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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 29 年 5 月定例会） 

○ 日 時 

平成 29 年 5 月 25 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，齊藤康則委員，島倉美穂委員，菅井茂委員，鈴木一彦委

員，中山聖子委員，吉田祐也委員，渡辺博委員 

 

［事務局］ 

教育委員会：副教育長 加藤 

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 伊勢 

青葉区中央市民センター：企画調整係長 高橋  

宮城野区中央市民センター：センター長 松島，主幹兼企画調整係長 佐藤 

若林区中央市民センター：センター長 小田，企画調整係長 沼田 

太白区中央市民センター：センター長 内海，企画調整係長 村上 

泉区中央市民センター：センター長 高橋，企画調整係長 小嶋 

生涯学習部：部長 千石 

生涯学習課：課長 田中 

地域政策課：課長 小山 

（公財）仙台ひと・まち交流財団：課長 千葉，市民センター係長 岩井 

 

［傍聴人］ なし 

 

○ 配布資料  

資料１：委員名簿 

資料２：仙台市市民センターの事業評価の実施状況について 

   ２-①：平成２７年度指定管理者評価シート 

   ２-②：平成２８年度地区館事業反省評価ヒアリング調書 

   ２-③：平成２７年度点検及び評価の結果報告書（抜粋） 

   ２-④：平成２９年度重点３事業第２期総括的評価表 

資料３：現行の市民センター事業の評価体制 

 

参考資料１：平成２９年度「学びを支える人材育成推進事業」における職員研修体系及び各研修予定  

参考資料２：第２期仙台市教育振興基本計画及び同概要版 

 

○ 職員紹介 
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  資料 1 により紹介 

 

○ 報 告 ・ 審 議 

  「仙台市市民センター事業評価の実施状況について」 

 

事務局：市民センター条例施行規則第 10 条第 1 項の規定によりまして、委員の過半数 8 名以上の出 

  席がありますので、本会議は有効な会議として成立しております。 

 

会長：議事録の署名委員ですが、今回は鈴木委員によろしくお願い致します。（鈴木委員了承） 

 

会長：では、報告に入ります。仙台市市民センター事業評価の実施状況について、事務局から説明を 

お願いします。 

 

事務局：（資料 2 により説明） 

 

会長：ありがとうございました。資料 3 が評価体制の見取り図になり、1,2,3,4 が内部評価、最後はこ 

の審議会で行われている外部評価ということです。たくさんあるので何がどのような評価かを掴 

むのも大変かと思いますが、ご質問や分からないことはありますでしょうか。 

仙台市指定管理者評価制度の資料 2-①は市民センター60 館全体を一つとした評価ですか。 

 

 事務局：はい、全体です。 

 

会長：個別ではなく、60 館全体を総合的に評価したものが、指定管理者評価シート資料 2-①の紹介で 

した。それから、各地区館の事業反省評価は、資料 2-②に各区市民センターが記入して提出する

訳ですよね。 

 

事務局：各区中央市民センターは自分の区の地区館のヒアリング調書を作成するという事になります。 

 

会長：資料 2-③は、教育委員会による点検評価です。教育基本計画に沿って「基本的方向 4 人と社 

  会をつなぐ豊かな学びを創出する」から 4-④、4-⑤を一部例に出して頂きました。資料 2-④は、 

  平成 29 年度重点 3 事業評価です。裏面の数値で記入とあるのは、例えば受講者数の人数を入れ 

るということですか。 

 

 事務局：はい、そうです。 

 

会長：Ⅲの事業の深まりのところは、満足度、到達度、意識変化ですが、これは何かの評価数値です 

か。 

 

事務局：受講者アンケートの数値を書くようになります。 
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会長：実際の評価表はＡ4 版の小さいものですか。 

 

事務局：Ａ3 版になります。 

 

会長：実際は大きい版で作るという事になりますね。それから、この公民館運営審議会による評価が、 

外部評価として昨年行って頂いたものになります。 

これだけの市民センター事業評価が行われていることが、お分かりになったでしょうか。誰が

評価しているか、自己評価、管理者評価、内部評価、外部評価、ということですが、指定管理者

と仙台市の行う 1,2,3,4 は自己評価で内部評価ですよね。そういう意味では、外部評価を行ってい

るのは、唯一この審議会だけだという括りも出来る訳です。 

自己評価、内部評価は、直接事業を実施しているものと、それを管理しているものと、全体と 

   しての目標を立てて教育委員会でやるものと、中では層が分かれていますが、純粋に外部評価と 

なると、この審議会で昨年行った評価になっている構造です。 

今の説明でご意見等ありますか。私はいつも思うのですが、年度途中や 3 月の終わりで評価し、 

その結果がどのような形でフィードバックされて、どのような仕組みでＰＤＣＡが回っていくの 

か、まだ良く掴めていませんので、聞いてみましょうか。この評価結果はこの後、それぞれどう 

なっていくのでしょうか。例えば、重点 3 事業の評価シート表 2-④が書かれた後は、どうなるの 

でしょうか。 

 

事務局：資料 2-④は、各区中央市民センターの担当の社会教育主事が、3 月に記入後、生涯学習支援セ 

ンターに提出します。生涯学習支援センターの担当の社会教育主事は、裏面の総括的評価表をま 

とめた後、次年度の初めの重点 3 事業の事業担当者会議において資料として配布し、各区中央市 

民センターではそれを活かしながら、重点 3事業に取り組んでいくという流れになっております。 

 

会長：そうすると重点 3 事業の担当者に資料を渡して、そこで、この評価を書いた（生涯学習支援セ 

  ンター）担当者が説明する訳では無く、この表だけが出るという事になるのですか。 

 

事務局：そのときは資料だけ提出となるのですが、月に約一回の事業担当者会で、今現在の状態、進 

み具合、課題、成果の情報交換を行いながら一年間進めております。 

 

委員：ようやく評価の構造や全体像が分かり、たくさん聞きたいことがあります。審議会はあくまで 

  も外部評価ですので、指定管理者の自己評価や市役所の内部評価に対する評価をする立場になく、 

  独立に評価をすることは良いと思うのですが、評価シートを見たことがないのは、非常に純粋に 

潔癖な評価をしているとポジティブに捉えていいのかどうかという議論です。資料 2-④のご説明 

を伺うと、審議会が事業評価の対象にしていたのは、まさに重点 3 事業であって、どのような事 

業改善がなされながら、事業が進められてきているのかというのを知るべき立場にありますが、 

この評価シートを見たのも初めてで、中身を見た事もないという状況で評価をしていたことが本 

当に良いかどうかを是非教えて頂きたいです。 

 

事務局：この重点 3 事業の評価は、ここまでの形を整えるまでに内部での検討や試行錯誤が長く続き、 
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やっと今年度から様式を固めてやっていこうと、今回初めて委員の皆様にもお見せ出来るようにな 

ったというのが正直な所です。これまで似たような形で試行的に評価を行ってきたのですが、もう 

少し改善すべきではないか、担当職員の中で議論を重ねて形になったという物ですので、ここから 

スタートしていく段階でございます。 

 

委員：重点 3 事業は、今年度 2 期目が終わり、3 期目があるのかどうか、次に移る段階で、評価の移行

の仕方が考えられるべきです。自己評価として、次年度の新しい事業に移行出来る評価のあり方を

開発しなければならないですし、公運審の外部評価としても、少し課題意識を持って取り組まない

といけないのかなという意見と感想でございます。 

指定管理期間は、今年度 5 か年目で、仙台ひと・まち交流財団さんは非常に良好な管理運営をな

さっております。しかし、次の 5 か年が始まるにあたり、過去の評価はどうやって次の管理者に受

け継がれるのか、同一の指定管理者であれば事業の継続性があり受け継がれますが、同一の指定管

理者を前提として進めるのは、本来の指定管理の趣旨とは異なり、良くないことです。5 か年の評

価や課題意識が次に移行出来る仕組みを本来持っておくべきだと思うのですが、その点については

どう思っていますでしょうか。 

 

事務局：指定管理者には、常に自分たちで事業評価し、改善していく取組みを求めていきたいと思って

いるところです。新たに指定管理者を選定する上で、我々もこれまでのいろいろな評価を再度チェ

ックし、反省した上で、より機能する評価のあり方を求めていかなければならないと思っておりま

す。 

今回作った重点 3 事業の総括的評価のレベルを、一つ一つの事業に求めていくのは大変かと思っ 

ております。この中で求めている受講者の変化を追う評価について、ある事業では取り入れる仕組 

みを付けて指定管理事業をお願いすることも考えているところです。具体的な中身については、  

審議会でのご意見を伺いながら、詰めていきたいと思っております。 

 

委員：審議会の外部評価がいろいろ言ってきたことが、こうして内部評価の仕方にも反映されてきてい

ると理解しました。引き続きそれぞれの立場で、健全に評価を進めていけばいいと思っております。

次の指定管理者が決まる時期はいつでしょうか。 

 

事務局：来年の 2 月です。 

 

会長：ありがとうございます。来年度、指定管理者の移行があったときに、この 5 か年の評価がどう活

かされるのか、これからの検討課題になると思います。この審議会でも外部評価を始める時に、我々

は何を評価するのか、市民センター事業の自己評価をどうしていくのかいろいろ議論させて頂いた

ことも踏まえて、現在の 5 つの評価の仕組みが作られている訳です。その内の 4 つが自己評価、内

部評価に分けて行われ、5 つ目が我々の外部評価として行っていることになります。評価が、次の

事業や指定管理者に移行していく仕組みが必要だろうということが問題でもあるかと思います。何

か次への改善に活かしてご意見等ありましたら、是非如何でしょうか。 

 

委員：精密な評価に改めて驚きました。水準を保つためには具体的な細部にわたる評価が必要であると
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思いますが、評価のための評価にならないよう運用上気を付け、形骸化していかないで欲しいと思

います。よく練られたこの評価が実施されれば、大変すばらしい成果に繋がっていく可能性を感じ

ますが、私的には、大変なのでもっと簡略化出来なかったのかという印象を持っております。 

市民に評価が公表されて、どれだけの方がご覧になるかわかりませんが、市民の反応が最終的な

評価になるものと思い、どのようになるのか関心がございます。 

また、評価の方法ではなく背景として大事だと思うことを、お話しさせて頂きます。市民センタ

ーの係の方達は非常に良くやっておられますが、その人材の確保と維持に弱いところがあるのでは

ないかと思います。高い要求水準に耐えられる研修をして、専門家としての成長を期待するととも

に、有為な人材をどう確保、維持していくか、教育委員会、生涯学習支援センターは重く考え、財

政的にきちんとお話してご対応頂きたいところでございます。この点について、意見としてでもお

答え頂きたく申し上げました。 

 

会長：ありがとうございます。1 つ目は、評価は綿密に行われているが、それが形骸化されないように

ということです。2 つ目は、評価も大切だが、事業を展開する上で有為な人材の育成が大事であり、

もっと力を入れて欲しいということです。 

 

事務局：要求水準の中身に応じた、適切な運営費、事業費を確保する事は大変重要な事であり、十分な

のか常に見直しかけていかなくてはいけない課題だと思いますので、どこまで出来るか頑張ってい

きたいと思います。 

 

会長：ありがとうございます。あともう一点について、公表した評価を市民がどう捉えているかです。

市民自体の評価が一番大切であろうというのは、正にそのとおりです。公表した評価に、市民から

のアプローチはあるのでしょうか。 

 

事務局：公表した段階では、特に把握しておりません。ただ折角なので、生涯学習支援センターで運営

しているホームページに仙台市の評価のページへのリンクを貼り、掲載したのでご覧くださいと周

知できると思います。検討していきたいと思います。 

 

会長：クリックした数は調べて把握できますね。あまりにも少ないとがっかりしますが。 

 

事務局：把握出来ます。仙台市のホームページに掲載された時点で、生涯学習支援センターのホームペ

ージで何らか周知していけば、今より見て頂く方が増えると思いますので、検討していきたいと思

います。 

 

会長：大学のホームページでも毎月データが出ますが、クリック数が増えないですし、すぐ閲覧をやめ

てしまう人が多いです。見るとがっかりしますが、データとして分かりますので、是非検討して頂

ければと思います。どうぞ。 

 

委員：3 点ほどあります。まず、資料 2-①指定管理者評価シートについて、全部Ａが付くと総合評価が

Ｓになるとのお話でした。平成 27 年度の施設設置者による評価はＳということですが、どのように
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各年度の評価が推移しているかお教え頂きたいということが 1 点目です。 

また、この事業の評価の仕組みを初めて知りました。指定管理者の自己評価と仙台市の内部評価

は、基本的にずれずに同一年度で進行するとしますと、仙台市による評価を指定管理者にフィード

バックすることがあまり難しくないと思います。それに対して、公運審の外部評価はおそらく年度

がずれる、場合によっては事業の実施期間を超えた後に評価が出ます。評価には、事業の内容や中

身に関するものも当然あれば、事業の進め方に関するものもあり、仮に事業の実施期間が終わって

しまうと、内容に関しては言われても改善のしようがなく、意味が無くなりますが、事業の進め方

については、重点３事業をどこまでやるか、その事業の枠が続く限り、フィードバックの意味があ

ると思います。年度のずれをどうするのか。審議会としてどう考えるのか、というのが 2 点目です。 

3 点目ですが、自己評価や内部評価のフォーマットを初めて見たというのは、これまでこう作っ 

  てきたということでいいのですが、今後はこの自己評価、内部評価というものを審議会としてどう 

取り扱っていくか、拠点館が地区館に対してどのように関わっていくかというテーマで話し合われ 

るとき、自己評価に対して内部評価がどのように出ているかを踏まえた議論の必要が出てくるので 

はないかという点です。可能な範囲でお答えを頂きたいと思います。 

  

会長：ありがとうございます。1 つ目が資料 2-①の方ですね。各年の推移、経緯はどうなっているのか

という事ですね。2 つ目に外部評価は年度がずれるので、中身の評価はあまり意味が無くて、事業

運営の進め方や仕方には評価の意味があるかもしれないというところですね。3 つ目は、自己評価、

内部評価をこの外部評価の審議会としてどのように取り扱うかどう踏まえるか検討する必要がある

だろうというお話がありました。これについては、事務局ではいかがですか。1 つ目の質問はどう

ですか。 

  

事務局：手元の資料で分かる範囲でお答えします。平成 24 年度の指定管理者評価はＳで、それ以降継続

してＳ評価になっています。それ以前は資料が手元無いので、申し訳ございませんが、当初からＳ

だったのか分からないです。 

それから年度のずれによって、フィードバックの意味が変わってくるのは、ご指摘の通りです。

それを踏まえた上で、評価の仕方、時期も含めて整理が必要かと思います。基本的には手法の部分、

どのように事業を進めて職員が受講者に関わっていったかというプロセスの部分、その中を抽出し

て良い部分、改善すべき部分を明らかにして、次に繋げていくことが重要なのかと思っております。 

  

会長：ありがとうございます。1 点目と 2 点目でした。 

3 点目は、指定管理者と仙台市の間で行われている自己評価や内部評価の結果を、審議会として 

  どう取り扱ったらいいのか。外部評価としては、それらを踏まえない方がいいという考え方もある 

  一方、その中身をきちんと見るべきだという考え方もあり、議論される必要があると思います。ど 

  うですか。 

  

委員：それに対する答えではなく、疑問なのですが、非常に精密な評価されていることが良く分かって 

  素晴らしいと思いました。資料 3 の表について、教育委員会による点検評価、重点 3 事業評価は学 

識経験者の先生等からコメントを頂くことになっており、更にその他に公民館運営審議会の外部評

価があります。その自己評価にタッチする学識経験者の方、有識者の方を置く規約等があるために、 
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更にまた別の外部評価が存在するという構造になっているのでしょうか。このフレームが分かりに 

くく、教えて頂くと今の議論もすっきりしてくるかと思いまして。 

  

事務局：教育委員会の点検評価は法律に基づいて行い、2 名の方のご意見を頂き記載しています。重点 3 

事業の評価は私ども独自で行い、先程ご説明しました年度最初の事業担当者会で生涯学習支援セン 

ター、各区の中央市民センターの社会教育主事が集まったところに、有識者の大学の先生をお呼び 

して助言を頂いています。 

外部評価は公民館運営審議会ですが、それ以外にもご助言を頂いているので、この表の中に加え 

た次第でございます。 

  

会長：重点 3 事業の報告会に来て頂いて、その時に貰った意見を載せるという感じですか。 

  

事務局：載せるというよりも、年度当初の職員担当者会議にて進め方の助言を頂いたあと、成果報告会 

  にも助言を頂くので、それをまとめて書きました。厳密にいうと外部評価とは違うと思い、ここに 

記載させて頂きました。 

  

会長：他にいかがでしょうか。 

  

委員：ご苦労様です。私はここ何年間か評価させて頂き、指定管理者の評価が少し甘いのではないかと 

  感じる部分もありますが、市民センターが指定管理になっていろいろな意見を言われ、大変な思い

をしながら一所懸命クリアーしようと頑張っている姿を見てきたので、Ｓ98 点というのは、すごい

と思いました。こういった評価を出して頂けると、私たちもそれを基準として改めて考えることが

できますので、たまに出して頂けるとありがたいと感じます。 

  

会長：ありがとうございました。他に何かご質問でもどうですか。 

  

委員：感想になりますが、今回、内部評価と管理者評価と教育委員会の評価と順に意見が上がって、お 

  互いに評価をしていると分かりました。とはいえ、外部評価が現場に戻るのが一年後ですと、現場

の方達が沢山苦労しながらいろいろクリアーしようと現場を作っているところで、自分たちで振り

返ることによって次に活かせる改善点や立ち戻りがなく、一年後に外からの評価でこうでしたよと

いうのは、自分が逆の立場だったら正直もう少し何とかならないのかと思いました。外からの評価

を受ける前に、自分たちで振り返りをして、次はどうしようかと現場の方達も話し合い、モチベー

ションも上げられる機会が継続的に行わればいいと思ったところでございます。 

  

会長：ありがとうございます。事業の進め方、計画の立て方、地域の課題の捉え方は年度内に関わらず  

出来ますが、事業そのものがどうだったかは、確実に終わってからの評価になり、次に繋げること 

が難しいことがあります。その辺りを審議会として外部評価で一体何をするべきか、何を目的とす 

るのかということも検討課題になると思います。以前もその議論が大分出て、なんとなくやってみ 

ましょうということになったと思います。それから、この審議会で事業評価をすることは、以前の 

審議会での一つの業務事項になっていたのでやり始めたことでもあります。いかがでしょうか。 
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委員：私も感想になりますが、現場で働く方が一番知りたい評価は、実際にセンターに来て受けた方の 

評価で、それが次の励みになっていくと思います。というのも、娘が今年の春からジュニアリーダ 

ーに入りまして、すごく楽しく、センターの人の対応も良く、その子ども達がこうしてもらいたい、

逆にこう感じた等の評価が一番心に響くのではないのかと考えました。この評価にはその部分が足

りないので、有識者の方のご意見も良いのですが、もう少し受けた方の意見があっても良いと思い

ます。娘はジュニアリーダーに入ってとても良かったと言っています。 

  

会長：部分的に、利用者のアンケートは利用されているのですよね。実際に事業に参加された方の評価 

をもっと拾えないのだろうかという事だと思いますが。 

 

事務局：指定管理者のセルフモニタリングは、利用者アンケート、受講者アンケート、事業運営懇話会 

などの意見を踏まえて実施しています。最大要素となる記述のポイントはアンケート調査を基にし

ていますので、かなり活用していると思います。 

  

会長：この審議会で実際に行って、事業風景、議論や計画立てしているのを見ると、参加されている利 

用者の生の声を聞けるので、非常に良いと思っています。指定管理者の方がアンケートを取ってま 

とめたものが出てくると、どういったまとめ方するのかもあるのですが、利用者の方の生の評価が 

遠くなることが気になりますね。 

  

委員：今のお話が大事だと思うのです。我々は、評価という立場で市民センターに事業を見に行く訳で

す。けれども、ちょっと一歩降りて肩の荷を軽くするというか、事業をする側の市民センターとそ

こに参加する方々を繋ぐ媒介者という形で、我々も現場に関わるということが実は求められている

のかと思います。自己評価があって、内部評価があり、更に年度がずれて外部評価が来る。年度の

ずれは仕方なく、進め方などは形式化せざるを得ない、もちろん大事な点でもあるのですが、もう

少し違う関わり方を模索してもいいのかという感想です。 

  

会長：確かにお話の通りで、審議会としての役割を再検討してもいいのかと思います。年度のずれがあ 

るから駄目ではなくて、審議会の実施方法にはそれなりのメリットがありますので、それを基にし

た評価をもう一度考える必要があると思います。感想でも何でもいかがでしょうか。 

  

委員：仙台市嘱託社会教育主事研究協議会に関わっているので、ジュニアリーダーに入って頂き非常に 

うれしく思います。現場の方では、今年度 180 名を超える管理職・教員に、過日委嘱状が交付され

ました。私が嘱託社会教育主事の活動を始めた頃は、ジュニアリーダーの養成が大きな活動の一つ

で、中高生のジュニアリーダーを育てて地域で活動させる事に重きを置いていました。近年は地域

に開かれた学校ということで、学校支援地域本部事業、地域連携に重きを置いているので、ジュニ

アリーダーの指導を行う指導者養成部の講師のなり手が少ないという大きな課題があります。研究

協議会の方でも、今のお話を聞いて、中高生の将来にわたる人材育成に関わる私たちの業務育成を

見直ししなければならないのかと感じました。 

あと質問ですが、この評価と予算の関係が非常に気になっていまして、私が行政にいた頃、評価 
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  の数値が下がった時、次年度予算が削られて、非常に悔しい思いしました。現在はそのような事は 

なく評価は評価、予算は予算としてあるのかお聞かせ頂ければと思います。 

  

事務局：直接は連動しません。指定管理者評価シートはＳが続いておりますので、バッサリ切られるこ 

とにはならないと思います。全体の予算の中で調整されるので、全く連動しない訳ではありません 

が、現時点では評価そのものを見る形にはなっておりません。 

  

生涯学習部長：いま予算が大変厳しいなか、この市民センターや社会教育生涯学習関係の予算を付けて 

頂くために非常に努力し、我々も説明責任を果たしていかなくてはならないところです。この評価

も一つの要素として十分に財政当局に示しながら、必要な予算を獲得していくということで活用し

ているので、必要となっています。 

  

会長：ありがとうございます。高い評価ならいいのですが、これがＢとかＣになると予算はどうなるの

か心配です。評価が低いと予算の査定も厳しくなるのは問題ですので、直接は関係ないのですが、

やはり予算獲得のためにはきちんと評価をしているのは大事だと思います。 

大学でも、評価をして点数を上げて行かないと、補助金をもらえないところもあって、評価して 

  作るのですが、形骸化してしまいます。きちんと蓄積がある物を評価して予算がつくのはいいです 

が、予算をもらう為に作ってしまうところがあり、もらってしまうとなかなか継続発展しないとい

うことがあります。他に何かありますか。 

  

委員：感想になりますが、私自身市民センターで体操教室の講師をしており、現場の目線でお話しさせ

て頂きます。いろいろな方に数多く来て頂くなかで、市民センター職員の方々が上手に対応されて

います。職員の方々を教育していらっしゃることは、私自身勉強になっており、生涯学習としての

現場に力をいれて頂きたいと思います。 

評価について「サービス、質の向上」とあったのですが、何でもかんでも「はいはい」というこ 

  とではなく、教育の生涯学習の現場として頂くとすごく助かると思います。 

  

会長：ありがとうございます。評価にはいろいろな項目基準があり、生涯学習の現場では良く分かるの 

ですが、学習や教育の観点からは、質的な評価は非常に難しい面があります。「市民センターと参加 

者を繋ぐ媒介者」という視点を、公民館運営審議会の外部評価とするのもいいと思いました。 

最後に副会長からお願いします。 

 

副会長：自分たちも今、児童館を指定管理していて、この指定管理の評価、順序は分かります。ＰＤＣ 

Ａをやって次のアクションに繋げられたのはとても大きく、良い機会になっていると感じています。 

例えば、社会教育主事の皆さんが、重点３事業担当者会議などいろいろ行っているなか、次に繋げ  

る部分がありましたよね。内部評価のなかで、もっと有識者の方が入っていくのは大事であり、成 

果発表会で色々コメントを頂くのもいいのですが、それだけでは少し弱いかと思いました。 

そして、公民館運営審議会とすれば、年度末にいろいろな事業の評価のシートが集まって、重点 

3 事業の成果発表があり、担当者会議があり、そこに、審議会がもう少し入っていくのもあると思

います。年度は超えるけれども、次に繋げるアドバイス、プロセスのなかで、ともう少し評価や関
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わりをしていくことがあっていい気がしました。 

もう一つ、前から審議会でも出ましたけれど、利用者が参加する運営懇談会はある意味各市民セ 

ンターにとっての外部評価になり、それが形骸化せずに学校の評議委員会のようになっていけば、

内部評価と外部評価と公民館運営審議会が、役割分担出来るのではないかと感じました。 

  

会長：ありがとうございます。地域の懇談会がどのようなことをしているのか、前々から委員の方々か 

ら出ていました。今日は時間になってきましたのでこれで終了としますけれども、次回の定例会は、 

市民センターの事業懇談会がどういう現状になっていて、そこで具体的にどのような話題が出てい 

るのか、事務局でまとめて頂き報告を受け、意見交換をしていきたいと思っております。今日の意 

見交換の審議はこれで終了とさせて頂きます。委員の皆様から何かありますか。 

  

委員：今のお話は、例えば今日私も出席する地域のコミュニティー懇談会のようなものを言っているの 

ですか。 

  

事務局：館によって名称が違う場合もありますが、事業運営懇話会ということで、地区館が主催で地域 

の皆様をお呼びし、職員と館長が進めます。  

 

委員：そうですね。 

  

事務局：それになります。 

  

会長：積極的に出て、次回報告して頂けるとありがたいです。本日の議事は以上で終了となります。あ 

りがとうございました。 
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