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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 29 年 8 月定例会） 

 

○ 日 時 

平成 29 年 8 月 24 日（木）午前 10 時 00 分～11 時 30 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， 

小地沢将之委員，齊藤康則委員，島倉美穂委員，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：センター長 猪股  

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 

太白区中央市民センター：センター長 内海 

泉区中央市民センター：センター長 高橋 

生涯学習部：部長 千石 

地域政策課：欠席 

（公財）仙台ひと・まち交流財団：市民センター課長 千葉，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事業評価に関する意見について 

資料３：平成 28年度 事業評価対象事業のその後の展開について 

参考資料：第 39回全国公民館研究集会・平成 29年度東北地区社会教育研究大会開催案内 

 

○ 報 告 ・ 審 議 

  「仙台市市民センター事業評価に関する意見について」 

 

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。 
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会長：議事録の署名委員ですが、今回は吉田委員によろしくお願いいたします。（吉田委員了承） 

 

会長：では、報告・審議に入ります。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局：（資料 3 の説明） 

 

会長：資料 3 は、昨年度の審議会で事業評価を行った黒松市民センターと富沢市民センターの事業につ 

きまして、評価報告書（平成 29 年 3 月）を受けて、どのような工夫や改善を進めたかを記載して

あります。審議会での評価をどのように各講座に反映しているか、ＰＤＣＡにつなげているかを確

認したい、それがなければ評価の意味がないのではというご意見も踏まえて、二つの講座のその後

の展開についてご紹介がありました。 

平成 29 年度の黒松市民センター「女性のための講座企画会」は、新たに「学びの広場」企画会

の運営となりました。また、ものづくりという共通テーマで継続的な講座を立ち上げています。富

沢市民センターでは、歌声喫茶「みんなで歌いましょう」の自主サークル化を模索し、新たな運営

委員の加入を進めており、市民センターまつりで子どもの遊びコーナーの出店を続けながら、これ

からの活動も継続していきたいというお話でした。 

こういった形で事業評価が生かされています。よろしいでしょうか。それではまた説明をお願い

します。 

 

事務局：（資料 2 の説明） 

 

会長：ありがとうございました。審議会では、評価のあり方も含めて再検討してみようというご意見が

あり、5 月 25 日と 8 月 3 日の審議会でのご意見を、ある程度集約させていただきました。今回は

提言や答申ということではなく、審議会でこのように意見が出されたというまとめにさせていただ

きます。意見の大きな括りとしましては、「事業評価について」ということで評価の全体的なとこ

ろからのご意見や審議会が行う評価などが、また「事業運営懇話会について」、それから「お茶っ

こサロンについて」となっており、それぞれの意見を何点か挙げております。 

   文言等は、ご発言そのままではなく、若干付け加えたもの、意図を汲み取ったものもありますの

で、これでいいかどうかの確認もしていただければと思います。こういったこともやはり意見とし

て言っておきたい、これから検討していったらいいのではないか、などがありましたら、追記しま

すので、ご意見を頂けたらと思います。 

   最後の「今後に向けて」というところは、審議会としてまとめたというよりも、今後に向けて出

された意見をある程度ここに示していくという形を取りたいと思いますので、ご意見を頂ければと

思います。事業運営懇話会が各館で行われていることは認識していましたが、詳細に実施報告がさ

れていて、運営の仕方や意見の取り方などを大分知ることができましたし、お茶っこサロンでは、

指定管理者の自主事業として、形式ばらずにお互い情報を吸収し合い、いろいろな利用者さんとの

関わりをきちんと持っていらっしゃることもよく分かりました。これらを生かす視点、方法をどう

していくかということも必要かと思います。 

審議会は本日で最後の予定ですので、どなたからでもご意見があればお願いいたします。 
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委員：よく聞き取って要点をまとめていただいていると思います。これは私の意見だというものも、取

り上げていただいていると確認できました。「今後に向けて」が空白になっていて、今日どういう

ふうにまとめるのか、あるいは会長などにお任せすることになるのか分かりませんが、「はじめに」

の文章を拝見して、少し謙遜しすぎると感じますので、意見を述べてまいります。 

   これまで私が経験してきた各種の審議会のなかでも、この審議会は超多忙な部類に入るものでし

たが、任期中計画的にテーマに取り組むため、きちんと日程を調整して年間スケジュールが示され、

大変助かりました。審議会の回数が多く、取り組むテーマが豊富で、その一つひとつが重いテーマ

であったという認識を持っておりますので、「はじめに」の最後の 3 行にある「十分な審議時間が

確保できず、結論をまとめるまでに至らなかった」というのは、不本意でございまして、「十分な

審議時間を確保したのではあるけれど、取り扱うテーマが多岐にわたり一つひとつが重いために」

という取りまとめの方がよいですし、「はじめに」から最後の 3 行を除いても十分よいのではない

かと思います。 

 

会長：ありがとうございました。審議会の答申などでは、よくこのような謙遜した言い方をすることが

ありますが、審議会の時間以外も含めてたくさんの時間をかけてまとめているので、そのことを伝

えることもいいことですし、わざわざ十分な時間がないと示さなくてもいいのではないかというの

は、まさにその通りです。 

 

委員：否定的な意見ではないです。 

 

会長：きちんとやっていることも示した方がよいということですね。改めてご指摘を受けると、そうだ

なと思います。ありがとうございます。ほかに何かありますか。 

 

委員：前回の審議会の頃から、評価体制の全体像が見えてきたように思いました。「はじめに」のとお

り、区の中央市民センターが区役所に移管されるなかで、外部評価の必要性が高まってきました。

「事業評価について」では、はじめに自己評価、内部評価、外部評価がどういう体系になっている

かが書かれていますが、移管という転換期を経て、評価のあり方をどう作っていったらよいかとい

うことは、先程お話のあった大きな重い課題にあたるのではないかと思います。 

同時に、現状の自己評価、内部評価、外部評価の組み合わせは、最終形ではないのではないかと

考えています。利用者自身の評価をどう入れるかという意見も記載されていたと思いますので、評

価のあり方はどうあるべきなのでしょうか。審議会の期が変わると、今の評価体系が固まったもの

だと認識される可能性もあると思います。評価を行うことも大事ですが、評価のあり方はどうある

べきか、ある種、評価の上位にある議論をこれからも続けていく必要があるのではないか、このこ

とをどこかに記載していただくとよいのかなという印象を持ちました。 

 

会長：ありがとうございました。前回の審議会でも、この評価体制でいいのかどうか、評価がどう生か

されているのか、評価のあり方を検討する視点もあったほうがいいのではないか、ということが議

論されていました。こういった評価体制がよい、あるいは、評価のあり方についてもっと詰めた議

論も必要である、ということですね。記載するとしたら、「１ 評価全体について」になるでしょう

か。「今後に向けて」のところでもいいと思います。一番大事な部分なので、二度繰り返してもい
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いと思います。 

 

委員：今のお話はとても重要なところだと思います。事業運営懇話会も、審議会として、事業評価に使

うという立場なのか、実施継続していることを応援するのか、とではかなり見方が異なってしまい

ます。 

継続性を応援することが大事だというご意見のとおりでありますが、報告書にまとめる際は、2

ページの下部「事業運営懇話会について、実施状況を踏まえ、外部評価のあり方等について議論を

行った」となります。今のところこの審議会は、外部評価の立場でしか関われないような仕組みで

あり、毎度評価軸をどう立てるかという議論にどうしてもなってしまうのです。 

ただし、事業運営懇話会を継続していくことにより、市民の皆さんや地区館を中心として改善さ

れていく部分があるでしょうから、そこを応援していくような枠組みというのが、実は、評価がど

うあるべきかという議論と直結していると思います。「今後に向けて」のところでは、審議会も課

題を抱えながら評価を行っているという大前提を表現に入れていてほしいです。 

   地区館での取り組みについて、お茶っこサロンは指定管理者の自主事業でありますが、次の指定

管理の期間でも続いていくことを期待します。それを可能にするのは、生涯学習支援センターであ

り、審議会はその評価を行います。事業運営懇話会を長く続けて、評価の対象としていけるように

するため、年 2 回の開催を必ず地区館に求めていくなど、持続可能なやり方にしていくのは生涯学

習支援センターの役割であり、審議会には関われないところですので、「今後に向けて」に記載し

なければいけないように感じました。 

基本的には、「今後に向けて」は、会長、副会長に一任して内容をまとめていただくようになる

のかなと思いました。以上です。 

 

会長：確かに、事業運営懇話会やお茶っこサロンは継続性が大事で、続けて行われていることによって

改善につながるという視点もある訳です。各市民センターの活動も分かり、課題も出てきます。ま

た、事業運営懇話会やお茶っこサロンを支援していく、あるいはきちんと進めていくのが生涯学習

支援センターの役割であり、事業改善の一つの方法ではないかということでした。 

それから、審議会自体が評価のあり方をどう考えるかということも議論し、次期の審議会につな

げていくために、報告書にきちんと記載した方がよいというご意見でした。 

「今後に向けて」は、本日のご意見も踏まえて案を作成し、委員の方々にフィードバックし、ま

たご意見を頂いてという形を取り、一か月間程度で進めていきたいと思います。 

 

委員：先程の委員のお話の続きなのですが、内部評価と自己評価と外部評価と、様々な評価を受けなが

ら事業を推進していくことで、市民センターの方々が評価疲れをしているのではないかと心配して

います。いろいろな評価が何のためにあるのかを明確にしていくことが大事だと思います。 

評価軸がそれぞれあって、それと比較しなければならない場合もあります。しかし、評価の目的

性を意識しないで、評価の種類がいろいろと分かれているのは建設的な方向にいかないのではと心

配しています。特に、審議会の外部評価は、市民センターの活動をよりよくしていく趣旨でやって

います。今回、提案を受けて改善した黒松市民センターや富沢市民センターの事例がありましたの

で、評価が活動の質の向上につながっていくことが最も大事なのかなと思いました。 

申し上げたいのは、評価の目的性を踏まえていないと、評価が多すぎるので、市民センターの方々
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が疲れてしまうのではないかということです。 

 

会長：やりだしてしまうとやらざるを得なくなり、やり続けることになります。評価に関しては、それ

ぞれの評価が何のためかを常に意識してやらないと、評価のための評価になってしまいます。審議

会もその辺りの目的を常に意識し、各市民センターも目的意識を持っている必要があります。 

確かに、1 から 5 まで 5 つの評価があり、審議会でご説明いただいたので読み返せば分かるので

すが、何のための評価なのか分からない、なかなか思い出せないということはあるかと思います。

ありがとうございました。ほかにご意見ありましたらお願いします。 

 

委員：評価体制について、利用者がどう思いながら利用し、それが評価されて、どのように利用者に返

っていくかということが一番大切なのではないかと思います。資料の評価体制の図に利用者の意見

を入れられる場所があるといいのかなと思いました。それがお茶っこサロンであったりするかもし

れませんが、その意見がどこに行くのかを見ることができれば、一番いい体制になるのではないか

と感じました。 

市民センターの役割として、やはり、利用者がその地域を好きになり、いろいろな事業のプロセ

スやボランティアに参加してもらい、地域を活性化していく力になってもらうことが、一番大切だ

と思います。結局最後は、皆さんの意見を汲みあげることに至るのかなと考えていました。 

 

会長：ありがとうございます。市民センターを利用している方や事業に参加している方々に、この評価

がどのように伝わっているか、あるいはその方々の声がどのように反映されているかということが、

評価体制の図には見えてこないので、入れ込むことも大事ではないかというご指摘がありました。 

企業も大学もそうですが、点検、評価、改善は一応公表することになっています。見られている

か分かりませんが、どういう改善をする、した、ということは出すようにしています。市民センタ

ーは、今年度こういう改善をしました、講座にこういう仕組みを取り入れました、とあえて公表す

ることはないのですね。 

 

事務局：市で行っている評価は、結果という形で公表しております。「それに関してここを改善しまし

た」というのは、一部の評価において行われており、例えば教育委員会の点検評価では指摘を受け

たことについて改善事項が出ていますが、市民センターの部分だけ特出しで発表しているスタイル

にはなっておりません。 

 

市民センター課長：公表に当たるのか分かりませんが、事業面では、事業運営懇話会の場で話題にし、

前年度からの改善点などを報告しております、また、施設利用面では、利用者アンケートを行い、

結果を分析して公表するとともに、改善の報告をしております。 

 

会長：ありがとうございます。どうぞ。 

 

委員：仙台市でも社会教育委員の会議がありますね。本来はこの審議会と連携すべきところが多分にあ

ると思うのですが、関わり合いが無いままずっと進んできています。社会教育委員の会議では、評

価や点検などにどう関わっているのか、この審議会と相容れる、または関係する部分があるのかな
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いのか、教えていただきたいと思います。 

 

生涯学習部長：社会教育委員の会議では、2 年間の任期中、委員が一定のテーマを設定し、全期間をか

けて調査を行い、その意見書の提言をまとめる形を取っています。 

今期は、高齢者の学びと社会参加について議論いただいており、特に本市の社会教育行政、ある

いは社会教育事業についての評価を頂いている状況ではありません。 

社会教育委員の会議では本市の社会教育事業全てが対象となってきますので、例えば、高齢者の

学びや社会参加というなかで、市民センターで行われている老壮大学の調査なども入っています。

よって、公民館運営審議会の取扱範囲である市民センター事業に関わる部分も出てきますけれども、

直接市民センターとやりとりして社会教育委員が視察を行うなどの形になっております。現在のと

ころ、社会教育委員の会議と公民館運営審議会が連携して何かするという形は取っていない状況で

す。 

 

委員：社会教育委員をなさっている先生方が、これまで重点３事業でコメントをなさっていたので、評

価体制の図の右下にある学識経験者、有識者も、おそらく社会教育委員の方々を想定されているの

かなと思っていました。教育委員会による点検評価は自己評価になりますが、社会教育委員の先生

方がそこに意見を言うような関わり合いもあるので、点検評価と社会教育委員の関係性は一定程度

あると思います。 

この審議会は完全に独立した外部評価の立場になりますので、深く入り込む必要が無いのかもし

れないですが、構造的に社会教育委員と公民館運営審議会の関係が全くないままがいいのか、評価

改善の部分で情報を共有しながら進めるようなやり方があるのか、将来的な課題として残っている

のではないかと感じております。 

他の自治体ですと、本来公民館運営審議会を置くべきものを社会教育委員の会議で済ませている

ところもあるようです。公民館運営審議会が無く、評価改善の議論をしているのが社会教育委員の

会議だったりすることころが無くはないので、実は両者はほぼ同じようなもので、仙台市は分けら

れていますが、明確な役割分けがいいのかという判断をどこかでしなければいけないのかなという

感想です。 

 

会長：ありがとうございます。公民館運営審議会とは別に社会教育委員の会議があり、そこが一体何を

しているかということについて、評価体制の図に出てくる学識経験者、有識者には、おそらく社会

教育委員が入っているだろう、彼らが自己評価である教育委員会の点検評価に関わったり助言をし

ていたりすることがあるとすれば、公民館運営審議会も完全に独立した形で書かれているものの、

評価体制のなかでの関係性を検討することも必要ではないかというお話でした。 

また、他の市町村では、社会教育委員の会議と公民館運営審議会の重なりが大分あるのではない

かということです。どちらかというと、公民館運営審議会の方に社会教育委員の会議が合併してい

るというか、広域合併のところは集まって会議をするのにも半日以上かかり両方は大変なので、や

むを得ず合わせているところはあります。よって、どちらの議題なのかよく分からないということ

は出てきてしまうことがありますね。今期の審議会では議論ができませんので、そういうこともあ

る、というご指摘だったと思います。よろしいでしょうか。 

本日は、最後の審議会になりますので、内容については今日のご意見も踏まえまして、「仙台市
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市民センター事業評価に関する意見について」ということで、「今後に向けて」の追記のほか、あ

る程度修正を入れて各委員にお送りします。それについてまたご意見を頂いて、10 月の任期までに

報告書をまとめさせていただきます。会長、副会長、事務局で最終的にまとめることになるかと思

います。よろしいでしょうか。どうしてもというご意見があればどうぞ。 

 

副会長：評価体制の構図は、発展途上にあるという位置づけで捉えています。自己評価、内部評価、外

部評価などいろいろあるものを、どう整理していくのかということも感じました。というのは、区

役所に移管になったことで市民局と教育局の両側からの評価があり、お互いに実施した評価をどう

共有して次につなげるかということが大事だと思いました。 

指定管理者と市民センター現場の自己評価と内部評価について、評価にすごく手間暇がかかって

いる、評価することで終わってしまうというご指摘もあったので、シンプルにやっていけるように

評価システム全体で整理できればと思います。 

また、内部評価には実際に評価を行う職員、例えば社会教育主事などが担当しているわけで、評

価する側の評価基準やスキル、視点なども整理していく必要があるのかなというのは、ずっと会議

の中で感じていたことです。 

 

会長：ありがとうございました。仙台市市民センター事業全体の評価体制、評価のあり方の問題に関わ

っていると思います。評価体制が作られ、継続されていますが、まだ発展途上かなというところで

は、今後どう整備していくかについてもこれからの検討課題だろうというご指摘がありました。あ

る程度の指標としては、目的がきちんとあれば、その評価基準軸も立てられるわけですが、ただ継

続的にやっているだけでは、何のためにやっている評価なのかという意識や本来の目的が薄れてき

てしまう。標準化された評価基準や評価項目があるとしても、誰が評価するかによって違ったもの

になってしまうところなども、どうしていくのか。大変貴重なご意見を頂き、ありがとうございま

した。 

それでは、本日の審議事項は終了とさせていただきたいと思います。 

 

 

 

会     長 

 

 

会議録署名委員 

 


