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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 29 年 11 月定例会） 

 

○ 日 時 

平成 29 年 11 月 9 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］相澤雅子委員，幾世橋広子委員，黒澤陽子委員，小岩孝子委員，小地沢将之委員， 

佐藤直由委員，庄子清史委員，菅澤彩香委員，傳野貞雄委員，中山聖子委員， 

松田道雄委員，吉田祐也委員 

［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 

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 

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：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   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６   「「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７   教育基本法（抜粋） 
資料８   社会教育法（抜粋） 
資料９   仙台市市民センター条例・施行規則（抜粋） 
資料１０  附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱 

 
別冊「仙台市市民センター事業評価に関する意見について（報告）」（平成 29年 10 月） 

 
諮問書（写） 「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」の見直し（第二次）のあり方に 

ついて 

 



 

   2/6 

 

○ 委嘱状交付式 

 （生涯学習部長より各委員に委嘱状等を交付） 

（生涯学習部長あいさつ） 

（委員自己紹介） 

（職員紹介） 

 

○ 資料および定数の確認 

事務局：資料の確認をさせていただきます。次第、席次表、配布資料一覧、資料 1 から資料 10 までま

とめております。資料 9 市民センター条例施行規則の 5 ページ第 10 条第 3 項に、「審議会の会議は、

委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない」と記されています。本日は、15 名の委員の皆様

の内、3 名の方がご欠席ですが、過半数の出席を頂いていますので、会議は成立になります。 

 

○ 会長，副会長選出 

事務局：次第 3 の会長、副会長選出に入ります。会長が選出されるまでの間、引き続き事務局で進行役

を務めさせていただきます。資料 9 の市民センター条例施行規則第 9 条の第 2 項、第 3 項審議会に「会

長及び副会長一人を置く。会長及び副会長は、それぞれ委員が互選する」となっておりますので、ど

なたか会長、副会長のご推薦をお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

   

委員：はい。会長に引き続き佐藤直由委員を、副会長に小岩孝子委員を推薦させていただきます。 

 

事務局：ただ今、会長に佐藤直由委員、副会長に小岩孝子委員という声がありましたが、皆様いかがで

しょうか。 

（異議なし） 

 

事務局：それでは、皆様方のご賛同を頂きましたので、会長に佐藤直由委員、副会長に小岩孝子委員と

決定したいと存じますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。 

それでは、佐藤委員、小岩委員には会長、副会長席にご移動いただき、それぞれ一言ご挨拶いただ

きたいと存じます。会長から、よろしくお願い致します。 

（会長あいさつ） 

（副会長あいさつ） 

 

○ 諮 問 

事務局：続きまして、次第 4 の諮問に移ります。生涯学習支援センター長よろしくお願いします。 

 

センター長：仙台市市民センターの施設理念と運営方針の見直し（第二次）のあり方について，社会教

育法第 29 条第 2 項の規定に基づき、別紙理由書を添えて諮問します。 

 

事務局：ただ今の諮問書につきましては、諮問書及び理由書の写しを資料にお付けしております。理由 

書をセンター長より読み上げます。お願いします。 
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（センター長理由書読み上げ） 

 

○ 協 議 

事務局：続きまして、次第 5 の協議に入ります。ここからは、会長に議事の進行をお願い致します。会

長よろしくお願い致します。 

 

会長：これからが審議会の審議に入っていきます。次第にあります会議の公開・非公開について、今日

は一回目ですので、まず事務局から説明をお願い致します。 

 

事務局：資料 10「付属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱」をご覧ください。この要綱の第 4

条（2）に、会議を公開にするか非公開にするかについて、当該審議会で決定することになっていま

す。個人情報やその他非公開とする理由が無い限り、原則として公開することとされております。そ

の点につきまして、ご審議していただきたいと思います。 

 

会長：事務局から説明ありましたが、個人情報その他、特に非公開とする理由が無い限り、原則として

公開でこの審議会を進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

会長：公開で進めることになりましたので、傍聴者に入っていただくことになりますが、本日はいらっ

しゃいますか。 

 

事務局：本日はございません。 

 

会長：途中からでもよろしいのですか。 

 

事務局：はい。 

 

会長：傍聴希望がある場合、中に入っていただくため傍聴席を用意してあります。今日はいらっしゃら

ないので、傍聴者は 0 人になります。それから、次の（2）の議事録及び署名人についてですが、事

務局より説明をお願いします。 

 

事務局：資料 10「附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱」の第 4 条の（3）に規定されており

ますので、ご確認ください。初回ですので、実務的な流れをご説明いたします。 

議事録案は事務局が作成、この案を各委員にご確認いただき、修正意見を頂いた場合は事務局で修

正した後、議事録を確定します。会長と当番の署名委員の 2 名による記名を頂きますが、当番の署名

委員は名簿順とし、ご欠席の場合は、出席委員の中で名簿の次の委員とするという形になっておりま

す。よろしくお願いします。 

 

会長：会議の議事録は、事務局で作成して委員全員に配布されます。それについて、皆さんから、修正

等の意見を頂いたものを事務局で集約した上で、議事録の案をもう一度会長などが見て、それで決定
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になります。署名は会長の他に委員一名，名簿順で本日は相澤委員でよろしいでしょうか。この後も、

名簿順になります。よろしくお願いします。では、次の（3）公民館運営審議会の進め方について、

今期の日程案を事務局からご説明ください。 

 

事務局：（資料 3 により「公民館運営審議会の日程表」を説明） 

 

会長：事務局から今期の日程案が示されました。期間は 2 年間で、31 年度までになります。先程の諮

問の審議がメインになりますけれども、その答申を 31 年の 5 月頃に最終案として行うことになって

おります。 

内容に「評価対象事業について」とありますが、審議会の役割の一つとして、市民センターの事業

評価を行うことになっており、ここ 3 期ほど続いております。そのための視察やヒアリングは、これ

まで審議会とは別に日程を設けて行っておりましたけれども、今期は審議会の日程に組み込まれてお

り、あくまで予定ですが 30 年の 5 月と 7月です。 

審議会の審議事項は、先程頂いた諮問に対しての答申というのが一つ目、それからもう一つがこの

事業評価になります。事業評価とはどういうものかというのは、また後になっていくと思います。 

日程表に 30 年度以降の日にちが入っていませんが、基本的には木曜日の午前中を想定して、スケ

ジュール案を事務局に作成していただきました。皆さんも来年のスケジュールは不明の所もあると思

いますので、一応予定としては、この日程でこの審議会を進めていきたいということです。変更があ

ればその都度調整が入りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

では、次に（4）その他として、この審議会を進めて行くための、基礎的な資料も入っていますの

で、事務局の方から、ご説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局：（資料 4 により「市民センターの概要」について説明） 

 

会長：資料 4 は市民センターの概要、裏面は組織図になっています。仙台市における市民センター、生

涯学習支援センターが今の組織になった経緯ですが、最初は地区市民センターと公民館があって、そ

れを併設して、市民センターとして公民館を位置づけることにしたというのが平成 2 年ですね。それ

から、平成 13 年に、職員を拠点館に集中配置するとともに、仙台ひと・まち交流財団へ地区館事業

を委託しました。その後、平成 16 年の指定管理者制度導入に伴い同財団が指定管理者となり、その

まま継続されています。平成 23 年 5 月には、各区中央市民センターを教育局から区役所区民部に移

管とする組織変更をしています。平成 24 年には宮城野区の中央市民センターも出来て、全部で 60 館

になりました。この体制になって、審議会では平成 25 年度に「市民センター事業の評価のあり方」

について、平成 26 年には「施設理念と施設運営方針の見直し」について審議を行いました。 

資料裏面の「市民センターの組織及び事業の実施体制」では、生涯学習支援センターと 5 区中央市

民センターと地区館の市民センターについて指定管理者の機能役割業務が書いてあります。何かご質

問がありますか。今日初めて見て、そうなのかと思うところがあると思います。今日渡された資料を

見ていただいて、今の体制が分かると思います。指定管理者制度は多く取り入れられていて、県内も

大分指定管理による運営が行われています。よろしいでしょうか。今日ではなくても、審議会はずっ

と続きますので、その折々に疑問点を質問されればいいと思います。では、続けてお願いします。 
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事務局：（資料 5、6 により「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」について説明） 

 

会長：ありがとうございます。資料 5、資料 6 と諮問書についても説明がございました。市民センター

の施設理念と運営方針というのは、平成 20 年に策定されています。これを 5 年ごとに見直していく

ことが定められて、平成 25 年の公民館運営審議会で見直しを行った意見が資料 6 になります。それ

を踏まえて改定されたのが、資料 5 の平成 26 年 4 月改定と書かれた「市民センターの施設理念と運

営方針」になります。資料 6 を踏まえて資料 5 が見直しされたことについて、事務局から説明された

ところです。 

今回の諮問では、特に施設理念と運営方針に関しての見直しの検討事項として、①拠点館の役割の

再検討および記載の明確化、平成 25 年の見直しの時にはいりました、②「震災を踏まえた市民セン

ターの役割と取組」の記載事項の内容・構成の再検討、③「仙台市市民センターの施設管理の運営方

針」の記載事項の内容・構成の再検討を、本年度に開催される公民館運営審議会で議論していただき

たいというのが、具体的な内容になります。 

市民センターは 3 層構造になっていて、生涯学習支援センターとそれぞれの区に区拠点館と地区の

市民センターがあり、全部で 60 館あります。その 3 層構造の中で、生涯学習支援センターと区拠点

館の役割をもう一度見直していただけないだろうか、ということが一つ、震災を踏まえて平成 25 年

度の審議会で行った見直しが 7 ページの所から入っておりますが、この内容についてもまた見直しを

図っていただきたいということと、最後の施設管理の運営方針を見直して欲しいということでした。 

急に今日議論に入れませんので、次回までに資料を読んでいただいて、ご意見を次回の審議会から、

交わしていきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。何か今のところで質問や分かりに

くい所はございますか。私たちも、何度も出ていますが、まだよく分からない所もあり、何度も見直

しますので、是非資料を読んできていただきたいと思います。 

 

委員：次回までのお願いですが、前回の施設理念と運営方針の見直しのなかで、4 年前の公運審の意見

として、仙台市の教育振興基本計画の内容を踏まえた理念として欲しいというのがありました。今年、

仙台市の教育振興基本計画が改定されていますので、その内容が分かるような資料を皆さんにお配り

してほしいと思います。よろしくお願い致します。 

 

会長：仙台市の教育振興基本計画の新しいところも、資料としてお願いしたいということです。どうぞ。 

 

委員：昨年の会議の中で、我々の行う公運審の事業評価が、全体の事業評価の中でどういう位置づけな

のか、その資料が確かあったはずだと思いますので、その資料を引き続き共有していただくと、この公

運審の評価がどの部分をやっているかが分かると思いますので、それも是非お願いしたいと思います。 

 

会長：それもよろしくお願いしたいと思います。次の説明をお願いします。 

 

事務局：（資料 7～9 により関連規定等について説明） 

 

会長：はい、ありがとうございます。公民館と公民館運営審議会の設置について、社会教育法に基づい

ており、仙台市では、市民センター条例と条例施行規則を作っているということです。公民館運営審
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議会の位置づけと役割が、制度上示されているところでございます。 

先ほどのセンター長からの諮問に応えるために審議する。それから、仙台市では、事業評価をする

ということと、他に審議会で必要とすることについて審議を行うということが、書かれていますので、

その辺を確認しながら、読んでいただければと思います。疑問が出てきたら、次回の審議会で質問等

をお願いします。よろしいでしょうか。 

本日は、協議事項といっても資料の説明とこの審議会で何を議論するべきかの説明でした。何か委

員の方から何かご質問はありますか。では、協議事項をすべて終えましたので、事務局にお返ししま

す。副会長何かありますか。 

 

副会長：ありません。 

 

会長：よろしくお願いします。 

 

○ 報 告 

事務局：先日行われました第 39 回全国公民館研究集会の報告を申し上げます。10 月 30 日の全体会に

つきましては 714 名参加いただきました。東北地区、宮城県が大部分ですが、東京や九州からも参加

いただき、盛大に開催することが出来ました。仙台市市民センター職員は、21 名の表彰がありました。 

翌日は 5 つの分科会がございまして、うち 3 つは公民館をテーマとし、それぞれ 100 名以上参加が

あり、トータルで 516 名参加いただきました。天候にも恵まれて、無事開催することが出来ました。 

次の大会の日程も既に決まっておりますので、ご紹介させていただきます。まず、公民館の方です 

が、第 40 回の全国公民館研究集会は、東京大会になります。7 年に一回が首都圏に戻り、来年の 11

月 2 日、3 日に日本青年館で開催されます。東北地区は、第 63 回東北地区公民館大会が青森で開催

されます。社会教育の全国大会は 3 日間ですが、公民館に関しては、10 月 25 日、26 日に青森市で開

催されます。 

何かご質問はございますか。なければ、本日の公民館運営審議会はこれで終了させていただきます。

次回は平成 30 年 1 月 18 日（木）午前 10 時開始となります。今後の進め方は次回の審議会で日程等

を設定させていただきたいと思います。本日は、お疲れさまでした。 

 

 

 

 

会     長 

 

 

会議録署名委員 

 


