を入れておくとよいのではと思いました。 

 

会長：いくつかの他の点にも書いてあったかとも思いますが，やはりそのグッドプラ

クティスというか，いい事例を地域を超えて学んで展開する事があるとよい，と

いう事を盛り込みたいと思いますし，さらにいえばⅡの２の①～⑧の組み立てを

もう少し考え直さなければいけないという事が最初から出てきているかと思いま

す。ですからローマ数字のⅡの 2 の中を，場合によっては２の後に 3 を付け加え

て整理し直すみたいなことも含めて，少しこれから検討しなければいけないよう

に伺っていて思いました。ありがとうございます。他に何かこの点についてあり

ますでしょうか。 

 

委員：大変細かいことなのですが，②，⑤の出だし，文書の書き出しが成果を急ぐべ

きではなくとか，市民センターには気軽に行けない雰囲気が若干みられるので等，

そういう否定的な事から始まってしまう事よりもやはり，なぜそういう事になっ

ているのかという事を書かないと，私たちは話し合いをしているのでわかるので

すが，全く知らない人が読むとそこだけ強調されてしまう可能性があるかもしれ

ない。 

 

会長：細かいですが大事な事だと思いますね。やはりある程度全体が出揃ってきた中 

で読む側からそれがどう理解されるのか，今のご意見は非常に大事な事かと思い

ます。やはり最初に申し上げた通り，この報告書をそのまま読むだけでは中々伝

わらない，説明を補っていかないと本当にいいたいことが伝わらない。その作業

を次回までの間に何かしら文章の形で事務局にお寄せいただくような形にして，

さらにそれを取りまとめたものを共有していくという形でやるしかないと思って

います。見てみると色々ありましたが，例えば⑦の子ども・若者だってなぜ子ど

も若者だけここで出てくるのか，大人，高齢者がなくて，なぜ子ども・若者だけ

出てくるのかみたいなことについて少し説明が必要なのかもしれません。それは

例えばやはり震災を経て，地域社会のあり方を考えていく時に確かに地域のリー

ダーの方達が頑張って今地域を作っている事実はありますが，でもその地域のあ

方をもう少し長い目で見ていく時にやはり若者・子どもがその地域の事をきちん

と知り，そして愛着を持てるようにしていく為に，長期的なビジョンでまちづく

りを考えていかなければいけないのではないか，例えばですがそういう風な何か

説明が無いとわかりにくい項目もありまして，そういったことも含めて後程ご意

見を寄せていただく事にしたいと思います。 

 

委員：今日色々具体的な議論を聞いていて思いましたが，ⅠとⅡはこれを見ていると
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横軸というか，一つは現状，震災に限らず全体として震災後の市民センター活動

がどういうものであったかというようなことについてはある程度は数値とか講座

の数で出していいと思いますが，一つが横軸の現状で，もう一つが震災後の特に

震災後に防災・震災等を対象として行われてきた特徴ある事業がどのような物で

あるか，もう一つがやっぱり、今日出てきましたが単なる主催事業だけではなく

て，住民や市民の活動を支援するものがどういうものであったかという，特に震

災後に行われてきているもの等それを横軸にしてⅠとⅡの構成が出来ると思いま

す。Ⅰは現状で，Ⅱはそれの課題，あるいは期待されるもので，今のⅢの所が少

しバラバラですが，その３つを今度縦軸で繋ぐような，こういう事業を展開する

にはどういう事が必要なのか，例えば地域との連携がより求められる，職員の質

の向上の問題がある，情報の提供は単に事業の提供だけではなくて，地域住民の

方々の持つ情報も提供であるのだ等，それから今，評価の事が出ていましたけれ

ど，そういう市民センターの事業の評価のあり方はどうしたらいいのかという事

で，Ⅲはその３つの事を貫くような形での提案が出来るのではないかとお聞きし

ていました。最後のまとめをどうするかというのがあると思いますが，そこで最

後のまとめとして先程委員のご意見でありましたが，生涯学習支援センターとし

ての中央機関と地区館との関係性をどのようにしていくのかというあたりをきち

っと検討すべきであるとか，まとめの方で持っていくのがいいのではと思いまし

た。 

 

会長：ありがとうございました。今まで少し区切りながら進めてきたので細かい論点

については色々出てきていて，足りないところはまた後程ご連絡いただくことに

しますが，お話しいただいたような全体の組み立てとして，改めて見たうえでこ

ういう事が考えられる。こういう事が大切ではないかというようなことがあれば

短い時間ですが出して頂ければと思います。ローマ数字Ⅱの部分をいじるにして

もやってみないと具体的にこことここがこうであるという事までいかないので，

これはまた次の会議までの間にやりとりをしながらご意見をいただくということ

思いますので，よろしければこの論点一応ここまでにさせていただいて，今日出

て来たもの以外で何かこんな点について気がついたことなどをどうしたらよろし

いでしょうか。事務局の方までにいつまでに出していただく事にしましょうか。 

一週間とかではきついでしょうか。 

 

事務局：8/25 に最終まとめですので，皆様方には８月の七夕くらいまでにまとめてお送

りしたいと考えております。 

 

会長：やはりそんなに余裕があるわけではなさそうですね。来週末くらいまでで大丈
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夫ですか。来週いっぱいくらいまでに細かい点，全体の構成等事務局の方に連絡

するという事でよろしいでしょうか。特に書式とかは決めなくていいですね。そ

れを踏まえて整理したものをまたそれぞれの委員の方にお送りして，それについ

てまたご意見をいただくのかあるいはそれが最後の会議の中でそれが検討なのか

その辺りをもう少しスケジュール詰めてみないとわかりませんけれども，今ご説

明したような進め方でギリギリだと思いますので，取り敢えず来週いっぱいを目

指して、各委員からご連絡するという事にしておきたいと思います。では 3 の審

議の中の（１）の議題についてはここまでにさせて頂きます。ありがとうござい

ました。次（2）その他とありますが，事務局の方から何かありますでしょうか。 

 

（2）平成２６年度事業評価報告書（案）について   

 

事務局：（２）の事業評価報告書（案）について資料 ２についてご説明させて頂きます。 

資料 2，平成２６年度の市民センター事業評価報告書と題しまして，４月に皆様 

に修正（案）という事でお送りしていて，委員から文言のご指摘ございましたの

で，その部分についてご説明いたします。７ページの一番下になります。「問題と

なった」と書いていますが，その後肯定的な文章が続いており，整合性が取れな

いというご指摘でしたので，ここはこのような形で直したいというのが一点と，

少し戻りますが４ページと５ページの表現について，４ページの指定管理の下に

アンダーラインが入っていますが，指定管理者（財団本部）という表現になって

いましたので，指定管理という表現に修正いたします。５ページ，ファシリテー

ターの進行方法にと書かれている部分については，実際は事前の打ち合わせ等の

その辺の不備とかそういう形だと思われますし，後半の方にもファシリテート関

連の記載もございますので，この３カ所を今回修正させて頂いて、（案）を御承認

いただければと思っております。それから内容に直接影響は無いのですが，ロー

マ数字Ⅲ，３ページに各事業の評価とになっていますが，市民センターの名前だ

けでしたので，ここに事業名を入れた形で微調整をするという事で以上４カ所を

修正したいと思います。 

 

会     長 

 

 

会議録署名委員 

 

 

 


