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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 27年 8月定例会） 

○ 日時 

平成 27年 8月 25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，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 佐藤，センター次長 佐藤，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 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 

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：市民センター課長 千葉，主幹 島津，係長 佐藤 

［傍聴人］ 0名 

 

○ 配布資料 

  審議資料：「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 

  資料：平成 26年度事業評価報告書 

 

○ 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：最初に議事録の署名人を毎回お願いしていますが，名簿順ですと今日は齋藤純

子委員にお願いすることなりますが，よろしいでしょうか。（齋藤純子委員了承）  

ではよろしくお願いいたします。 
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今日の議題，「震災を踏まえた今後の市民センター事業のあり方等」についてと

いう事でお手元の資料にあります通り，審議資料として，メインの部分は 1 ペー

ジから 8 ページまでの私達委員の意見をまとめているところです。附属資料とし

て，委員の名簿から始まり，私達が実施した事業評価の報告書等も含めまして様々

な資料がついております。その付属資料についても，確認する必要があると思い

ますが，まずは 1 ページから 8 ページまでの議論のまとめの所がうまくできてい

るのかどうかが最大の課題でありますので，そこを中心にご意見いただければと

思います。前回から事務局と会長，副会長の方で全体の組み立てなども含めて整

理して参りました。 

検討している中で一番難しいと思い，その後少し変えたのですが，目次をご覧

下さい。後から差し替えの目次になりましたが，「はじめに」と「おわりに」の間

にローマ数字のⅠとローマ数字Ⅱが入っております。ここの関係で前回から気に

なっていた部分を少し変えた所がありました。今までの案だとローマ数字Ⅰとロ

ーマ数字Ⅱがうまく繋がるかどうかと，Ⅰを受けてⅡになるという事への関連付

けがなかなか難しいと思ったのですが，その後，事務局と会長，副会長の検討の

中で今回のテーマについて全体としてある程度共有できる意見についてはローマ

数字Ⅰの方で基本的にはまとめてしまおうということになりました。ローマ数字

のⅡの方は形式としても箇条書きのような形になっており，委員から色々な意見

が出たということを順序，ⅠとⅡの内容の重複や順序についてあまり考えずに箇

条書きに並べて置くという事で考えると，厳密にⅠとⅡの繋がりについて考えな

くて済むのではないかと思っておりました。そういう形で変えてみましたので，

今日はこれでわかりやすくなっているかどうかご確認お願いしたいと思っており

ます。事務局から何か説明していただくべきだったでしょうか。何か補足などあ

りましたらお願いしたいと思います。 

 

事務局：資料の確認をしていませんでしたので，それも含めまして資料の構成等もご説

明いたします。本日の審議資料といたしまして，「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，案を出しております。目次の方は修正しきれて

いませんでしたので，今回別紙で差し替えの資料を一枚用意しました。そちらが

正しい目次になります。それから全体の資料は会長が仰ったとおりですが，添付

の資料について説明させていただきます。 

    （添付資料のとおりの説明なので省略） 

それから，もう一つの資料ですが，平成 26 年度市民センター事業評価報告書，

これは前回ご承認頂きましたが，関連資料も含めて１冊という事で今回添付して

おります。構成上分解しますと 3 つに分かれまして，評価報告書の本体と資料 1

の事業評価項目，資料 2 の以前にもお渡ししておりますが，添付資料として評価
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報告書の全体の構成となりますので今回フルセットで皆さんにご提供したという

事になります。資料の構成については以上になります。 

 

会長：ありがとうございました。確認ですが，目次には資料 1～資料 7まであって，そ

れが 1 つに綴じられているもので完結していますが，最後に説明がありました事

業評価報告書や，それに使ったワークシートなどについては，これは資料 8 とい

う形にはせずに，別扱いになるのでしょうか。どういう位置づけなのかご説明お

願いします。 

 

事務局：事業評価報告書とこちらの意見書とは別な形という事になります。 

 

会長：これは報告書としては入らない訳ですね。今日の議論のための参考資料として 

ですね，わかりました。ただローマ数字Ⅰ辺りに書いたことは基本的には事業評

価で議論してきたことも踏まえているので，そう意味では資料 8，資料 9 のあ

たりで入れてもいいのではないかと私は感じましたので，それについても他の委

員の方々にもご確認いただきながら，改めて検討していく必要があると思います

が，いかがでしょうか。 

それでは，本日のメインは 1 ページから 8 ページまでの具体的な意見をどうま

とめるかになりますが，そこに入る前に，全体として本文があり，様々な資料が

ありという事について，説明されたことについてご意見，ご質問などがありまし

たら本論に入る前の段階で，何かお気づきの点があれば出していただきたいと思

います。今の点はいかがでしょうか。事業評価報告書については，つけなくても

よいのではないか，という考えがあり，一方で事業評価報告書なしでその３つの

事業の検討が今の段階できちんと含まれているかを考えて，もし十分でなければ

やはり事業評価報告書を補助的な資料としてつける必要があるという考えもあり

ます。その部分まだ私自身もうまく判断できていないところがあります。委員の

皆様からいかがでしょうか。 

大きな全体の枠組みについては今ご説明いただいたという事で，報告書の中で

一番大切な部分の 1ページ～8ページの検討に入ります。その前にもう一つ私の方

から，報告書のタイトルですが，「震災を踏まえた今後の市民センター事業のあり

方等」についての「」がついていて，これをその私が最後に作業した際には「」

はなくてもよいという事で直したつもりではあったのですが，やはり「」は必要

でしょうか。中で審議経過の説明や何かの時にも「」ついてない個所もあると思

いますが，この「」の必要性について事務局の方でもし何かございましたらご説

明お願いしたいと思います。 
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事務局：この「」の中の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と

いうのを，初めの方では審議テーマに設定し，とあって表現がここでも違ってい

ますので，報告書のタイトルとして審議テーマと同じ「」の中のものを使わなく

てもそれは特に決まりはないですので，この報告書の全体を現すものであれば特

に「」つける，つけないにはこだわらずに決めてよろしいかと思います。 

 

会長：ありがとうございました。私の方からの提案としてはあまりタイトルの所に「」

とか細かいものが入らなくてもよいと思いますので，もしよろしければ「」の無

い形で原案としたいと思いますが，いかがでしょうか。では，全体のタイトルの

「」をとるという事でそれが一番シンプルなのではないかと思いますので，そう

させていただきたいと思います。 

ではそれを前提に本文の検討に移りたいと思います。本文の方は 1ページ～8ペ

ージの中の主に，「はじめに」「おわりに」に前回のものに少し付け加えたのです

が，先程も申し上げたようにローマ数字のⅠとⅡの関係を少し見直した事と，そ

の中でのローマ数字Ⅰの中の算用数字の 1.2.3ですね，そのタイトルも前回から変

えたものになっておりますので，その点も含めてお気づきのことを出していただ

きたいと思います。では，1ページ「はじめに」では，4つの段落が設けられてい

ます。これは今まで議論してきた経過についての説明と，2 段落目になりますが，

いわゆるその講座だけで見ていくのではなくて，このテーマについての市民セン

ターの役割というのは普段，地域の団体と緊密な関係を持っているかどうか，地

域の中の行事に参加したり地域の方々との関係等も含めた物が大事ではないかと

いう事を 2段落目に書いております。3段落目，4段落目はこれまでの経過ですが，

そういう意味では議論になる点は少ないかもしれません。導入の仕方としてこれ

で十分に書けているのか，あるいはもう少し別のことも付け加えるべきではない

か，この「はじめに」の部分に関して何かご意見ありましたらお願いしたいと思

います。 

 

委員：中身はいいと思いますが，2ページ目中央付近の二つ目の○の各地区中央市民セ

ンターの段落がありますが，それの第 2パラグラフの 2行目で「（23年度評価）を

実施し，それぞれ事業は」とありますが，それぞれ「の」が入るのではないかと

思います。その下，第 3 パラグラフの 2 行目の「当審議会からの意見等を踏まえ

課題等を十分に」とありますが，文章としては「意見等
・

踏まえ課題等
・

」をと「等」

が 2回出てくるので，整理した方がよいと思います。 

それから，次の「○ 地区市民センターにおいては」第一パラグラフの４行目，

「専門機関やＮＰＯ等と地域とのコーディネート」とありますが，ここがよくわ

かりませんでした。ＮＰＯ等とＮＰＯと地域とのコーディネートなのでしょう 
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か？ＮＰＯ等と協力して地域とのコーディネートを図るという意味なのか，よ 

くわからなかったというのがありました。文章としてはそこが気付いた所です

ね。 

 

会長：ありがとうございました。まず 2ページの二つ目の○のそれぞれ事業の所に 

「の」を入れるという事でよろしいですね。三つ目の段落で，「当審議会からの意 

 見等を踏まえ課題等を十分に検証する」と「等」が 2 回出てくると，紛らわし

いというか煩わしいので，厳密に書こうとすると，色々なものを含んでいると

いう書き方になりますが，論文でもないのでここの所は「等」を取って「意見

を踏まえて課題を十分に」くらいでもいいし，どちらか「等」を残すという事

でもいいのかとも思いますが，この点についていかがでしょうか。両方とも「等」

がなくてもいいですか？「当審議会からの意見を踏まえ課題を十分に検証する」

でも問題ないように思いますが。ではこれも「等」を両方とも削除として進め

たいと思います。３点目これが難しいのですが，「専門機関やＮＰＯ等と地域と

の関係をつなぐコーディネートをする」という意味なのか，やはり「専門機関

とＮＰＯ等と市民センターが協力して地域の中での色々なコーディネートをす

る」という事なのか，色々あるように思いますが，ここはあまり細かく書くと

ころではないと思うので簡潔に表現するとすればどちらがいいでしょうか。 

 

事務局：ここは日常業務という事で記載しておりますので，「ＮＰＯ等と地域とのコー

ディネートをつなぐ形」という意味合いで考えております。 

 

会長：なるほど，町内会とか地縁組織の中にＮＰＯ等が入って行けるような，とい

う意味ですか。それでしたら「地域とＮＰＯ等の間をつなぐ」という風に説明

したい感じでしょうか。それだけだと逆に狭くなってしまうような感じもしま

すね。 

 

委員：今のコーディネートについて，支援する立場としての市民センターの色合い

でまとめてしまうというのは，勿論一つの方法だと思いますが，以前の審議会

で議論になったポイントとして，何でも支援に乗り出していくのが市民センタ

ーの役割で本当にいいのだろうかと議論をした記憶があります。それである部

分は今ご指摘あったように，地域との協働，ＮＰＯとの協働という側面，全部

が支援者という上下関係の関係ではなくて，水平な関係である市民センターと

いうのが我々の期待する役どころですので，その色合いが完全に落ちた文章で

いいかどうかという議論だと思うんです。ポイントとしては全部上下の関係で

よろしいかどうかという所に尽きるのかな。 
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会長：ありがとうございました。上下と表現するのも難しいですが，要するに支援 

する・されるという関係を固定するのではなくて，市民センターもＮＰＯと一

緒になって同じ課題に取り組む，あるいは市民センターと地域の個人や組織が

一緒になって課題に取り組む。それは一方的に支援する・されるという，そう

いった側面はプロセスの中にはあるとしても，それだけで固定した関係でもな

いのではないかという事なのでは無いかと思います。そのあたりを短い表現で，

言葉でどう表現するのか良いご意見があれば出していただけるとありがたいと

思います。 

 副会長からコーディネートという言葉にこだわらないで例えば共同，コラボ

レーション，そういう言葉を使って表現する方法もあるというご指摘をいただ

きました。専門機関やＮＰＯ等と地域，それに市民センターがそこにどう絡む

のかという事が簡単ではないでしょうか。今委員からご指摘いただいた問題に

ついては，前回までの会議の中でも出てきた問題かと思うので，そういう主旨

を含むという事にして，具体的にどう表現するかはまた改めて考えるという事

でまず先に進みます。 

少し戻りまして，まず 1 ページ目の「はじめに」の所の４つ段落に限って何

かお気づきの点があれば出していただきたいと思います。先程のご意見以外に

ございませんでしょうか。「はじめに」の次のローマ数字のⅠの部分を「震災後

の取り組みの成果と課題」という表現でまとめました。その中に算用数字の１

～3があるわけですが，まずその算用数字の「1 市民センター事業の実施状況」

が 1ページ～3ページの上の部分まで書かれていますが，ここのところも議論と

いうよりは今までの事実，経過の確認になっています。ただそこはまだ言葉の

選び方，表現の仕方をどうするのか色々ある所かと思いますので，先ほど委員

にご指摘いただいたことを残しつつも，他にまだこの算用数字 1 の部分につい

て何かございましたら出して頂きたいと思います。 

 

委員：2 ページの下の方から３ページにかけてですが，「また，区役所各課「や」」，

からずっと「や」「や」「や」が多用されている。区役所各課「や」，被災支援を

行う機関「や」，ボランティア団体等との連絡調整等「や」，とずっときてまた

一番下の行も町内会長「や」，避難所運営「や」，寄稿文「や」，と「や」がやや

こしくたくさんあります。もう少し別な表現ができればいいと思います。 

 

会長：ありがとうございました。2ページの下から 3行目、最初の所については「や」

ではなくて「区役所各課、被災者支援を行う機関、ボランティア団体等、」まで

は「、」で結んでいってもよいような感じがします。そういう風に「との連絡調
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整や、」ここは残して，「にも対応している。」それから，一番下の行はどうでし

ょう，町内会長「、」なのか「・」にするのかという事もありますが，先ほどの

点についても，町内会長…「避難所運営」「・」「震災対応」ですか，いずれに

してもそこは意味が変わって来るというよりは，表現の問題かと思いますので，

このあたりもご提案，ご指摘いただいた事をもう少しわかりやすいようすると

いう事で，2ページの最後の二つの文章について改めて直したいと思います。他

にⅠの 1の部分についてございますか。 

 

委員：「1 市民センター事業の実施状況」の最初の○の所についてですが，一部の

施設に大きな被害を受けたが，41 館が避難所として被災者を受け入れた，とい

う事なんですが，何館中と入れた方が全体的な見方が出来るのかと思いました

ので，全体の内 41館と入れてもらった方がいいかなと思いました。 

 

会長：これは 60館でいいですか？当時は 59館でしたか。では 59館中 41館と入れた

いと思います。よろしいでしょうか。他にⅠの 1について、いかがでしょう。 

 

委員：2ページの一番上の行ですが，「平成 26年度も震災前の水準を下回ったままで

ある。一方，「地域社会教育推進事業」については増加し」、とありこの後にま

た「地域社会教育推進事業」と出てくるので，「防災関係が含まれる「地域社会

教育推進事業」」と言う文を上に持って行き，最初のはいらないと思います。 

 

会長：2ページの一番上について具体的にどうすればいいのかややわかりにくいので

すが，最初の「増加し」を削除するくらいでよろしいでしょうか。「一方「地域

社会教育推進事業」については特に実施回数が大幅に増加しており」，「増加し」，

の 3文字を削除するくらいでもっとわかりやすくなりますか。 

 

委員：「地域社会教育推進事業」が２回続いているのが気になります。 

 

会長：二番目の「」の中を削除して、例えばこんな感じでいかがでしょうか。「一方、

「地域社会教育推進事業」については特に実施回数が大幅に増加しており、防

災関係の課題に積極的に取り組んでいる」くらいでいかがでしょう。これも意

味がずれないように，あるいはわかりやすくなるように再度整理する事になる

かと思いますので，今は基本的にこの形のように整理したいと思います。あり

がとうございました。他にⅠの 1についていかがでしょうか。2ページ目は先ほ

ど委員にご指摘いただいたことが保留状態になっておりますので，そこも含め

てまた後程検討したいと思います。 
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「2 防災・減災・震災復興関連事業の検討」というのが 3ページから 4ペー

ジにかけて 2 ページ弱ございます。先程私の方からもちらっと申し上げました

が，私たち公運審はこれまで事業評価に取り組んできたので，その結果も踏ま

えてこの 3 つの事業にこういう意味がある，こういう課題が見えたという事を

課題とまではいかないかもしれませんが，3つの事業について，我々が検討した

事と経過を示している部分なので，ここの書き方を事業の概要としてあっさり

説明するくらいなのか，その事業の意味などについてもう少しきちんと踏み込

んで説明すべきなのか，この算用数字の 2 の 3 つのセンターの取り組みについ

てどうしたらいいかご意見あれば頂戴したいと思います。いかがでしょうか。 

 

会長：それでは 3ページの 2 の冒頭に，「3事業について，関係者のヒアリングをも

とに評価を行った」と書いてあるので，事業評価と関連があるのはわかるよう

になっていますが，その事業やそれぞれのセンターの概要がこの算用数字の 2

と，そこから見えてきた課題が算用数字の 3 になるという風に，うまく事業評

価の内容が盛り込まれていればいいのですが，その際に事業評価報告書，先程

の事務局の提案ではつけないという事でしたが，そこでこの本文でうまく書き

きれているかどうかを少し検討しなければいけないのではないかと思いました。

その点も含めてこの 2の部分いかがでしょうか。 

 

委員：2の一番最初のくだりですが，4行目の最後に概要は以下の「通り
・ ・

」である。 

  漢字です。そして 6 ページⅡの 2 行目に以下の「とおり
・ ・ ・

」である。ひらがなで

す。統一した方がよいのではないでしょうか。 

 

会長：ありがとうございました。こういう事もきちんと全体を見ないとわからない

ですね。「通り
・ ・

」と「とおり
・ ・ ・

」，「と
・

おり
・ ・

」という表現の差は好みの問題というか，

恐らく委員それぞれのお仕事の領域によって漢字やひらがなの使い分けをする

ことが有ると思いますが，ここはひらがなでよろしいでしょうか，事務局の意

見としてひらがなにするという事で統一したいと思います。 

 

委員：取り組みと課題を一緒に書くわけにはいかないのでしょうね。この２，3行で

するっと終わらせるよりも，この取り組みに対してこの課題，これが出来て，

こういう発展の方法があるという，一つの流れの方が私は見やすいような気が

します。市民センターごとにすごく大切な取り組みをしています，という事を，

それを検討して皆さんの意見をまとめるとこうなりました，と結論をまとめて

しまうと，検討した内容が薄れてしまう気がします。先ほどのお話にあったよ

うに，事業評価報告書を載せないのであれば，こんな感じでまとめた方がわか
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りやすいのではないかと考えました。 

もう一点ですが，片平市民センターの取り組み①の 1行目なのですが，「青葉

区役所まちづくり推進課の支援を受けて」という，この「支援
・ ・

を
・

受け
・ ・

」という

のがどうも少し引っ掛かります。支援というと，上下関係的な表現であり，何

かやりたいのでお願いしてさせてもらってるという印象を受けますが，そうで

はなくて，一緒に取り組んでいるという感じが強かったような気がします。片

平は特に頑張ってまちづくり推進課と一緒に取り組んでいこうとする気持ちが

あったと思います。それなので，ここに支援を「受けて」というとのは少し違

うのではないかと感じました。もう一点，次の段落ですが，「東北大学やその留

学生、マンションの居住者を巻き込んだ」という文章がありますが，この「マ

ンションの居住者」を先にした方がよいと思います。そうすると，マンション

の居住者を巻き込んでというのが主旨で，東北大学やその留学生というのはそ

の地域に住んでいる，地域に大学があるというのもあって，この片平さんにと

っては東北大学をうんと巻き込んだというよりも，住んでいる人たちとちょっ

と協力を求めたというようなレベルでしたので，先に東北大学を出さなくても

いいのではないかと思いました。 

 

会長：3点をご指摘いただきました。最後から行きますが，東北大学やその留学生の

扱いについては，確かに今ご指摘いただいたようなことかと思いますが，ただ

やはり一般の居住者と比べても大学の，特に留学生というのはすごく微妙な立

場で，一時的にしかその地域との関係を持たないという事があるが故，長く住

んでいる方とはまた違った地域との関係の難しさが書かれていると私は理解し

ています。そういう事が指摘されたという事を踏まえた上で，「これまで交流が

あまり無かった」の後，「マンションの居住者」の方を先に，その後で「東北大

学やその留学生を巻き込んだ」と順序を入れ替えてもその辺りの主旨は伝わる

のではないかと思いますので，もしよろしければその部分については入れ替え

るということで対処したいと思いますが，よろしいでしょうか。では最後の点

については順序を入れ替えするとしたいと思います。 

その前の 2 点目で，①の最初の表現ですが，支援を受けるという表現をどう

考えるか，これは先程他の委員にもご指摘いただいたこととも絡みますが，こ

こは色々な理解の仕方があると思っています。社会教育というか教育の世界で

は支援という言葉と，指導する・される事との関係を考える時に，指導という

言葉を使うと，これはそれこそ本当に上下関係というものに近くなります。知

識なり，スキルがある側とそうでは無い側の上下に近い関係が出てきます。支

援というのはもう少し柔らかいというか，むしろ対等，あるいはそれに近いよ

うな柔らかい関係という事で，指導と支援を使い分けることもありますが，そ
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ういう意味では片平のこのケースの場合，ここでいわれている支援とは恐らく

基本的な財政面での支援と区役所職員からのアドバイスなども含まれると思わ

れ，厳密には指導に分類されるのではないか，とご指摘いただいたような感じ

になりますが，それでもこのケースは支援という表現でよいのではないかと思

います。 

 

委員：今の話は平成風土記の関係なのですが，「まちづくり推進課の支援を受けて」

という部分については，最初からまちづくり推進課の支援を受けているのでは

ないでしょうか。多分これは片平市民センターの主催事業ではないと思います。

まちづくり推進課が市の施策としてそれぞれの地域にこういったものを作った

らどうですか，予算措置をします，と提案する。その窓口となってこの片平市

民センターは実施したのではないかと思います。ですから，そういう意味では

主体事業ではないような気がします。逆に支援者になったのではないでしょう

か。普通他の地域は町内会，連合町内会等々が主体となって市民センターに支

援してほしい。一緒に創って欲しい，手伝って欲しいとこういう状況がある所

はあると思います。その逆で，片平はその地域性があって，どうしても市民セ

ンターが窓口になってまとめて欲しい，となって，取り組んだのではないかと

思います。そういう支援という位置付けなのではないかと取っていますが，ど

うでしょうか。 

 

会長：事務局どうぞ。 

 

事務局：私は当時青葉区役所におりまして，直接の担当ではなかったのですが，この

平成風土記というのは連合町内会とまちづくり推進課とで補助金のような形で

お渡しして 2 年間くらいかけて作っていただくことになっていました。この時

点では館長が編集部に参加するという形で市民センターが関わっておりました。

市民センターとの関わりは平成風土記の時は限定的で，片平地区まちづくり会

が発足してそこと連携を始め，そこから事業に進めているという経緯になって

おります。 

     この支援自体は，財政的な支援プラス，作成のアドバイス等行っておりまし

たので，そういった形で記入されており，支援という言葉を使っております。 

 

会長：この点について具体的にどうすればいいのかご意見をお願いします。 

 

委員：今の議論を伺っていて違和感を感じてしまう部分は，今回の震災を踏まえた

報告書，提言の中で書かれている 3 センターの取り組みの部分はあくまでも，
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26 年度の事業評価報告書からの抜粋であるべきであって，その事業評価報告書

よりも詳細であったり，一部分だけ切り抜いて報告書よりも詳しい事を書いて

しまっているという所が違和感に繋がっていると思います。先ほどの東北大学

というフレーズに関しても，事業評価報告書ではものすごく小さな大学との連

携というニュアンスだったかと思いますし，まちづくり推進課との連携につい

ても詳細に書かれている重要なトピックでもないと，そのあたりを極端にクロ

ーズアップしている所が論点になってしまうので，どちらかというと私はそぎ

落とす方向でよいのではないかという感じを受けました。 

 

会長：ありがとうございます。そうなるとやはり先ほど 3点のご指摘があったうち 1

点目に結びついてくるのですが，要するにこの部分をどう詳細に書くのか，ど

ういう立場からこの部分を記述するのか，それからすでに提出したその事業評

価報告書との関係をどう考えるか，そういう本質的な所に繋がってくることに

なります。そぎ落とすとしても，どこを削除するとどう影響するのかが今の時

点で簡単にはわかりません。この点について他の委員からもご意見いただけれ

ばと思います。 

 

委員：今の所はそぎ落とすのではなくて，地域の歴史を平成風土記としてまとめた，

これがきっかけになって地域，町内会が，こういう連携が出来たとか，活動に

繋がっていったという風に短くしたらよいのではないでしょうか。 

 

会長：長い文章になるのを少し途中で区切ったという事で，ここは元々そんなに詳 

  しく書いてある所ではなかったと思っていましたが，事業評価報告書の中で議

論した主な点というのは，この算用数字の 2 というよりはむしろ 3 の検討を通

じて見えてきた課題の所で，それぞれの市民センター毎の課題ではなく，違う

分類ではありますが，ただ算用数字 3 の所の①②③という分類の中で事業評価

の中身が入っていればよいのではないかと思っていまして，そういう意味では 2

の所はあまりここで議論になる必要は無いと思っております。基本的には意見

の食い違いというよりは，いかに確認すべきポイントを簡潔に抑えるかという

だけのように思いますので，この部分で議論するよりは，むしろもっと先の所

で議論した方が良いのではないかと思いますがいかがでしょうか。2の部分はあ

まり大きく直すのではなくて，細かい軸の調整はこれから少しありうると思っ

ていますが，基本的にはこの点で，それから片平の件でご指摘がありましたが，

この片平の部分の構成案として概要を説明した上で課題がある，という構成に

すると，それこそ事業評価と同じになるので，やはり課題をどこに置くかにつ

いては，三つの事業それぞれに書くのではなくて，算用数字の 3 ①については
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三つの事業から言えてきた事，②については三つの事業，③は三つのセンター

の事業だけではなくて，3事業以外の事業も一般化して算用数字の 3に繋がって

行くような形でいかがかと思いますが。 

 

委員：②田子市民センターについてですが，1 行目「高砂地区には 50 の町内会で組

織する高砂連合町内会があり，高砂，田子，福室の 3 つの市民センターがこの

地域を担当している」という記述があります。何度も申し上げてきましたが，

一連合町内会の中に 3 つの市民センターがあるという所は他にありません。こ

こは管轄する地域が大きすぎて連合町内会が各町内会の面倒を見きれないので，

市民センターの立場が非常に大きい地域なんですね。ですから市民センターが

防災訓練等もできるし，他にも色々な事ができるので，他の市民センターの職

員さんからうちの方も防災訓練を中学校等みんな絡んでやりたいけれど，高砂

だけどうしてできているんだろうと，不思議に思われると困るので，高砂地区

には 50 の町内会があり，高砂連合町内会の中に 3 つの市民センターがあると，

地域にとって市民センターは非常に大きな役割を担っていると，この地域は特

別にこのことについて載せていただいた方がいいと思います。そうでないとな

んとなく非常に力のある市民センターに思えてしまう。ここはほぼ市民センタ

ーが連合町内会の役割を担っているような，そういう地域ですので，そこは一

行入れていただいて，市民センターが非常に大きな立場にいるという事を書い

ていただいた方がいいと思いました。 

 

会長：ありがとうございました。この地域は特殊な事例なので，どこの地域でも同

じように出来る訳ではないと，一般化できるものではないと思います。そうい

う意味ではそのあたりのことを明記しておくことはこれから検討したいと思い

ます。ただその一方で，他の地域の方あるいは市民センターにとって田子の事

例が全く関連がない，参考にならないかというとそうとも限らなくて，確かに

連合町内会だけでも十分に取り組みが出来て市民センターが関わる必要がない，

しかし関わる必要がなくても，そこの町内会で取り組んでいることに市民セン

ターが関わる可能性はなくはない。しかし，どこでも同じようにやればいいと

いう事ではなくて，あくまでも特殊事情であるという前提を踏まえた上で，こ

の事例を取り上げたことの意味というのは市民センター，やり方次第ではここ

までの役割も担えるという事の確認は大切な事だと思っております。 

 

委員：今のお話と関連しますが，この「2 防災・減災・震災復興関連事業の検討」

で①～③まで市民センターの取り組みとありますが，市民センターが立庁して

いる地域の特性というものを書いておかなければならないと思います。その記
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述がおそらく①②③片平，田子，七郷で同じではない。書き方の濃淡というか

濃さ薄さが同じではないんですね，少し先に行きますが，3 ①，「片平市民セ

ンターは」，「田子市民センターは」，「七郷市民センターは」，という書き出しで，

地域の特性が記述されています。地域の特性は特性として出さなければいけな

いと思います。 

   ただし，市民センターの取り組みは一般化できるものもあるので，そこの二

つをきちんと切り分けておかないと，地域の特性に引っ張られた議論になって

しまうと思います。ですから「3 検討を通じて見えてきた課題」の片平市民セ

ンターの地域性を説明するには，この記述を前に持ってこなければいけないと

思います。ただし，実はその少し先の話ですから申し訳ないですが，その事業

の目的・目標の設定にも当然地域の特性は効いてくるので，そこは二重になり

ますが，これはどういう人が読むのかという事も関わってきます。片平，田子，

七郷と聞いて我々は議論してきたからわかっていますが，一般市民が仮に読む

として，その地域のイメージが持てるのかどうなのかという所が，今の記述で

は若干不安に思います。 

 

委員：3，4，5ページのこのあたりの所は，対象事業の選定理由も事業評価報告書に

載っています。この報告書で言い切れなかったことが沢山出ています。この報

告書だけでは，とても平たく感じて本当にこれからに活かすことに繋がるかど

うか私は少し疑問に思いました。やはりこの事業報告書は別添詳細資料として

組み込むべきだと考えます。というのは，プロセスからその課題ＰＤＣＡを全

て含めて審議委員の皆さんが全員で評価したことであり，これから何に繋げて

欲しいかといえば，やはりこれからの市民センターに元気になってもらいたい

し，その市民センターがなくてはならない「おらほの市民センター」にさらに

向かってもらいたい，という思いがあってのことですので，少し厚くなるにせ

よ，これは資料として入れた方が絶対いいと思います。 

もう一つは支援という言葉の使い方で，支援は 3 年間しますが，後はそちら

で対応してくださいというような感覚がまだまだあるのではないかと思います。

支援という言葉の使い方も行政に対する使い方と，市民・地域に対する使い方

が二通りあるように思えていて，少し疑問を感じていました。 

 

会長：ありがとうございます。まず事業評価報告書，これはこの本体をまとめるに 

  あたって非常に大事な資料になると思いますので，もしよろしければこれを参

考資料の方につける事にしたいと思います。その点についていかがでしょうか。

事務局は作業が難しくなるという事は無いでしょうか，問題なければつけるこ

とにしたいと思います。どこにつけるかは後程考えます。 
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それではつけることを前提に合わせて読む事にして，先程から出ているとお

り，地域特性をどの部分にどう盛り込むのかが問題になってきます。算用数字 2

の部分は一通り事実の確認をして，そこから見えてきた課題を算用数字の 3 で

どうまとめるかという事なので，あまり 2 の部分で更に書き加えたりすること

はないと思っていますが，これはどういたしましょうか。ご指摘いただいたこ

とをどうまとめればいいのかがすぐには判断できないところですが，今の参考

資料が加わる事も含めて 2 はやはりもうあまりいじらないで，むしろ 3 に書く

べきことをきっちり書いた方がよろしいのではないかと個人的には思っていま

すが，よろしいでしょうか。 

 

委員：3 ページの一番下，「② 田子市民センターの取り組み」の下から 2 行目です

が，「従来からこれらの町内会では防災訓練に取り組んでいたが、震災の前年の

平成 22年に、市民センターでの企画講座での話し合いの中から、開催日を見直

し、中学校、中学生が」と書かれていますが，「市民センターでの市民企画講座

での話し合いの中から」として，「開催日を見直し、中学校、中学生が」の部分，

中学校は削除でよいのではないでしょうか。二つ重なっているように見えてし

まいます。 

 

会長：ありがとうございます。1点目については「市民センター主催の市民企画講座

での話し合い」としたいと思いますが，2点目は次のページにも中学生という言

葉が出ているので，中学校を削除しても差支えないでしょうか。では「開催日

を見直し、中学生が主体となる防災訓練」としたいと思いますがよろしいでし

ょうか。地区の立場から見るとそこの表現はどうしたらよいでしょうか？ 

 

委員：「② 田子市民センターの取り組み」2行目の中央あたり，「そのうち田子中 

  学校区と隣接の高砂中学校区の一部が田子市民センターの担当地区」となって

いますが，実態としては田子中学校区は田子小学校と高砂小学校の一部で構成

されております。ですから高砂中学校区の一部ではなくて，高砂小学校区の一

部が田子市民センターの担当地区で 10の町内会があるという事なのです。それ

から「開催日を見直し」の所，今現在は中学校が授業の一環で取り組んでおり

ます。 

それから 4 ページ 1，2 行目，「中学生が主体となる防災訓練に内容を変更し

ており、震災によってますます地域の結びつきが重要視され、回を重ねるごと

に多くの地域の住民が参加する合同防災訓練へと発展」という箇所ですが，こ

この「回を重ねるごと」にの中身ですが，平成 26年度は小学校もこれに参加し

ております。ですのでそこも是非入れてもらいたいと思いました。もちろん，
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地域の住民も参加しております。高砂小学校生のうち，田子中学校区に入って

いるのは一部で，大部分 7 割 8 割は高砂中学校区になりますので，高砂小学校

区生は入っていません。そこが少し課題なのですが，実態はそうなっています。

ですので，3ページ下の「高砂中学校区」は「高砂小学校区」にした方がいいの

ではないかと思うことと，26 年度からは田子小学校，小学生もこれに参加して

いると入れていただくと，実態に沿うと思います。 

 

会長：学区の問題は事実の確認なので，後程また整理していただきたいと思います。

それから小学校，小学生も参加するようになったという，その後の展開ですが，

これも先程出てきました事業評価報告書の中にすでに書かれてあるので，あま

りここの２で詳しく書かなくてもいいという考え方もあるし，あるいは大事な

事だからどうしても入れたいという事もあるかもしれませんが，事業評価報告

書も入れる事になりましたので，今の点はきちんと押さえている事にはなって

いると思います。 

後は書き方の問題という事で処理させていただきたいと思います。２の部分

は本来そんなに議論になるような論点ではないと思いますので，今ご指摘いた

だいた事実の確認，少し文言の修正をこの後進めるにさせていただきたいと思

います。 

    それでは先に進みまして，算用数字 3，4 ページ～6 ページの部分ですね，こ

この所が実は大事な論点ではないかと思っております。その一方で，十分に検

討が出来ているかというと，なかなか行き届かない面もあるという事は私が最

初に申し上げたとおりです。私自身の検討も十分ではないのですが，この 3 に

ついてとにかく大事な点はここにすべて書ききるくらいのつもりです。勿論，

ローマ数字Ⅱの部分でその他の論点も出てきますが，委員全体，審議会全体と

して一致する大事な点については，この 4 ページからの 3 で書ききるくらいの

つもりで進めたらどうかと思っておりますので，まず①②③の 3 つの分類に従

ってそれぞれうまく書けているかどうか，この２ページ弱についてご意見をお

願いしたいと思います。 

  

委員：5 ページの「② 事業プロセスに関わる課題」，これはずっと文章が続いてい

ますが，一つずつ独立させた方がいいのではないかと思います。何故かという

と，6 ページ 3 行目，「また、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」という文があります。これはどこから繋がっているのか，田子から繋

がっているのかよくわからないのですが，それがあるので片平と田子を一つ一

つ例示し，「人事異動による～」，の内容は全体に掛かっているのがわかるよう

にしたらどうでしょうか。 



  16/24 

それは後で検討して頂きたいですが，5ページに戻りますと②の片平市民セン

ターの事例では，「地域紹介ビデオ制作のおける編集作業は」とありますが，そ

こは「の」を「に」にした方がよいと思います。それから片平のことが続いて，

「残念な経過となった」とか，非常にネガティブな表現がありますが，もう少

し希望を持たせる言葉に変えたほうがいいのではないかと思います。片平市民

センターには行ったことが無いのですが，文部大臣賞を受賞されていますね。

ホームページに載っていました。ですから，希望をなくすようではあまりよく

ないのではないでしょうか。それから「田子市民センターの事例では」という

部分があります。「防災訓練への参加は高齢者や若い世代，高校生が少なかった」

と，この書き方では誰が参加したのかがわからないですよね。そして「隣接す

る学区の中学生の参加など、より多くの地域住民が参加できる工夫が必要であ

る」と区切っています。私は「田子市民センターの事例では、地域の多くの住

民参加により行われた防災訓練であったが、隣接学区の中学生や高齢者、若い

世代、高校生など幅広い年齢層の住民参加が出来る工夫が必要である」とした

らどうかと思いました。 

6ページの3行目，「また市民センターの人事異動による引き継ぎの不十分さ」

とありますが，この「また」が，田子の事を指しているのか，と勘違いしてし

まう可能性があります。「また」から次の「市民センターの」はカットでいいの

ではないでしょうか。「また市民センターの人事異動による引き継ぎ」とは，市

民センターのあり方を議論している訳ですから，要らないような気がいたしま

す。 

 

会長：ありがとうございました。細かい点で色々ご指摘いただきました。まず，「ま

た」の部分は文章の流れの問題であると思っていまして，先程も申し上げたよ

うに，この算用数字 3 の部分はそれぞれの施設のそれぞれの事業についての考

察というよりは，あくまでもそれを基にしてより一般化できるかどうかを念頭

に置いた記述になっておりますので，そういう意味では最後のその「また」の

部分も，これはどこか特定の所を指しているのではなくて，3館に限らず色々な

所に共通する課題ではないかという主旨であり，これは今までの議論の中で確

認できていると思いますので，その書き方，流れがうまく作られているかどう

か，接続詞のつけ方についてはまた最後の文言修正の作業という事で処理させ

ていただきたいと思います。 

②の 2段落目，「田子市民センターの事例では」については，ただ今委員から

ご指摘いただいた事をそのまま踏まえればよろしいのかなと思っております。

つまり参加した方はご存じの通り，非常に多くの方が参加している活発な事業

である，しかしその一方で参加者の年齢層等についてはもっと多様な参加を目
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指した方がいいのではないか，という課題も見える事。その辺りを少し文言の

修正でより明確になるように表したいと思います。6ページの一番上の段落，「ま

た」の後で「市民センターの」が無くても，市民センターについて議論してい

るので，ここは無くてもいいのではないか，「また人事異動による引き継ぎの不

十分さから狙い通りにいかなかった事例がある。このことは全市民センターに

言える問題であり」と，その後で市民センターが出てくるので，「また」の直後

の「市民センターの」は確かに意味が変わることはないと思います。よろしけ

れば今ご指摘いただいた通り，最初の「市民センターの」は少しくどいという

事であれば，削除したいと思いますが，よろしいでしょうか。他にこの算用数

字 3の部分，でお気づきの点があれば，出していただきたいと思います。 

 

委員：片平市民センターの件ですが，先ほどのお話はとてもよくわかりますが，こ

の書き方でもかなり優しく表現して，頑張って表現してくれたのが伝わってき

ます。本当だったらもっと厳しい言葉が出てきそうな場面だったと思います。 

ここはこれ以上薄くしてしまうとやはり次に活かせないのではないかという

のと，片平市民センターさん自体改善に向けて頑張っていらっしゃるので，そ

こも含めて次に繋げていくというようにするのではだめでしょうか。 

 

会長：その事業自体がどうだったかについては，それこそ別添で事業評価報告書を 

  載せることになりましたので，そこで我々がどんな印象を受けたかについては

既にそちらに記述して有ると思っています。この 5 ページの②の課題は，繰り

返しになりますが片平がどうこうという事ではなくて，これはどこの市民セン

ターでも起こりうる，実際は起こっているだろう課題がたまたま私たちが見た

所で特に見えたという事なので，1館だけの問題を議論しているのではなく，む

しろ市民が積極的であればあるほど，地域の力が強ければ強いほど，本来こう

いう問題はどこでも起こりうる問題である，その課題が見えたと，良し悪しで

はなく見えた課題に対して改めて市民センターの在り方，あるいは職員の支援

の方法，その辺りを問題提起しているので，これをどう表現するかについては

また改めて検討し直してみたいと思います。今の段階で，もう少しこういう表

現があればというご意見があれば出していただいて，なければ本日の審議終了

後，確認をしたいと思います。 

 

委員：この 3 の②で片平の流れを受けて一般論として書いているお話もありました

が，協働の在り方について検討する必要があるという結論になっている。田子

市民センターでも結論の部分では丁寧に協働作業を進めていく姿勢が大切であ

ろう，という市民センター共通の課題として，協働という部分が非常に弱いと
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いうニュアンスが繰り返し書かれています。協調という意味なのであれば，こ

の文章のままの方が現在の市民センター全体の課題を適切に捉えていると感じ

ています。 

それを受けて当初議論が保留になっていたローマ数字Ⅰの 1，専門機関ＮＰＯ

等と地域とのコーディネート，ここは事実としてコーディネートまではやって

いると，先程私が指摘したような協働という部分が通常業務の範囲を超えてい

るというのが市民センターの実態なのでしょうから，この前置きの部分では協

働という言葉にはこだわらず，実態としてはコーディネートという表現に留め

ておいて，課題としては協働がまだ不十分である。という流れで一貫していく

のがよいのではないかと感じました。 

 

会長：ありがとうございました。コーディネートというのはすでに今の取り組みの

中で進められているものだし，それが目指すべき方向性としての協働というも

のについては，まだまだ課題も残るし，これから重視していかなければいけな

いことなのであるというような形で二つの概念を使い分けていく事について，

今ご指摘いただいた通りでよろしければ進めて行きたいと思います。その線で

また改めて全体に関わる所があれば適宜修正いたします。他にこの算用数字の 3

の所についてございますか。 

 

委員：6 ページ上から 5 行目「全民センター」とありますが，「市」が抜けていると

思います。その上 4行目，「このことは全市民センターに言える問題であり、地

域からの信頼に影響を及ぼすこととなるので、共通の課題として取り組むべき

と考える」でもよいのか，あるいは「全市民センター」を抜いて「共通の課題

として 取り組むべき」と考えてもいいのか、細かいことですが。 

 

会長：6 ページの上から 4 行目，「全」というよりは全ての市民センターくらいでよ

ろしいでしょうか。このことは「全ての市民センターに言える課題であり、」で，

5行目は「全民センター」ではなくて「市民センター」ですね，チェックが甘か

ったという事で失礼しました。 

 

委員：次のⅡに入るのかなと思いましたが，Ⅱの方は個別意見が羅列されているの

で，この③の何処に入るのかと考えていましたが，事業評価を検討した際に報

告書も出てきますが，職員の量的確保と質的充実の積極的な取り組みというの

はずっと審議の中でいわれてきたことです。しかし，その文言が無いのでこれ

はどこに関わるのかと，全体に関わるので③の後の締めくくりになるかと思い

ましたが，やはり非常に重要な事ではないかと思いました。 
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会長：ありがとうございました。事業評価の報告と重なる点ではあっても，やはり

大事な事は今回のこの報告書の中にも盛り込みたいという事ですので，どこに

どう盛り込むのかが難しいという事ですが，この点についてはいかがでしょう

か。ローマ数字Ⅱに入れるとしても，適切な項目が無いのでその他あたりに入

るかもしれません。しかし，そこでは弱いでしょうか。やはり 1 の部分で盛り

込むとすれば，3の①②③のどこか，あるいはそれ以外，もしくは分類不可能で

あれば，「おわりに」のあたりで，職員の重要性というものを最後に検討して終

わる事もありえるかもしれません。しかしまだ私の中でも整理しきれていませ

んので，ご意見があればお願いしたいと思います。 

全体として，特に被災地域の復興を目指していく，あるいは震災の経験を活

かした市民センターの取り組みを進めていく時に役割が重要であるとすると，

そこに携わる職員の方々に充実していただかないとダメだと結びついてきます

ので，大事な論点をどこかで入れたいと思いますが，具体的にどこにどのよう

な形で入れるかについては，もう一つこれも保留にし，改めて後で振り返る，

もしくは会議が終わった後での作業に委ねたいと思います。他にローマ数字Ⅰ

の 3の部分ですね、ありませんでしょうか。 

 

委員：「③ 事業の評価と成果活用に関わる課題」の３行目です。後ろの方に「自立

した学習者」という文言がありますが，この「自立した学習者」というのはど

のような意味でしょうか。 

 

会長：ありがとうございました。委員各々方がそれぞれの思いで理解することはで

きるけれども，具体的に何を意味するのかという事が，確かに説明不足のよう

な感じがします。 

このところもう少しきちんと説明していく事も大切であるかと思いますが，

具体的な修正案などお気づきでしたらお願いしたいと思います。要するにこれ

も前回までの会議の中で議論が出てきたかと思いますが，それぞれの地域の中

で様々な課題に取り組む活動，その中に震災，復興などもありますが，そうい

うものと市民センターとの関わり方として，最初から最後まで全部市民センタ

ーが同じように関わり続けるのではなく，長いプロセスの中のどの時期にどう

市民センターが関わるのかと，場合によっては市民の方々が成長していくとい

つまでも市民センターが関わり続ける必要はなくて，最終的には地域だけ，市

民だけで活動できるようになるかもしれない。そういうプロセスの中で自立と

いうものを目指すのが一つのポイントであると理解はしていますが，今日もし

会議の中で思いつかなければ今の点も，③の部分は①②に比べても分量として
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は短いので，いまの辺りをもう少しきちんと書き込んでいく事も有りうるかと

思います。そういったことも含めて，審議終了後にまた検討させていただきま

すが，いかがでしょうか。ではその「自立した学習者」の辺りを少し検討し直

したいという事で，一応これも具体策については保留といたします。他に算用

数字 3の部分についていかがでしょうか。3の部分，私も事前の作業の中でもう

少しどうにかならないか，とか今ご指摘頂いた 3 の部分ももう少しきちんと書

きこんでいくべきではないかとは感じていましたが，この会議の中だけでは十

分に検討できないこともありますので，申し訳ありませんが，保留の点につい

てはまた後程の作業の中で取り組む事にいたします。 

次のローマ数字Ⅱの部分です。ここが今後の市民センター事業に関する委員

の意見という事で，「各委員からの主な意見は以下の通りである。」と記述して

有る通りなので，ここは全員一致の意見である必要はなく，色々な意見が出た

中で主なものを拾った，という事です。このⅡの点についてもご意見やあるい

はこれまでの議論を振り返って，こんなことがあったという事等がありました

らご指摘いただきたいと思います。 

 

委員：Ⅱの 7ページ，日常業務等についてのポツ（・）三つ目，「子どもたちにとっ

て学校や部活動と同じように，市民センターは育っていく過程での居場所の一

つであるが、高校を卒業するとかかわりが薄れてしまうのは残念である。高校

生や大学生が集まりやすい環境や、学校以外にも居場所を求めている子供たち

が行くことができる場所、小さいうちから承認を受ける場所が市民センターに

あってもいいのではないか。」とありますが，「高校を卒業するとかかわりが薄

れてしまうのは」という部分について，高校だけではないと思いました。「場所

の一つであるが」の次に「高校生や」とつなぐのを「卒業後も」とだけにした 

らいかがかと思いました。 

「高校を卒業すると～残念である」ここを「卒業後も」にすれば高校生や大

学生もみんな集まりやすいと全部に掛かってくると思いますが，そういう事で

その部分を表現替えしてはどうかというのと，最後のところ，市民センターに

あってもいいのではないか，あることが望ましい，期待したい，そんな感じの

表現がいいかと思います。それは感想なので直せないのかもしれませんが，た

だ「高校卒業」というだけではなく，「卒業後も」の方が全部に掛かるのではな

いでしょうか。その後に高校生，大学生が出てきますので，ご検討下さい。 

 

会長：ありがとうございます。「高校を卒業するとかかわりが薄れてしまう」のが現

状認識で，それに代わって将来的に理想としてはこういう集まりやすい環境，

居場所が大事であると言う所なので，卒業後もかかわれるようなという事を前
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の文で言うとつながりが難しくなるので，どうするかが今すぐ見えないのです

が，仰ることはわかります。 

 

委員：「高校を卒業すると」，と言う表現ですが，例えば成長するにつれてとか，そ

ういう表現に変えておくと，どこかの卒業のタイミングではなくて，いずれは

地域から出ていくというか，地域から離れる環境，通う場所が出来るという意

味になるよう，表現を変えるといいのではないかと思いました。 

 

会長：そういう事で同じようなご理解だと思いますので，表現を今の様な主旨が含

まれるように後程変えたいと思います。他にこのローマ数字Ⅱの部分について

いかがでしょうか。今までの議論を振り返ってもっとこんな点を入れておくべ

き必要があるのではないかという事があれば，ご指摘いただきたいと思います。 

 

委員：その他の所でもっと最初にいえばよかったのですが，平成２３年度に各区中

央市民センターが教育局から区役所組織に移管となりました。これとは違うか

しれませんが，これからの市民センター，区の中央市民センター含めて，区役

所組織への移管になったことでどうなったのか，状況がどうなのかとかいった

所も検討してというか，振り返る事もとても大事なのではないかというのを長

らく感じていました。その移管になった後に関わった自分たちも，そうなる前

のこととか含めての振り返りじゃないですが，それは大事かなと感じました。 

 

会長：ご指摘いただきました点は，私個人としても非常に大事な論点であると認識

していますし，事務局の方でも恐らくそういった検討が必要であるとお考えの

ようですので，それを今回のこのテーマの中でどう書けるか，確かにこれまで

事業評価にしても，そういった所までうまく踏み込んで議論出来てきたかとい

うと，少し足りなかった感じもします。しかし，それはもう次の任期の方々の

課題なのではないかと思います。どうにかその部分が一言でも書ければ書いた

方がいいというご指摘だと思いますので，課題として後の作業の中で取り込む

事にしたいと思います。可能な範囲で検討させて頂きます。他にございません

でしょうか。 

もう一つ「おわりに」がありますので，「おわりに」まで進んでその後で改め

て全体に戻って行くことにしたいと思います。8ページ最後に「おわりに」とい

う事で 3 つの段落で書いてあります。全体の総括という事で締めくくりの文章

を書いたつもりですが，分量も含めてもう少し書き込んだ方がいいのではない

かという事も含めてご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 
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委員：上から 6 行目の「市民センターの施設理念・運営方針や災害時の役割などを

より明確に示すことで、地域との間で理解を共有しておくことも大切であろう。」

とありますね。大変重要な事だと思っておりますので，実際に行動に移してほ

しいと思います。市民センターとは何か，そういったものがあったらどうか，

というのは大変重要なポイントであると思っていますので，ここに載せなくて

もこれは実践していただいたらいかがかと感じた所です。 

 

会長：今のご意見はこの部分をもっと詳しく書いた方がよいという事なのでしょう

か。具体的な修正案ではなくて，書くのは書くとして，もっときちんと実行に

移していただきたいという，切実なお願いをしておくべきだという意味に受け

止めておきたいと思います。ありがとうございます。他に「おわりに」の部分

はいかがでしょうか。なければ全体を振り返って，改めて言い残したことなど

があればⅠの 1 の部分で保留になっていたところも先程整理していただきまし

たので，後は文言の整理で基本的にはいけるのではと思いますが，もう一回振

り返って他にお気づきの点があればお願いします。 

 

委員：今回の事業評価報告書の５ページの下ですが，「・田子地域内との小学校との 

 連携事業は、「学社連携・融合」に非常に有効な策であり」とあります。学校の

立場から，こちらの事業のあり方の報告書のその他に，是非加えていただきた

いと思うのは，地域の中核となっている学校と，市民センターが連携すること

で，小中学生が地元意識を持って色々な活動に参加し，自分の地域を大事に思

う色々な活動が「学社連携」によって生まれてくる場面が今後大事になってく

るのではないかと思っております。少しずつそういう流れも出てきています。

ぜひ，今後のという所で学校との連携，学校に限らなくてもよいのですが，「学

社連携」の所を強調した 1 項目を入れて頂けると子供たちの育ちが見えるのか

なと思っておりました。 

 

会長：そういう意味では事業評価の報告書も補足資料に載せることになりましたの

で，そこの部分で確認できる事と，今回の報告書の中では 7 ページの上から二

つ目の箇条書き，その最後に「そのためにも地域の人材が集まる地域団体(学校、

ＰＴＡ、町内会、各種団体など)」とあり，今ご指摘いただいたことが入ってい

るといえば入っていますが，これだけでは弱いでしょうか。 

 

委員：ぜひ，「連携した事業」，「連携した企画」等，もっと積極的なつながりを今後

も可能な所で取り組んで行けるとさらにいいのではと思います。人材のつなが

りは結構始まっています。嘱託社教と市民センターの連携，共催事業というの
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は，それぞれの区ごとに結構工夫しながら取り組んでいます。ただ，そこに学

校そのものも直結しながら，田子のような形で取り組めると本当に色々な意味

で可能性が広がってくる，子どもたちの学習活動の場も広がる，という事も思

ったところです。人材というよりも。 

 

会長：7ページでは地域の人材が集まる地域団体の中に学校が入っていますが，もう

少し違った観点からも学校との関係を整理し直す事を，少し具体的な検討をし

てから皆様にご確認いただきたいと思います。後，他に全体を振り返っていか

がでしょうか。 

 

委員：1 ページの「はじめに」の最後の言葉，これでいいのだろうかと思いました。

最後のトーンが違うのではないかと思います。「あり方の検討に生かしていただ

けることを期待したい」とありますが，ずっと「なになにしたい」とか，結構

区切りよく来ていましたが，「ける」という，いただ「く」ことを期待したほう

がいいのではないでしょうか。 

 

会長：1ページ「はじめに」の最後の文章で，今後の「あり方の検討に生かしていた

だける
・ ・

ことを期待したい」を，「いただく
・

ことを期待したい」と，「ける」を「く」

にする方がもっとはっきりしていていいのではないかという事ですが，よろし

ければそのように直したいと思います。本文以外に資料なども含めてご確認い

ただきます。表紙があって，報告書のタイトルを「」を抜いたものにする。そ

の後に目次が来て，別紙の差し替えがあった通りで本文と連動したものになっ

ていると。 

   それから，委員の名簿や審議経過があり，その後資料 1～7まで，それに加え

て今日出たように平成 26年度市民センター事業報告書を入れる訳ですが，事業

評価の方は資料 8 でいいですか？あるいは順番が変わってもいいような感じ

もしますが，資料 7は震災復興計画なので 6と 7の間に入れるというのも一つ

の方法でしょうか。事業評価は何番目に入れたらいいかについてご意見はいか

がでしょうか。事務局の方でお考えはありますか。 

 

事務局：そうですね，別冊にして資料 1のように，資料 1- 別冊市民センター報告書

のような形にするというのもあるかもしれないですね。あるいは流れからする

と，やはり 6と 7の間。 

 

会長：しかし，別冊といっても事業評価報告書は今までも別冊で出たものですよね，

ですからやはり一緒にしたほうがすっきりするような感じはします。事務局か
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らは 6 と 7 の間でという提案がありましたが，よろしいでしょうか。では，そ

ういう事で入ることも含めて，改めて全体として何か足りない点，気になる点

ございませんでしょうか。では時間もそろそろ終わりに近づいてきましたので，

細かい文言の修正がまだいくつか課題がありました。今日出たこと以外にも何

かお気づきの点があれば事務局などに申し出ていただけると，それも踏まえて

最後の作業をして，事務局と会長・副会長である程度整理したものを，また最

終的に少なくとも 1 回はそれぞれの委員にご確認いただけるようにはするつも

りですので，それを経て，最後の報告書の完成としたいと思います。今後の手

続きについて何か事務局なり，委員の皆さんの方からございますか。よろしい

でしょうか。ありがとうございました。 

 

 

 

会     長 
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