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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 28年 1月定例会） 

○ 日時 

平成 28年 1月 28日（木）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］ 

佐藤直由会長，齋藤純子副会長，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，島倉美穂委員，鈴木一彦委員，菅井茂委員， 

渡辺博委員 

［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，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，主幹兼企画調整係長 宮城 

  生涯学習部：部長 千石 

（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 

 資料 1：委員名簿 

 資料 2：日程表（案） 

 資料 3：今期の仙台市市民センター事業の評価について（案） 

 資料 4：地区館・区拠点館事業の評価項目 

 資料 5：平成 25年度仙台市市民センター事業評価報告書 平成 26年 7月 

 資料 6：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 平成 28年 1月 

  参考資料①：「学校と社会教育施設との連携について（提言） 平成 27年 10月（委員のみ配布） 

  参考資料②：「教育の振興に関する施策の大綱」 平成 27年 12月 

 

○ 審議 

（1）今期の審議の進め方について 

   

会長：議事録署名人は名簿の順で本日は市瀬委員にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

ではよろしくお願いいたします。 

（市瀬委員了承） 
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事務局：（資料 2の説明）   

    この日程案でよろしいかどうか確認をお願いいたします。 

 

会長：資料 2のとおり，27年度中は本日と 3月 24日，28年度は 6回，29年度は 3回とあり，任

期中は 6 回ずつ，基本的には奇数月木曜日の午前中，10 時から 12 時ということで設定したい

という事になります。 

    この日程案についてご意見等ありますでしょうか。 

    （特に意見なし） 

    こちらはあくまで基本案ですので，支障が生じた場合は事務局の方で調整を計っていただき

ます。 

 

事務局：続きまして同じく審議の進め方に進みます。 

      （資料 3の説明） 

     前期のスケジュールとほぼ沿った形となりますが，今回は事務局からのご提案といたしまして， 

  前期は任期中ヒアリングを含めて 2回事業評価を行いましたが，今期の事業評価報告書は来年の

3月までに 1回まとめていただければという考えでスケジュールをお示ししました。 

  この案についてご審議お願いいたします。   

 

会長：今期の審議の進め方について, 審議会の日程は資料 2 の案の通りでご承認いただきましたが，

今年度のスケジュールについて資料 3裏面の今期のスケジュール案で事務局から説明がありまし

た。今期は事業評価がメインになりますが，その評価事業に伴う様々な諸問題についてこの審議

会で審議を行うという事で，審議と事業評価を分けて表が作成されています。前回から委員を継

続されている方は事業評価の手順については経験でご存じかとは思いますが，新任の委員の方は

今回が初めてになるかと思います。 

本日は表中一番上段の 28 日です。このおよそのスケジュール案によると事業評価をどのよう

に進めていくかという事について，大体今日，次回辺りで決定する事になります。3 月の審議会

で評価事業の対象事業と，どのような方法で評価を行うかという事を決定し，5 月から具体的な

評価作業に入っていきます。実際どういった事業を対象にするかについては，これからの議論で

ありますが，事業が決まった段階で，5 月，6 月，7 月，8 月の間に視察・ヒアリング等を行い，

来年の 3月に評価報告書の作成を行う。その間，この審議会では評価事業を巡る問題検討につい

て審議も併せて進めていく事になります。 

このスケジュール案について，中身についてはこの後に審議を行いますが，進め方等について

不明なことや質問等ございますか。大体審議会のスケジュール通りに進みますのでよろしくお願

いしたいと思います。それでは，進め方，スケジュール案については一応この案で進めるという

事で承認したいと思います。  

 

（2）今期の仙台市市民センター事業の評価について 

 

会長：では次に今期の事業評価という事で，前期の評価について事務局から説明をお願いいたしま 
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す。委員の先生方にご理解いただいて今期の評価に入っていきたいと思いますので，よろしく

お願いいたします。  

 

事務局：（資料 5，前回配布資料 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中の

平成 26年度仙台市市民センター事業評価報告書の説明） 

    

会長：資料が２つに分かれているので，少しわかりにくいかと思います。今日添付されている資料 5

というのが，25年度に行った事業評価報告書になります。それから，前回，「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」という資料が配布されましたが，その中の 39ペー

ジからが，平成 26 年度仙台市市民センター事業評価報告書です。今日配られたのが 25 年度，

前回配られたのが 26年度の事業評価報告書になります。審議会としてはこの 2回の事業評価を

行って報告書を作成したという事になります。25 年度が初年度だったのですが，急ぎのスケジ

ュールの中でたくさん議論して，方向性を決めるのにも結構時間がかかりましたが，それで行

ったのが 25年度の評価になります。その時の委員の先生方も多分，大分議論されたことは記憶

にあるかと思います。その 25 年度の経験を踏まえて行ったのが 26 年度の事業評価報告書にな

ります。どの事業を設定するかについては，25 年度と 26 年度では少し違っていますので，中

身についてはこの報告書を読んでいただければわかるかと思います。どういう事業の評価を行

うかについては，「仙台市市民センター事業の評価のあり方について」という事で，この審議会

で答申されたものがありまして，それを踏まえて行っています。この事業評価を行う上でこの

報告書を二つ読んで頂けると，どういう風にしてきているかは大体おわかりになるかと思いま

す。事業選定した上で，その事業に対して報告を受けつつヒアリング，視察を行っています。

これは経験された委員の先生方でもよろしいですが，事業評価を行ってきた事で，言っておき

たい等何かありましたらどうぞ。経験上こういう事がありました，という事がありましたらど

うぞ。 

 

副会長：自分達がすごくこだわったのは通信簿ではないという事です。学校の評価もそうですが，こ

こをこうしたらもっとよりよくなるのではないかとか，もっとこうしたら市民センターは元気

になるんじゃないかとか，次のステップに向けてのエールですよね。そういうイメージでやっ

てきたし，そこはこだわって議論してきたところだと思います。行政評価とは違うので，より

よくといったところで市民にとっても，市民センターにとっても，アップできるようなイメー

ジで，やってきた印象です。 

 

会長：一番最初の評価の時にも点検評価という，企業でも教育機関でも，行政でもどこでもやって

いる評価がありますが，自己評価と他者評価，あるいは第三者評価というような事で評価をさ

れるのはいいけれども，まさに○×をつけるのではなくて，次へのステップになる為の評価を

きちっとするという考え方でやらないと，この事業はよかったとか，取り組みが悪かったとか

いう話ではこれでは評価にならないと，その点だけはきちっと話し合いをして，進めてきたと

いう経緯があります。 

 

委員：今，副会長も仰っていたように，私達が評価した時に大変色々な発見があり，特に評価した
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相手というか，対象が子供であったり，震災を踏まえたという事があったので今後どうやって

持って行ったらいいのかと言う事を，強く考えていたんだなという風に感じました。ただ，私

も 2 年間やってみて今後どうしていくというのが本当に大事な事ではないかと思いますので，

これで終わりではなくて，これがどうなっていったかという所まで，見ていくべきではないか

と考えます。今後，色々なことを考えていく上でやはり震災から５年経つという事も有るので，

今後そういったものも踏まえて考えていければいいのかなと考えます。 

 

会長：25 年度は何を評価するのかというところで，先ほど申し上げたようにずいぶん難儀しました

ので，それを踏まえて 26年度はある程度，共通した意識を持ってグループに分かれて視察，ヒ

アリング等を行う事が出来たかと思います。一応この審議会で行う事業評価としては実質的に

は 3 回目になりますがこれである程度評価の仕方というのも大体決まって来るのではないかと

考えておりました。前回渡されたこのファイルの資料の資料 8というのが，「仙台市市民センタ

ー事業の評価のあり方について」で，この審議会が25年度５月に出した答申になっております。

事業評価をどうしていくかというのはこの答申に基づいて行ってきているということになりま

す。ですからこの答申では当面はこうしていくという事で書かれていますので，これに従って

今年度も行ってみて，事業評価のあり方等を少し，審議の中で検討していければいいのではな

いかと思っております。前期の 25 年度・26 年度について，かい摘んだ概要的な話でしたが何

かございますか。 

 

委員：評価のあり方について今，議論しているという様に認識をしておりますが，副会長から基本的 

   なこのようなことで運営してきた，というお話を伺って大変参考になりました。私は基本的にそ

れでよいのだろうと思いますが，○×をつける評価ではないという事について少し意見がござい

ます。お互いに励まし合って，お互いに肩を叩きあってよかった，また頑張ろう，こういう事だ

ろうという風に思いますが，やはり評価というのは厳しい事があって初めて改善される，気づき

も出てくるのだろうと思います。特に議会の立場からの視点をこの委員会で大事にしていきたい

と思っておりますが，PDCA と専らいわれております。「それはよかった，肩を叩きあってもっ

とよく頑張ろう」では済まないもっと厳しいところも実は PDCAにはあると思っております。仙

台全体はそういう動きで行政も政治も動いております。そういう視点から申し上げると，公民館

運営のこの基本も「おかしいのはおかしい」とか，「ここはダメだった」とかこういう意見が出

て，それは相手を否定することではありませんし，事業を否定することでもございません。励ま

すことが基本で，初めてそういう厳しい意見も生きてくるという事があると私は思いますが，会

長のこのあたりについての運営の基本的な考え方を聞かせていただきたいと思います。 

 

会長：委員が仰ったことは正にその通りです。先程○×をつけるのではないと話しましたが，それは

今の委員の発言の通りです。今年度，26年度もそうですが，こういうところは評価できるけれど

もこういったところは改善すべき点である，これからのステップアップを目指すとしたらこの点

は改善すべきであるという事もみな提言，提案として書いてあります。審議会の中で色々な事業

について，あれはまずいのではないかとか，あのやり方は無いとか，そういう厳しい意見も出さ

れております。それも踏まえて改善が必要か，という事がこの報告書の中にも評価の項目として

出ておりますので，確かに「よかった，よかった。うまくいった。皆さんがんばりました。」だ
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けでは評価にならないのでその点はこれまでの報告書の中でもきちっと改善として話し合いも

しておりますし，そのためにどうしたらよいかと提案もしておりますので，それも踏まえて行い

たいと思っております。 

 

会長：25 年度，26 年度の事業評価でも出てきた改善点等についても，実際それもどうフィードバッ

クされて改善に向かっているのか，向かっていないのか検証していかなければいけないという事

がありまして，特に地区の懇談会等，そういったものが本当に機能しているのかどうか，そうい

ったことも今までの事業評価報告書の中でも指摘されていますし，また求めて行きたいと思って

おりますので，どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

     では今期のその事業評価について資料 3に戻りますが，事業評価をどのようにしていくか，方 

法について事務局の方から説明お願いしたいと思います。 

 

事務局：（資料 3，資料 4の説明） 

 

 会長：資料 3，それから資料 4，資料 4の方は「市民センターの施設理念と運営方針」の中にありま 

   す地区館の基本的な役割という所で，その地区館の役割がどのようになっているかという事で 

   資料に出ています。資料 3の方ですが，評価の基本的な方針というのは，先程も申し上げまし 

   たが，ファイルの 8番目の資料，「仙台市市民センター事業の評価のあり方について」という一 

   つの答申。この審議会で出しましたが，これに基づいて行うという事になっております。一度 

   目を通していただければと思いますが，この評価のあり方についての答申の 4ページの「本審 

   議会が実施する外部評価」の「基本的な考え方」，それから「検討事項」になりますが，そこで 

   具体化して行っていくという事になっています。その後の 7ページの下りから「参考」で「評 

   価の実施にあたって検討すべき事項」という所に「対象事業の選定」，「選定の基準」，それから 

   8ページ「評価の視点」，9ページ「評価の方法と流れ」，これに従って 25年度，26年度も行っ 

   てきています。大きくはこの答申に従って行っています。他に「市民センターの施設理念と運 

   営方針」という資料がありますが，ここに掲げた役割機能のうち，全てを行う事は時間的にも 

   量的にも無理なところがありますので，ある特定の機能に焦点をあてて評価をするという事で， 

25年度，26年度は行いました。 

    今回もこの評価の基本的な方針を踏まえて行うというのが 1番目ですね。2番目については評 

   価の対象事業をどうするかというところになります。26年度も「震災を踏まえた市民センター 

事業」というテーマもあって，事業もあります。今回の（案）としては同じように震災を踏ま

えた，その震災を踏まえたというところで特徴を持つ市民センター事業を対象とするか，それ

から 2 番目としては事業区分や必須講座の中から選定する。資料 4 の方に各地区館の事業評価

項目がありますが，前回配布した資料 4 の 3 ページに市民センターの事業体系，事業区分とい

うのが「家庭教育推進事業」から「学習情報提供・学習相談事業」までの 7 つの事業体系があ

ります。 

さらに 4 ページに進みますと必須講座があります。この必須講座は 9 つあります。これは必

ず各地区館で行う事になっておりまして，その中から選定をするのが 2 番目の案になっており

ます。 

    今回の提案としてはこの事業区分の中から選ぶ方式もとることができるので，こちらでもよ 
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   いのではないかと考えております。3番目が評価の方法ですね。これは先程の審議会の答申の最 

   後の方に出ておりますが，まず実態把握をする事と，その事業を企画実施している地区館の職 

   員からの色々な説明等，その事業を展開するにあたっての前年度までの評価等・成果等を踏ま 

   えた展開がどうなっているか等，そういったことのヒアリングを行うと同時に事業に係わる資 

   料を提示してもらう事になります。それから 2番目に実際に行っている事業を視察し，事業終 

   了後にヒアリングを行う，視察・実施を行う事になります。それから何を評価するのかという 

   所では，評価のテーマ，評価の視点というのを事前に作成しておりまして，その評価の視点を 

   入れ込んだ評価シートがあります。それに実際の事業の視察・ヒアリング等を通して得られた 

   評価を記入して作成する，それらを今度は審議会で報告して話し合いを行い，どういうところ 

が評価できる点なのか，どういうところに改善が求められるのか，事業実施企画システムとし

てどういったところに問題点があるのかとか，そういったことを審議の中で話し合いをして，

最終的に報告書としてまとめるのが大まかな評価の方法になります。4番目が評価のフィードバ

ックという事で，こちらもそうした評価報告結果を全ての市民センターに周知して，さらに来

年度の市民センター事業の企画・立案・事業実施，再来年度になりますか，参考にしていただ

くと同時に，どういったところを改善等に持って行ったのか，対応をした検討結果も提示して

頂くというのが最後の評価のフィードバック等になることになります。大きな流れとしてはこ

の 1・2・3・4を踏まえて行う事になります。少し説明が不足しているかと思いますが，この事

業評価のあり方の答申と，仙台市市民センターの概要の資料 2に目を通していただけると 1と 2

のところがもう少し具体的におわかりになるかと思います。 

   前回配布された 26 年度の事業評価報告書，51 ページに出ているのが事業評価シートになり

ます。対象事業に対してどういう視点で評価していくかという事で評価のテーマ，評価の視点，

評価の視点の中で事業目的目標の設定，事業プロセス事業成果，それ以外の項目という事で書

かれていますが，これが実際の評価シートになります。ですからこの評価の視点に合わせて各

事業，今回選択した事業について，資料の検討，視察・ヒアリングの検討をし，ここに評価を

記入していただき，それを踏まえてこの審議会で話し合いをしていくというのが具体的な方法

になります。実際にやってみないとよくわからない事もありますが，今期の事業評価について

という事で基本方針は答申で行っておりますので，それに基づいて行います。一番の議論は評

価の対象事業をどうするかが，今期で検討しなければならないという事になりますけども，こ

れについて何かご意見等ございますでしょうか。 

 

委員：評価の方法と，評価のフィードバックについてはこれでよいのではないかという風にお聞き

いたしました。評価の対象事業についてでございますが，案①の大震災を踏まえた云々，これ

は大事だと思いますが，仙台市も新しい 5年計画を 3月 31日で終えます。引き続き取り組んで

行きますが，新しい時代に入って参りましたので，それも意識しながら選ぶ事も必要かなと思

う立場です。と言う事で②に関心が有る訳ですが，ここに(例)として住民参画型の市民センター

事業についてという例示がございます。これは事務局からの例示だと思いますが，このあたり

について少し説明をお聞かせいただいた上で意見を申し上げたいと思います。会長お取り計ら

いお願いいたします。 

 

会長：確かにここに案として，事業区分，必須講座の中から選定という事で例として「住民参画型
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の市民センター事業」と出ていますが，どのような事業があり，その中の住民参画型事業はど

れかという事について事務局の方から説明いただければと思います。 

 

事務局：事務局で例に出させていただきましたのは，必須講座 9 区分の中から 3 番目の区分を少し意

識して提案させていただいております。「市民の参画により講座の企画を行う会議等」というの

が必須講座の 3 番目にあります。これまでも市民センターは市民の方たちの参画を得て色々な

事業を展開してきていますが，改めてその事業がきちんとうまくいっているのかどうか，見て

みるというのも一つあるのではないかと思ったところです。これまでのこの審議会の中でも，

実際には参加にはなっているけれど本当の参画にはなっていないのではないか，といったよう

な懸念も示されたような場面もあったかと思います。また仙台市では本当に震災からの復興に

は住民市民の方々が主体的にまちづくりに係わっていただくことが非常に重要であると考えて

いるところで，本当にその参画を促すための支援というのが市民センターにも求められている

のではないかと思っておりまして，改めてそのあたりの所を評価しながら，かつ市民の方のテ

ーマとしても実際に参画型事業を進めていくにはこういう風にしていったらいいのではないか

という様々な分野の委員の皆様からのご意見等もいただけるテーマであると思い，事務局の方

としてはこれを一番に例として出させていただいたところでございます。また，これまでの審

議の中では，例えば子供達ですとか，子供達と学校教育と社会教育の関係ですとか，ましてや

家庭教育の重要性ですとか，そういったご意見もありましたので事務局としては３番目の区分

を一番に出させて頂きましたが，委員の皆様方でこれを深めたいというようなテーマがあれば

勿論それも結構です。審議テーマと連動させた形で評価を行って行くというのが議論を深めら

れ非常に深い話し合いも出来るのではないかと，スケジュールについて今回は 28年度事業をじ

っくり見れるような日程で組ませていただいたところです。説明は以上でございます。 

 

会長：必須講座が前回配布資料４の 4 ページにありますが，先程説明しました 9 つの必須講座とい

うのは，どこの地区館でも行う事になっておりまして，具体的な事業はその地区館ごとに企画

をして実施をする事になっています。今事務局から説明があったように，例として出された「住

民民参画型の市民事業」というのは 3番目ですね。「市民の参画により講座の企画を行う会議等」

という事で市民が参画して行う企画，そして一緒に実施するんですね，地区館の職員と一緒に

行うことになっていますが，市民の参画の仕方があるのか，あるいは行われているのか。それ

がどういう事業として実施されているのかといったあたりを今期は対象にしてはどうだろうか

と事務局の方の提案として例が出されたという事になります。勿論その他にも 1 番から 9 番ま

であって，どの事業を取り上げるかについては議論をする必要があるかと思いますけれども，

事務局の説明がありましたが，例えば 25年度では子供参画型の社会創造支援事業を対象にして

行った経緯がありますし，それだけではないのですが，行いました。それから，泉区と若林区

と行いましたが，今回住民参画型の 3 番目の必須講座を選定の事業にしてはどうだろうかと一

つの案として出されました。この必須講座の事業が具体的にどの区でどのような事業が行われ

ているかの一覧は来年度のはまだ無いのでしょうか。これまでの資料の中ではまだ出てきてな

いですよね。 

 

委員：先程，事務局が仰られたように住民参画なら住民参加にとどまっているかもしれないという 
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議論が過去にも，前期議論していたところですし，その上で例えば 60の地区館事業であればそ

こにどうやって拠点館が係わるか，あるいは生涯学習支援センターが係わるかという議論を沢

山させていただいたように記憶しております。そういった意味である程度継続してきている事

業について，果たして拠点館，あるいは生涯学習支援センターの関与状況を含め，その住民参

画状況が高まっているかどうかという所は見どころとしてあり得るのかなという風に感じてお

りました。具体的な話をしますと，例えば後程詳細な報告があるのかもしれませんが，拠点館

の移管にかかる報告書，1月付で冊子にまとまっておりますが，この 10ページ辺りから若者社

会参画型・住民参画問題解決型・子供参画型と過去にも事業評価の対象になった事業が列挙さ

れてまして，いずれも 26 年度の状況しか書かれてなくて 27 年度どうなったかというのが書か

れてないのですが，これらの報告会がちょうど今行われるタイミングでもありますので，我々

はこれらにきちんと出席してどれだけ事業が発展しているのかというのを理解しておくべきと

いうのが意見としてございます。これは我々が今すぐやるべき責務の部分かなと。その上で住

民参画問題解決型。2/6（土）開催分については私も助言者として係わるという事で，27年度事

業についてもすでにレクを受けておりました。レクを受けた内容とこの報告書の 12ページに書

かれている 26 年度段階の事業を比べてみても，大分 27 年度に向けて素晴らしい活動に発展し

ていった。あるいは他の地区館に対してうまく事業移管がされているなというケースと，旧態

以前の参加型，参画まで行ってないのかも，というタイプのものと，26年，27年の差を見ても

感じているところがあります。何かしらの形で継続性のある事業の事業発展のありようであっ

たりだとか，そこに対しての拠点館，生涯学習支援センターの待遇というところが論点となっ

てもよいのではないかと。もっというと 27年度の発展の段階で震災復興がらみの活動が充実し

ている区もございましたので，見どころとしては選択肢としてはあり得るのかなと感じており

ました。以上でございます。 

 

会長：住民参画型とうたっている市民センター事業が，本当に参画なのか参加なのか，あるいはど

ういう形で取り組んでいるのかという事についてもやっぱりきちっと検証してみる必要がある

のではないかという議論を前にも大分していました。住民参画型が本当にどのように事業展開

されているのかについて検証する事の必要性も大であるとのご発言をいただきました。さらに

後で説明があると思いますが，この区役所への移管にかかわる事業検証報告書の中に出てきま

すけれども，主要事業はどのように行われているかについての評価等も込められていますし，

また先ほど，住民参画型も検証もこれからの審議会の流れとしても非常に必要な事ではないか

と言うご意見をいただきました。 

 

委員：事務局にどういう主旨なのかと問いかけをしまして，ご意見を頂いた。問いかけたものとし

て，それを基にお話しさせていただきたいと思います。今，会長からも委員からもお話があり

ましたけれども，1月 16日に開かれた子ども参画型社会創造事業の報告会を拝見をいたしまし

た。成果を目の当たりにすることができました。大変すばらしいと思います。たどたどしいと

ころもありましたが，しかし，立派な市民として地域を知り，地域を愛し，いずれ地域を支え

ていく人材になるという，自覚の芽生えが出ているなと感じたところでございます。そういう

意味で，公民館，中央市民センターの活躍ぶり，それから，各市民センターの活躍ぶりを目の

当たりにして，大変頼もしく思ったところでございます。ご存じの通り，仙台市は市民協働の
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条例を新しく作りました。大変紛糾いたしました。どういう事かというと，こんな立派な条例

をなぜ作り変えるんだ，こういう事ですけれども，私達議会で議論をした一つのテーマが地域

をもっと大事にしようと。連合町内会，それから派生する各種の団体があります。6～7 つ，地

区によって違いますが，そういう団体，大切な仙台市を支えている団体が地縁団体でその他と

一緒になっています。地縁団体ではないだろう。そのあたりが紛糾した原因の一つですが，結

果として町内会をはじめとした地縁団体，という風に共通の認識としてスタートした条例です。

私が思うのは，市民が上からの協働を受けるばかりではなくて，市民自身が自分たちの力を再

認識して，行政とイコール・パートナーでまちづくりに，それぞれの立場でそれぞれの出来る

範囲の中で参画していくことを我々は期待している訳です。市民の代表の一人として。そうし

なければならないと思って行政，市長に申し上げている訳です。是非そういう意味では事務局

のご説明を受けて改めて思いますが，この住民参画型の市民センター事業，大変ご苦労されて

います。あるいは声にならない悲鳴が出ている可能性が大いにあります。そういう現実を知る

上でそれをまた活かして、行政にもっともっと解っていただくためにもこれは必要であると改

めて思ったところでございます。以上です。 

 

会長：一生懸命色々な事業展開をしている中で，成果報告は受けていますが，その中で色々な細か

い事，課題とか，悲鳴と仰いましたが，そういった声も実際にあるはずで，それが特に住民参

画型と言われている事業等でもあるのではないかと。町内会を他の地縁団体と一括りにしても

らっては困るという話もありましたが，そういう地域との結びつき，繋がり，パートナーシッ

プという事が市民センター，地区館等ではどのように展開されているのか把握する必要がある

だろうという事で，やっぱり住民参画型の事業を取り上げて検証してみるのは非常によいこと

ではないかと，仙台市の方針とも合致するという事でお話があったと思います。特にこれでな

くてはいけないと言う事ではありませんが，今期は住民参画型の事業を対象として選定に入る

という事で一応承認という事でよろしいでしょうか。具体的にはどの事業を選定するかはまた

改めてになるかと思います。 

 

副会長：市民協働という点からも大事なところですよね。事務局の方には申し訳ないのですが，今日

この各区の中央市民センターの，区役所への移管にかかわる事業報告書というのをいただいて

いますが，これは教育局の生涯学習支援センター側からの，要は教育局側からの報告書なわけ

で，この移管になった市民局からの報告書というのはあるのでしょうか。もし，それがあれば

これからの住民参画の事業における評価の中，両方の視点から，移管についての報告も含めて

考えていけるようになるかと思うので，できればもう一つの方の報告書があれば出していただ

けないかという市民局さんへのお願いです。 

 

事務局：その他のところで少し触れようと思っておりましたが，この検証報告書につきましては，教

育委員会の方にもご報告をさせていただいておりまして，同じようなご意見をいただいたとこ

ろでございます。現在のところこういった形のまとまった報告書というのは，市民局サイドで

はまだまとめてはいないところです。今後担当する，関係する区役所，私ども，それから市民

局と調整をして何らかの形でご報告できるような形にできればと思っているところですので，

もう暫くお時間をいただければと思います。 
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会長：まとめたのはこれが初めてですか？ 

 

事務局：そうですね，まとまった報告書としては教育委員会でまとめた今回の検証報告書が初めてに

なります。 

 

会長：はい，今の市民センターが区役所に移管した事の事業検証報告書については，後でもう少し

その他の所で説明がありますが，市民センターを区役所に移管して，今の体制になっています。

その検証を行ったという事で，まだ生涯学習支援センターが初めての報告書で，その他にも出

るということで伺っておりました。では，対象事業については住民参画型の事業を対象とする

という事で，次回具体的に来年度の事業としてどのような住民参画型の事業が各館で行われて

いるのか，というあたりの資料と，その中からの選定について議論をしたいと思いますので，

よろしくお願いいたします。 

なお，住民参画型というテーマですが，それでは住民参画とはどういう事かとかですね，や

はりある程度審議会の委員の先生方にも共通の考え方や意識を持っていただくと事も必要かと

思います。委員の皆様はそれぞれの立場で関わっていらっしゃるので，住民の参画とはどうい

う事か，については色々考え方とか，現状の把握等もあるかと思います。ですので少しテーマ

についての議論も次回か次回以降，設定していただきたいと思いました。具体的にお話をどな

たかにしていただいて，それを巡って議論をするとか，そういう勉強会をかねて次回から検討

したいと思っていましたので，これも事務局と相談させていただければと思います。急に住民

参画の事業に入って行く訳にもいかないので，そういう勉強会を一回行いたいと思っておりま

した。 

この他今期の事業評価を行う上にあたって，何かこういう点も留意してほしいとか，具体的

にはこういう形が望ましいとか，ご意見がございましたらよろしいでしょうか。はい，では今

期の事業評価については先程申し上げた通りで，住民参画型の事業を対象として選定を行って

いくという事と，そのテーマに関して勉強会も持ちたいという事で進めたいと思います。どう

もありがとうございました。では次に「その他」。事務局のほうで何か「その他」で報告等ござ

いますでしょうか。 

 

（3）その他 

 

事務局：資料 6について，先程からご案内しておりますが，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につきまして，この報告書の案の段階で昨年の 11月 10日，公運審の 

皆様方にご説明申し上げ，その 1週間後の社会教育委員の会議でもご説明申し上げました。最

終的には 1 月 22 日の定例教育委員会で案を取った形で報告いたしました。先程お話いたしま

した通り，教育委員会の報告書という事で，市民センターの事業に特化してる形で検証されま

したので，実際区役所へ移管された目的が達成されているのかというところまでの踏込は足り

なかったものですから，その点につきましては今後検討していく，まとめて行く形になります。

それ以外に教育委員の方々からは，直接この検証報告書に向けてではないのですが，学校との

連携も今後深めて行ってほしい，というのと，勿論区役所への移管という事で，区役所の事業
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そのものをやるとかそういう形にならないようにというご心配もいただきました。そういった

形でご指摘をいただき，1/22をもちましてこの事業検証報告書の説明を終了し，今回まとまり

ました。 

 

会長：各区中央市民センターの区役所への移管にかかわる事業検証報告書という事で，生涯学習

支援センターでこの 1月に出されたものの説明がありました。移管というのは何か，について

もう少しその説明していただかないとまた移管とは何か，というようなことになるかもしれま

せん。どのような事が行われたのか，少しお話いただければと思います。 

 

事務局：（資料 ６の説明） 

  

会長：11 月の時もこの案が出ていて，その時にも今の説明が行われましたが，4 ページと 5 ペー

ジに移管前移管後の組織図が出ています。それで教育委員会直営ではなくなり，各区中央市民

センターが区役所の所管業務として事業推進を行うというところが大きな違いになります。施

設管理自体は指定管理者，これは変わりませんが，事業運営にあたり，生涯学習支援センター

は教育局の直営ですが，区中央市民センターが区役所の直営になるという事ですね。それから

地区館は前と同じように指定管理者が行うという事。ただ職員の身分が当面の間，区役所職員

と教育局との併任とするというような組織換え，組織体制が移管という事で変化したことが出

ています。これについては，2ページでは社会教育委員会からの意見，3ページ目にこの公民館

運営審議会からの意見，それから教育委員からの意見という事でこの移管に関してこういった

意見が出されており，その意見に対しての検証でもある事になります。実際の事業等は大きく

変わっている訳ではないのですが，組織体制が変わった事で，それの事業がきちっと行われて

いるかどうかの検証ですね。目的に沿ったものになっているかどうかの検証が今回報告書とし

て出された事になります。よろしいでしょうか。後はどのような検証報告書になっているか，

どのようなところに課題が出ているのかといったことについて，特に最後の方にまとめてあり

ますので目を通していただければと思います。これについてはよろしいでしょうか。では，本

日予定された審議事項は以上で終了となります。 

 

 

会     長 

 

 

会議録署名委員 

 

 

 


