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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 30年 1月定例会） 

 

○ 日 時 

平成 30年 1月 18日（木）午前 10時 00分～11時 45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，市瀬智紀委員，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，佐藤由美委員，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，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 

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 

 

［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：仙台市公民館運営審議会日程表（案） 

資料３：仙台市市民センターの拠点館事業について 

 

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） 

第２期仙台市教育振興基本計画及び概要版（平成 29年 1月） 

仙台市社会教育委員の会議 提言書（平成 29年 10月） 

「高齢者の学びと社会参加について～学びと社会貢献の循環をつくる～」 

 

1 開会 

 

（資料の確認） 
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事務局：本日は、15 名の委員の皆様にご出席いただいており、市民センター条例施行規則第 10 条第 1

項の規定により、委員の過半数である 8名以上の出席を満たしておりますので、有効な会議として

成立しております。 

 

2 挨拶 

（生涯学習支援センター長挨拶） 

 

（前回欠席委員自己紹介） 

 

会長：今日は委員全員出席でございますので、この 15名で審議会は運営されます。各委員の先生方の 

  立場、活動、経験上から自由に意見を言っていただいて、それをまとめていくことになっています。 

  よろしくお願いします。 

この審議会は原則公開となっておりますが、傍聴の希望はございませんか。 

 

事務局：本日はありません。 

 

会長：次に議事録の署名委員ですが、座席順ということで、前回は相澤委員にお願いしましたので、今 

  回は市瀬委員にお願いします。よろしくお願いします。 

 

3 協議 

会長：それでは、「3協議」に入ります。「仙台市公民館運営審議会の日程について」の案が出ておりま 

すので、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局：資料 2の仙台市公民館運営審議会日程表（案）をご覧ください。これは、前回お渡しした案に、 

平成 30年度の日程を新たに書き加えたものになります。基本的に、奇数月の木曜日の午前中に開 

催することになっておりますが、平成 30年度の 6回目は木曜日の設定が難しいので、火曜日にな 

っております。例年とあまり変わらないのですが、7月につきましては下旬から上旬に、3月につ 

きましては下旬から中旬に移します。日程についてご確認いただければと思いますので、よろしく 

お願いします。 

 

会長：ありがとうございました。前回もおおよその日程が出ておりましたが、29年度は今日と 3月 1 

  5日、30年度に 6回、31年度に 3回の日程が入っております。都合によっては日程の調整がある 

  かと思いますが、基本的にはこの日程でこの審議会を予定して、進めていきたいと思います。何か 

  ご質問、ご意見等はございますか。ないようですので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

4 報告 

会長：それでは「4報告 仙台市市民センターの拠点館事業について」に入ります。 

前回この審議会で何を議論していくかについて、生涯学習支援センター長から諮問書が出されま 

した。施設理念と運営方針の見直しがメインになりますが、合わせて、特に拠点館の役割の再検討 

と、「震災後の市民センターの役割と取組」の記載内容の検討、「施設管理の運営方針」の記載内容 
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の検討もお願いしたいということでした。その諮問に応えていくにあたり、市民センターがどのよ 

うな理念の元に役割を果たしているかについて、本日は拠点館の事業等をご紹介いただくことにし 

てあります。更に、毎年審議会が行っている事業の評価について、3月の審議会で評価対象事業を 

協議して決めていきたいと思います。今日の審議会では、拠点館事業を詳しく説明いただき、施設

理念と運営方針の見直しを図っていくうえでの基礎的な部分の共有を図っていきたいと思います。

よろしくお願いします。事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局：それでは、事務局より「仙台市市民センターの拠点館事業について」を説明いたします。正面 

スクリーンに資料を投影しますので、ご覧ください。また、同じ内容を印刷したものを「資料 3」 

として配付しておりますので、そちらも参照しながらお聞きいただければと思います。参考資料と 

して配付の「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」もお手元にご用意いただければと思いま 

す。 

それでは、市の拠点館である「生涯学習支援センター」と、区の拠点館である「区中央市民セン 

  ター」の事業について、それぞれ「仙台市市民センター施設理念と運営方針」に掲げられている役 

割に沿って、ご説明いたします。 

まず、市民センターとはどのような施設なのか、改めて押さえておきたいと思います。2枚目の 

スライドをご覧ください。 

「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」では、生涯学習支援センターも含めた市民センタ 

ーとは、三つの機能が一体となって運営される社会教育施設である、とされております。三つの機 

能とは、1．市民との協働による市民本位の生涯学習の支援拠点、2．市民のための市民が主役の交 

流拠点、3．住みよいまちづくりにつながる人づくりを行う地域づくりの拠点、でございます。 

参考資料の「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」をご覧ください。そちらの 2ページ目 

上段に、この「施設理念」が書かれております。 

そして、同じ 2ページ目の下段から、「仙台市市民センター事業の運営方針」が書かれており、事 

業目的のあと、3ページ目の下段から、「市民センターの役割」として、1）市拠点館（生涯学習支 

援センター）の基本的な役割、2）区拠点館（区中央市民センター）の基本的な役割、そして 3）地 

区館（地区市民センター）の基本的な役割、がそれぞれ記されております。今回は、拠点館の役割 

と事業、ということですので、地区館を除いた、1）の市拠点館、2）の区拠点館、それぞれの基本 

的な役割を対象としています。この二つをまとめて表にしたものが、3枚目のスライドになります。 

まず、市拠点館の基本的な役割ですが、大きく五つございます。1．市民センターにおける生涯 

学習事業体系の策定と行動計画の立案、及び全市にわたる生涯学習事業の推進、2．生涯学習推進 

のための専門性の向上、3．市民一人ひとりのニーズに対応した生涯学習支援体制の充実、4．指定 

管理者制度下での指定管理業務のマネジメントの推進、5．職員の育成、です。 

次に、区拠点館の基本的な役割ですが、1．区内の生涯学習事業の推進、2．区内地区館事業への 

支援、3．指定管理者制度下での区内地区館業務のマネジメントの推進、となります。 

それでは、基本的な役割に対応し、どのような事業を行っているのか、まず市拠点館から見てい 

きたいと思います。 

はじめに「1．市民センターにおける生涯学習事業体系の策定と行動計画の立案、及び全市にわ 

たる生涯学習事業の推進」です。この役割 1については、前段の「事業体系の策定と行動計画の立 

案」の部分と、後段の「全市にわたる生涯学習事業の推進」に分けてご説明いたします。 
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まず「生涯学習事業体系の策定と行動計画の立案」についてです。この役割に応じるものとして、 

  仙台市教育基本計画における市民センター事業の位置づけが該当いたします。この基本計画は昨年 

より第 2期となりましたが、第 2期では、「学校教育」「生涯学習」「地域・家庭」「教育環境」の四 

つを基本的方向として定め、このうち「生涯学習」と「地域・家庭」に市民センターの各事業を位 

置づけました。   

5枚目のスライドをご覧ください。「基本的方向 2 生涯学習」については、ミッション 1の施策

1に掲げる、ライフステージに応じた学びとネットワークづくりの支援として、「高等学校開放講座

の実施」を位置づけました。施策 2、市民センターにおける地域に根ざした学び・交流の場の提供

として、「市民センター運営管理・講座の実施」を、ミッション 3 の施策 1 に掲げる、市民の生涯

学習を支援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供として、「託児ボランティア」「地域情

報発信サポーター」を位置づけました。 

「基本的方向 3 地域・家庭」については、ミッション 3の施策 1に掲げる、地域の学びを支え

る人材の育成として、「学びのコミュニティづくり推進」「住民参画・問題解決型学習推進」ほか 6

事業を位置づけました。個々の主だった事業については、後ほど順にご紹介いたします。 

なお、この第 2期基本計画については、概要版も合わせて参考資料としてお付けしておりますの

で、詳細はそちらをご参照ください。 

次に、「事業評価の実施」です。事業実施の基本となる PDCAサイクル、プラン・ドゥ・チェッ

ク・アクションのサイクルのチェックにあたる Cの部分を図で表しています。昨年 5月に開催した

前期公民館運営審議会の際にもお示しした図ですが、今回若干の修正を加えております。評価手法

は主に五つございまして、1．指定管理者評価制度に基づく評価、2．事業反省評価、3．教育委員会

による点検評価、4．重点三事業評価、重点三事業とは子ども、若者、大人、それぞれの年代ごとの

市民参画型事業の総称です。そして、5．公民館運営審議会の委員の皆さま方による評価でございま

す。最近では昨年の 3月に地区館事業についての評価報告書を頂いたところです。 

続いて、役割 1の後段である「全市にわたる生涯学習事業の推進」についてです。この役割に該

当する六つの事業についてご紹介いたします。まず、「学びのまち・仙台 市民カレッジ」です。全

市域の市民を対象に、社会ニーズや現代的課題に対応した、専門的で質の高い学習の機会を創出す

ることにより、市民力の育成を図り、学習成果が地域や社会に還元されるような仕組みづくりの促

進を目指しています。 

多くの市民に地域への興味を持っていただけるよう多彩なテーマを取り上げ、敷居を低くした

「仙台再発見リレー講座」。今年度は、仙台のお笑いや、魚食（魚を食べる）文化、七夕、科学技術

といったテーマで開催しました。また、地域づくりに興味がある、すでに地域づくりに取り組んで

いる、といった市民に向けて、「地域づくり支援講座」を行っています。地域づくりに関わっている

個人や町内会、NPOの代表から事例を通して学び、また、地域づくりに役立つ助成金の申請方法や

コミュニケーション術などを学びます。 

「ライフマネジメント講座」は就労や地域づくりなど、何か一歩踏み出したい、という方を対象

に、講話やワークショップ、体験談などを通して人材育成につなげる講座です。 

「現代的課題講座」は、社会情勢の変化等により生じている現代の様々な課題について学ぶもの

で、昨年度は若者の貧困、今年度は市瀬先生のご協力も頂いて、多文化共生や消費者問題等につい

て取り上げる予定です。 

「市内高等学校企画講座」は、スライドの 5枚目でも触れました「高等学校開放講座」と似た趣 
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旨の講座ですが、高校教諭の専門性を市民の学習にも生かしていただくことをねらいとした講座で 

す。今年度は高齢の方でも無理なく健康づくりができるダンスについてご指導いただきました。 

市民プロデュースについては、今年度初めて取り組んでいるプログラムで、3種類の講座を企画 

しました。これは、地域で活動する個人や団体が企画から講座運営までを、生涯学習支援センター 

の支援のもとに担う、というスタイルの講座です。すでに、聴覚障害者の支援団体と、仙台市地域 

防災リーダー有志による二つの講座が終了し、現在は、学校支援地域本部のスーパーバイザー有志 

による地域コーディネートリーダー講座の準備を進めているところです。 

画面左側の写真は、上が、FM いずみのアナウンサーや科学実験などで活躍されている阿部清人

さんと仙台在住のタレント、ワッキー貝山さんによる対談の場面、下が、受講者によるワークショ

ップの場面となります。 

続いては、昨年度に創設 50 周年を迎えました「明治青年大学」です。地区市民センターの老壮

大学やシルバーセンターの豊齢学園を修了した高齢者約 800名が、学習をさらに深め、豊かな社会

生活を営めるよう、月 2回の学習会の他、大学祭、サークル活動などに意欲的に取り組んでいます。

学生による運営委員会が中心になり自主的に企画・運営しております。写真は、太白区の楽々々ホ

ールで開催の入学式の様子です。 

次の「若い青年教室」は、仙台市内に在住または勤務している知的障害を抱える青年の仲間づく

りや生活上の基本的知識・技能の習得に繋がる学習機会を提供する事業です。今年度は、34名の教

室生を対象に 9コマの講座を実施いたします。写真は、定例の会場である青葉区中央市民センター

での活動の様子を写したものです。 

続く「高等学校開放講座」は、仙台市立高校の施設や教員の知見など専門的な学習資源を活用し、

市民の生活上・職業上の知識や技術等の習得を図る講座として実施しています。先ほどの「高等学

校企画講座」と似た事業ですが、高校を会場とすることと、高校への委託事業であることが、違い

となっています。また講座のサポート役として高校生が参加し、市民と生徒の交流を図ることも特

色となっています。写真は、パソコンスキルを高める講座の受講風景です。  

続いては、生涯学習支援センターの基本的な役割の二つ目である「生涯学習推進のための専門性

の向上」についてです。 

スライドの 9 枚目をご覧ください。この役割に該当する事業の例として二つご紹介いたします。

まず、「現代的課題対応研修」です。先ほど、「学びのまち・仙台 市民カレッジ」という事業の中

でご紹介した「現代的課題講座」は市民を対象とした事業でしたが、こちらは、市民センターの他、

市の社会教育施設、科学館、博物館などに勤務する職員全体を対象とした事業となっております。

後でご紹介する「職員研修」の中の生涯学習応用研修の一環として実施しており、今年度は、若者

や高齢者の社会参画、多様性配慮、のテーマで実施しているところです。研修は、講師による講話

だけでなく、写真のようにグループ討議やワークショップ等も取り入れています。 

次に、「重点三事業（市民参画型事業）に係る支援及び成果報告会」です。子ども、若者、大人、

と世代ごとに対象を分け、3 種類の市民参画型事業を各区中央市民センターが主となり実施してい

ますが、この 3種類の市民参画型事業を「重点三事業」と私たちは呼んでおります。生涯学習支援

センターは、直接事業を実施するのではなく、事業の統括として、外部の助言者からアドバイスを

得る機会を設定し、事業内容のブラッシュアップを図ったり、成果報告会を開催したりして、地区

市民センター職員等に向けて、本事業の成果と課題や抽出した事業実施のためのエッセンスやノウ

ハウをフィードバックするなどの支援を行っております。写真は、上が成果報告会の会場でのパネ
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ル展示、下が子どもたちの発表の場面です。昨年末に委員の皆さまにもご案内を差し上げたところ

ですが、今週の 21日にメディアテークにて今年度の成果報告会を開催の予定です。 

続きまして、基本的な役割の三つ目、「市民一人ひとりのニーズに対応した生涯学習支援体制の充

実」です。 

この役割はさらに「学習活動のネットワーク化とリーダー等の養成」「生涯学習に関する関係機関

等との連携・協力の推進」「生涯学習情報の計画的体系的な収集と提供」の三つの項目からなってい

ます。 

ここでは、「ネットワーク化とリーダー等の養成」として 4事業、「関係機関との連携・協力」と

して 2事業、「学習情報の収集・提供」として 2事業をご紹介します。 

はじめに、「学びのコミュニティづくり推進」事業です。これは、学校や地域の団体等三つ以上の

団体からなる運営主体に教育委員会が事業運営を委託し、子どもの健やかな育ちを支援する活動を

行うことにより、地域に関わる様々な団体のネットワークづくりと地域の教育力の向上を図るもの

です。現在、委託のもとに活動を行っている地域が７地域あるほか、委託期間終了後も自主的に活

動を続けている地域が約 25 地域ございます。写真は、子どもたちが地域の方たちと陶芸を体験し

ているところです。 

次の「地域コーディネートリーダー研修」は、子どもを育む地域の力を高める観点から、地域内

のコミュニケーションやネットワークの活性化を目指して、地域で核となる人材を育成するもので

す。学校支援地域本部のスーパーバイザーの方などに企画員になっていただき、市民企画という形

で研修会を企画・運営しています。写真は昨年度に実施した研修会の一場面です。 

また、市民センターの託児付講座等で託児を担当していただく「託児ボランティア」の養成・育

成も行っています。養成講座の実施の他、現在活動する 9グループに対し、フォローアップ研修の

開催や託児の機会提供のための調整といった支援も行っています。写真は、養成講座の受講生が、

託児室の帰りの会を体験しているところです。 

「ジュニアリーダー育成支援」は、主に子ども会活動等でボランティアとして活躍する中・高生

による「ジュニアリーダー」に対し、定例的な支援の他、中級研修会、上級研修会、実践研修会と

いった各種研修会を行うことにより「学びを通した人づくり」「地域を支える人づくり」を図ってい

ます。なお、初級研修会については、後ほど触れますが、各区中央市民センターで実施しています。

写真は、研修会のひとコマです。 

続いては、「学都サテライトキャンパスへの支援」です。仙台市内の大学など高等教育機関が連携

し「学都仙台コンソーシアム」を組織しておりますが、その中の「サテライトキャンパス部会」が

実施する公開講座や、部会に加盟する学校が独自に実施する市民向け公開講座について、生涯学習

支援センターでは、広報や情報提供等の支援を行っております。 

次に、「社会教育実習」でございます。大学で社会教育を専攻し、今後、社会教育を支えていく可

能性のある学生に対して、社会教育主事資格の取得に関する実習を、区中央市民センターとともに

実施しています。 

「学習情報提供」につきましては、市内市民センター60館をネットワークでつなぎ、ホームペー

ジの運営と、学習情報提供システムの運用を行っています。ホームページでは、各館の講座情報や、

センターだより、講座終了後の講座レポートなどが閲覧できるほか、講座情報の検索ができます。

また、学習情報提供システムに蓄積されたサークル情報や講師情報をもとに、各館の窓口や電話等

で学習相談を受けることができます。 
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また、市民センターが事業を通して作成した成果物や、地域資源や地域人材に関わる情報の発信

の担い手として「地域情報発信サポーター」の養成・育成にも取り組んでいます。昨年度から第 1

期のサポーターが活動を始めており、現在第 3号となる地域情報紙を作成しています。上の画像は

ホームページのトップページ、下の画像は実際に発行した地域情報紙でございます。 

続いて四つ目の役割「指定管理者制度下での指定管理業務マネジメントの推進」です。マネジメ 

ントの推進として、まず「市民センター事業要求水準書の作成」があります。この事業要求水準書

とは、指定管理者に対し、仙台市として、どのような事業をどの程度、どのレベルで実施していた

だきたいのかを記したもので、仕様書に近い文書になります。指定管理者には、この要求水準書に

基づいて事業を計画し、実施していただきます。 

次は、「指定管理者評価制度に基づく評価」です。一つ目の役割のところでも評価のお話をしまし

たので、重複となりますが、指定管理者の評価ということで、訪問調査モニタリングや、事業反省

評価があります。実際にこの二つは区中央市民センターが実施しておりますが、生涯学習支援セン

ターも統轄という立場で、これらの評価に関わっております。 

また、他にも、指定管理者、具体には、ひとまち交流財団の市民センター課等との連絡や調整等

を日常的に行っております。 

生涯学習支援センターの五つ目の役割は、「職員の育成」でございます。こちらについては「職員

研修の体系化と専門研修の充実」と「職員への助言及び指導及び支援体制づくり」の二つからなっ

ております。 

「職員研修の体系化と専門研修の充実」に関して、画面に体系の一部を載せておりますが、大き

く「基礎研修」「応用研修」とに分けたうえで、さらに「基礎研修」には「市民センター新任職員研

修」「市民センター館長研修」「生涯学習基礎研修」の三つの研修を、「応用研修」には「生涯学習応

用研修」「社会教育推進研修」「事例発表研究研修」「学びを支えるボランティアセミナー」の四つの

研修を位置づけております。この七つの研修について年間 20 コマの研修会を開催しております。

対象は、市民センター職員のみのものから、仙台市の社会教育施設、例えば科学館や博物館などの

職員も交えたもの、あるいは市民の学習の機会も兼ねたものなど様々です。 

市拠点館の役割の最後である「職員への助言及び指導及び支援体制づくり」に関しては、様々な

担当者会を開催し意見交換の機会を創出しております。例として、三つ「事業担当者会」「ジュニア

リーダー担当者会」「学習情報提供事業検討会」を挙げさせていただきました。「事業担当者会」は、

生涯学習支援センター及び各区中央市民センターの主に社会教育主事の先生方が集まり、主として

各区で取り組む教育重点事業、市民参画型事業等についての意見及び情報の交換を行い、よりよい

事業の推進を図るものです。有識者をお呼びし、アドバイスを頂いたりもしております。 

「ジュニアリーダー担当者会」は、ジュニアリーダー育成支援に係る地区市民センターの職員を

対象として、ジュニアリーダー及びその活動に関する理解を深めるとともに、育成及び支援業務の

内容について確認を行う場でございます。 

「学習情報提供事業検討会」は、生涯学習支援センター及び各区中央市民センターの当該事業の

担当者が集まり、学習情報提供のあり方や情報システムに関する課題について協議・検討を行う場

でございます。 

以上、市拠点館、生涯学習支援センターの役割と役割に応じた事業についてご紹介させていただ

きました。ここからは、区の拠点館である区中央市民センターの役割について、事業の紹介と併せ

てみてまいります。 
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まず、区拠点館の一つ目の役割である、「区内の生涯学習事業の推進」です。この役割は、「区内

の生涯学習事業の推進と地域リーダーの育成」と「区内の市民の学習・グループ活動への支援」の

2項目からなっています。 

「生涯学習事業の推進と地域リーダーの育成」に該当する事業として、例えば「嘱託社会教育主

事協議会各区部会との共催・連携事業」がございます。教育委員会では、社会教育主事の資格を有

する教員を嘱託社会教育主事として委嘱し、社会教育の振興を図っており、区中央市民センターと

の共催や連携による事業も数多く行っております。写真は上から、青葉区の家庭教育講座、宮城野

区の Eボート、若林区の若林ものづくり体験教室、泉区のみんなでジャンプ、そして、次に紹介す

る、太白区の FMたいはくとの連携事業となります。 

続いて「NPO・ボランティア・企業等との共催・連携事業」です。NPO との連携では青葉区の

日本語講座が、ボランティアとの連携では若林区のまなびごっこが、企業との連携では太白区の FM

たいはくとの学習情報提供事業が該当いたします。  

次の「重点三事業」、市民参画型事業については、生涯学習支援センターの役割としてスライドの

9 枚目でも触れましたが、生涯学習支援センターは事業統轄としての関わりであるのに対し、区中

央市民センターは、実際に講座の実施主体として取り組んでおります。小・中学生から高校生を対

象とした、「子ども参画型社会創造支援事業」、大人を対象とした「住民参画・問題解決型学習推進

事業」、高校生から概ね 30代までの若者を対象とした「若者社会参画型学習推進事業」の三つの事

業について、各区で事業を展開しています。写真は、青葉区、宮城野区、若林区の事業を中心に事

業の一コマを写したものです。一つずつ紹介したいのですが、詳しくは 21 日の成果報告会を楽し

みにしていただければと思います。 

この他にも、各区中央市民センターでは、生涯学習事業の推進と地域リーダーの育成に資する事

業を実施しております。青葉区中央市民センターの、外国籍の「子供のための日本語講座」、宮城野

区中央市民センターの「宮城野学講座」、若林区中央市民センターのニュースポーツ「ボッチャ」の

普及事業、太白区中央市民センターの若者のボランティア支援事業の「BOPO」、泉区中央市民セン

ターの青少年健全育成を図る「長谷倉川と遊ぼう！」など、が事業の一例です。 

続いて、区中央市民センターの二つ目の役割である「区内地区館事業への支援」です。これはさ

らに三つの項目に分かれます。「関係諸団体との連携の推進」、「家庭及び地域での教育力向上、ジュ

ニアリーダーの育成支援」、「地区館職員の育成」の三つです。 

「関係諸団体との連携の推進」の例としまして、地域の学校や区役所等関係部署との連携につい

てご紹介いたします。まず「地域学校連携事業」です。これは、嘱託社会教育主事研究協議会各区

部会との共催により、区内各学校の地域連携担当教員と区内地区市民センター職員とが情報交換・

情報共有を行う場を創設するものです。学校と地区市民センターとのよりよい関係づくりを支援し、

地域連携の推進と地域の教育力の向上を図っています。 

続く「区館長会等の開催」ですが、区内地区市民センターの館長や区中央市民センター職員だけ

でなく、区のまちづくり推進課やふるさと支援担当課といった区役所の関係部署の他、指定管理者

である仙台ひと・まち交流財団や生涯学習支援センターの職員を集めた区館長会を区ごとに月 1回

程度実施し、意見交換、情報交換、情報共有等を行っております。 

続いて、「家庭及び地域での教育力向上、ジュニアリーダーの育成支援」という項目について二つ

の例を紹介いたします。 

まず、子ども会活動の充実を図ることを目的として開催している「インリーダー研修会」です。
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地域の子ども会のリーダーとして活躍する児童及び世話人を対象に、子ども会活動についての知識

やレクリエーションなどの実技を学習するための研修会を各地域で年 1回実施しております。嘱託

社会教育主事の先生方には講師としても関わっていただいております。 

二つ目は「ジュニアリーダー初級研修会の開催及び育成支援」です。新たにジュニアリーダーを

志す中・高生に対し、ボランティア活動の意義や、地域の子ども会活動の活性化を図るために必要

な知識、技術を習得する初級研修会を区ごとに実施しています。また、区内のジュニアリーダーを

対象に定例会を開催し、技術向上のための研修会を開催するなど、育成を図るとともに、ジュニア

リーダーサークルの活動支援拠点となっている地区市民センターに対し、助言や協力等の支援を行

っています。 

「地区館職員の育成」に関しましては、区内の地区市民センター職員を対象に、施設管理や事業

推進に関し、意見交換及び情報交換を行う場として月 1回程度「区連絡会」を開催している他、宮

城野区などでは独自に区内地区市民センター職員を対象に「職員研修会」を実施し、職員の資質向

上や実践力、事業企画力の向上を図っております。 

区拠点館の三つ目の役割は、「指定管理者制度下での区内地区館業務のマネジメントの推進」で 

す。6枚目のスライドや、12枚目のスライドでもご紹介したところですが、市拠点館と区拠点館で 

は、地区市民センターの「評価」を実施しています。区拠点館では、実際に地区市民センターに出

向き、モニタリングやヒアリングを実施し評価にあたります。参考として指定管理者評価に用いる

様式の一部を掲載しました。 

また、日常的な支援として、地区館の業務や事業について、機会をとらえて助言を行い、相談に

応じるほか、18 枚目、19 枚目のスライドでもご紹介した「区館長会」や「区連絡会」を、情報の

共有や意見交換の場として定期的に開催しているところです。 

以上、市拠点館の役割、区拠点館の役割に沿って、市民センターの拠点館事業についてご紹介さ

せていただきました。これで事務局からの資料 3の説明を終わります。 

 

会長：ありがとうございました。この生涯学習支援センターと 5区にある中央市民センターは、拠点館

に位置づけられています。「施設理念と運営方針」における理念に基づいて、市と区の拠点館がどの

ような役割を果たすかを、スライドの 3枚目に表にまとめていただきました。市の拠点館の五つの

基本的な役割、区の拠点館の三つの基本的な役割に応じて、実際どのような事業を展開しているの

か、具体的に行われていることを分かりやすく説明いただきました。生涯学習支援センターから毎

月送られてくる事業だよりに、生涯学習支援センターと区の中央市民センター、地区館で行われて

いる全ての事業が掲載されています。 

   ただ今の報告につきまして、これからの運営理念等の見直しを行っていく上で、この事業は一体

どうなっているのか、あるいは、この事業では基本的な役割等はどういうことかなど、いろいろ疑

問、質問があると思います。これからの審議の材料になっていくと思いますので、どなたからでも

質問があればお願いします。 

   特に重点三事業については、今度の日曜日にメディアテークで報告会がございます。非常に活発

な活動が分かりますので、参加していただくと具体的な所が良く分かると思います。どうぞ。 

 

委員：説明を改めて頂きまして、実に膨大な量の事業をしていることが分かりました。 

   スライド 19枚目の職員研修会（宮城野区）は、宮城野区中央市民センターが実施している大変 
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  大事な取組みだなと思いました。 

お聞きしたいのは、他の区の中央市民センターではどうなのかということと、これは試みでいず 

れ各区の中央市民センターに展開しようとしているのか。素朴な疑問ですが、職員研修会の位置付 

けと今までの評価、これからの展開をご説明いただければと思います。 

 

会長：ありがとうございます。市の拠点館、生涯学習支援センターの職員育成と研修はスライド 13枚 

目にあり、区の拠点館の職員研修はスライド 19枚目に宮城野区の例が出されていますけれども、 

これは宮城野区の事例なのか、他の区ではどうなっているのか、教えていただきたいとのことです。 

 

事務局：他の区では全く行っていない訳ではございません。例えば、宮城野区の研修会の中身は、事業 

を広報するちらしのデザインを良くするために、専門の方をお呼びしたものですが、これは他の区 

でも行っております。今回、対外的に資料を作るにあたり、事務局から各区に確認しましたところ、 

他の区からは特に申し出がなかったため、宮城野区の例を挙げました。各区でも研修会を行ってお 

ります。 

 

委員：分かりました。このご報告の中にはまだまだ出て来てない例があると認識したほうがよろしいで 

しょうか。 

 

青葉区中央市民センター長：今のご質問に対して、補足させていただきたいと思います。ちょうど昨日 

  ですが、青葉区でも年に一回、同一の趣旨の職員研修会を行っております。今年度はコミュニケー 

  ションをベースとしたマナーアップスキルについて、外部講師を招いて 2時間ほど行いました。 

   研修の対象者は、各地区館市民センターの主任を中心としつつも、今年入ったばかりの新しい職  

  員にも広くお声掛けしまして、職員全体の資質の向上に区を挙げて取り組んでいるところです。 

 

会長：ありがとうございました。宮城野区は一つの例で、他の区でも職員研修は何らかの形で行ってい 

  るところだと思います。その他にも生涯学習支援センターでも研修をしておりますので、そちらの 

  参加も勿論あると思います。今のようにどんな質問でもいいので、何かありませんか。どうぞ。 

 

委員：今の続きのような話ですが、去年、一昨年もいろいろ見て回らせていただき、一番大事なのは職 

員研修ではないかというお話が多くされていたと思います。先程たくさんの研修会を行われている 

のは分かりましたが、職員研修会にどのくらいの方が参加し、どのくらい理解したかが、本当は大 

事なのではと感じました。先程のお話では宮城野区や青葉区の拠点館では年一回くらい、そのほか 

市の拠点館の研修もあることを考えると、外部から講師を呼んでというのが年１回ぎりぎりではな 

いかと考えます。果たして地区の市民センターの職員が、どのくらい参加しているのかお伺いでき 

ればと思いました。 

 

会長：ありがとうございます。地区館からの参加は果たしてどのくらいかということです。 

 

仙台ひと・まち交流財団市民センター課長：職員研修には、拠点館が実施している研修のほかに、指定 

管理者として実施している研修もございます。市民センターの役割には、生涯学習事業に加えて施
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設管理がありますので、指定管理者として施設利用に対応する研修もしております。 

さらに関連しまして、仙台市が行う施設管理やコミュニティに関するものもございますし、県の 

公民館の研修など、様々な研修の機会がございます。 

   私どもでは、職員にそれぞれ年間でこういった研修があることを年度当初に案内し、最終的に職 

  員がどれくらい研修に出席したか、データを取っています。平均しますと、日中勤務の各地区館職 

員は年間 6回くらい研修に出ているので、かなり学ばせていただいていると考えております。 

 

会長：地区館は指定管理者制度をとっているが、独自の職員研修、県の研修などにも参加しているとい

うことですね。 

 

宮城野区中央市民センター長：補足させていただきます。区の連絡会というものが月一回程度開催され 

  ていますが、地区館の職員が研修に出やすい場づくりとして、各地区館職員が少ない中、この会議 

には 1館から 2名ぐらい参加できるので、その連絡会との抱き合わせで研修を行っております。 

 実際に現場で必要としているのは何かということで、ちょうど昨日、各地区館の主任主催の研修 

を行いました。障害企画課の係長を講師に招きまして、障がい者を差別しないでみんなでまちづく 

りをしようという条例の説明を頂きました。市の職員は管理職をはじめ全員受けておりまして、是 

非財団の職員にも必要じゃないかということで、主任会で企画しました。 

   もう一つ付け加えますと、地区館の職員からの要望があり、ノロウイルスの対策について現場は 

  どのように気を付ければいいのかということについて、区の家庭健康課の職員を講師に招き、汚れ 

てもいいようなところで、バケツの色水を吐しゃ物と想定して撒き、どのくらい飛散しているのか 

を体験しながらの研修も行いました。以上ご報告でございます。 

 

会長：ありがとうございました。宮城野区の区連絡会を利用した研修等を行っているという報告を頂き 

  ました。 

 

委員：丁寧にご報告いただきありがとうございました。非常に膨大な事業を抱えていらっしゃるなと思 

いました。これまでの任期を務めてきた中で、公運審で議論されていたことが、丁寧に取り組まれ 

ている印象があります。 

一方で職員の資質向上、研修が繰り返し議論になっています。ノロウイルス対策のような館の運 

営上必要な研修も重要だと思いますが、この公運審では、地域の皆様に寄与するところでの実質的

な資質向上など、もっと職員に期待したいとの議論が行われてきたはずでした。 

次回まででいいのでご用意を頂きたいのが、ご報告いただいたそれぞれの取組みについて、公 

運審での議論のどこを反映して変わっていったのか、あるいは、公運審の委員は知らずにいたが、 

ずっと昔から取り組んできたことで何も変わってないのか、我々公運審の議論と取組みの関係性が 

見えるものをお示しいただけますでしょうか。一つ一つ事業で見ると煩雑になってしまいますので、 

項目毎で構いません。 

   もう一点は、ここから議論されていく本質的な話に係ると思いますけれども、地域の皆さんに生 

涯学習の機会を提供、あるいは、地域の皆さんが主体となって地域課題を解決していくということ 

が、市民センターのミッションである以上、まだ多くの方々の理解が貸館の施設であるような状況 

から抜け出さないといけないのが、とても大きいと思うのです。先程の職員研修の話にも関連しま 
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すが、単にサービスの出し手受け手の関係ではなく、一緒に何かを取り組んでいけることが前提と 

なった拠点館のあり方、拠点館が地区館に求めていくことなども、とても重要になっていきます。 

そうなると、要求水準書の中身が対応していない限りは、指定管理者のひとまち交流財団が取り 

  組むことが出来ないということに繋がっていくと思います。最新の要求水準書が数か月前に作られ 

て、それを基にここから 5か年の指定管理業務が始まっていく状況なので、我々は今から要求水準 

書の中身を議論しても、それが反映されるのが 5年後になってしまうかもしれません。要求水準書 

の中身についても議論することが許されていくのかどうかということも、お聞きできればと思いま 

した。 

 

生涯学習支援センター長：一点目については、これまでもいろいろ公運審で議論いただいている中で、

反映させ改善してきている所は勿論ありますので、資料で示させていただきたいと思います。 

二点目の指定管理者に要求する事業の水準でございます。おっしゃる通り既に選定作業が進んで、

これからの 5 年間の内容を示しておりますが、「地域の人達が主体となって自ら地域課題を解決し

ていくことに資するような事業を進めて下さい」と、これまで以上に強調して要求した中身でござ

います。公運審で要求水準書の中身についてのご意見を頂くことはしてこなかったのですが、我々

としても委員の皆様方の意見を十分受け止めた内容に変更したというところでご報告をさせてい

ただきます。 

 

委員：ありがとうございました。よく分かりました。なぜこういう話を申し上げたかというと、今、将 

監市民センターと他の公共施設との複合化に関わる機会を頂いている立場での発言になりますが、

現在の指定管理者が担う業務の範囲で、様々な機能が複合化された施設を考えていこうとすると、

本来的にはサービスの受け手である住民の皆様が、その地域の個性を生かしながら、施設をフル活

用していくというゴールを目指せればいいという期待感があります。一方で、要求水準書の範囲で

しか出来ないということがありえてしまうのが現状です。 

仙台市の公共施設のマネジメントの方針では、これから様々な公共施設の複合化が進んでいく大

前提は変わらないところです。市民センターは、コミュニティセンターとの住み分けはどうするの

かなど議論が十分になされていない中で、多くの施設が複合化の対象になっていくのではないか思

います。 

そこでどうやって、住民の皆さんに地域の拠点であるという意識付けをしていくか、行政側が行

うサービスはここまでで、住民側が関与していくことはここまで、という議論がどこかで統合的に

なされないといけないのですが、まだ誰もその旗を振っていないのです。よって今のところ財政部

門がコスト面を重視して物事が決まっているのですが、このスキームになっていくのは本末転倒で

すので、なんとかこの生涯学習のことをとても重要視した議論が出来ればいいなという期待感から

発言させていただきました。 

 

委員：関連してご質問させていただきます。今のご指摘は大変大事だと感じた一人でございます。要求

水準と 5 年という時間の関係ですが、いろいろな経過があって 5 年になりました。私の認識では、

「継続して落ち着いて比較的安定的に、事業に取り組んでいける」という点が重視されたのかなと

思います。5 年というのは大変長い時間です。その間に改善、変更などがあるのだろうか。5 年間

ずっと同じ要求水準の中で事業をしていくのかどうか。例えば公運審の指摘があった時に、変えて
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いくことはあるのでしょうか。 

 

生涯学習支援センター長：基本的方向性がしょっちゅう変わっては、目的をきちんと設定して事業を進 

めていく上で相応しくないので、方向は 5年間変えないつもりです。しかし、いろいろな状況によ 

って、追加でこういうことをしてほしいということがあった場合には、指定管理者側と協議の上、 

こちらから出している協定書等を結び直す作業が行われますので、全く 5年間何も変わらないとい 

うことはありません。必要に応じて条件等を変える話し合いは適宜行えるという枠組みになってお 

ります。 

 

委員：分かりました。 

 

会長：地区館の指定管理は 5年ごとに行っていくのですが、委託するときに要求水準書を示します。例 

えば、5 年前に委託した時の要求水準書と今度出す要求水準書に変化があると、そこに公運審でこ

れまで行われてきた議論などが反映されているのかどうか、一つの証になるのではないかと思うの

ですが。5 年間全く変わらないのかという質問について、回答では「変わる場合もある」というこ

とです。5 年前と今の要求水準書がどう変わっているのかを見てみるのもいいのかと、ご意見を伺

って考えました。公運審でのいろいろな議論が事業にどう反映されているのか、これだけでは分か

らないので、平成 26 年に「施設理念と運営方針」が改定されて、付け加わったことが今の事業の

中でどう反映されているのか少しまとめて紹介していただけると、分かるかと思われます。できれ

ばお願いしたいということです。 

 

委員：たくさん求められる業務があり、おそらく現場から必要とされた研修に随時対応してきたという

形が非常に多いのではないかと思います。市民の方々と接しているスタッフが、いかに市民を巻き

込みながら担い手側に引き上げていくかが、現場で求められるスタッフの役割と思われます。 

先程のお話では、現場の主任の方がそれぞれ研修に出られているという話が出ていましたので、

参加した方が現場に戻られて、どのように現場のスタッフに伝達をしているのかという状況をお聞

きしたいということが一点です。 

また、要求に応えるのは指定管理者ですが、それに見合う対価を得られる状況にあるのかという

のが、重要であると思います。市民センターや公民館の現場の方の年齢層も上がっているのではな

いかと思いますが、いま中小企業も人手が足りなく若い方達も売り手市場です。仕事がたくさんあ

る中で、どうやって知恵や資質のある方達を現場で採用し担っていただくのかというのは、非常に

難しい問題かと思います。 

求めるのものと、それに見合う対価なのか、承認の機会や評価の機会なのかも含めて、この公民

館運営審議会が果たす役割とはまた違うのかもしれませんが、折り合いをつけていく部分も必要な

のかと感じておりました。 

 

会長：事業の対価をどう見るかを含めて、人的資源の確保と評価をどのようにしていくかということに

ついて、ちょっと難しいかもしれませんが、何か回答はありますか。 

 

生涯学習支援センター長：いろいろな研修で学んだことについては、基本的に職場に戻って打合せの時 
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に伝達をすることが基本であり、勿論資料を回覧しながらになるかと思います。実際要求する水準 

に合わせて、その働く人達がきちんと働ける環境を整えることが重要というご趣旨かと思いますが、 

全くその通りです。その辺はいろいろまだ改善するべき点があろうかと思いますので、引き続き市 

としても、要求水準を出すにあたって、要求に対応した手当的なものなども合わせて、両にらみで 

やっていかなくてはならないという、問題意識は持ってございます。 

 

会長：ありがとうございます。なかなか、難しいかと思います。やはり、関わる職員自体もある意味力 

を付けていくことが、地域の力になっていくことになりますし、住民の人たちの力がさらにもっと 

職員の力を向上させていく、相互作用があると思います。指定管理ではあるのですが、人的資源の 

効果をどう上げていくかという辺りが非常に重要だと思います。 

 

委員：責めている訳では無く要求するからこそ、その現場の状態が分かった上で、この公運審で問題意   

  識を持って話をしていく必要があるのではないかということで、発言させていただきました。 

 

委員：ご報告ありがとうございます。私は臨時職員として市民センターに 1年半ほどいたので、実際の 

各活動の様子、特に現場のスタッフのご負担が、目に浮かぶようでした。 

拠点館の社教主事の先生方が学校から地域に来られて講座を運営されていたり、地区館のひと・

まち交流財団職員の方達が、まさにベテランの方達が多くいらしてそれぞれの事業が動いていたり

しています。そこの情報交換や一緒に社会教育や生涯学習というものを盛り上げて行こうという

個々の思いはあるのですが、職員同士の連携や体制のあり方について、私も事務的な仕事をしなが

ら見ていて、まだまだ課題と改善のしようがあると思っていました。 

拠点館事業に関しては、地区館に比べて地域との距離が遠いと思っていまして、地域目線と主体

的な市民のイメージというのがあるかと思いますが、拠点館も実際の団体ともっと交流を重ねるこ

とや、スタッフの負担を軽減することなどが大事、常に思っていたところです。 

 

公運審委員の意見を反映できるのかについて、私たち委員はもう少し具体的に現場の声や取組み 

を伺えるといいです。いろいろと目指す理念や方針があるかと思いますが、時代に合わせてニーズ 

やターゲットがすごく変わってきていると思います。 

ターゲットに関しては、例えば、主力となっていく主体的な市民を育成していきたいということ

であれば、理想とするターゲットをどのように獲得し育成していくか、というところに本当にコミ

ットして、広報・PR の仕方も含めて、学びの方法を受け身から徐々にアクションに変えていくよ

うな事業の組み立て方も出来ると思っています。 

職員の体制の問題と、ビジョンに対する評価と声の反映、それから、ターゲットとする方々をど 

のように獲得するか、立場を超えて皆さんと協議いただくのがいいかと思います。 

 

会長：ありがとうございます。現場にいらしていて、現場の声をもっと聞く必要があること、現場も頑

張っているが職員間の連携の課題もあること、拠点館と地区館の感触の違いがあり拠点館は地域や

地区館で行っていることを把握し目を向ける必要があること、今やターゲットも異なってきている

ので、どういうターゲットをどのように集めるのか、集まれるようにしていくのかということも相

当検討していく必要があるのではないかというご意見を頂きました。正に現場で携わっていた方の
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課題を出していただきました。ありがとうございます。 

 

委員：今のご意見と通ずるのですが、市の拠点館や区の拠点館、地区館が行うそれぞれの市民向けの講

座の役割の違いをもう一度お聞きしたいと思いまして、例えば、資料 3の「学びのまち・仙台 市民

カレッジ」という講座は、「全市域の市民を対象に、社会ニーズや現代的課題に対応した、専門的で

質の高い学習の機会を創出」とあるのですが、これはそれぞれの階層ごとに、仙台市生涯学習支援

センターで行う事業の方がより高度な講座であるのかどうか、あるいは、市全体などエリアが広い

横断的な課題に対応する狙いがあるのかどうか、といった点をお聞きしたいです。市民から見た時

に、講座を行う市民センター側として、例えば地区館で講座を受けた市民が、もう少し次のステッ

プの講座が必要だといった時に、区中央市民センターあるいは生涯学習支援センターの講座に行く

というストーリーがあるのかという点をお聞きしたいです。 

 

会長：生涯学習支援センターの事業と区中央市民センターの事業との関係性、区別ですね。 

 

委員：例えば、市民カレッジに集まっている方々がどんな方々なのか、ということです。 

 

生涯学習支援センター長：基本的に、地区の市民センターは地域の方を対象に行う、区の中央市民セン 

ターはその区の方々を対象に行う、生涯学習支援センターは対象を特に設けずに全市的にというの 

がルールとしてはそれだけです。 

地区市民センターが持っている事業費等には限りがありますので、より専門的な中身になると、

やはり、全市的に予算を取って行っている生涯学習支援センターの方が、各地から専門家の方をお

呼びしての講座を開ける確率が高くなります。地区館で全く行っていない訳ではないのですが、専

門的に組みやすい環境であるのは、生涯学習支援センター、区中央市民センターになると思います。 

ただし、地区市民センターで学んだ方が、もっと高度な学びを求めて区中央市民センターや生涯

学習支援センターに来るという階層になっているかというと、必ずしもそうではないというところ

がございます。皆さんそれぞれ、自分の学びたいフィールドを探して、いろいろな所に行くという

方々が多いのですが、生涯学習支援センターの地域づくり講座に来ていらっしゃる方は、そういっ

た意味からすると、各地区館等において、それぞれ講座で勉強されている方や、あるいはもう既に

自分で活動されている方が来ているというケースもございます。 

 

委員：市民から見たときに、それぞれの市拠点館、区拠点館、地区館がどのような役割が果たされてい 

るのかといったことが、今の現時点では理解されてないような感じがするのです。生涯学習支援セ 

ンターが名前を変更して、周知はこれからだと思うのですが、今回の拠点館ごとの役割を整理する 

時に、市民が見た時にどういう役割の違いがあるのか、うまく伝えられればいいなと思います。 

 

会長： ありがとうございました。確かに、市の拠点館、区の拠点館と、拠点館の名称が二つあるのです

が、事業の区分けがあるのか無いのか。対象はどちらにしても区別は無いので、どこの市民も受講

できるのですが、事業の役割としてどう違いがあるのか、市民は知ることが必要ではないかという

ご意見でございました。確かに、そういった所も、少し検討を要するかなと思います。今日、大分

いろいろご意見が出ました。 
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3 月の審議会ではこのご意見も踏まえて、見直しの基本的な方向について皆様からご意見を頂き

たいと思います。先程「現場の声も聞いて」というご意見があり、こういったことは抽象化が求め

られる場合もあるのですが、抽象化するために具体的なものを押さえて議論することが必要だと思

いますので、いろいろ資料を用意できればと思います。それから今年度の評価対象も検討しなくて

はいけませんので、次回は「見直しの基本的方向性」と「評価対象事業の検討」の二つを協議した

いと思います。よろしくお願いいたします。 

本日の協議は、ここで終わらせて頂きます。ありがとうございました。事務局にお返しします。 

 

5 その他 

事務局：ありがとうございました。参考資料として前期仙台市社会教育委員の会議の提言書である「高 

齢者の学びと社会参加について～学びと社会貢献の循環をつくる～」を添付しております。生涯学 

習課長より、ご紹介をお願いいたします。 

 

生涯学習課長：社会教育委員は、社会教育法と仙台市の社会教育委員の設置に関する条例に基づきまし

て、仙台市の社会教育に関しての調査研究を行うというのが、職務になってございます。2 年間の

任期ごとにテーマが設定され、社会教育委員の会議において提言がまとめられ、仙台市教育委員会

に提出されるという流れになっております。お手元に冊子と A4 の概要版を付けていますが、まず

概要版を説明させていただきます。 

審議テーマの趣旨でございますが、本市においても高齢化が進みまして、高齢化社会を支える存

在ではなく、社会を支える役割を担うことが求められています。それから、超高齢社会に対応する

ために、高齢者を含めた全ての人が生涯にわたって学習を行うことが出来るよう、社会において多

様な学習の機会の提供を図ることが求められています。これらのことから、高齢者の積極的な学び

や社会参加を推進するための本市の役割について、審議いたしております。 

経過でございますが、会議の中で審議テーマについて検討しまして、28 年の 4 月にテーマを決

定し、ヒアリング調査やボランティアアンケートなどを行いながら議論を進めました。10月末に提

言がありまして、今回冊子が出来上がりました。 

提言書につきましては、概要に示しております通り、Ⅰの「高齢者をめぐる現状と課題」からⅤ

の「提言：豊かな高齢期を支える社会教育・生涯学習」の 5 部構成になっております。この中で、

委員の方々が三つの部会に分かれまして、社会教育施設の調査、ヒアリングを行い、学校支援地域

本部にも実際お話しを伺いまして、施設などが抱える諸課題、期待等について伺ったことも盛り込

みながら、豊かな高齢期を支えるために目指すべく方向性などが述べられてございます。 

詳細について、後程ご覧いただきたいと思いますが、提言自体は 15 ページ以降になっておりま

す。私どもといたしましては、今回の提言を各社会教育施設ほか関係するところに配布いたしまし

て、それぞれの施設で今後の事業に生かしていただくとともに、高齢者が豊かな高齢期を過ごすこ

とが出来るように、引き続き努めて参りたい考えでございます。以上でございます。 

  

事務局：ありがとうございました。最後になりますが、1月 21日に予定しております「子ども・若者・ 

住民参画型事業成果報告会」についてです。年末にご案内を送付し、既に出欠のご連絡を頂いてい

るところです。ご都合がよろしければ、是非ご覧いただければと存じます。 
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6 閉会 

事務局：以上で本日の会議を終了します。ありがとうございました。 

 

 

 

 

会     長 

 

 

会議録署名委員 

 


