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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 30 年 3 月定例会） 

 

○ 日 時 

平成 30 年 3 月 15 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，市瀬智紀委員，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， 

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：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 

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：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 

生涯学習部：部長 千石 

生涯学習課：欠席 

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 

 

○ 資料  

   資料１：仙台市公民館運営審議会委員名簿 

   資料２：公運審意見等の反映について 

資料３：前回の審議会で出された意見等について 

資料４：今期の仙台市市民センター事業の評価について（案） 

資料５：市拠点館事業の評価項目 

資料６：事業評価シート（案） 

資料７：評価対象事業について  

 

参考資料 

仙台市市民センター指定管理者候補者の選定経過及び結果について 

平成 29年度市民センター事業要求水準書 

仙台市市民センター事業要求水準書  
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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） 

諮問「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（平成 

29年 11月 9日） 

 

1 開会 

（資料の確認） 

 

事務局：本日は、13 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） 

 

会長：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、前回は市瀬委員にお願いしましたので、今

回は幾世橋委員になるところ、お休みのため黒澤委員にお願いします。よろしくお願いします。 

 

3 報告 

会長：それでは、「3 報告」に入ります。「（1）平成 30 年度からの市民センター指定管理者について」

につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局：（参考資料「仙台市市民センター指定管理者候補者の選定経過及び結果について」により「平

成 30 年度からの市民センター指定管理者について」を説明） 

 

会長：ありがとうございました。次期の指定管理者の選定経過及び結果について、参考資料によりご説

明頂きました。ただ今の説明につきまして、何かご質問やご意見等はございますか。では、平成 30

年度の 4 月から、この指定管理者のもとで市民センターが運営されることになりますので、よろし

くお願いいたします。 

   続きまして、「（2）公運審意見等の反映について」です。前回の審議会において、公運審でのい

ろいろな意見が市民センターの取り組みにどのように活かされているのか、というご意見がありま

した。とりわけ要求水準書にどう反映されているのかを整理して公開してほしいということでした。

それを踏まえて、事務局に資料 2 をまとめていただきました。ご説明をお願いします。 

 

事務局：（資料 2 及び参考資料「平成 29 年度市民センター事業要求水準書」「仙台市市民センター事業

要求水準書」により「公運審意見等の反映について」を説明） 
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会長：ありがとうございました。資料 2 は、公運審で出されていた意見がどのように反映されているか

をまとめていただいたものです。 

1 番目に、拠点館事業への反映について、大きく 2 点示されています。 

2 番目に、市民センター事業要求水準書への反映について、3 点示されています。事業要求水準

書は、28 年 10 月に出されたものと 29 年度 10 月に出されたものを、比較できるように 2 つ出して

いただきました。29 年度のものと 30 年度からのものということになります。 

市民センター事業要求水準書の反映については、（1）市民からの意見を PDCA に活かす取り組

みを入れ込んだということで、要求水準書のⅡ基本的な事項の（1）に記載されています。 

また、（2）自主的に参加できる段階まで支援の拡充ということで、要求水準書のⅡ基本的事項の

（2）、Ⅲ事業内容の 1．講座のところに記載されたということです。 

特に（3）コーディネート業務の重点化について、コーディネートできるまでのスキルを高める

必要があることは、公運審報告書に何度も出てきているのですが、それを要求水準書Ⅲの 3 にコー

ディネート業務としてこれまではなかった形で示したことになります。 

公運審での様々な意見が、要求水準書等へ反映していることの報告になります。まだまだ細かい

取り組みもあるかと思いますが、重要なところで要求水準書にも反映されているということです。

ただ今の説明につきまして、何かご質問はございますか。どうですか。 

 

委員：前回質問をしたので意見を求められたと思うのですが、非常に分かりやすくまとめていただき、

ありがとうございます。毎年度の検討結果について、目に見える形で反映されていくのが分かると

いうことが非常に重要だと思います。このように、常にどんな変化がなされて事業が運営されてい

るのか、市民の皆様にも分かりやすいように努めていただけるとうれしいなというのが感想でござ

います。 

改めて資料を拝見して感じたところでは、事業運営懇話会を行うことが明記されており、回数も

地区館ごとにまちまちだったものを一定の回数とした点が非常にいいと思います。地区館の実態を

現場で伺うと、実際に事業運営懇話会へお誘いする際、貸館を利用されているサークルの団体さん

にお声掛けをするのですが、単に貸館で市民センターとの接点を持っているだけなので、皆さん当

事者意識を持っていないそうです。その中で、実態や質の部分に踏み込んで、実のある懇話会にし

ていくにはどうすればいいのか検討が必要になっていくと思います。 

また、現在仕事で関わっている市民センターの利用状況について、市民の皆様を対象にアンケー

トを行ってみると、市民の 7 割近い方々が、市民センターとの接点を持っていないというのが実情

です。そういった方々に、どうすれば市民センターに来るのか伺ってみると、無償の生涯学習講座

があれば行くという方が 6 割以上います。ということは、市民センター事業が市民の皆様に浸透し

ていないという実態がございます。今度の要求水準書における広報のあり方や新しいチャレンジの

部分が次の展開に繋がっていくものと期待しております。 

 

会長：ありがとうございました。この審議会でも、事業評価等を行っていく中で、事業運営懇話会が実

施されていることが分かりました。地区館によって回数が年 1回や年 2回、懇話会にお呼びする方々

もそれぞれ違いまして、もっとうまく利用したらよいのではないかと、審議会の意見を出させてい

ただきました。それが要求水準書に書かれて非常に良く反映されていると思います。ただ今のご意

見では、実際にはまだまだなので、これからの要求水準書の中で具体的に何かの形で表されていく
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といいのではということでした。他にありませんか。 

 

委員：広報のあり方ですが、委員をやらせていただくようになり、市民センター事業のちらしを頂いた

りお話を聞いたりして、一市民として初めて知った状態です。今、紙を手にして見に来る方はとて

も少ないと思います。Facebook（フェイスブック）、Instagram（インスタグラム）、LINE（ライ

ン）など、SNS でいろいろなイベントを知ることができて、そちらに流れていきます。新しい市民

センターづくりとしては、そういったことに取り組んでいかないと、紙だけではどんないいものを

やっても人は来ないのではないかと感じております。 

 

会長：事務局から何かありますか。 

 

センター長：なかなか市民センターのやっていることが分からないところがありますので、広報という

のは重点的に取り組まなくてならないと実感しています。やはり全ての人に適する広報は無くて、

年代や地域などそれぞれのカテゴリーに適した広報の仕方を工夫していかないといけないと思っ

ています。大本は、市民センターのホームページで事業のご案内をしていますが、それだけで良し

とするのではなく、更にもっときめ細かな広報のあり方を検討していきたいと思います。 

 

会長：ありがとうございます。周知をするには、昔はちらしや新聞などですが、今はいろいろな手段が

あるので、その手段をどのように誰に対して使うかということで、大分違ってくると思います。 

広報の仕方を十分考える以前に、手段だけがどんどん出てきて使いこなせないという状況もあり

ます。それらの手段も可能な範囲で、うまくいろいろな対象者に周知できるような形を作っていく

ことが、これからも必要だと思います。 

大学も市議会もいかに市民の方に伝えるか、大学だと高校生、保護者、在学生、社会人などいろ

いろな方が対象者として考えられるのですが、どういう風に広報の情報を作って知らせることが出

来るか。大変ですがいずれは非常に重要になっていくので、広報についてもご検討いただきたいと

思います。他に何かありませんか。 

 

委員：今のお話は非常に大事なことで会長のまとめのとおりになりますが、各市民センターで出してい 

るメール配信サービスも有効だと思います。私も 10 館ぐらいの市民センターを登録しており、講

座や催しのメールが沢山来ています。仙台市の各部局で実に膨大な数を出していることを知り、そ

の中で市民センターを見つけて登録いたしました。とても大事な手段だと思います。 

ここで難しいのですが、水が飲みたいと水場へ行くように、結局本人が情報を必要としなければ

探さないということがあります。議会では、それぞれの議員が非常に多くの課題へ取り組みをして

いますが、果たしてどういう議員がどういう課題意識を持ってどう取り組んでいるか、関心を持っ

てアクセスしてくる方もいますが、そのほかの方々はどうなのかと思います。求められたときにす

ぐそこへ行きつける工夫を行政がすべきですが、その点は難があり、途中で諦めた方もいると思い

ますので、そうならないように努力していただくことです。 

あとは市民意識の高まりだと思います。市民がそれぞれ課題意識を持って取り組むということで

す。 

結論から言いますと、市民がアクセスするとき出来るだけスムーズにその目的のところに行ける
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よう、生涯学習支援センターや各地区館は更に努力をしてほしいと思います。また、公運審の目的

は、市民が意識を高めて学ぼうとするにはどうすればよいかということだと思います。以上です。 

 

会長：ありがとうございます。市民の持つ関心が何らかの情報に結び付くようにしなくてはならないし、

そのための手段も沢山あるのでいかに利用できるようにするかということと、情報を得たいという

市民の意識がもっと高まっていけば、更に行政の情報提供のあり方も工夫されていき、せっかくの

市民意識を高めるためにきちんとした情報を提供していかなくてはならないということです。 

公運審の意見は、このような形で要求水準書等や今回諮問されている施設理念等に全て反映して

いきますので、いろいろなご意見を頂ければと思います。 

 

4 協議 

会長：それでは、次第の「4 協議」に入ります。「（1）『施設理念と運営方針』の見直しの基本的方向に

ついて」です。今期の公運審は、拠点館の役割などについて諮問が出されており、前回事務局より

拠点館の事業についてご説明いただきました。その後、皆様から出された意見等を事務局でまとめ

ましたので、説明をお願いします。 

 

事務局：資料 3 をご覧ください。前回の審議会で出された意見等ですが、諮問書の（1）拠点館の役割 

の再検討及び記載の明確化について、議事録等を参考に論点に近づくような形で記載いたしました。 

もし、趣旨が違うのではないかということがございましたら、ご指摘いただければと思います。 

（2）震災を踏まえた市民センターの役割と取組の内容・構成の再検討、及び（3）市民センター

の施設管理の運営方針の記載事項の内容・構成の再検討については、協議ができるように今後資料

を準備していきたいと思います。 

このように、意見等をそれぞれ共有して最終的な答申にしていきたいと思います。今回は前回の

ご発言をこのような形でまとめましたので、ご審議いただければと思います。以上でございます。 

 

会長：ありがとうございました。前回の審議会では、拠点館の事業の説明がありました。それについて

皆様から頂いたいろいろなご意見を要約し、8 項目にまとめていただきました。前回は拠点館に関

するものだけになりましたが、今後は更にご意見を頂いて資料 3 と同じく中に入れ込んでいき、審

議会としていろいろなご意見を共有しつつ、まとめていく段取りになるということです。 

（1）拠点館の役割の再検討及び記載の明確化というところで、前回出された意見が 8 項目簡潔

にまとめられていますが、これを読んで「この発言は違うのではないか」というのはありますでし

ょうか。特に一つ目の拠点館と地区館の事業の役割の違い、関係性についてはどうなのかという意

見は出ておりました。4 番目の地域ニーズや参加者が変化する中で、どう皆さんが利用するように

なるのか仕組みづくりが必要というご意見も出されておりました。 

 

委員：今期からの委員ですので、よく分かっていないところもあるのかもしれませんが、この 8 項目は

納得のいく指摘だと思います。ただし一方的に委員からだけでなく、市民センター側はどういう考

えなのか気になるところです。市民センター側でこの点は既に無く別の点で問題を抱えているであ

れば、こちらから意見をあげるだけでなくそちらからの意見もあった方がお互い共有しやすいので

はないでしょうか。 
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会長：どうでしょうか。 

 

センター長：この資料は、審議会から頂く答申のもとになるということですので、委員の皆様のご意見

のまとめになります。事務局側の認識と大きく違うなど、事実と異なる点があれば、その都度こち

らから情報や資料をお出しして、この場で議論を重ねていくというスタイルで進めていければと思

っております。現在のところ取りまとめたご意見について、事務局側で特にここは違うということ

はございません。 

 

会長：審議会で委員から出された意見を徐々にまとめていく中で、事業への認識や運営の仕方に対する

意見が実際と完全に違うときは、その都度審議会でまたご意見を頂いて直していくことになります。

今日の分は、前回出た意見をそれぞれ簡単に要約しただけで、これがいいとか悪いとかではなく、

こういう形で徐々にまとめていきましょうということになります。 

 

委員：先程の委員のお話は、もっともだと思いながら伺っておりました。今後の審議に影響があると思

いますので、まず遠慮なく思ったことはお話しされた方がいいと思います。それを事務局側は正面

から受け取り、努力をしていてももっとしなくてはいけないとなるようです。ただ、思い込みや誤

解など、事実を誤認しているときはその都度丁寧に説明して頂けるので、ご意見はどんどん出され

た方がいいと思います。 

 

会長：ありがとうございます。まさにそのとおりです。それぞれの今の立場での関わりでご意見を出し

ていただければ、それをまとめていきます。そこで大きく異なる点があれば、事務局より指摘され

るので、遠慮なく言っていただければいいと思います。こういう形で進めていきます。 

前回は拠点館のところだけを議論をして終わりましたので、今後は（2）震災を踏まえた市民セ

ンターの役割と取組の内容・構成の再検討と、（3）市民センターの施設管理の運営方針の記載事項

の内容・構成の再検討についてまたいろいろご意見を出していただいて、それをまとめて表記して、

更に詰めた議論を皆様と行っていきたいと思います。よろしくお願いします。毎回議事録が送られ

てきますので、どんな発言があったかを確認していただけるとよろしいかと思います。 

 

会長：続きまして「（2）評価対象事業について」です。公運審の役割の一つに、事業の評価を行うこと

が挙げられます。今期の公運審では、答申に反映させていくということになります。それでは、事

務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局：（資料 4 から資料 7 により、「評価対象事業について」を説明） 

ただ今説明しました研修は、年間を通して行っております。5 月 6 月 7 月にも実施する講座研修

もございますので、次回情報提供させて頂きたいと思います。資料 4 の評価方針、評価の方法、

スケジュールについて、ご審議いただければと思います。事務局から以上でございます。 

 

会長：ありがとうございました。今期の市民センターの事業評価は、「仙台市市民センターの施設理念

と運営方針」の見直しのあり方について諮問を受けたということで、市拠点館の事業の役割を再検
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討あるいは明確化するために、市拠点館で行っている事業を評価の対象としたいということです。 

資料 4 と資料 7 を使ってご説明いただきましたけれども、①が学びのまち仙台市民カレッジ事業

です。②が学びを支える人材育成推進事業、職員の質の向上がいつも言われていますが、その研修

として 7 種 20 講座行われているというお話でした。両方の事業を評価対象としていくのか、どち

らかに絞るのか、あるいはどういう風にしていくのか、議論が必要かと思います。 

評価の方法については、まず資料により具体的な説明を受けて事業内容を把握していただく。そ

れから、事業を行っている担当者へのヒアリング、5 月 6 月 7 月に開催している市民向け講座と職

員向け研修を実際に視察していただいて、評価シートに記述していくことになります。それらを事

業評価報告案としてまとめる形をとりたいと思います。 

資料 5 は、「施設理念と運営方針」の 3 ページ以降の拠点館の基本的な役割に基づいて、評価項

目を立ててみたというものになります。 

資料 6 は、まだ案の段階で出来ていません。今ご説明いただいたそれぞれの事業を評価するとき

に、評価の視点を真ん中の段に示して、それについて評価のコメントを頂くという形で評価シート

を作成して、委員の皆様に評価をしていただきたいということになります。 

今の説明で分からないことや、大体分かったが評価の対象事業についてはどうなのかなど、ご質

問等があれば自由に発言していただいて構いません。どうぞ。 

 

委員：広報をどう工夫したかということをポジティブに評価するべきだと思うので、この中のどこかに 

  広報について入れたらいいのではないかと思います。 

 

会長：いかかでしょうか。特に市民カレッジの方ですかね。 

 

事務局：評価の視点に加える形で検討を進めたいと思います。 

 

会長：先程出たご意見として、やはりどういう風に知らせるかというのは非常に大事なので、広報をど 

のようにしているかというのを、評価の視点として入れるのはいいと思います。 

 

委員：確認ですが、評価の視点について、この審議会で後程検討する時間はないのですね。 

 

事務局：次回、評価の視点を記載した（案）をお示しして審議していただきます。実際の事業の詳細を 

ご説明いたしますので、評価の視点について更に加えるべきところなどをご指摘いただき、完成し

たもので評価をいただく形になります。 

 

委員：分かりました。そうすると、今の広報の話に加えて「公運審意見等の反映」にあった、参加者の   

  方々が自主的に地域で活躍する場で市民センターに実際に関わってほしいというところも、評価の 

  視点にあればありがたいと思います。 

講座を開いてやりっぱなしで終わり、講座の中だけでどうだったという評価だけでは、参加され

た方がその後に街の中でこんな活動されましたなどの、アフターフォロー的なところを見ることが

出来なくなるので、少しでも事例が出て評価の視点になれば素晴らしいことです。 

同じ意見反映のところで、コーディネート業務の重点化がありましたので、人材育成においてコ 
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ーディネートスキルをより学べるような研修がどうなっているかということも、意見の反映と循環 

になるのかと感じました。 

 

会長：ありがとうございました。前半のご指摘は、多分 5 月 6 月 7 月に一回見ただけでは中々分からな

いので、前年度の事例を出されると分かりやすいと思います。 

また後半のご指摘は、確かにコーディネート能力を育成しなくてはいけないと言われていますの 

で、その能力を身につけるための研修がどういった形で行われているか、あるいは、盛り込まれて 

いるのか、評価の視点に必要ではないかというご意見を頂きました。新たに入れていいのではない 

かと思います。 

 

委員：今回の評価の対象事業に、市民カレッジ事業と職員研修の人材育成推進事業をご提案いただいて 

います。昨年見させていただいたときに、この事業でどういうプログラムをやっているのか、内容 

についてはよく理解できたのですが、担当される職員の方々のことやその人材育成の部分について 

は見ることが出来なかったので、職員研修に私は大いに期待しています。 

先程出された施設理念と運営方針のところで、おそらく視点が二つあると思います。公民館がや

っている事業がどうなのかという部分と、それを担う職員の方がどうなのか、事業を沢山やってい

て大変とか多忙化している部分など、二つに分かれていると思いますので、そのことについて考え

る意味でも職員研修の人材育成推進事業において、見させていただきたいと思いました。 

 

会長：ありがとうございます。実際の事業で市民の方々がどういう活動をしているのか評価の対象にし 

てきたのですが、人材育成推進事業は今まで全く見ていないので、今回はそちらに少し焦点を当て

ていいのではないかというご意見でした。 

 

委員：評価シートを見させていただいての感想です。先程の広報も合わせて今お話しのあった運営の評

価についてですが、説明をお聞きし実際の様子を見て、広報や運営などの実施体制についても委員

の感想を書いて、細かく評価できればいいのではと思います。 

それからもう一点ですが、評価シートの上部にある各評価テーマに対して、どのくらい達成して 

いると思うか 5 段階評価を行うとか、この事業がどこに強みを持った事業になり得るのか今後の展 

開に繋がるので、テーマの評価がぱっと見て分かるような評価シートに少し変えていただけるとい 

いのではないかと思いました。以上です。 

 

会長：ありがとうございました。後半のお話からいきますと、今までの評価シートも記述式で、5 段階 

評価はやっていないのですが、ある面、ある段階が目標に達しているのが分かる 5 段階評価もいい 

と思います。ただ、そこに記述もあっていいと思いますので、どこが良かったか、どう改良が必要 

かということをきちんと書き込めるようになっているのがいいという意見を頂きました。 

前半のお話は、運営の仕方についての評価をきちんと入れる必要があるので、評価の視点に必要 

  ということかと思います。 

どんどん意見を出していただいた方がいいです。他にありませんか。皆様のご意見も入れて、評

価の視点の案を次回の審議会に出し、また議論を頂いたうえで、実際の評価の作業に入っていくと

いう形をとりたいと思います。 
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特に人材育成推進事業はまだ評価をしてないので、特に焦点を当ててはどうかという意見があり 

ましたけれども、市民カレッジ事業を全く見ないのではなく、少し入れてもいいのかと思います。 

次回はいろいろと事業のスケジュールが出てきます。委員の方によっては、日程上、人材育成推

進事業に全然参加できないということもあると思うので、市民カレッジ事業も入れておいて、そち

らを見に行ける方は行っていただくというのがいいと思います。 

今日は評価シートについていろいろご意見を頂いたので、それをもとに次回 5 月迄に事務局で資 

料をご用意いただければと思います。よろしいでしょうか。今回の審議会での事業評価は、この生 

涯学習支援センターで行っている大きな二つの事業を対象にしたいということですので、次回その 

具体的な事業の内容についてプレゼンテーションをしていただいて、この評価シート等の審議を行 

いたいと思いますので、よろしくお願いします。今日の協議事項は以上になります。 

委員の皆様から何かございますでしょうか。他になければ、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。その他何かありましたら、お願いいたします。 

<なし> 

 

6 閉会 

事務局：次回の会議日程でございますが、5 月 17 日（木）の午前 10 時より開催します。会場は生涯学

習支援センター5 階第 2 セミナー室を予定しております。 

   なお、開催通知は開催 1 ヶ月前を目安にお送りいたしますので、ご欠席の場合は事前に事務局へ

お知らせいただければと存じます。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 

 

 

 


