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仙台市公民館運営審議会議事録 

（委員委嘱状交付式及び平成 27年 11月定例会） 

 

○ 日時 

平成 27年 11月 10日（火）午後 16時 00分～18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］ 

阿部侑生委員，市瀬智紀委員，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，島倉美穂委員，菅井茂委員，鈴木一彦委員，中山聖子委員， 

吉田 也委員 

［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，主幹兼企画調整係長 猪股 

宮城野区中央市民センター：センター長 松島 

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，主幹兼企画調整係長 宮城 

生涯学習部：部長 千石，課長 奥山 

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，係長 佐藤 

［傍聴人］  0名 

 

○ 配布資料 

 資料 1 ：仙台市公民館運営審議会委員名簿 

 資料 2 ：関係職員名簿 

 資料 3 ：仙台市公民館運営審議会 日程表（案） 

 資料 4 ：仙台市市民センターの概要について 

 資料 5 ：仙台市公民館運営審議会の概要 

 資料 6 ：仙台市市民センターの施設理念と運営方針（平成 26年 4月改定） 

 資料 7 ：「市民センターを拠点とした新しいまちづくりの提案－仙台プラン－」（平成 22年 8月） 

 資料 8 ：「仙台市民センター事業の評価のあり方について（答申）」（平成 25年 5月） 

 資料 9 ：「「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」の見直しに関する意見について」 

（平成 25年 10月） 

  資料 10：教育基本法（抜粋） 

  資料 11：社会教育法（抜粋） 

  資料 12：仙台市民センター条例・施行規則（抜粋） 
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  資料 13：附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱 

 震災を踏まえた今後の市民センターのあり方等について 

 各区中央市民センターの区役所への移管にかかる事業検証報告書（案） 

 平成 26年度 仙台市市民センター事業概要 

 平成 27年度 市民センター事業ガイド（募集講座案内）11月号 

 

○ 委嘱状交付式 

 （教育長より各委員に委嘱状等を交付（生涯学習部長代理）） 

 （教育長あいさつ（生涯学習部長代読）） 

 （委員自己紹介） 

  

○ 協 議 

（1）会長・副会長選出 

事務局：（1）会長、副会長の選出ですが，市民センター条例施行規則第 9 条により、委員の皆様の

互選による事になっております。どなたかご推薦はありませんでしょうか。 

 

委員：公運審の経験等を踏まえまして佐藤直由委員を会長に、副会長に齋藤純子委員を推薦させ

ていただきます。 

 

事務局：ありがとうございます。只今，会長に佐藤直由委員，副会長に齋藤純子委員という声があ

りましたが，いかがでしょうか。 

（拍手） 

皆様の御賛同をいただきましたので会長に佐藤直由委員，副会長に齋藤純子委員という事

で決定したいと存じます。 

それでは，会長，副会長に一言ご挨拶を頂戴したいと存じます。 

 

      （会長あいさつ） 

      （副会長あいさつ） 

 

（2）会議の公開・非公開について 

会長：会議の公開非公開について，説明を事務局からお願いします。 

 

事務局：（資料 13により説明）  

会長：資料 13 の第 4 条にありますように，この審議会につきましては公開を原則としておりま

すので，公開をしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

   （承認） 

 

（3）議事録及び署名人について 

会長：議事録及び署名人について，事務局より説明をお願いいたします。 

事務局：（資料 13により説明） 
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会長：議事録の作成について説明がありました。議事録は事務局が作成し，会長と名簿順に委員

1名の計 2名で確認した上で署名する形になります。欠席の場合は次の方になります。それ

でよろしいでしょうか。 

   （承認） 

今日の審議会の署名人は名簿順ですので阿部委員，お願いします。（阿部委員了承） 

 

（4）公民館運営審議会定例会の日程について 

   事務局：（資料 3により説明） 

会長：資料 3の案で設定しておくという事でよろしいでしょうか。 

  （特に意見なし） 

では審議会日程に付きましては、事務局から提案のあった通り二月に一回の原則で木曜

日を開催曜日として予定するという事で行きたいと思います。 

 

○ 報 告 

（1）審議会の運営について 

事務局：事務局から報告いたします。 

      （資料 4により説明） 

 

会長：大きな流れとしては，特に平成 2年に市民センター条例が施行されて，その前の公民館条

例から大きく変わったのと，平成 19 年に公民館運営審議会で施設理念と運営方針について

審議して答申を行い，それが策定されたのが 20年。23年に教育局から各区中央市民センタ

ーが各区役所，区民部の公所に組織変更になりました。25年には事業評価を初めて行う事に

なりました。さらに平成 26 年に中央市民センターの名称が生涯学習支援センターに変更に

なり，施設理念と運営方針の一部改定をしたというのが大きな流れになっております。その

間，指定管理者制度の導入があり，現在（公財）ひと・まち交流財団が 60 館の指定管理を

行っている，という事で 2 ページにその組織図が出ています。それから事業体系としては 3

ページの 7つ大きな区分になっています。特に 4ページにあるように，各館 9種類の講座開

設を必須として求められています。その説明がありました。5 ページには平成 2 年に市民セ

ンター条例が施行された年と昨年，平成２６年時の生涯学習事業の変化を比較検討するとい

う事で紹介されました。簡明に説明されていると思いますが，今の市民センターの概要につ

いて委員の方から何かご質問等ございませんか。この審議会を行っていくうちに，何回も見

直していかなくてはいけないと思いますので，またその折にご意見いただければと思います。 

 

会長：次は公民館運営審議会の概要ですね，よろしくお願いします。 

 

事務局：（資料 5により説明）  

 

会長：資料 5に基づき，この公民館運営審議会が何を審議しているのかの説明がありました。こ

この役割という所にある通りです。これまで行ってきた審議の内容が説明されましたが，事

業評価が入ったことで結構大変になったと思います。始めたばかりはタイトでしたが，3回目
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ともなると少し慣れてきたこともありますが，新しい委員の先生方は最初の年は結構大変か

と思います。センターにおける各種の事業についての評価を行う事が必ず入って来ることに

なります。それから審議として，諮問を受けて行う事にもなるかと思います。これから徐々

に一月から具体的に事業評価の進め方と審議会の進め方に進んでいくと思いますので，私の

方からもよろしくお願いしたいと思います。 

 

委員：公運審の体制について，特に事業評価の負荷が大きいという共通認識が形成されている中

で，前期の 15 名体制から委員が 14 名に減っています。例えば委員会の成立の過半数の人数

が 8 名で変わらないという所では問題はないかと思いますが，委員の負荷等々の問題もあり

ますので基本的な考え方だけご説明いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

会長：事務局お願いします。 

 

事務局：人数が変わったことに対することについてでしょうか。当初 15名体制という事で公募委員

を 2名枠としていましたが，今回 1名になりましたので，結果的に 14名という事になりまし

た。応募して下さった方が 2 名と少ない人数だったものですから，事務局で面接等を行い，

適任の方 1名を選ばせていただきました。今後の運営については，1名減となりましたが，基

本的に審議の部分と評価の部分は継続して行きたいと思っています。しかし，評価の部分の

進め方，例えば年度毎に行うのか，任期中を一つのスパンとして行うのか等，色々改善すべ

き点はあるとは思っておりまして，それについては会長，副会長ともご相談の上，次回の 1

月の時に審議テーマとそれから評価の進め方を改めてまた委員の皆様にお諮りして進めてい

きたいと考えております。 

 

会長：こういったことでよろしいでしょうか。 

 

委員：はい。 

 

会長：1名減になったのは大きな問題だと思われるかもしれませんが，事情を説明していただきま

した。ありがとうございます。それから今の件に付いて資料 6～9については是非ご一読いた

だきたいという事でお願いしたいと思っております。いわゆる振り返ることは必ず出てきま

すので，どうかよろしくお願いします。では、報告事項の 2番目に入ります。「各区中央市民

センターの区役所移管にかかる事業の検証について」と言う事で出ております。これも事務

局で説明お願いします。 

 

（2）審議会の運営について 

 

事務局：（各区中央市民センターの区役所への移管にかかる事業検証報告書（案）により説明） 

 

委員：以前もこの資料の 7 ページについて，ご質問差し上げた事があるかもしれません。その時

とは少し違った観点になりますが，下の方の文章に震災前の水準に戻ってきている，近くな
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ってきているという評価がありますが，その震災前というのはいつを指しているのかという

ことです。常識的に考えれば平成 22 年度ですが，この表は 20 年度から続いています。講座

数と講座実施回数を見ますと 20 年度，21 年度。そして 21 年度から 22 年度までの間にかな

り減っています。人数についても 20年度から 21年度にかなり減っていますが，22年度にま

た上がっています。23 年度からは震災の影響だと思いますが，そうすると講座数と講座実施

回数が，20 年度から 22 年度まで減少している理由は何かという事になります。震災前の水

準というのを 22 年度とするのであれば，ここに戻ってきていると見れますが，20 年度を基

準とすると，まだまだ戻っているとはいえないのではないでしょうか。この 20年度 21年度，

22 年度の間の減少というのはどのような原因で起きているものなのか教えていただければと

思います。 

 

事務局：20 年度の講座数，回数は多いです。仙台市からの要求水準でお願いしている講座数は変わ

ってはいないのですが，指定管理者の方で努力をしていただいて，各地区館で行う講座数の

設定を高めにしていた事がありました。その事が影響していると思います。それから利用者

人数につきましては，平成 22年度以降の利用者には市民センターまつりの参加者分を含めて

いないことになっていますが，21 年度が少ない。人数のカウントについてまつり参加者の人

数を講座参加者数に入れないとした事等がそこの変化要因になっているかもしれません。 

 

生涯学習部長： 

確か 21年度はサーズ（流行性感染症）が蔓延する危険があったという事でこういう講座の

参加を控えた方がいらっしゃった，という事があったようです。 

 

会長：よろしいでしょうか。講座の数え方や，その年々の色々な環境の問題等，全て常に同じ環

境で来ているわけではないという説明と，それからひと・まち交流財団への管理者への事業

の要求水準の問題，色々絡んでいるという事でした。確かに委員がおっしゃるように前の方

が多いという感じにこの数字上はなっていますが，そういう色々な事情が関わっているとい

う事でした。よろしいでしょうか。この資料は社会教育委員には渡っているでしょうか。 

 

事務局：今日お渡ししたのが初めてでございます。来週の社会教育委員の会議でご説明いたしまし

て，最終的に教育委員会で報告をいたします。 

 

会長：わかりました。そちらの方でもまた何か疑問等出るかと思いますので，よろしくお願いし

たいと思います。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。報告事項は以上の

2点で終了です。 

 

会長：その他報告事項はございますか。なければ以上を持ちまして，公民館運営審議会の協議事

項，それから報告事項を全て終了いたします。 
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会     長 

 

 

会議録署名委員 

 

 

 


