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仙台市公民館運営審議会議事録 

（令和元年 5 月定例会） 

○ 日 時 

令和元年 5 月 16 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、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、松田道雄委員、吉田祐也委員、 

渡辺博委員 

 

［事務局］生涯学習支援センター：センター長 佐藤、センター次長 千葉、事業係長 伊勢 

青葉区中央市民センター：センター長 小嶋 

宮城野区中央市民センター：センター長 大石 

若林区中央市民センター：センター長 湯村 

太白区中央市民センター：センター長 渡部 

泉区中央市民センター：センター長 内海 

生涯学習部：部長 佐藤 

地域政策課：課長 大村 

公益財団法人仙台ひと・まち交流財団：市民センター課長 古城 

 

［傍聴人］ なし 

 

○ 資 料 

  次第 

  資料１：「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 

〔答申案〕 

  参考資料１：関係職員名簿 

  参考資料２：令和元年度「学びのまち・仙台 市民カレッジ事業」について 

  参考資料３：令和元年度「学びを支える人材育成推進事業」について 

  参考資料４：市民参画型事業成果報告会発表事業概要一覧（平成 30 年度） 

   

  資料ファイル 

○仙台市公民館運営審議会委員名簿 

○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） 

○市拠点館事業の評価項目 
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○仙台市市民センター事業評価報告（平成 30 年 11 月 8 日） 

 

パンフレット等 

○「市民センターを楽しむ まなびのカタチ～主人公はあなたです～」 

○「地域で活躍する子どもたち 地域活動参画号」 

○「市民センターフォーラム 市民センターフォーラム 市民センター横丁～あなたの・わたしの好

きな仙台
ま ち

」 

 

1 開 会 

（資料の確認） 

事務局：本日は、11 名の委員の皆さんにご出席いただいております。仙台市市民センター条例施行規則 

第 10 条第 3 項に規定により、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 

（センター長挨拶） 

（出席職員紹介） 

 

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：本日はございません。 

 

会長：次に議事録の署名委員ですが、前回は中山委員にお願いしましたので、名簿、座席順で、今回は

松田委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

3 協 議 

会長：では、本日の協議事項に入ります。本日は、これまで検討してまいりました、「『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」の「答申案」についてになりま

す。委員の皆様には事前に配付されているかと思いますが、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局：それでは、「資料 1」につきましてご説明申し上げます。「資料１」は事前に皆様に郵送させてい

ただいておりますが、今期の公民館運営審議会で諮問いたしました、「『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」の「答申案」でございます。これまでのご審

議を踏まえましてまとめさせていただきました。3 月 28 日の前回は、1 ページから 4 ページまでを「答

申素案」、5 ページから最後の 11 ページまでを「答申構成案プラス意見」とした形でご覧いただきまし

たが、当日のご審議を踏まえ、今回は表紙に続きまして、1 ページの「はじめに」から 17 ページの「審

議経過」までの冊子としてまとめております。そして、別紙の参考資料としまして、これもお送りさ

せていただきましたが、「用語解説」を付けております。また、本日お配りしました資料 1 から 8 が加

わります。それでは、ページ順に、主に前回 3 月に審議いただいた案から修正した部分につきまして、

できるだけかいつまんで説明してまいります。 
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「資料 1」とある冊子をご覧いただきたいと思います。まず、表紙を付けましてその裏に目次をつけ

てございます。そして 1 ページのローマ数字のⅠ「はじめに」でございます。「1 見直しに至る経過」

につきましては、前回案とほぼそのままでございます。「2 これまでの経過」でございますが、ごく簡

単ではありますが、平成 13 年 9月の仙台市市民センター運営方針の策定から書き起こしてございます。

公民館運営審議会の検討の経過の概略につきまして、この機会にまとめておきたいとの考えもござい

まして、この先 5 ページまでは、これまでの公運審での議論を振り返る内容といたしております。1

ページから 2 ページにかけては、現行の「施設理念と運営方針」の策定及び改定の経過でございます。

前回案では箇条書きとしておりましたが、このように見やすいように表の形といたしました。 

続きまして、3 ページをご覧ください。ここからは、ローマ数字のⅡ「見直しにあたっての考え方」

でございます。その中の「1 求められている課題」が 5 ページまででございます。「1 求められている

課題」の下にある文章を読み上げますと、「前回（平成 26 年）の『仙台市市民センターの施設理念と

運営方針』の改定から、平成 29 年 11 月の諮問に至るまでの間に、公民館運営審議会でまとめた意見

書や報告書をもとに、あらためて課題等を整理し確認する。」ということでございます。先ほど申し上

げましたとおり、今回の諮問から答申までの公運審の議論を振り返る内容といたしております。そし

て、「震災を踏まえた今後の市民センター事業のあり方等について」をはじめとして、4 つの報告書等

を紹介しております。前回お示しした案では、この部分も箇条書きでしたが、今回はこちらを文章に

改めた形としております。こちらは 5 ページまでございます。 

6 ページからは、「2 見直しのあり方に関する意見」でございます。こちらは、今回いただく答申の

中心となる部分でございます。前回お示しした案では、これまでの審議や事業評価の報告また書面に

よる意見を箇条書きとしておりましたが、こちらを今回は文章に改めております。さらに、前回 3 月

の審議会でのご意見も加えております。 

最初からで恐縮ですが、ここで 1 点修正をお願いしたいと存じます。6 ページの一番上の「2 見直し 

のあり方についての意見」というタイトルに続きまして、「拠点館の基本的な役割を検討するに際して、」

から始まる文章がございます。この文章は、文字通り、拠点館の基本的な役割の検討の前提となる事

務局の報告をまとめたものでございまして、この文章の下にあります、「（1）拠点館の役割の再検討及

び記載の明確化について」に続けて入れるべきものでございました。そこで、この文章と、「（1）拠点

館の役割の再検討及び記載の明確化について」の順番を入れ替えて下さいますようお願いいたします。

恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 

6 ページの説明に戻りますが、6 ページから 8 ページにかけましては、「市拠点館（生涯学習支援セ 

ンター）の基本的な役割についての検討」の部分でございます。前回 3 月の審議会では、障害のある

方への学習機会の提供や外国籍の方についての配慮が必要との議論がなされました。そこで、この議

論を 7 ページの「2. 生涯学習推進のための専門性の向上」、それから「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」のそれぞれの後段の方に反映いたしております。 

8 ページをご覧いただきたいと思います。8 ページの最後は、「区拠点館（区中央市民センター）の

基本的な役割についての検討」でございます。こちらは、あまりご意見のなかった部分ですが、現行

の「施設理念と運営方針」でも元々記述が少なく、市拠点館と共通する役割も多いためと思いますの

で、このように簡単にまとめさせていただきました。 

続きまして、9ページ以降についてご説明します。9ページから 11ページの中段にかけましては、「（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」でございます。現

行の「施設理念と運営方針」では、一つの文章ですが、「1.災害時における役割」、「.2.地域の防災体制
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への支援」、「3.地域の防災・減災に資する講座等の実施」の 3 つに分けてご意見をいただきましたので、

そのとおり 3 つに分けてご意見をまとめさせていただいております。前回 3 月にお示しした案から変

わったところといたしましては、11 ページ中段の【資料 6】と書いている部分ですが、前回、高砂市

民センターや六郷市民センターの取組みをご紹介しましたので、資料という形ですが、こちらを加え

ております。 

続きまして 11 ページの後段から 14 ページ中段にかけましては、「（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」でございます。こちらは、現行の「施設理念と

運営方針」の項立てに従って、「1.市民サービスの向上」、「2.市民交流スペースの確保、オープンスペ

ースの活用」、「3.地域住民との顔の見える関係づくり」の 3 つに分けてご意見をまとめております。

14 ページの後段から、15 ページ前段にかけましては、「（4）全体・他の項目への意見等」についてま

とめております。 

そして、15 ページに、「Ⅲおわりに」ということで、これまでいただいた答申にならいまして、「生

涯学習支援センターにおける『仙台市市民センターの施設理念と運営方針』の見直しは、これらの意

見や提案を十分に踏まえて行われることを望むものである。」というふうに結んでございます。15 ペー

ジの下段には、本日お配りしました資料 1 から 8、また、先にお送りしました用語解説を表記しており

ます。そして、16 ページは委員の皆様の名簿、17 ページは今期の審議会の審議経過を付けてございま

す。最初に申し上げたとおり、「答申案」の完成形といたしましては、この後に、資料 1 から 8、そし

て用語解説が加わる形となります。以上答申案についての説明でございます。 

最後に、事務局から、レイアウト、具体的には囲みの扱いにつきましてご相談させていただきたい 

と思います。今回の答申案には、囲みが 5 か所ございます。4 ページから 5 ページにかけては、事務局

の説明の部分、さらに、12 ページから 13 ページにかけても事務局の説明の部分です。また、委員の

皆様から、1 月に文書でいただいた提案を囲みとさせていただいた部分が 3 か所ございまして、一つが

10 ページの避難所に関するご意見、次が 13 ページから 14 ページでオープンスペースに関するご意見、

最後が 14 ページで、こちらは「地域住民との顔の見える関係づくり」に関連して、学校支援地域本部

に関するご指摘の部分でございます。このように、これらの囲みは、本文と分けるという意味合いで

使っていたのですが、囲みを付けることで、本文以上に強調した形になってしまうのではないかと皆

様に郵送したあとで気付いたところです。そこで、委員の皆様のご了解が得られればではございます

が、これら 5 つの囲みにつきまして、全て囲みを外して文字の大きさも小さくし、本文と区別しまし

て、引用部分であると分るように改めたいと思います。事前に郵送してご覧いただいたあとで申し訳

ございませんが、ご検討いただけると幸いでございます。 

資料の説明は以上でございますが、審議のスケジュールに関して申し上げますと、冒頭、センター 

長の挨拶で申し上げましたとおり、今期の公運審は、予定では、本日以降は 7 月 4 日と 8 月 29 日の残 

り 2 回となっております。答申に関しましては、できる限り今回でまとめていただきまして、次回に 

は、いただいた答申を踏まえた「仙台市市民センターと施設理念と運営方針」の見直しの素案を事務 

局から提出しまして、実際の見直しについてご意見をいただきたいと考えておりますので、どうぞよ 

ろしくお願い申し上げます。私からは以上でございます。 

 

会長：はい、ありがとうございました。確認ですが、6 ページの中央少し下の「（1）拠点館の役割と再検

討及び記載の明確化について」というタイトルは、上の「２見直しのあり方に関する意見」の下に来

るということですか。 
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事務局：はい、そうでございます。 

 

会長：それから、最後に事務局からの提案としては、これまでの事務局からの説明や、委員の方々から

いただいた提言といった引用部分の囲みについて、囲みを外しフォントを小さくして本文と区別でき

るようにするということですね。囲みでも区別されているのですが、本文の一部になっているイメー

ジもあるので、囲みをとって小文字にするというのが、事務局からのご提案ですね。これまでの審議

会の協議の中で出されていた意見を、前回まではそれぞれの部分に箇条書きで入れて全体を組んでお

りましたが、それを今回は文章化して答申案として作成したということになります。 

最初に「目次」。次に「Ⅰはじめに」で、ここでは、生涯学習支援センターの方でこれまでの経緯を 

見直しておきたいということで、これまでの見直しに至った経過をまとめた部分になります。それか 

ら、大きなローマ数字のⅡが「見直しにあったっての考え方」で、審議会で協議した中で、委員の皆

さんから出されていた意見をそれぞれに分けて項目立てして書いたというところになります。あとは

「資料」、これまでに出されてきた資料が主なものになっています。 

 いかがでしょうか。最初の「Ⅰはじめに」は、これまでの経過ということなので、事実関係が示さ 

れています。3 ページからが「Ⅱ見直しにあったての考え方」ということですが、3 ページから 5 ペー 

ジは、公民館運営審議会で、平成 29 年度に今期の審議会に諮問が出されるまでの間にどういった意見 

や報告書が出されていたか、簡潔にまとめたものです。そして、本審議会で出された意見をまとめ直 

したものが 6 ページからになります。これが「２見直しのあり方に関する意見」ということで、一つ 

目が「(1)拠点館の役割の再検討及び記載の明確化について」で、市の拠点館についてのご意見等をま

とめたものになります。8 ページの区拠点館については、先ほど事務局の方からも説明がありましたが、

これ自体については今回はあまり協議をするということがなかったので、簡単な記述になっておりま

す。9 ページからが「『(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」ということで、これについても色々なご意見が出されましたので、それを提案があった形で、3 つ

の項目に分けて記述したということになります。11 ページ以降が「(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」で、その部分について出された意見を 3 項目に分

けて示したということになります。14 ページの下のところからが「(4)全体、他の項目への意見等」と

いうことで、14 ページから 15 ページにかけて集約してあるということになります。 

読んでみて、今までの委員の意見とは異なるのではないか、何か抜けていることがあるのではない 

か等ありますか。各審議会で出されていた意見は、ほとんど何らかの形では集約されて流れの中に取

り込まれているのではないかと思います。前回 3 月の審議会で出された資料では、箇条書きで書いて

あったことを文章としてきちんとまとめ直したという部分が多く、大きく違った記述になったところ

は特にありません。文章化したので、多少言い回しが違っているところはありますが。いかがでしょ

うか。 

 

委員：事務局に確認をしておきたいことがあります。各委員の意見が基本的には網羅されている、記載

されているのだとは思いますが、省いた意見というのはございますか。委員の意見は全て、それぞれ

の位置関係は別にしても記載されているというふうに考えてよろしいのでしょうか。 

 

会長：はい。まず、事務局からどうぞ。 
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センター長：なるべく省かないようにはしておりまして、抜けている場合はあるかもしれませんが、故

意に省いた部分はありません。ご意見を何回も読み込みまして、全て網羅されているような形を取り

ましたし、本文にまとめることができなかったところは、今回引用という形で、分かるように箱書き、

囲いの中に入れましたが、やはりそこは本文とは少々区別したいというのがありまして、ポイントを

小さくする等、若干本文と区別した形での記載をご検討いただければということです。 

 

委員：分かりました。私も議会の調査特別委員会で、各委員の意見を委員会として一つにまとめる場合、 

これは多数の意見、共通した意見となります。しかし、そればかりでは、まとめたものをお読みにな

る方が、分らない部分が出てくるので、一人の委員の意見であっても、「こういう意見があった。」と

いうことで、主要な意見の後に記載することを基本にしていますので、そういう形になっていると思

っていいのかということで、質問した次第です。意図して省いたものはない、事務局の見落としで省

かれてしまったものはあるかもしれないが、それについては発言した委員から指摘をしてほしい、こ

ういう理解でよろしいということですね。 

 

会長：議事録ができてきた際、審議会での意見が入っているかどうかは、私も一応見ています。議事録

では、発言はほとんど書かれており、答申案でも、表現は少し違ったところもありますが、ほぼ入っ

ています。 

 

委員：分かりました。 

 

会長：いかがでしょうか、何か気づいたことはないですか。 

 

委員：震災復興のところで意見をさせていただいたのですが、反映させていただいておりましたので、

この時点で意見はございません。 

 

会長：復興については色々ご意見をいただきましたし、障害のある方や在住の外国人の方への情報提供

の問題も出されましたが、それも皆含めて書かれていました。 

何かありますか。 

 

委員：作成、ありがとうございました。実際に答申を受け取って、検討する側の立場の方からすると、

どうしたら分りやすいのか考えました。自分としては、物事の優先順位を決めるときには、緊急性、

重要性がどれが高いものなのか、言葉の中に埋もれてしまわないように明確にすることが必要だと考

えています。例えば今回で言えば、限られた時間の中だったので、多く出ている意見は非常に重要性

が高い、緊急性が高いもので、自分がもし受け取る側であれば、「施設理念と運営方針」の改定にあた

っては、その意見はまず優先的に反映させていくべきと念頭に置けるのではないかと思いました。外

向けの事業やサービスと合わせて、内向けの職員の方の業務の改善、研究・調査などについて、それ

ぞれ色々な意見が出てきたと思うのですが、いかにその中身の充実に向けて皆さんの意見が実際に活

かされていくのかについて、さらに充実した表記をしていただければ、少し安心できるかなと思いま

した。 
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会長：ありがとうございます。この答申を受けて、先ほど説明がありましたが、7 月、8 月に生涯学習支

援センターから見直し案が出されるので、そこにどう反映されているのかどうか。今お話にあった重

要なもの、それも一つだけではないと思うので、その辺がどのように見直し案に出てくるのかという

ところは、その時点できちんと見ていければ良いかと思っていました。計画、例えば中期計画・長期

計画のようなものになると、重要事項と次の重要事項、普段取り組んでいく事項など、きちんと分け

て書くことも結構あるのですが、今回の場合は、項目ごとに出された意見をきちんとまとめていくと

いう形をとったので、先ほど言ったように、見直し案の方でどのように反映されているかというとこ

ろを注視していければ良いのではないかと思っていました。ありがとうございました。 

あと、どなたでも結構です、どうぞ。 

 

委員：本当に、最後まで委員の皆さんの意見を丁寧に拾って作っていただいてありがとうございました。

非常に基本的な質問ですが、この答申案というのは、どの程度の方の目に触れるのかということです。

なぜかというと、せっかく参考資料で難しい言葉に解説を付けていただいたのですが、このような注

釈が付く場合には、どこを見れば良いのか、例えば「SBL」という言葉が本文中にあるが、後ろの方

を見れば注釈があるということが分かるというような、そういう工夫をしていただけると、「あ、これ

は意味が分からなかったけど、後ろにちゃんと解説があるな。」ということで理解が進むのではないか

と思った訳です。ですから、これは、やはり皆さんに読んでいただくものというふうに考えてよろし

いのでしょうか。 

 

会長：答申の公開はどのようになりますか。 

 

センター長：基本的には、教育局内と市民センターを所管する市民局に送付します。それから指定管理

者にお渡しするのに加え、ホームページにも掲載いたしますので、広く市内外の方々に見ていただけ

ると考えております。用語解説については、おっしゃる通りで、印を付けて、後ろに解説の記載があ

りますというような工夫を、「案」が取れた最終的な形にまとまるまでに、考えていきたいと思います。 

 

会長：ありがとうございます。そうですね、用語集にせっかく出てくるので、どの言葉に解説があるか

ということが分かるようにしてもらえればと思います。 

いかがでしょうか、何かありますか。 

 

委員：箇条書きにして、いろいろとたくさん書いたのをまとめていただいてありがとうございました。

市民センターの役割を市民の方が知る機会は割合少なくて、特に子育て世代の方等は、市民センター

は部屋貸しをしているだけ、くらいの認識の方がかなり多いので、市民センターの地域と学校を結ぶ

役割について、市民センター長さんを招いて説明会のようなものをしていただきました。そこでは、

その区中央市民センターだけではなく、幅広く仙台市全体の市民センターの事業について説明してい

ただいたので、皆様に理解していただける場ができて良かった、それをその後どのように繋げていけ

るのか見守っていきたいと思っています。 

 

会長：ありがとうございます。何かありますか。 

（意見なし） 
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では、最後に提案があった、囲みのところ、引用の示し方ですが、囲みを外してフォントを落とし

小文字にするということでよろしいでしょうか。囲みだと本文の一部のような感じもするので、それ

を区別できるようにするためにということで。それでは、そのような変更を決定させていただきたい

と思います。 

最初に委員から質問がありましたが、この見直し案に直接的にはあまり関わらないような発言につ

いては省いているところもあるかと思いますが、協議の中で出てきた意見については、ほぼ何らかの

形で入っていると思われます。 

それでは、委員の皆さんのご意見も伺いましたので、先ほどのタイトルの位置の修正、引用部分の

囲みについての変更点、それから用語解説をきちんと分かるような形で示すという 3 点について変更

した上で、答申案として認めるということにしたいと思います。副会長よろしいでしょうか。 

 

副会長：はい。 

 

会長：ありがとうございます。では、「案」を取って直したものは、次回になりますか、事前に送ってい

ただけますか。 

 

センター長：次回の資料になりますので、事前にお送りします。 

 

会長：はい、ありがとうございます。では、事前にまた送られてきますので、それを見ていただくとい

うことで、これに基づいて、生涯学習支援センターがどのような第二次の見直しを行ってくるかとい

うところを次回、次々回に協議したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。協議事項は以上になります。 

では、「4 その他」になりますので、事務局にお返しいたします。 

 

4 その他 

事務局：ありがとうございました。それでは、次第の「4 その他」に入りますが、参考資料 1「関係職員

名簿」につきましては先ほど紹介させていただきましたので、参考資料 2 以下につきまして説明させ

ていただきます。 

 

事務局：（参考資料 2 により、令和元年度「学びのまち・仙台 市民カレッジ事業」、参考資料 3 により、

令和元年度「学びを支える人材育成推進事業」、参考資料 4 により、平成 30 年度の「市民参画型事業

報告会」について説明） 

 

事務局：ただいま、「参考資料 4」としまして、平成 30 年度の市民参画事業報告会のご説明を申し上げま

したが、もう少しお時間をいただきまして、各区で取り組んでおります「市民参画型事業」の主な事

業について、各区のセンター長から順番に紹介させていただきたいと思います。それでは、青葉区中

央市民センターからお願いいたします。 

 

（各区中央市民センター長から、主な市民参画型事業について説明） 

青葉区中央市民センター長：「参考資料 4」の 1 枚目に掲載されている子ども事業 2 つについて、最新の
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状況をご説明いたします。 

「カッパダ川プロジェクト」は、広瀬市民センターを拠点に、区中央市民センター、地元の小中学

生が協力して、カッパダ川についての理解を広めるための歌とダンスを作成し、地元の様々な場で披

露しているものです。市民センターが YouTube に動画を掲載しており、色々な方々が広く関わってい

ることがわかりますので、ぜひご覧ください。現在は、メンバーの小学生の考えを聞きながら、 どの

ように発展させていくか色々と工夫をしながら検討しているところです。 

2 番目の「青陵インパクト」は、青陵中等教育学校の子どもたちと区中央市民センターが協働して、

地域づくりを理解するために、地域で困ったことが起きた時にどのようにすれば解決に結びつくのか

考えるためのカードゲームを作成し、ゲームをしながら学んでいこうというものです。ツールとして

はよくできていると思っています。今年は 100 セット作り、区内の小中学校等に配るほか、地元の町

内会に紹介して どのように利用したら広まるか、ご意見を聞きながら普及に努めていきたいと考えて

おります。 

 

宮城野区中央市民センター長：「まなびのカタチ」という小冊子の 8 ページをご覧ください。「ずっと伝

えていきたい『ふるさと』がある」は、宮城野区の沿岸部に近い高砂市民センターで行われている事

業でございます。センターの地区内にある蒲生地区は、東日本大震災の大津波で甚大な被害を受けっ

た地域です。震災後、地域の方々が移転したり、地域の中野小学校が閉校・解体になったこともあり、

故郷の姿はすっかり変わってしまいました。元々は海での漁のため、海の潮目や波の様子を見るため

の山だった、日和山という山があり、標高 3 メートルの日本一低い山と言われております。津波で削

られながらも残った日和山を拠り所として、元の住民の方々が、中野ふるさと学校という団体を立ち

上げ、毎年 7 月の日和山の山開き登山や、同じ名前の日和山がある石巻、塩釜、名取といった県内の

他都市の方々との交流、また海辺の生き物や植物について学ぶ講話会の開催など、住民の皆さん自ら

企画、参加、活躍する事業をなさっています。特に 7 月の日和山の山開き登山は、地域の方々だけで

なく、日本一低い山ということで、色々な方もいらっしゃって、昨年は 240 名の方に参加していただ

きました。今年度も 7 月 7 日の日曜日に山開き登山を予定しております。また、宮城野区では、同冊

子の次のページ、岩切市民センターの「はじめの一歩！子どもを見守るネットワーク」、幸町市民セン

ターの枡江地区の「地域の『森』を再び『宝』に」といった事業を実施しているほか、「『田子』地域

の魅力を伝えるために」という事業ではマップ作りなども行っています。「地域で活躍する子どもたち」

というパンフレットでは、各区の子ども事業が紹介されていますが、右下部分にある「キッズもりあ

げ隊」は、宮城野区の中央部にある原町地区等を中心とした子どもたちの企画参加型の講座で、区中

央市民センターが実施しております。 

 

若林区中央市民センター長：「まなびのカタチ」の 12 ページをご覧ください。若林区からは大人事業と

して、「わたしのふるさとプロジェクト」についてご説明します。この事業は、東日本大震災で津波被

害を受けた六郷東部地区に暮らしている方、縁のある方、思いを寄せる方が中心になって、地域を離

れざるを得なかった人と地域に残った人たち双方が集まることができる場所を作りたいという思いで、

地域交流の場を作る活動をしているものです。この事業に対し、市民センターとして地区館の六郷市

民センターと若林区中央市民センターがプロジェクトの方々と共催・協働という形で支援をしていま

す。具体的な内容としては、平成 26 年度の立ち上げから、年々東六郷地区の状況に合わせた取組を発

展させてきまして、例えば地域の拠り所となっていた旧東六郷小学校の校庭で、凧揚げや花植えをし
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たりしていたのですが、校舎が遂に解体されるという際には、最後に校舎への感謝の清掃活動をした

りといった様々な活動が行われてきました。特に、雪が降っていた震災の日を思って真冬に花火を打

ち上げるという「鎮魂の花火」には多くの方のご賛同を得まして、今のところ、花火の打ち上げ資金

を団体の寄付や地域の方々の募金でまかなえるようになっています。また、昨年は、初めて東六郷小

学校の跡地で夏祭りを開催することができまして、予想を超える多くの方にご参加いただき、「六郷ふ

るさと音頭」に合わせた盆踊りなどを楽しんでいただきました。このプロジェクトのメンバーは、比

較的若い、子育て世代とか学生さんで、なかなか時間を作るのが難しい中、仕事や学校の終わった夜

に、月 1 回集まって話し合いをしたりしています。六郷東部地区の交流や賑わいの再生を願って、で

きるだけ地元の力で自分達ができることを続けていきたいという方向に向かっていますので、今年度

も、プロジェクトのメンバーが中心になって、夏祭りと冬の花火等を地域に根をおろした活動にして

いけるように市民センターとしても丁寧に支援していきたいと考えているところです。 

 

太白区中央市民センター長：「参考資料 4」に基づいて報告させていただきます。太白区中央市民センタ

ーでは、子ども事業として 2 ページの「エフエムたいはくキッズ情報局 2018」、若者社会参画型学習

推進事業として、同ページの一番下にある「つながりんぐ」、そして最後のページの「太白おやじネッ

トワーク事業」を住民参画・問題解決型学習推進事業として実施しています。本日はその中で、「太白

おやじネットワーク事業」について報告させていただきます。太白区と言わず、仙台市全域の地域活

動の課題となっているのが、担い手不足と財源不足という二つの大きな問題です。担い手不足という

ことについて見てみますと、町内会等は高齢化が進んでおり、次世代の地域づくりを担う人材が不足

しているということが大きな問題となっています。太白区では、元々「おやじの会」という活動が学

校単位で行われていましたが、特に、富沢や長町の辺りでは、ネットワークを組みながら、単位学区

だけではなく、もっと大きな活動をしようという動きがありました。より多くの「おやじの会」と繋

がり、お互いに励まし合い自分達にできることをやりながら、地域貢献をしていこうと活動を発展さ

せていく中で、太白区中央市民センターが協働という形でこの「おやじネットワーク」に加わり、一

緒に地域づくりのための活動をしていこうとさらなるネットワークづくりを進めています。大きな成

果としましては、「長町秋のフェスティバル」という太白区の秋の大きなイベントに「太白おやじネッ

トワーク」として参画しまして、その中の「太白みんな de スポフェス」という、子どもたちを主な対

象とした、スポーツを通じた交流・対人機会づくりのイベントの実行委員会として、企画・運営しま

した。そのイベントを開催するまでのいろいろな検討・協議の中で、「おやじの会」同士の繋がりが深

まっていった訳ですが、今後はこの「おやじネットワーク」を各市民センターと結び付けていきなが

ら、市民センターを通じて「おやじの会」が地域と結びついていき、地域の担い手になっていく、そ

のような流れをうまく作っていければよいと考えております。担い手不足・人材不足と言われている

中で、実は潜在的に人材が地域には豊富にあり、若いおやじの方々が地域と繋がっていくことが重要

だということで、この事業を展開しています。 

 

泉区中央市民センター長：泉区からは、根白石市民センターで行っております「いきいきプロジェクト

企画会」をご紹介いたします。冊子の 14 ページ、A3 判の資料の一番最後のページになります。根白

石地区をフィールドにして、伝統文化や自然等を材料に地元の方々が企画し年間を通して事業を行う

というものです。詳細な内容については、資料で確認いただければと思いますが、特徴としては、7 地

域の小・中学校や PTA、子ども会育成会が積極的に協力してくれる点があります。また、根白石中学
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校の生徒が主な事業に、参加者としてだけではなく、地域の一員として少しずつイベント運営にも関

われるようにしていきたいと考えている点です。根白石は、歴史のある地区で、住民の方々の地域へ

の帰属意識も他に比べると比較的高いところなのではないかと思います。根白石市民センターの館長

は教員の OB なのですが、震災を契機に中学生の日中の地域での避難所運営といった役割、あるいは

学校の中での自分作り教育の推進、自己有用感を高めていくという観点で、生徒たちを地域のコミュ

ニティの一員として扱い、協力してくれたら普通に褒めるといったことを意識して取り組んでいると

いうことです。そのような意味では、この事業は大人事業に位置付けて紹介させていただいています

が、子ども事業の精神とも一致するのではないかと思っています。区中央市民センターとしては、こ

ういった取組みについては、区内の地区館で情報共有をしてもらいたいと考えており、実は昨日もあ

ったのですが、区内の館長会は、毎回それぞれの地区館を会場とし、会場となった館の館長に、自館

の特色や力を入れている事業について発表してもらうことになっています。昨日は根白石市民センタ

ーで行いまして、館長から今お話しましたような報告があったところです。そのような報告を他の地

区館の館長さんたちに聞いてもらいそれぞれの館に持ち帰って、自分の地区での地域特性を生かした

事業の展開に繋げていってもらいたいということで、区中央市民センターとしての地区館支援の一環

としても情報共有を積極的に図っているところです。 

 

事務局：ありがとうございます。各区中央市民センターから市民参画型事業につきましてご紹介いたし

ました。今の説明の中でも使いましたが、資料の紹介が漏れていたかもしれませんが、こちらの「ま

なびのカタチ」というパンフレットは市民参画型事業の中でも、いわゆる大人事業についてご紹介し

たものです。また、「地域で活躍する子どもたち」という資料は、子ども事業を紹介するものです。時

間の関係でご紹介できなかった事業もございますので、どうぞのちほどご覧いただければと思います。 

 もう少しだけお時間を頂きまして 今、大人事業と子ども事業についてご紹介しましたが、若者事業、

正式には若者社会参画型学習推進事業でございますが、こちらにつきまして、昨年度 PR 動画を制作し

ましたので、披露させていただきたいと思います。この動画は、参加者を募るために各大学を訪問し

ました際の PR などに用いているほか、多くの方に知っていただけるよう YouTube でも公開する予定

となっております。4 分程のものですが、これから正面のスクリーンに上映いたします。よろしくお願

いいたします。 

 

（若者社会参画型学習推進事業 PR 動画上映） 

 

事務局：ありがとうございました。動画は以上でございます。以上、市民参画型事業「大人事業」、「子

ども事業」、「若者事業」の取組状況を紹介させていただきました。事務局からは以上でございます。 

 その他、委員の皆さまから何かございますか。 

 

委員：大変すばらしい内容だと思います。特にこの市民センターの事業紹介の冊子は、大変参考になり

ました。ただ、ここは公運審の場ではありますが、一市民の側からすると、ただ市民センターについ

てというよりも、教育局なら教育局に関わるところ、たとえば博物館、科学館、図書館といったとこ

ろもあり、さらに、メディアテークなど、仙台市には様々な学びや生涯学習に関わる施設が数多くあ

ると思います。その全体像が分かるように、もっと市民の方に分かりやすくしていただけないでしょ

うか。市民センターでは具体例がありますというのであれば、このような冊子もすごく生きてくると
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思うのです。自分の家の周りであれば、市民センターでこういうことがあるのか、区を離れて、例え

ば科学館なら科学館へ行くとこういう学びの場があるのか、また、子育て世代の方だったら、子育て

世代の集まりはこういうところがあるのかというような、もう少し全体像がわかるような仕組み、あ

るいはこのような冊子で、そこからたどって行くとあなたの希望に近い、このようなものがあります

よと伝える仕組み作りをお考え頂けたら大変ありがたいと思います。 

 

生涯学習部長：学びの機会というのは、仙台市の社会教育施設はもちろんのこと、色々な形で、県の施

設もありますし、教育委員会以外のところでもたくさんある訳なので、そういったたくさんある学び

の情報というものを、もっと身近なところで容易に取れるようにする仕組み作りというのは、今本当

に求められているところかと思います。そういう意味では、生涯学習の基盤となる学びの場の情報を

行政としても、どうやって分かりやすく出していくかということが今まさに求められている事だと思

いますので、仙台市の中でも議論していきたいと思いますし、関係機関ともこれからも検討していき

たいと思っております。 

 

委員：委員のご指摘はごもっともだと私も思っておりまして、同じ立場でございます。ここは公民館運

営審議会ですが、お話の中にありました、例えば博物館には博物館の、科学館には科学館の専門の審

議会があります。それから、確か図書館にもありました。それぞれ機関ごとに審議会があって、より

良き運営を目指し、議会からも委員が入って熱心な審議がされています。その成果を、附属の機関だ

けではなく全体の共有にしていく、そして市民の立場で言えば簡単に情報を入手して選べるという仕

組みが本当に弱いなと今反省をしていたところです。これは、どこが統括をすべきかということにな

って、おっしゃる通り、意識せずに縦割になっているなと改めて感じております。生涯学習都市・仙

台ということは、ずいぶん前から言われておりまして、私も申し上げた一人です。いわゆるリカレン

ト、学びたい時にいつでも学べるという都市を目指そうということでできたのですが、統括する部局

がまだはっきりしていない。そういう意味では、生涯学習を統括する生涯学習部長にも頑張っていた

だきたい訳ですが、私も市民の代表の一人として、議員として提言も含めて応援していきたいと改め

て決意をしたところです。 

私が、今関わっているもののひとつに、文化庁が補助事業として行っている伝統文化親子教室とい

う事業があります。この事業は、河合隼雄先生、亡くなりましたが有名な哲学者で専門は心理学だっ

た、河合先生が、日本人でありながら日本が初めは大嫌いだったそうですが、留学から戻ってきてか

らは、日本の文化を大事にしなければと思うようになって始めたものです。これは、今定着しており

まして、仙台市でも窓口になって応援をしていただいております。学ぶ内容は、例えばお茶、生け花、

お琴とか、仙台の場合は将棋やカルタなど非常に幅広くありますが、応援している立場で言いますと

少々、伸び悩んでおります。親と子が一緒に伝統文化に触れることにより、興味のある人にはもっと

深く入っていただく、あるいはそうでない人には知ってもらうということでとても大事な事業だと思

うのですが、あまり広がりがない。これは小学校が対象ですが、校長先生の理解度によって声の掛け

方が全く違ってしまうということがあります。申し上げたかったのは、生涯学習の入り口である教育

委員会、生涯学習課あるいはこの事業は文化財課が担当しておりますが そこから少し広げていかなけ

ればならないということです。先ほどの委員のお話の通り、それぞれ頑張ってはいるが、市民にとっ

ては、共有する財産あるいは情報になっていないところがあります。言えば言うほど、これもやらな

ければ、あれもやらなければとなりますが、とても大事なご指摘をいただきましたので、私も奮起一
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転、生涯学習部長の背中を押しながら進めてまいりたいと思っております。 

 

事務局：ありがとうございました。他に何かございますか。 

 

委員：今のお話もお伺いしまして、やはり、色々な部局や部門の歩み寄りかなと改めて思いました。そ

ういった意味では、先ほど若者参画型事業の動画を拝見しましたが、自分の立場でこの公民館事業を

応援するような意味もありまして、明日私の持っている生涯学習論という授業で、この動画を早速、

利用することになっています。280 人位の学生が受講しているのですが、今回各中央市民センターの社

会教育主事の先生方に来ていただき、事業を紹介してもらうことを計画しています。昨年度もお出で

いただき、その際は一方的に伝えていただいたのですが、参画というのが、先ほど子ども事業にもあ

ったように、そもそも企画段階からということだったので、学生の方からすると、学生にもやはりそ

れぞれのニーズがある訳で、中学校の先生が異動で社会教育主事になられて、いきなり若者参画事業

の担当となっても、大学生がどのようなことを求めているのか、すぐには分からないですよね。そう

であれば、やはりマッチングというのがどうしても必要ではないかと思うのです。それで、今回は学

生の要望や意見もぜひ汲み取ってくださいということで、各区に分れてグループワークをするような

試みを今準備しているところです。そのように、それぞれの部門で、生涯学習の場として公民館、市

民センターの利用にいかに繋げていくかという試みはいろいろやっていく必要があると思っていたと

ころです。 

 

事務局：ありがとうございました。お願いします。 

 

委員：先ほどの問題提起は非常に重要だと思っていて、私も度々この場で、これは公運審で議論できる

のですか、それとも社会教育委員の会議でなければ議論できないのでしょうかという聞き方をした場

面もあったかと思います。他の審議会等では、そういった横断的な議論がなされているのか、それと

もなされていないのかという全体像が見えないまま議論している側面もあるので、少なくとも社会教

育委員の会議であれば、横断的に学習のことや文化的なことを見ているはずですので、そちらの議論

がどのように進んでいるのか、時々で構いませんのでお知らせいただければというのが一つの希望で

す。 

もう一つ、先ほど大学や学生向けに紹介するというお話があり、動画自体がそういった趣旨で作ら

れたものだと伺いましたが、私は紹介しづらいのではないかと思いました。なぜかというと、高等教

育機関というのは、もはや私はどう学ぶかという私に主語があることをやる場ではなくて、社会的な

課題を解決するステージに学生たちが突入しており、自分たちの学びは勝手に自分たちで解決しなさ

い、となっています。そのような場を用意していただけるというのは非常にありがたいことですし、

そういう側面では学生たちに活用しなさいとは言いますが、大学としてあなたたちが学ぶ場はここに

あるというアナウンスをわざわざするかというと、そういう後押しはしないと思います。例えば、イ

ンターンシップも各大学で始まっていますが、体験型のインターンシップにはもう学生たちは送り込

んでいません。そこで社会的な課題を解決する一員として活躍する、という前提がないインターンに

は、私たちは学生たちを送り込んでいないのです。そのような段階にすでに突入しており、先進的な

大学だったり、高等学校でも「探求」の学習が始まって、教育の質がかなりレベルアップし学生たち

のニーズも相当高い所に来ているので、それに合わせたものに変わっていかなければならないのでは
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ないかという問題提起をしておきたいと思います。 

 

事務局：ありがとうございました。他に何かございますか。よろしいですか。 

 

5 閉 会 

事務局：それでは、次回の会議日程でございますが、7 月 4 日（木）午前 10 時より開催となります。会

場は、こちら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 か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。以上で本日の会議は終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

会     長 

 

 

会議録署名委員 

 

 

 


