
 - 1 - / 7 

 

資料 １ 

「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（素案） 

 

はじめに  

 テーマ設定、審議の経過など （H26.5.27 資料 7より） 

 震災から 3 年経過を契機として、市民センターにおける震災関連事業や震災を踏まえた事業

（日常務等も含む。）についての状況を把握しながら、今後数年間を見据え、特に地域とのかか

わり等の面で、市民センター事業のあり方等について論議する。 

審議を進めていく論点として （H27.5,26 資料 3-2より） 

・震災後４年を経た現在の状況を踏まえ、市民センターとして取り組むべき課題は何か。 

 地域課題は、地域ごとに様々あると考えられるが、市民センター事業として何をとりあげる

べきか。 

・事業を進めるにあたって市民センターが留意すべきことは何か。 

 

Ⅰ 震災後に市民センターで取り組んできた事業について 

 １ 市民センター事業の実施状況  （Ｈ26.7.15 資料 3、４より） 

   ・全体の講座数、回数、参加者数が、震災後（平成 23年度）は大きく落ち込んだが、平

成 24・25年度は震災前（平成 22年度）とほぼ同じになった。 

   ・平成 25年度には、市民センター事業の約２割が防災・震災復興関連であった。 

・「地域の防災対応力を向上させる事業」、「防災・減災の意識や知識を向上させる事業」

は、震災前から行われ、平成 23年度以降もほぼ同数の講座が実施されている。 

   ・「震災後の市民の心を癒し、活力を取り戻す事業」、は、平成 23 年度には多かったが、

24年度以降は減ってきている一方、「震災等により移転してきた住民との交流をつくる事

業」、「地域の絆づくりつながる事業」が増えてきている。 

   ・集計には、老壮大学、懇話会、コンサートやまつりなど、震災前から取り組んでいた事

業において、防災、震災復興を取り扱った場合も含まれている。 

   ・各区中央市民センター（区拠点館）では、「若者によるまちづくり実践塾事業」（平成

24年度評価）を平成 22年度から震災を経て 3年間実施し、「若者社会参画型学習推進事

業」として平成 25 年度から継続して開始、同様に平成 23 年度から「子ども参画型社会

創造支援事業」（平成 25 年度評価）、「住民参画・問題解決型学習推進事業」（平成 23 年

度評価）を地区市民センターとの連携により実施している。 

    

 ２ 防災・減災・震災復興関連事業の実施例 
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① 片平市民センターの取り組み （H 26.11.18 資料 1より） 

「片平平成風土記」作成（震災前（Ｈ21）、区役所と地域の協働事業） 

「クローズアップ片平・映像番組づくり」（地域が防災対応等を地域に紹介）など 

② 田子市民センターの取り組み （H 26.8.26 資料 1より） 

「みんなで学ぶ地域防災」（中学生等と町内会との合同防災訓練） 

「田子のきずなステーション」（交流、情報の拠点形成、新旧住民の交流） 

「田子西で会いましょう」（公営住宅集会所を会場としてコミュニティの形成）など 

③ 七郷市民センターの取り組み （H 26.8.26 資料 2より） 

  「あの時を忘れない‐震災の記憶」 

（震災時や避難の様子の聞き取り冊子の刊行、旧荒浜地区の絆づくり） 

  「未来への伝言～七郷を語り継ぐ」（「語り部」養成） など 

    

３ 現在及び今後の課題等（H27.3.24 資料 3-2より） 

① 前述、3事業における課題の認識 

・片平：マンション等の防災意識の向上、単身世帯、転出入者の増加。 

・事業実施における課題：地域に多い留学生、学生との日常的な交流。 

編集作業等が少人数にならざるを得ず、より多くの地域住民との協働の検討。 

・田子：新旧住民におけるコミュニティの形成、高齢化に伴う支援。 

・事業実施における課題：防災訓練により多くの地域住民が参加する工夫が必要。 

・学区が分かれている中学校は、全校生徒の参加体制をとるのが難しい。 

・七郷：地域のコミュニティの再生、震災の記憶の後世への継承。 

・事業実施における課題：語り部としての資質向上、活躍の場・機会の確保。 

   

② 市民センターとして取り組むべき課題（公運審としての認識） 

・「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、震災から現在に

至るまでの４年間、市民センターがどんな事に取り組んできたのか、大切な事はこれ

からも続けて、広げて行き、足りないところは、新しいものを作って行くっていくと

いう検討の仕方があるのではないか、実は震災前から続けてきた事の中に、これから

の市民センターのあり方を考える重要なヒントがあるのではないか。 

・住民の方々と一緒になってどういう取り組みをするか考え、それを受け止める力が

市民センターになければいけない。住民の方々に信頼される市民センターとなるには、

市民センターが行ってきたプロセス自体が、重要ではないか。 

・市民センターが核となり地域を取り込んだ団体、個人が市民センターと一緒に企

画・運営する参加型の地域連携事業をいかに立ち上げるかが大切である。防災・減災・

震災復興関連事業はどの市民センターも共通の事業であり、さらに地域課題も独自の

事業として取り上げられると考える。キーワードは地域連携ではないか。 

・地域のニーズ、地域の課題等に行政、市民センターが気づいたときに、市民センタ
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ーが動くのではなく、専門的なバックアップ、活用できる最高のサービスが提供でき

るのであれば、そこに任せるという選択肢もあるのではないか。 

・市民センターが関わるという事は市民センターの役割、他のバックアップとの違い

はなにか、民間の市民活動等も含めて、市民センターの他の支援との差別化、市民セ

ンターが関わるというのはどういう事なのか議論が整理されていく事が重要なので

はないか。 

・地域の担い手と言う面で見れば少子高齢化や人口減少ということで、これから子ど

もや若者の参画をもっと促していくことも、市民センターの役割ではないか。 

Ⅱ 今後の市民センター事業のあり方について 

1  今後市民センターに期待する事業 

① 地域コミュニティを形成・維持していく事業（交流事業） 

・交流事業が被災者にとって意味があるということ、そして、こういう交流の中から住

民による新たな動きが始まるなど、市民センターで取り組むべき講座等がみえてくるの

ではないか。 

・人とのつながりやコミュニティがいかに災害の時に力を発揮してきたかということが

指摘されてきている。一つ一つの事業が縦割りでいくのではなくて、それがつながって

いくような仕掛けを事業の中で行っていく必要があるのではないか。 

・復興後のコミュニティやまちづくりにどうコミットするか、震災を契機とした絆を、

どう保って、地域的にも世代的にも次につなげていくか、教訓をいかに地域で共有して

いくかが市民センターの震災後のあり方として求められているのではないか。 

・未曾有の大震災で、地域活動に力を発揮された市民センターは、地域の人たちからこ

れまでになく頼りにされた。これを機に市民は、よりどころや情報交換の場を再発見し

たと言っても過言ではない。このことを重視して、人々がますます集まりたくなる場づ

くりへの工夫をする必要がある。（田子市民センターの事例を生かし、高齢者と青少年

が触れ合える場の提供・体験学習の機会づくり） 

・震災を踏まえた今後の市民センター事業のあり方の一つとして、市民センターが補助

避難所となっていることの周知と、地域、学校、市民センターとの話し合いがきちんと

行われ、避難所運営マニュアルの中に明記されるようにすることが大切であり、町内会

や学校と市民センターも一緒になり、具体的な動きをしていくとよいのではないか。 

・田子地区は防災・減災については大震災の前からずっと学校、町内も含めて地区館も

核になって取り組んでおり、子供たちの学年が上がり、卒業しても、また入学してくる

というサイクルの中で、継続していける防災・減災の取り組みではないか。 

 

② 震災の記憶や記録を継承していく事業（人材育成、アーカイブ事業） 

・田子市民センターで実施したような、震災を踏まえたいろいろな情報をまとめる活動

は、各市民センターで展開できる「震災を踏まえた今後の市民センターの事業」ではな
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いか。 

 

③ 上記以外で市民センターに期待する事業 

・地域づくりと地域社会の役割を担う施設として、地域で関わりを持てる人材を発掘し

地域リーダーとして育成しながら市民センターと地域の良きパートナーとして活用す

る。 

・地域にはいろいろな課題があって、それに対応するため様々なことが考えられており、

安心・安全など、基幹的な事業を拠点館で企画するのも必要ではないか、地区館で行っ

ている事業を継承しつつ重要な活動は拠点館で行うという考えも必要ではないか。 

      

２ 事業の取り組み方、留意点等について   

① 町内会等地域団体、学校等との連携、ネットワーク化について 

・実際、地域に入って行くとはどういう事なのか、連携とはどういう事なのか、顔が見え

る関係とはどういうことなのかということを不安に思いながら行っている現状がある。 

・地域の中で課題を解決するというときにも、地域の中だけで考えるのではなく、新しい

所とも融合していく、専門性を持った方々も地域への支援に加わっていくことにより、新

しいコミュニティの方向が見えてくるのではないか。 

・地域活動や子ども会育成会などを活用して、ジュニアリーダーの活動の場を広める。特

に受身的な活動の多い「子ども会」を、子どもたちの自発的な活動への支援策を講ずる必

要がある。 

・人と人とのつながりを作っていくうえで、若者を取り組んでいくメリットは大きい。 

・地域の人材が集まる地域団体（学校、ＰＴＡ、町内会、各種団体など）との連携強化が

必要である。 

・現実に様々な動きが各区にあるので、意識しながら進めるのがいいのはないか。市民セ

ンター職員と嘱託社教主事との合同研修会を年に一回行っている区もあり、市民センター

だけで完結しないで、様々なところと、区の状況に応じて連携し一緒に実施することによ

り、力を発揮できるのではないか。まさに顔が見える関係に、あらゆる機会を作って行く

など区中央市民センターの役割として必要なのではないか。 

 

② 市民センター事業運営懇話会、日常業務の重要性、ボランティア支援 

・市民センターには気軽に行けない雰囲気が若干見受けられるので市民センター側から自

ら扉を開いて、気軽に訪問ができるようになれば、もっと利活用が多くなるのではないか、

地域に根差した信頼され愛される市民センターづくりに励んでもらいたい。 

・市民センターの地区館の運営について、地域の全体の参加難しく、市民センターで行っ

ている事がわからないという人たちが多い中で、地域課題を共有することが大事である。

その方法として町内会、学校、主な団体、個人、その他のメンバーで構成する市民センタ
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ー運営委員会のようなものがあって、住民一人ひとりの意見を取り入れるような機会があ

るといいのではないか。 

 

③ コーディネーターとしての市民センター職員 

   ・市民センターの館長やスタッフには、この地域には今これが必要だということをコーデ

ィネートすることができるという役割が求められている。 

   ・市民センターは発想力や地域力、ネットワークを広げる力を駆使しないと運営はできな

いと考えている。 

   ・地域の中で課題解決という時のコーディネーターとしての役割を求められても、自分達

は知識やスキルが備わっているのか、不安に思いながら行っている現状があり、コーデ

ィネート力の向上が課題ではないか。 

    

④ 市民センター事業の情報発信 

・地域団体の方々も、出来る事を自分の立場で積極的に係わって行きたいと考えているの

で、こまめに地域に関わる情報を提供することが大切ではないか。 

・市民センターは多くの人が集まるが、実際行っている社会教育事業はわからないという

ことがあるので、市民センターが今、企画している事や、実施している事を具体的に広報

することが必要ではないか。 

 

⑤ 事業評価について 

・成果を急ぐべきではなく、数値目標を追いかけすぎてはいけない。行政側からあまりに

も数値目標等をおしつけると、形だけとにかく揃えてというケースになりがちになる。 

・本当の地域事情をどう理解して、そこの取り組みを評価するか、という視点が必要であ

る。 

・単に事業を評価するだけではなくて、人を育てていくということを市民センターが担っ

ているということも見ていかないといけない。市側も指定管理者側に対して、そのことを

配慮した方針などを提案すべきで、非常に苦労している実情、現場の事をよく把握するこ

とも必要である。 

・大切なのは地域の評価、それぞれの事業に参加をしている当事者、参加者自身の評価で

はないか。アンケートという形ではなく、住民参画・住民参加により実際の議論が増えて

いき、参加者自身が評価を行い、それを取り入れていくことが大事なのではないか、そう

いう下地や土台があれば、センター職員の評価や審議会の評価と相乗的にいい効果を生ん

でいくのでないか。 

・市民センターとして地域と繋がって継続した活動として形ある物にしていくことが、評

価すべき点ではないか。 
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⑥  事業展開（モデル事業など） 

・市民センターでの取り組みは個別具体的なもので、そのまま他で実践するは難しいが、

問題意識や課題認識の共有の仕方、町内会、NPO、行政、企業などとのネットワーク作り

方は、他の市民センターでも応用できる。 

・市民センターの人事異動による引き継ぎの不十分さから、事業が狙い通りに行かなかっ

た事例がある。このことは、全市民センターに言える問題であり、地域からの信頼にも影

響を及ぼすこととなるので、全職員の共有テーマとして改善策を全市民センターで取り組

み共有すべきと考える。 

・仙台市内全域で、復興住宅がテーマの所やその他の様々な事情、課題があると思うので、

それ毎に、モデルとなる成功例のようなものを全市民センターに紹介し、共有できると非

常に参考になるのではないか。 

  ・高齢者の居場所づくり、絆づくりなどしっかり取り組んでいるところが沢山あるので、エ

ッセンス、ノウハウ、考え方やアプローチの仕方など全市民センターで共有できるシステ

ムなどが必要ではないか。 

・参画型事業はゼロベースでは進まないので、市民センターが助走できるものを提供して

いくことが大事ではないか。その上で参画型に進んで行くのではないか。 

・泉区の ICP という活動で、学生に様々な企画をしてもらっているが、それが他の事業、

他の企画とも連携しながら進んでいる。一つの事業だけで終わらせないで横との連携を意

識するような事業も今後更に必要ではないか。震災がきっかけで、今は大学生、高校生の

意識がすごく高くなっている。そこにつなげていく必要性あるのではないか。 

 

⑦ 子ども・若者について 

・市民センターは社会教育の施設で、将来の担い手を育成する場所ということで、そこで

育っていく過程のなかでの居場所の一つではないか。学校や部活、地区の活動があり、そ

の中に市民センターがあるのではないか。高校を卒業すると市民センターとの係わりが薄

れてしまうのは残念である。 

・大学生が社会に出ていく事を非常に怖がっており、不安をいだいている。地域の中で育

って行く過程の中で、自分が役に立てる場面や必要とされる場面が少なすぎるのではない

か。学校はそのひとつであるが、地域の中に他にも帰ることができる場所や認めてもらえ

る人間関係があることが、社会に出ていく時に、彼らの心の中で生きてくる。 

・市民センターの機能を考えた時に高校生、大学生は集まりにくいというのがあるが、や

はり、学校に居場所を失くしてしまった子たちが行くことができる場所、小さいころから

承認を受ける場として、市民センターのような環境はあっていいのではないか。 

 

⑧ 全体として 

・学びをそこで終わらせるだけではなくて、一人ひとりがいきがいとして、社会に対して、

活動できるような仕組み、きっかけづくりを各市民センターが仕掛けてほしい。 
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・事業が、どのように日常の生活につながっていく事が出来るかが、大切なのではないか。

震災以降市民センターがいろいろな取り組みをしてきたが、事業が単発で終わっていると

ころが、とても残念である。どのようにして地域に残していくかを検討することが大切で

ある。 

・市民センターの震災時の役割などを書いて掲示しておくなど、利用者にわかりやすく伝

える工夫が必要。 

・直接利用者の方々に「市民センターはこんな事を考えて、こう言う事を大事にしていま

す。」と言う事を伝えると共に、利用する方々にも何か協力を依頼していくという事を、

押しつけではない形できないだろうか。 

 

Ⅲ まとめ  
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