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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 27年 5月定例会） 

○ 日時 

平成 27年 5月 26日（火）午前 10時 00分～12時 00分 

 

○ 場所 

生涯学習支援センター 5階 第 1セミナー室 

 

○ 出席者 

［委員］ 

梨本雄太郎会長，佐藤憲子副会長，跡部薫委員，伊藤誠委員，井上範一委員， 

木下るり子委員，幾世橋広子委員，小地沢将之委員，小岩孝子委員，齋藤純子委員， 

齊藤康則委員，佐藤直由委員，丹治重廣委員，中山聖子委員 

［事務局］ 

教育局：教育長 大越 

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 山﨑 

  青葉区中央市民センター：センター長 西川 

宮城野区中央市民センター：センター長 松島，企画調整係長 松本 

若林区中央市民センター：センター長 木戸浦 

太白区中央市民センター：センター長 梅原，企画調整係長 渡辺 

泉区中央市民センター：センター長 菊池，主幹兼企画調整係長 宮城 

  生涯学習部：部長 千石，生涯学習課長 奥山 

地域政策課：課長 遠藤 

（公財）ひと・まち交流財団：市民センター課長 千葉，主幹 島津，係長 佐藤 

［傍聴人］  1名 

 

○ 配布資料 

  資料 1：平成 27年度市民センター関係職員名簿 

  資料 2：公運審の今後のスケジュールについて（案） 

  資料 3-1：「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 構成（案） 

  資料 3-2：「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 論点（案）                  

  資料 4：平成 27年度主要事業 

 

○ 職員紹介 

資料 1により紹介（異動者のみ） 
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 ○ 審議 

（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 

 

会長：審議に入る前に議事録の署名人を毎回名簿順にお願いしているのですが、今

回丹治委員にお願いする番になりますがよろしいでしょうか。（丹治委員了承） 

   よろしくお願いいたします。 

私達の任期中の会議は今日含めて後 3 回という事になります。最後にはこの

テーマについて報告書という形でまとめる事になっています。これは前回にご

了解いただいたかと思いますが，提言とは少し違う性格で報告書をまとめるこ

とにすると。審議会として全員一致で考え方をまとめる事になると，提言とい

う形になるのかと思いますが，今回は事業評価に時間をかけてきた事もあり，

このテーマについて短い時間の中で委員全員一致してこの大きな課題について

何かしらまとめるという事は中々難しいかもしれない。むしろ一人ひとりの委

員がそれぞれの立場，それぞれのご専門からこういう考え方が大切ではないか

という意見をたくさん出していただき，その考え方を整理する。報告書とはそ

れぞれの意見，あるいはこの会議の中で色々な事を議論してきたそのプロセス

をきちんと最後に整理して報告するという形であるという事を前回ご理解いた

だいたかと思います。一人ひとりが自分の言いたい事を言えばいいと考えれば，

少し気が楽になるといいますか，全員で完全に一致しましょうとすると難しい

と思いますので，今お話ししたような形で進める事になるかと思います。 

全体の流れというか組み立てなどをきちんと整理する事は 8 月になるかと思

います。そして大体の方針としてこういうまとめ方にするという事を 7 月には

出したい。今日 5 月の会議では，その前の段階として，これまでにも色々ご意

見お考えを出していただきましたが，改めて今回のこのテーマについてお一人

ずつ，ご意見を伺っていきたいと思います。今日の会議の中ではまとめる事は

あまり考えずに，むしろこれまでの議論とはあまり関係なくても，これまで議

論してきた中に少し抜け落ちていた点があるかも知れないし，あるいはまた別

の角度から議論した方がいいのではないかというご意見があるかもしれません。

そういう意味でも今日はご自由にご意見を出していただく事が一番の狙いです

ので，お願いしたいと思います。勿論，これは今までのものを踏まえてご意見

いただくという事ももちろんありますが，あまりまとめの事を考えずにまず，

色々意見を出し合うという事で進めて参りたいと思います。 

それで，資料 2 について説明がありましたが，進め方について何か委員の皆

様の方からありますか。それでは今日は資料の 3 を事務局の方でご用意いただ

いておりますので資料 3と 4を事務局からご説明お願いいたします。 
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事務局：はい，それでは資料 3-1 をご覧下さい。資料 3-2 も併せて，3 月の資料を

基に論点（案）と構成（案）に分けた形でご提示いたします。資料 3-1の方は

報告書の骨格となる文章でございまして，まず「はじめに」，次に「Ⅰ 震災後

市民センターで取り組んできた事業」について，それから「1 市民センター事

業の実施状況」，「2 防災・減災・震災復興関連事業の実施例」という部分はこ

れまで昨年の 5 月から説明等行っておりました。この部分につきましてはこれ

までの会議の資料と議事録等を使いまして作成できるかと考えております。 

次のページをご覧下さい。次のページの 3 も前回の資料に入っておりますの

でここも大丈夫ですが，この「3 ②市民センターとして取り組むべき課題」，

それから後，「Ⅱ 今後の市民センター事業の在り方について」，「1 今後市民

センターに期待する事業」，「2 事業の取り組み方、留意点等について」，これ

まで論点（案）という事で色々資料を出しておりますがここにつきましてはこ

れから，今日以降ご審議いただいて肉付けできればと考えております。 

最後に「Ⅲ まとめ」という形で構成（案）をご提示いたしております。そ

れから，資料 3-2につきましては改めて，論点（案）という事で今お話しした

部分の中の論点二つほど抽出してご提案いたしておりますが，これはご審議の

きっかけになるようなものでございますので，論点につきましてもこの２つに

限定しているわけではなくて，追加する論点のご提案も含めて今日以降ご審議

いただければと考えております。 

関連いたしまして，資料 4もご説明いたします。資料 4につきましては前

回 3 月にもご提示いたしておりますが，あまり時間がなくてご説明できなかっ

たものですから今日は簡単でありますがご説明いたします。また，生涯学習支

援センターの事業になりますが「学びを支える人材育成推進事業」これは，26

年度生涯学習支援センターの事業になり，人材育成機能の強化という事で実施

している事業でございまして，職員を対象とした研修，それから市民を対象と

した研修，市民と職員の合同の研修という事で実施する予定です。今年度 7 種

20研修を予定して，進めているところです。 

続きまして 2ページに進みます。2，3，4ページにつきましてはいわゆる重点

3事業という事で行っておりまして，3ページの「若者社会参画型学習推進事業」

につきましては平成 22年度から，2ページの「子ども参画型社会創造支援事業」

それから 4 ページの「住民参画型・問題解決型学習推進事業」につきましては

平成 23年度からこれは仙台プランを実践するものという事で実施しております

ので，3 つの事業と各区中央市民センター（拠点館）で実施している事業です。

今年度も 27年度も引き続き実施するという事で資料をお付けいたしました。 

続きまして 5ページです。「学びのまち仙台市民カレッジ事業」という事でこ

の中で「地域づくり支援事業」概要の所の（1）になりますがこれは，人材の発
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掘・養成を検討し，年数回講座を行います。それから特に（4）の学び直しの所

ですが一番下にも書いておりますが平成 22年度から幅広い世代を対象に実施し

ております。平成 27年度は子育て世代の女性を対象とした支援を中心に事業を

実施する予定でございます。 

続きまして 6 ページ「学習情報提供システム運営管理」です。これは昨年の

11 月にシステムの更新を行いまして，その成果として仙台市市民センターホー

ムページが新しくなりました。情報発信機能を強化するという事で新しくしま

した。地区館と我々を繋げているネットワークのシステムの管理運営を行う予

算です。特に新しい取り組みという事ではありませんが，運営管理費という事

でこれだけの金額がかかっているという意味でご提示いたしました。続きまし

て「地域力創造支援事業」についてご説明いたします。 

 

 地域政策課長： 

     7ページの「地域力創造支援事業」について説明いたします。これは市民局が

今年度から新たにモデル事業として始めるものです。昨年の秋くらいに仙台市

の方で町内会に対して全数調査を実施しました。その中で町内会が地区社教，

ＰＴＡ，他の地域団体，あるいは学校，市民センター等と連携している地域は

活発に活動しているというような事例があり，それを受けて新規事業として始

めたものでございます。 

町内会が様々な地域団体やその地域の機関と連携協働し，地域の課題を発掘

してそれを解決するための事業を地区市民センターで実施していきましょうと

いうものです。ひと・まち交流財団を通じて地区市民センターへお金が出るよ

うな流れになっております。事業目的，事業対象はこちらの資料のとおりです。

そのような主旨ですので，2 の（2）にある通り町内会の参加は必須となってお

ります。各地区市民センターから提案された事業を仙台市の審査会を経て，ひ

と・まち交流財団に委託するような事業提案型で行います。27 年度につきまし

ては概ね 10 事業を考えております。１事業に付き限度額が 30 万円です。人件

費や飲食費等，対象外のものもあります。さらに今年度から 3 年間のモデル事

業を考えております。 

市民センターの指定管理期間が 29年までですので，これ以上やらないという

訳ではないのですが，とりあえずは 29年度までと考えております。また市から

の委託ですので毎年審査，事業報告はあります。スケジュールについては 3 月

までに事業提案を受けて，決定して 4 月からというのが基本なのですが，今年

度分は実際に事業ベースが見えてきたのが大分遅かったので，このスケジュー

ル通りにはなっていません。 

4月の中旬くらいまでに事業提案を受け，4月下旬の対象事業を決定しました
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が，ただそれでも企画が間に合わないところがありますので，これから事業提

案されるものに関しても可能な限り対応していきたいと考えております。選定

の状況ですが，4 月の下旬の審査会で 3 事業を選定しております。中山，高砂，

黒松市民センターの事業です。また，来月上旬にさらに審査会を開いて 3 事業

を選定する予定です。 

 

事務局：以上で説明を終了いたします。 

 

会長：ありがとうございました。色々まとめてご説明いただきましたが，「資料 4 平

成 27年度主要事業」というのは，単に今年度大切な物だというだけではなくて，

資料 3 にあるようなテーマを考えていく上でも関連があるのではないかという

事も含めてご説明いただいたという風に理解しています。委員の皆様からご質

問等ありましたら伺いたいと思います。 

 

  委員：前回郵送で，事業評価報告書最終提案というのが送られてきましたが，よく

わからない文があったのでそれを一つお伺いしたい。その資料の中に総合評価

まとめという所があります。そこのつなぎ言葉で確認したい点があるのですが，

そういう所もよろしいですか。 

事業評価報告書の最終素案 4月 11日版の 7ページをご覧下さい。7ページの

下から 2 行目に「昨年度と同様，学習者・市民の参画とそれを促すファシリテ

ーションの在り方が問題となった」ですね，この部分で問題があったといって

います。特に田子，七郷においては事業の開始以前の取り組みとか，色々な事

の間に築かれてきた信頼関係が今回の事業につながっていたし，市民の参画を

組み込んだ事業の組み立てができているのはその結果であるといえるところな

のですが，前半で問題となったとしておきながら，後半は逆にいい事をいって

いる訳です。問題となったのなら特にその中でも何が問題だったのか，という

事をいおうとしているのか，このつなぎ言葉の意味が私にはわからないので，

教えてもらいたい。ファシリテーションのあり方に課題が残った，しかしなが

ら田子等はよかったですよ，といいたいのか，課題はあるものの，なんとかか

んとかとするのか，この辺について教えて下さい。 

 

会長：この間の経過を確認したいと思いますが，前回の審議の中で事業評価の報告

書については最終版をもとに議論し，概ね了解いただきました。しかし，細か

い部分についていくつかご意見があって，その後，微修正を加えて確定したと

いう事で，私としてはもうそこの議論は一応終ったものだと考えていました。 

  ただ今のようなご意見に対して，問題があった時の問題，何かうまくいって
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いない困った問題が起こったという問題のとらえ方なのか，ただ問題という言

葉の意味はそれだけではなくて，むしろ市民センターが行っている事の中でこ

んな事が重要な意味を持っている，あるいは，この地域のこの取り組みの中で

はこんな風な大切なテーマが含まれている。という事を問題という表現にした

り，これがベストな表現なのかどうかはともかくとして，問題という表現が必

ずしも困った事が見えた，という事だけでは無かったかなと思いました。 

 

委員：そうですか。そのあたり，気づいたというか疑問に思っていただけですので，

それでよろしければいいと思います。 

次にもう一つお伺いいたします。資料 4 の 6 ページ，「学習情報提供システ

ム運営管理」をご紹介いただきました。昨年の 11月に更新して新たなホームペ

ージ運用を開始したという事でこの場でも年明け早々か 12月にご紹介いただい

ていて，大変見やすくなっております。それはとてもいい事だと思っておりま

す。それで，「3 実施手法」にホームページ，学習情報データベースを活用し

た，より積極的な情報発信とありますが，あそこの一番最初の総合ページの上

半分に４つのカテゴリーがありますよね。2番目に地域情報か学習情報かそうい

うのが入っていましたよね。そこをクリックすると，講座・講師・団体等など

の紹介が出てくるようになっているのですが，講師のところを見ますと，市民

センター等に届出をしてもらい，審査して，データベースとしてアップすると

いうような事が書いてありますよね。その前までは毎年一回，載っている方に

ついてはメンテナンスの為に照会しておられたという事ですよね。これが今回

半年も過ぎたのですが講師情報の照会等はないし，メンテナンスも見えない。

それはどこを見れば情報を見られるのか教えていただければありがたいです。

以上です。 

 

会長：どなたかシステムに詳しい方お願いいたします。 

 

事務局：ただ今のお話にありましたレファレンスシステムの件ですが，昨年 11月にホ

ームページを新しくしまして，学習情報のデータベースの方も更新の予定だっ 

たのですが，少し作業の方が遅れておりまして，今年度，講師の方に更新のお

手紙を出しまして，今持っている情報を新しくして何らかの形で出したいとは

再度検討しておりますが，個人情報という事もありますので，広くホームペー

ジとして外に出すのはどうかという事も今現在検討しているところです。   

ですから，以前のように市民センターの方でデータとして管理をして，実際に

お問い合わせのあった方に関してお知らせするというような形をとる方法も今

考えております。   



  7/28 

 

   委員：堂々と文言があるわけですよね，申告してくださいと，審査してアップしま

すと。それは個人情報として本人が載せてもいい，とチェックしていけば公開

しても何も問題はないと思いますが，それは理由にならないのではないですか。 

 

事務局：氏名と，例えば講師の方であれば「こういう事が出来ます」というような情報

を載せる形，例えば「ダンスが出来ます」とか，「絵を教える事が出来ます」と

いうようなカテゴリーに分ける事が出来ますので，そこまでは載せる方向ではあ

りますが，例えば連絡先とかそういうものについては載せない形で考えています。

大変作業の方が遅れて本当に申し訳ないのですが今後，今年度中には形として，

年度早々には形として出していきたいと思っております。 

 

委員：非常に見やすくてなかなかいいホームページなので。 

 

会長：ありがとうございます。他に委員の皆様から先ほどの資料についてご質問等あ

りましたらお願いいたします。 

 

委員：はい，ご説明ありがとうございました。「子どもの参画型社会創造支援事業」

と「若者社会参画型学習推進事業」ですが，子どもの参画に関しては若者社会参

画の 5倍くらい予算がついており，このあたりの違い，子どもの参画に対する思

いというか，この事業にかける理由を聞かせていただきたいのと，子どもの参画

について各区中央市民センターさんが実施すればよいというようなことでは無

いように思いますが，何か理由があるのであればお聞かせください。それから，

若者も今頑張っています。子どもも大学生も震災後すごく頑張りました。子ども

たちをそういう所の大人にとってのパートナーとして次世代に育成するのが一

つキーポイントになってくるのではないかというお話を聞いた事があります。そ

ういう事も含めて考えると，私にはここの所のバランスがよくわからないのでお

聞かせください。 

 

会長：ありがとうございました。この予算の違いというのがその事業に対する力の入

れ方と絡むのか，あるいは単にその使い道が違うからという事なのか，そのあた

りのお考えをお聞かせいただきたいという事と，私も少し気になるのですが，こ

の事業を基本的には拠点館の方が実施していると，もちろんそこで地区館と連携

するという事もあるのでしょうが，基本的には区の中央が主体となって実施して

いると，これを例えば地区館でもっと広く取り組む事もありうるのか，現状はこ

うであるが将来的にはどうなるのかという事も併せてご説明いただけるとあり
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がたいと思います。 

 

事務局：予算につきましては，例えば講師の先生の謝礼，移動に係る経費，実際に事業 

に即した形の積算の結果と理解いただきまして，どちらがより重要かということ

で計算をしているものでは勿論ございません。すみません，若者の方の事業費，

今，447千円となっていますが生涯学習支援センターの分だけの金額を入れてしま 

っていたようで，5区分合わせますと 2,192千円となります。訂正をお願いいたし

ます。大変失礼いたしました。仙台プランを受けて実施しました 3 つの事業につ

きましては，将来的には本当に各地区館で自発的にその事業が回っていくように

という所まで想定して進めているものですので，今は拠点館がリーダーシップを

とっている所ですが，これをもっと地区館の方でも独自にできるようにというの

が我々の目指す所です。長期的な展望に立って進めていければと思っております。

大変失礼いたしました。 

 

会長：あと，取り組みとして拠点館なのか地区館なのかという事はいかがでしょうか，

将来的な見通しは何かありますでしょうか。 

 

事務局：基本的にはやはり，地区館で回っていくように拠点館でモデル事業として実施

してみるという位置付けでございますので，区で実施したからそれで終りという

主旨のものではないと理解しております。 

 

会長：そのあたりの展望が書いていなくて，平成 23年度からスタートしたのでしょう 

  かね，5年目に入っているのですが，例えばそろそろもっと地区館の方に移すであ 

るとか，あるいはもうあと何年必要なのかとか，そのあたりが見えてくるとこの 

事業がこれからどうなっていくのかよりわかるのではと思いましたが，まだ検討 

途中でしょうか。何かありましたらお願いいします。 

 

生涯学習部長： 

     すみません，よろしいでしょうか。昨年度まで関わっていた者として申します

が，この子ども参画型につきましては 2 ページの一番下から 2 行目の後ろの方で

すね，「より多くの地域で本事業が展開される事を目指し、事業を行っていく」と

いう方針としております。子ども参画につきましては，やはり子どものうちから

社会との関わり，地域との関わりをもって，社会に参画してもらう事が非常に重

要だという事で，23 年度から各区中央市民センターで行ってきましたけれども，

より多くの地区市民センターに広めていく必要があり，今年度から実施している

第２期におきましてはもっと他の地域でも進めていくという方針のもとに実施し
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ていく事としております。今年度以降そうなっていくかと思います。 

それから，若者につきましては，若者の参加者を集めるのがなかなか大変だと

いう事もありますが，若者は行動範囲もある程度広くなっているということを踏

まえて，まず拠点館で区単位で若者の社会参画を進める事業を実施していきます。

それを第２期も継続して行い，理想としては色々な地域でこの若者の活動が増え

ていけばよいのですが，それに向けて今年度は拠点館で実施して状況を見極めて

いきたいという風に考えております。3ページの下の方にありますが，少しすそ野

を広げていく，参加者の幅を広げていく事に取り組んでいきたいと思っておりま

す。住民参画につきましては４ページになりますが，これも地域課題の解決に向

けた取り組みという事も各地区市民センターにも広げていきます。これはすでに，

色々取り組みを始めております。お話にあったような各地区の市民センターへの

取り組みを今年度以降も広げていくという形で今考えております。そういった所

です。 

 

会長：先ほどの質問に対して，それでよろしいでしょうか。 

 

委員：若者に関しては仙台市が掲げている「２５歳までの自分づくり教育」の中で，

２０歳過ぎた若者達が社会に出てきているデータが出ていますので，そのあたり

も色々垣間見ると広がっていくような気がしました。 

 

  会長：そうすると，行政組織の壁を越えた取り組みが大事だというご提案でしょうか。 

ご指摘いただいた通りで数字の間違いであった事がわかりましたので，非常に 

色々考えさせられました。ありがとうございました。 

 

委員：平成２７年度の事業並びに予算の話が続いておりますが，こういう事業の予算

をどう考えたらいいのかという所を今日の本来の主旨である「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」の所に戻してつなげていきたいと思

っているのですが，立ち上がり支援というのか，基本的にはモデル事業であった

り，何らかの事業を起こしていくところというのはお金がつけやすい分野だと思

うんですね。 

とりわけこの市民局の方からお話いただいた「地域力創造支援事業」という事

業はそういうものなのかと思いますが，その事をモデル事業の期間，例えば１年

であったり，３年であったりが終わった後にどうしていくのかを考えていくこと

になるのかと思っております。つまり継続をさせていく，これも，色々な継続の

仕方があると思います。例えばある種モデル事業として産んだものを自立化させ

ていく，つまり補助金なしでも継続できるような形にしていくのもありますし，
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それから，さらに拡大・波及していく色々な形のものがあると思いますが，そう

すると例えば，前年度の「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」の所で，防災・減災であったり，復興公営住宅のコミュニティ支援であ

ったり，震災の記憶であったり，そういうものの話が出てきました。例えばこれ

が平成２７年度あるいはそれ以降こうした形の物を続けていく上でどのような支

援が考えられるんだろうか，とつまり，人，人材的な面も勿論ですし，それから

物という面もあるでしょうし，さらにはお金，金銭的な部分もあると思いますが，

どういう風な形の事を生涯学習支援センターとして支援するのか，もう少し広く

仙台市としてになると思いますが，そこの部分が平成２7 年度の事業計画，資料 

４に相当するものが完全になくなってしまったのか，あるいは今年度以降もどの

ような事を考えていくのか。そのような部分を質問・意見といいますか，半々に

なってしまってあまりよくないのですが，そのような事を思いましたので，お答

えいただければと思います。 

 

会長：事業の狙いを理解するためにも１年間で何をするというか，３年間の区切りで

はなくてやはり，もっと先の事も見据えながらどういう将来展望でこの事業を今

現在位置づけているのかという事が大事であると思いますので，事務局の方から

お願いいたします。 

 

事務局：今のご質問は震災復興等に関わる事業の継続について，支援が今後も続いてい 

   くのかどうかというお尋ねでよかったでしょうか。指定管理事業の中で，震災復 

興・地域づくりに資する事業を重点的に行う事を決めておりまして，通常の指定

管理業務の中で実施していくという事でこれまでと変わるところはございません。

今後もこれまでと同様に実施していけるものと思っております。そこに予算的な

裏付けとして，プラスαの部分としては今年度生涯学習支援センター系列の事業

の中で特に上乗せしている部分は今の所ございません。そういう意味では市民局

が新年度事業として実施した部分は，事業の使い方によってはそういった震災復

興に資する展開ができる事業かと考えております。 

 

委員：関連するところで，震災に限らず一般論としてスタートアップの部分と継続支 

援の部分が構造的にわかりにくい状況になっていて，スタートアップは充実して 

いるが，その後はどうなっている，という所がこの事業メニューをよくよく見て 

みるとこれまでの取り組み等という所で継続支援色があるものなのかというのが 

見て取れるのですけれども、これが終わるとここに進むという構造を常に見れる

状況にしていただけると我々も理解しやすいし，我々が理解できないという事 

は市民の皆さんも理解できないという事につながっていくので，その構造が常に 



  11/28 

示されているという事が重要なのかなというのが今伺って感じた部分です。 

それでもう一つ，これまで議論した部分というのが拠点館で，あるいは市とし 

て事業メニューを持っていて，今は拠点館中心に取り組んでいるがやがて地区館 

に移せるとよい，という議論がここまで続いてきたと思いますが，それは各地区 

レベルで質の高いサービスを市の隅々まで万遍なく提供していくという意味では 

非常にいい事だと思います。 

しかし一方でここ数か月，１年近く議論してきた震災にまつわる取り組みとい 

うのは地区レベルの固有の実情を加味しながらそこから湧き上ってきたものなん 

ですよね，ベクトルが真逆ですので，その地区レベルの取り組みを吸い上げて今

後拠点館としてどういう取り組みをしていくのか，という逆向きの取り組みの仕 

方がまだ示されていない。昨年度あたりの報告書の中でもそんな議論があったよ

うな気もするのですが，逆向きのベクトルを認め合って取り組んで行く事が「震

災・防災」ということのような気がしますので，このあたりがポイントではない

かと思っております。 

 

会長：ありがとうございます。簡単ではないかと思いますが，何かあればお願いしま

す。 

 

事務局：まさにそういった視点ですね，そういった所の議論をしていただけると本当に

我々としても，今後の事業展開を考えていく上で非常にためになると思っている

ところでございます。やはり，生涯学習支援センター・地区市民センターの間に

拠点館があるというような形の中でどういう風に地域の課題等をみて，それを本

当に市民の人たちの自発的な学びに結び付けて具体的行動に移していただけるよ

うな取り組みに発展させていけるかと言うのは最終的な課題でありますし、そこ

にどういう風に我々がどういう段階で関わるのがいいのかとかそういったあたり

は是非委員の皆様からご意見いただきたい部分でございます。 

 

会長：もう少し何かあります？ 

 

  委員：今，仰られたのは持ち込み型なのか，吸い上げ型なのかということになってく

ると思いますが，そうすると市民局の「地域力創造支援事業」というのは恐らく

吸い上げ型になっていくのか，どうなのか，つまり，地域からの発案・発意とい

うものを事業認定して，という事でいくと思うのですが，それを例えばどういう

風に情報として他の館に広めていくのか，とりわけ市民センターさらには拠点館

になりますか，この場合には拠点館を通してどのようにそれを情報として広めて

いくのか，現状ではどういう事をお考えなのかというところを合わせて，伺えれ
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ばと思います。 

 

会長：そのあたりが今回のテーマを考えていく上で非常に本質的なテーマであると思

いました。ただ単に震災なら震災というテーマをどう取り上げるかだけではなく

て，そのテーマにどういう実施体制で取り組んでいくのか，市・生涯学習支援セ

ンター・拠点館と，それぞれの地区館との間ではやはり取り組み方の違いがある

かと思いますので，各々どう関連し合う事で市民センター全体でうまく取り組め

るようになっていくのかという事を今期のこのテーマの中で引き続き考えていき

たいと思いますので，今の事を他の委員の皆さんも何かご意見お持ちだと思いま

すので続けて考えて参りたいと思います。 

 

地域政策課長： 

     吸い上げ型なのかどうかわからないですが，先ほど若干説明しましたように今年 

度から始めたもので，教育の生涯学習支援センターと事業体系が整理されている訳

ではないですが，我々が考えているのは，地域課題というのはそれぞれであると思

っております。選定事業の名前をご覧いただいてわかるように，内容は全くバラバ

ラです。 

例えば高砂市民センターの「新浜田んぼ学校」というのは，新浜という地域は大

震災の時に津波被害等もあり，震災前に住んでいた方の半分以上もいらっしゃらな

いような状況ですが，一方では田んぼ，畑というその地域の財産は有りますので，

その財産を使って町内会とＪＡさんの協力を得て，子どもたちを巻き込み，地域の

方々，場合によっては地域外の方々も呼んで住民が少なくなった中，何とか活性化

に繋げられないかというような事業です。これは今年，高砂市民センターの方で考

えたものです。 

しかし，今のようなケースを例えば他の中山とか黒松とかで展開するのは無理で

す。地域事情というのはそれぞれ様々で，事業内容にありますようにコミュニティ

形成，防災でも結構ですし，環境美化等，とにかく地域によって課題というのは本

当に様々で，当然関わってくる方々も地域によっては福祉関係の団体，あるいはＪ

Ａさんが関わるケースもあるでしょうし，または学校。昨年度皆様のほうで事例を

研究されました田子はある程度復興公営住宅という一つのテーマがあるのでそこ

は区役所が大分入って連携しているものもありますし，この「地域力創造支援事業」

についても復興公営住宅があるような地域の市民センターを選定していく形にな

ろうかと思っています。ただ，区役所がある程度入っている所というのは，役所で

すので同じものにあちこちからお金を出せないので，そこは多少住み分けが必要な

ります。当然，復興公営住宅は全ての所にあるわけではないので，そういった復興

公営住宅がある地域についてはコミュニティの立ち上げ支援，その復興公営住宅と
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周辺のコミュニティとの融和・交流とか，あるいは見守り支援，そういうのは地域

テーマだと思いますが，それは復興公営住宅というお題があってのものですので，

そういった意味では個別のテーマについて吸い上げて展開というよりも，色々なテ

ーマがあって、色々な連携のパターンがあって，先ほど委員の方からあったように

広く成功事例として紹介していきたいと。それがそのままストレートに地域テーマ

ですとか連携の仕方に一対一で対応する訳ではないと思いますが，一つの成功事例

としてうちだったらこういうテーマでこんな事が出来ないだろうかという形の展

開が図っていければという風には今の所考えています。 

 

会長：ありがとうございました。今日は最初に申し上げたようにそれぞれの委員の方々

から今期のこのテーマについてご意見をいただきたいと思っております。今日は

順番に発言をお願いしたいと思っていますが，残り時間考えると一人にそんなに

長い時間はありません。５分話すと少しオーバーします。 

 

委員：ピントはずれな事かもしれませんが，今月２７日に団塊の世代が市民センター

でデビューするという事で集めようとしています。この世代の方々は第２の職場

も退職されていて，たくさんいます。中には何もする事がない方が若干いるよう

でして，ショッピングセンターを時間つぶしであちらこちら見て歩いています。

今本当に団塊の世代の多くの方々が第２の職場も終って，これから本当に何をし

ようかと悩んでいるような状況がありますので，どこでどう活用できるか，また

あの方々に生きがいを見つけてもらうのかはわかりませんが，社会的にはそうい

う事で資源があると，その事はご認識いただいて何かできないかという風な事で

お話いたしました。 

 

会長：ありがとうございました。「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」という事で，今期私たちが報告書の中にどういう意見が盛り込まれる

のか，今日はそれぞれの委員からご意見をいただきたいと思っています。最初に

資料でご説明がありました資料 3-1，これは叩き台という事でしたが，この構成の

中に色々な委員のご意見が埋め込まれるという事も一つの在り方かと思いますし，

あるいはこれは叩き台なので，もう少しこの案とは違った組み立てでまとめる方

法もあるかもしれませんので，ある意味ではこれを手がかりにしながらここの点

についてはこういうご意見を載せたい，という事もあるでしょうし，あるいはも

っとこれとは違うアプローチで考えるべきではないかというご提案も含めて，今

日はご意見をいただきたいと思っています。まず副会長に口火を切っていただい

て，あとは順番にお願いいたします。 
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副会長：「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」このテーマその

ものがよく考えると結構難しいという風にこの叩き台を読んだときに思いました。

今まで，前回評価してきたところ私たちがまとめたところの中でも出てきたよう

に，人とのつながりとかコミュニティのつくり方，そういうものがいかに災害の

時に力を発揮してきたかという事がいわれてきたかと思います。今年度の事業に

ついても今説明がありましたが，一つ一つの事業が縦割りでいくのではなくて，

それが繋がっていくような仕掛けというか，そういうのを事業の中でやっていく

必要があるのではないかと感じております。 

先ほどの話の中でも他委員の方々，それからセンター長も私の思っている事を

すでに述べられている感じがしますが，やはりいつまでも学びをそこで終わらせ

るだけではなくて，それを一人ひとりが生きがいとして，社会に対して活動でき

るようなそういう仕組みというかきっかけづくりを各市民センターが仕掛けてい

けるような，職員であり，事業であってほしいと思います。事業そのものの数と

か回数とかではなく，それがどのように日常の生活につなげていく事が出来るか，

ここの所が私は大切なのではないかなと感じています。 

 

会長：ありがとうございます。こういう感じでどこの項目というのではなくてこれま

での会議での流れを踏まえて，あるいはもっと違う立場でご自分でこういう風に

考えているという事を順番に伺っていきたいと思います。 

 

委員：私としては，「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」，

繰り返しになって恐縮ですがやはり，復興後のコミュニティやまちづくりにどう

コミットするかという事とか，そういう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，あるいは教訓をいかに地域毎に共有してい

くかという事が市民センターの震災後の在り方として求められているのではない

かと思います。 

その意味でも市民センターの館長さんと限定する訳ではないのですが，スタッ

フの皆さんはコーディネーターとして様々なつなぎ役をしますのでどうしても顔

がよく見えます。これだけある事業の情報もあるわけですね。こういう所をうま

く取捨選択したり，この地域には今これが必要だとか，そういう意味でのコーデ

ィネートが出来るという役割，というのはまさに必要というか求められていると

思います。その意味では私が思うにはやはりその地域が自立性とか継続性とかを

持って取り組めるように，そういう視点でつながって行けるような仕組み作りを

仕掛けるのが一つですね。地域が市民センターに求めている役割ではないかなと

思っております。そこで課題に行きたいと思います。 

あくまで，私の個人的な課題で３点あると思います。一つは成果を急ぐべきで
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はない。あるいは数値目標とかで追いかけすぎてはいけないと思います。我々も

取り上げた事業の中で年度が決められているとか，いつまでというのがありまし

て，慌てて実施してしまったり，市民センター側あるいは行政側の担当者が変わ

り，それをいかに継続するかというので苦労しているとかいう事もあると思いま

す。災害とか防災に関する情報になりますが，例えば自主防災組織が仙台市は非

常に高いといわれていますが，これも震災前は形骸化していて数値だけが高くて，

実際には中身が皆変わっていたりするケースもありました。同じ様なケースが震

災後には防災協議会を作ってほしいということでありました。とにかく名前を出

してエントリーしようという動きが地域にはある。要するに行政側からあまりに

もおしつけると，形だけとにかく揃えてというケースになりがちだと，こういう

事も成果を急いだり数値を追いかけすぎてはいけない。という事につながると思

います。 

二つ目は地域事情に沿った取り組みが必要なので，そういう意味では評価する

我々も本当の地域事情というのをどう理解して，そこの取り組みを評価してあげ

るかという視点が必要だと思います。 

三つ目はまちづくりには多大なマンパワーが必要で，かつ継続性も必要である

ので，行政側の内部も地域から上がって来たものを単に評価するだけではなく，

育てていくという事を市民センターは担っているという所も見ていかないといけ

ないと思います。今もそうですが教育局も市民局も係わっている，そこに防災も，

となってきますと，この前までは消防でしたが，今は危機管理室です。それから

要援護者となると健康福祉局になります。４つも 5 つも関わっていますから評価

がどうしても表面的になりがちな傾向があると思います。やはり，まちづくりを

担うという所では時間も，それぞれの地域事情というのは人も違いますから、そ

この部分をよく把握し，理解をし，それを育てていくという視点が必要だと思い

ます。その意味では是非，市側が指定管理者側にその部分をよく配慮した契約で

あるとか，方針というものを提案するべきですし，指定管理者側も非常に苦労し

ている実情，現場の事をよく把握する事が必要であると思います。以上でござい

ます。 

 

会長：ありがとうございました。こうして伺っていますと，もう少しお尋ねしたい事，

また，それに対するご意見も出てくるかと思いますが，今日はまず一通り最後の

委員まで全員がご発言いただいた上で，改めて最後に時間が許す限り意見交換し

たいと思います。 

 

委員：はい，取り組むべき課題等色々重いテーマなのですが，震災前の市民センター

というのは非常に融通の利かない公民館だと，このような面であまり良い評価が
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得られていない部分もありました。しかし震災の際，地域活動に力を遺憾なく発

揮した訳です。新聞を賑わしましたし，その関係で市民からの信頼度も上がり，

頼りにもされた。こういう所が大きいと思います。地域の人たちは，拠り所とか

情報交換の場を再発見したのではないかと思います。そういう意味からして，こ

れを大事にしながらこれからはもっと人々が集まりたくなる場を作っていただき

たいというのが一つ。 

    私も市民センターをあちこち歩いているのですが，会議もあって「何をしに来

たのか」という顔で事務室の方に見られているような感じを受けることがあり，

もう少し歓迎ムードがあったらいいのではないかというのが一つ，それから，人々

の輪というのについては，さらに大事にコミュニティを作っていくために引出型

のイベントや講座を仕掛けて行ったらいいのではないかと思います。 

それからジュニアリーダーについて，上級は県が育成しているのですが，市と

しても育成していますね。そういう活動の場がたくさんあるのですが，大きく目

立たない。もっと地域活動や子供会活動など活用しながら，子どもたちが自主的

に企画して運営出来るようにするとか。いつも受け身的だと思います。大人が仕

掛けをして，そこから子供の自発的な活動への支援を強化して欲しいと思います。 

それから，人と人とのつながりを作ることのメリットとしては若者の確保が大

きいと思います。力はあるし，柔軟性はあるしフットワークもいい。それから地

域との連携。これは地域の財源ですから PTA，連合町内会長等，こういう方々を

巻き込んで連携を強化してもらいたいというのが一つあります。留意した方がい

いと思われる点は，大事な事は狙い，狙いを見失わないという事だと思います。

この間私達は３件の事業を評価しましたが，やはり目的は範囲内で実現する成果

な訳です。狙いを見失うと，結論が決まってるとか，館長が変わったとかこうい

う問題が出てくるので，そうならないように狙いはしっかりと保つと，それから，

同じ事の繰り返しですが市民センターにはなかなか気軽に行けない雰囲気が若干

見受けられます。市民センター自ら扉を開いて，歓迎する姿勢を見せればもっと

利活用度が高くなるのではないかと思います。それから地域の人たちの拠り所や

情報交換の場，これらの機能も考慮して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えればよいと感じたところです。 

 

会長：ありがとうございました。 

 

  委員：区の中央についてはわからないのですが，地区館については自分の連合町内会

の中にもありますので度々行ってみているのですが，この３,４年見ていますと防

災・減災については相当取り組んでいますね。今後これ以上何をしたらいいかわ

からないくらいだと私は思います。また震災を踏まえて何かやりなさいといわれ
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れば「今度は何をやればよいのか？」というのが地区館の現状ではないかと思い

ます。 

それから市民センターだけではなくて様々なところがこの３,４年本当に防災・

減災について取り組んでいまして，ほとんどある程度の形は出来てきていると思

います。それを地区館あたりでもう一度市民センターのあり方といわれてもとい

うことです。やりなさいといわれれば何か取り組むことになるかと思いますが，

どこかで既に実施していて，「それはどこかでやっていたよ」というようなことに

なりかねず，そのあたりについて私は少し心配をしていました。以上です。 

 

会長：はい，ありがとうございました。 

 

 委員：よろしくお願いします。市民センターの地区館の運営について，常々思ってい

るのですが，地域全体の参加がなかなか難しかったり，市民センターの取り組み

があまり見えていないという人たちが多い中で，PTA あるいは各種団体では必ず

運営員会議があったり運営委員がいたりするので，地区館にも市民センター運営

のための地域の人たちの入った運営会議のようなものを設立し，住民一人ひとり

の意見を吸い上げるような機会があるとよいといつも思っておりました。 

私は田子が地元なのですが，その地域は今回の大震災の前から地区館が核にな 

り，学校・町内も含めてずっと防災・減災について取り組んでいます。これは子

どもたちがどんどん学年が上がって卒業して，また新入生が入ってきてというよ

うなサイクルの中で，継続していける防災・減災の取り組みなのかなと思ってお

ります。先ほど事務局の方からお話がありましたが，やはり地域には地域毎の色々

な事情・課題があると思うので，その事情・課題毎に上がって来た事業を大きく

分けて，モデルとなる成功例みたいなものを市民全体に紹介し，そういう情報を

共有できると凄く参考になるのではないかという風に考えております。以上です。 

 

会長：どんどん行きたいと思います。 

 

  委員：よろしくお願いします。今回片平市民センターを担当し，自分自身が片平の住

民になったかのようにすごく関わる事が出来ました。片平を今後どうしていけば

よいか，すごく気になって，片平の為にはどうしたらよいのだろうかとあれから

ずっと考えてしまっていました。私は片平に住んだ方がいいのではないかと思う

くらいでした。「クローズアップ片平映像番組作り」という事業の評価を担当した

のですが，その後どうなったか，DVDはどうなったのかという情報がこちらには

入ってきていないので是非，それを見せていただけたら嬉しく思います。 

あと先日，新聞に中野の地区の市民センターで，震災を踏まえた色々な情報を
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まとめました，という記事が新聞に掲載されていて，各所の市民センターで，様々

な形で，形として残して行こうという，こういったものが「震災を踏まえた今後

の市民センターの事業」ではないかと考えました。私達は，市民センター全体の

あり方を審議する委員だと思っているので，地区館の職員にどのくらいこの審議

した事が伝わっているのかという点が気がかりで仕方がありません。地域にある

という事は先ほどの委員のご発言にもありましたが，拠り所になるというであり，

素晴らしいことですし，また拠り所になれたらいいなと思うのですが，市民セン

ターは発想力，地域力，広げる力といったものを駆使しないと運営できないとい

う風に考えています。そのために，私たちも出来る事を自分の立場で，これから

の関わりについて今回の片平のように自分が何が出来るかという事をもう一度考

えながら，積極的に係わって行きたいと考えています。 

 

会長：質問のような事もありましたが後で，事務局よりご説明いただければと思いま

す。ありがとうございました。 

 

委員：震災以降市民センターが色々な取り組みをしてきたというのはわかります。私

も仙台そなえゲームで市民センターに何回も何回も足を運ばせてもらったりした

事もありました。ただ，全て単発で事業が終わっているところがとても残念だと

思いました。色々な事業を行って，それが今後も必要であると思ったら，その後

にどうやって地域に残していくかを検討していくことが大切だと思います。市民

センターとして，形あるものとして残す事がなかなかされていないのがとても残

念だなと思う事が多々あります。成功事例とは数字の問題とか，ニーズの問題と

かだけではなくて，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一番の成功事例なのではないか，と私は思っております。 

また，「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に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

ることが大切だと思います。私たちの地域では今度町内会や学校と話し合いをす

るように動いています。市民センターも地域と学校と一緒になり，そういう具体

的な動きをしていくとよいと思います。 

市民センターはたくさんの人が部屋を借りて色々な事を習ったりしていて，人

がたくさん集まる場所だと思うのですね。ただ，人はたくさん集まるけれども，

その人達に市民センターが実際に行っている社会教育がどのような事か理解され

ていないという事がとても残念なので，その市民センターが今取り組もうとして

いる事，取り組んでいる事を具体的に広報していかないともったいないと思いま

す。後はひと・まち交流財団さんの考え方によるのかもしれないですけれども，
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担当の人が変わればその事業が終わる，というのが結構多いと。だから全部は残

せないと思いますが，必要な事は残して行くように継続性のある事業の展開とい

うのが「震災を踏まえた今後の市民センター事業」の中では大切であると思って

います。以上です。 

 

委員：先ほど地域政策課長から新浜の新しい取り組みの話を今年度の事業計画と合わ

せてお話いただいた際に，区役所でもお金を入れていて行政としては二重に出す

訳にはいかない。「そうだよなぁ」と私も思いました。新浜のエリアでは他にも都

市計画課が専門家の派遣制度を使っていたりとか様々な支援が入っていますので，

「いろんな支援があっていいよね，素晴らしいよね」と思う部分と，二重，三重

にならないようにするにはどうすればよいか，誰がどこでバランスをとるのか，

という事もありますが，そこで２つ気がかりになる事がありまして，１つは地域

のニーズ，地域の課題みたいなところに行政サイド，市民センター等々が気付い

たときに気づいた人が支援をすべきなのか，それとも適切な支援の部署に回すべ

きなのかという議論がありまして，なんとなくここまでの議論では市民センター

は地域の皆さんと連携して，地域のニーズに寄り添いながらという話だけがずっ

と続いているのですが，本来的には専門的なバックアップが他にあるのであれば

そこに任せるという選択肢があるのではないか，都市計画課の派遣制度でより充

実させるあるいは区役所の被災者のバックアップの制度をより活用することで最

高のサービスを提供出来るのであれば，そこで済ませるという選択肢が本来はあ

るのではないだろうか，という気がします。 

取捨選択をどうやっていくのかという科学が必要であるというのが１つ目、２

つ目はそれでも市民センターが乗り込んで行くという事は市民センターの役どこ

ろ，他のバックアップとの違いはなんであろうか，民間の市民活動等々も含めて

ですが，市民センターの他の支援との差別化の部分，これが今回の在り方等につ

いての校正（案）のローマ数字Ⅱ，今後の市民センター事業のあり方についての

②の部分ですね。事業の取り組み方，留意点等について，という部分と直結する

と思います。市民センターが関わるというのはどういう事なのかこの部分の議論

が整理されていく事が重要なのではないかと感じたのが，２点目でございます。

以上です。 

 

会長：ありがとうございました。すでにたくさんのご意見が出ましたので，お話しし

たいことがたくさんあるかと思われますので，順番が回った上でまた最後に意見

交換したいと思います。 

 

委員：意見というよりも，この先より良くするためにはどうしたらいいかという所で



  20/28 

の自分の悩みといいますか，わからないところもあるのですが，地域に入って行

くとはどういう事なのか。具体的に言葉ではみんな地域に入って行くとかいうけ

れども，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，とか語弊があるかもしれませんが，もしかしたら現場は言葉の意味はわかる

のだけども，実際に地域に入って行くための方法論であったり，連携することの

意味であったりとか，また，顔が見える関係とはどういう事なのか，というあた

りをすごく不安に思いながら取り組んでいるような現状を感じます。ですから，

そこの所をもっとわかるように，手助けをどうしたらいいのかというのがずっと

自分の中にありました。 

それと，学校とは連携するという風になると，学校とは連携します。でも，他

の所とどうやって連携するのかという所がそこで精一杯になってしまっている。      

プラスαの連携をどうするかとか，次の段階で皆さん苦慮しているのではない

かなと，いう風に常々感じていました。それに対応するためには地域の中で，課

題解決に取り組む時のコーディネート力が必要です。コーディネート力をつける

といっても，それでは，どうやってつけるのかという事と，自分たちが地域の皆

さんを本当に育てていくとなった時に，自分達にはそれに見合った知識等々，も

っと先々を見越したスキルが備わっているのかというところも，現場はすごく心

配しながらやっている所ではないかと思いました。また，そういう事も課題にな

ってくると思いますし，私いつも思いますが市民センターで実施している他の事

業，その他の事業とどうやって繋げて次のコミュニティづくりに広げていくのか

という点で，これは他の委員さんも仰った単発事業にとどめるのではなくて，や

はり，繋げていくという所が大事であると思いました。 

もう一つは支援ですね。町内会も含めての支援と一緒に融合していくのはとて

も大事な事だと思います。ただ，地域の中で課題を解決していくときに，地域の

中で考えているだけではなく，新しい風を入れていきながら新しいアドバイスを

というのか，もう一つワンステップ増えたものにして行く為の新しい縁，そうい

う所とも融合していく。専門性をお持ちになっている方たちも，そこの地域の支

援の中に入って行く，といった所がうまくかみ合っていくとその地域の中での新

しいコミュニティの方向が見えていくのではないかというのがあります。以上で

す。 

 

   会長：ありがとうございます。 

 

   委員：少し抽象的な話になりますが，“震災”というテーマが一体何なのかというと，

生命とか，生活の大切さとか地域の持続性とかそういう当たり前を問い直された

のではないかと思っています。それと同時にその当たり前の難しさに直面してい
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る訳で，それはなぜかといえば色々な意味で，資源，リソースというものが少な

くなってきている。例えば，地方創生，地域活性化とかいわれる訳ですが，財源

が無いわけです。で，一方では地域の担い手という面で見れば少子高齢化，人口

減少であったり，もちろんそういう意味で，これまで市民センターが子供，若者

をテーマとした参画・参加というものに取り組んできた訳です。が，こういう文

脈の中で，市民センターの役割というのを考えて行かなければならないのではな

いかという事があります。それぞれの市民センターでの取り組み事例というもの

は当然ながら個別具体的なもので，そのまま応用するというのは当然難しい訳で

すが，その中でテーマとはなんだろうか，例えば問題意識，課題認識であったり，

あるいはそこでのネットワークとはなんだろうか，町内会，NPOなのかあるいは

行政，企業なのかとかですね，こういった事を抽出，あるいはある種抽象して，

それの共有を図っていく事になってくると思いますが，その中にはこれまで私自

身が一年半くらいこの場に参加させていただいた中で市民センターの職員の方々

自身の評価というのは当然あったでしょうし，それからこういう場，外部の審議

会の評価というのもあります。 

しかし，もう少し大事だなと思ったのは実は地域の評価なのではと思っていま

す。地域の評価とは何かといえば，実際に事業に参加をしている当事者，参加者

自身の評価ですね。例えばアンケートというのはあると思いますが，そういう形

ではなく，住民参画，住民参加であったり，それを巡る実際の議論，参加のよう

な事が果たしてどの程度出来ているのだろうかと。もしかしたら，市民センター

の方の職員の評価で，あるいは審議会の評価よりもそういう参加者自身の評価で

あった方が参加が拡大し，住民参画が増えていくという意味ではもしかしたらそ

ちらの方が大事なのかもしれないと思います。逆にそういう下地なり土台があれ

ば，例えばセンターの職員の方の評価や，審議会の評価も幾分反発のようなもの

を覚えながらも，そういったものが入って来やすくなるのかな。評価そのものが

相乗的にいい効果を産んでいくのではと思っています。 

 

  会長：ありがとうございます。 

 

  委員：具体的なところで，少し言っておきたいことがあります。２５年か２６年頃に，

震災，市民センターの理念と運営方針についての意見書をまとめたというか，た

くさんの意見を出しましたが，その時に結構震災後の市民センター活動はどうし

たらいいか等色々意見が出ていたと思います。あの時に非常に貴重な意見がたく

さん出ていました。やはり，あの時の意見をもう一度見直して取り上げていくの

が今回は良いのではないかと思います。 

特に先ほど出ていましたが，補助避難所，市民センターを避難所に位置づける
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にはどうするかについては，もちろん仙台市で考えていますが，単に震災に対応

するだけではなくて，地域での安全・安心の場所でもあるという事の位置づけと

か意義づけというのも市民センターの機能として持たせてもいいのではないか，

という議論もあったと思いますが，やはりそこはとても重要であると思っていま

す。 

この前事例で出された田子等，地域には色々な課題があり，その対応策が考え

られていますが，それでもやはり，震災の経験から考える安心・安全等を考慮し

た一つの基幹的な事業を拠点館で組むことが必要ではないかと思います。地区館

の事業を継承しつつ重要な活動はこれからは拠点館で取り組んで行きますよ，と

いう構えも必要。そういう意味では今日出ていた中で最後の，市民局の「地域力

創造支援事業」について，これまでに１０事業の枠の中で３事業選定していて，

後６事業選定の予定だということですが，この中に一つそういった特色ある震災

後の地区館の活動を取り上げる提案をしてもらうような事が枠組みとしてあって

もいいのではと思いました。「地域力創造支援」と銘打っていますがやはり１０事

業のうちの半分くらいはそういうものを提案してもらう事も必要であると思いま

した。 

４年もたって震災の対応という事の認知もますます薄れていくかと思いますが，

市民センターを利用する団体であるとか利用者には各館共通の防災・減災の為の

テーゼを 5 つくらい作って必ずそれを読んでもらい，サインをしてもらう等，そ

のような事を各館共通できちんと取り上げていけばどこの市民センターを利用し

ても，仙台市はきちっと防災・減災について常に考えているという事が伝わるの

ではないかと思います。それから，市民センターは補助避難所として機能してい

ますという事について等，そういうものをきちっと各利用者さんに伝えていくあ

るいは認知してもらう事も必要ではないかと思っています。 

 

会長：ありがとうございました。 

 

委員：まず，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という事で，

４年経過していますが，現実的には地域によって格差があって，復興住宅がある

地域もあれば，何事もなかったかのようにもう復興している，そういう地域もあ

ります。学校もまさにそうです。この 3 月で，仮設の校舎で生活していた学校が

全て新校舎に移行しました。津波の被災３校については今後の課題がまだまだあ

ります。 

  そういう中で“震災を踏まえた”という一言で進めていくのはなかなか難しい

ことだと思います。地域によって違う所を認め合いながら，その地域のために市

民センターがどういう活動をすることが可能なのかというのが大事ではないかと
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思いますし，逆に，全市民センターが共通して，この部分についてはどこの市民

センターも同じように考えている，取り組んでいるという所も明確にする事も大

事ではないかと思っています。将監市民センターに日頃から大変お世話になって

いますが，居場所づくり，絆づくりということにおいて，将監団地は高齢化が大

変進んでおりますので，まず高齢者の皆さんの居場所づくりをとか，絆づくりを

という事を一生懸命取り組んでおられます。一地区館であっても，しっかり取り

組んでいる所は沢山ありますので，そういった実績がうまく広まって行けばいい

と思います。ただ同じようにしようと思わない事が必要ですし，この部分につい

てはうちで取り上げられるというエッセンスが抽出できるように。こう感じられ

れば，学べればそれはまた，その地域市民センターに活かされると思いますので，

そのあたりを共有できるシステム等がもっと必要ではないのかと思っております。 

それから学校側からの意見という事になりますが，子どもたちが昨年度の子ど

も参画事業の成果報告会に参加したのですが，どの区の市民センターも子どもに

様々な活動をという事で一生懸命取り組んでいらっしゃいます。２期目という事

で，１期目の反省を活かしながら継続している部分もあるし，新しく取り組んで

いる部分，まさにそれが繋がって行くという事である思いますし，子どもたちの

発表から思ったことですが，大人でもそうだと思いますが，ゼロからのスタート

では何も進まない。ゼロベースではなくて，大人に対しても子供に対しても市民

センターが助走できるものを提供していく事が大事なのではないか。その上で参

画型というのが進んで行くものだろうという様に成果報告会を見ていて改めて思

いました。そう考えると地区館の役割って拠点館にも必要であると私は思ってお

ります。そこには同じ事はできないけれど，先ほども言いましたが，ノウハウ，

考え方，アプローチの仕方と学ぶ部分が沢山あると思いますので，それは伝えあ

っていかなければならないと思います。 

また，最初にお話ししましたが，どの区も市民センターと色々な意味でコラボ

しながら，一生懸命取り組んでいるのですが，この公民館運営審議会レベルでは，

そういう具体的な動きが表に出てこないジュニアリーダーとの関わりも中々取り

上げられない。でも現実的には結構，各区でそういう所から色々な動きがあるの

で，そういう所も出来ればここでも意識しながら進めていけるとありがたいと思

っています。泉区では合同研修会というのを実施しておりまして，市民センター

職員と嘱託社教との研修会を年に一回行っています。その中でお互い見えてくる

事とか，プラスになって身に付く事とか，その研修会ではコーチング，ファシリ

テーション等を取り上げてきているのですが，市民センターだけで完結しないで，

色々なところと区の状況に応じて連携し，一緒に取り組む事によりいざという時

にお互いに力が発揮できるのではないかと思います。まさに顔が見えるというの

は，お互いに会ってないと顔が見えない訳なので，色々な機会を作っていくとい
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うのもそれこそ拠点館には必要なのではと思っています。 

また，若者に関しても先ほど上がっていましたが，泉区では ICP という活動を

していて，学生さんに集まってもらって色々な企画を計画してもらっていますが，

それが泉区の場合は他の事業，他の企画とも連携しながら進んでいたりします。

やはりその一つの事業だけで終わってしまうのではなくて，横との連携を意識す

るようなそういう可能性のある事業も今後更に必要だと思います。今，とにかく

大学生にしても高校生にしても意識がすごく高くなっていると思います。それは

やはり震災が大きなきっかけだったと思いますし，それは今後活かして，熱が冷

めないようにそれこそ繋げていく必要性があるのではないかと大人の見方として，

思っている所です。色々とありますが，学校は地域と共に歩む学校という事でも

う何年もやってきています。市民センターもまさに同じだと思いますし，それこ

そ単独，地区館だけでとか，拠点館だけで完結するものでもないと思うので，そ

の繋がりをしっかりと保っていくのが今後大事な事なのではと思っております。 

 

会長：最後の委員お願いします。 

 

委員：“震災を踏まえた”という所からもしかしたら少しずれているかもしれませんが，

ヒアリングで田子の事業見学をしたり，後は高校生，大学生の社会の出口の接点

に色々仕事で関わっているものですから，そういった点から意見をお話したいと

思います。市民センターは社会教育の施設という事で，将来の担い手を育成する

場所というのは変わらないと思うのですが，そこで育っていく過程のなかでの居

場所の一つであるとも思うのですね。小学校であれば小学校があり，部活があり

地区の活動があり，その中に市民センターもあると思います。ただ，高校を出て

しまいますと，そこから市民センターとの関係というのが非常に薄れてしまって

いて，定年退職をしてからまた関わりを持ち始めるというそういった居場所の一

つの機能だろうと思っております。 

そういった視点から考えるようになったのは，実は大学の授業に少し関わって

いるのですが，大学３年生，その就活間際の子たちが社会に出ていく事を非常に

怖がっているんですね。不安だと，自分に自信がないというのが一つだと思いま

すが，出ていく事が怖いと，やりたい事が見つかっていなかったりと，そういっ

た不安を聞いていると，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

とか必要とされる場面みたいなものが少なすぎるのではないかと思いました。そ

れで，学校というのは認められる，承認を受ける場の一つであると思いますが，

そこだけではなくて，地域の中にも帰れる場所があったり，認めてもらえる人間

関係があったりというのは，いずれは社会に出る時に彼らの心の中で生きてくる

ものなのかなと思いました。田子の事業見学をした時に中学生が役割を持って防
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災の訓練に参加しているというのを伺って，単純にお客さんとして一緒にやろう

よだけではなくて，中学生が地域のおじいちゃんおばあちゃんに頼りにされる場

面というのがあるからこそやはり，ああいった形で地域にきちんと残っていき，

根付いていき，彼らも自信を持って後輩に伝えていける。そういった環境が出来

ているのかと思いました。“震災を踏まえて”というわけではないとは思うのです

が，市民センターの機能というのを考えた時に高校生，大学生になるとやはり集

まりにくいというのがあると思います。やはり，学校に居場所を失くしてしまっ

た子たちがいける場所が中々今，無いと思います。ニートになってしまったり，

不登校になってしまったりというケースが沢山あると思います。小さいころから

承認を受ける場としての市民センターというのはあって欲しいという風に思いま

した。以上です。 

 

会長：はい，ありがとうございました。色々な論点が出てきましたので，もう少し他

の委員の方に質問したい，あるいはそれについてご意見をというのがあるかもし

れませんが，私の方も一言だけお話させていただいて，その上で意見交換出来れ

ばいいのかなと思っております。まずテーマそのもののとらえ方が僕は難しいと

思っていました。 

「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」という事で，

確かに２０１１年３月から現在に至るまでの４年２か月，この間，市民センター

がどんな事に取り組んできたのか，その中で大切な事はこれからもずっと続けて

もらいたいし，もっと広げてもらいたいし，あるいはもし足りないところがあれ

ばそれを踏まえて，さらに新しいものを作っていくという事は確かに検討の仕方

の一つとしてあるのではと思いますが，でも本当にそれだけなのかというと，実

は２０１１年よりももっと前から続けてきた事の中に，これからの市民センター

の在り方を考える重要なヒントがあるのかもしれないという風に思っております。 

それから，関連していいますと防災，減災だとかという事を直接テーマに扱っ

ているような事業は勿論今回テーマの中に入って来る訳ですが，しかしそれだけ

なのか，直接防災・減災について扱っていなくても，今回のテーマに関わる事業

とは実は沢山あるのではないかと思いまして，それが何人もの委員のお話に出ま

した。それから，今日ご紹介いただいた中では，資料 4 の中に書かれているもの

も直接防災・減災と書いていなくても，実は今回のこのテーマについて考える上

で非常に重要な役割を持っているのではと思っております。具体的には色々出ま

したが，例えば田子の事業評価で伺った時に非常にいいなと思ったことがあり，

この地域で防災について考えようという事を職員，市民センターの方から出した

というよりはむしろ，住民の方々の中からこれが地域の課題であるという事が出

てきた。職員が働きかけるのが悪いとか必要ないといっているわけではなくて，
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住民の中から出てくるという事自体が，これまで市民センターが育てたのか，元々

の地域がそうだったのかわかりませんが，まずそういう風に地域について関心を

持っている，そしてこの地域の課題がこうであるという事をきちんと意見として

出して，発信して実際に取り組む事が出来るような，そういう市民が多いかどう

かという事が，今期のこのテーマに関わってくるのではないかという風に思いま

す。 

また，そういう人を育てる事が市民センターの役割ではないかと，そしてそう

いう意見が出てきたときに市民センターがその意見を受け止めて，住民の方々と

職員の方が一緒になってどういう取り組みをしようかという事を考える。そうい

う受け止める力が市民センターになければいけない。あるいはそういう事も含め

て，信頼される市民センターでないと市民センターとはまた別の所に行ってしま

うかもしれませんので，そういう意味では住民の方々に信頼される市民センター

であり，そして様々な声を受け止める力を持った市民センターであるという事が

大切なのではないかと思います。そういう事が出来ていると，例えば田子地域な

ら田子地域だけの問題ではなく，仙台市全体がこれからどうなって行くか市全体

のあり方について考えるという事があってもいい訳ですし，あるいは日本の国な

ら日本全体の抱えている課題について，住民の中からこんな事を学びたいという

事が出てくるかもしれない。もっといえば国際社会，人類全体について考える事

でもいいのでしょうが，そういう事が住民の中から出てくるような，そういう基

盤がきちんと田子地域にはあって，そしてそれを市民センターが受け止めて色々

な事をなさってきたと，そういうプロセス自体に私自身は今回のテーマを考える

上で非常に大事な事が含まれているのではないかと思います。 

ただ単に防災・減災を直接テーマに扱うものだけではなくて，もっと防災以外

のテーマについて，住民の方から出てきてもいいと思います。そういう普段の取

り組みがいざという時，非常事態に意味をなすと思いますし，そういう事を場合

によっては２０１１年以前に遡った中でも，これまでやってきた事の色々重要な

ものが含まれているのではないか，そんな事を考えたいと思っていました。残り

時間が少ないので，今の内に確認しておきたい，意見を出したいという方がおり

ましたら最後に少し出していただいて，言い足りない場合は文書の形で事務局に

提出する，そういった形で次の会議につなげていきたいと思います。 

 

委員：先ほど，会長からお話がありました田子についてなのですが，それこそ震災 

 前から田子市民センターは地域の小・中学校・高校ともつながって開館当時から

もそういう活動されていましたし，まさにそれが今につながっていると思うので

すね。 

もしかすると仰る通り震災というのは一つのターニングポイントとはなります
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が，それ以前からの部分も含めて様々な角度で事業のあり方というのを考えてい

くというのが必要ではないかと，今お話を伺っていて思いました。以上です。 

 

会長：他の委員の方いかがでしょうか。なければ私から，少し前にその各館の共通の

テーゼのようなものをというお話がありましたが，そのあたりもう少し具体的な

意見がもしあればご説明いただけるとありがたいです。 

 

   委員：具体的には無いのですが，理念，運営等は掲げていると思うのですが，さらに

それに加えて震災後の対応を考えた時に押しつけにならないよう，例えば個人情

報をきちんと守りなさいとか，そんな感じで市民センターらしく，市民センター

では防災・減災への事業も展開しています。とか，共通してわかるような事を書

いたものをきちっと読んでもらって，その上で，この市民センターを利用して下

さい。というイメージ作りかな。強制ではなくて義務付けしてしまうと問題なの

ですが，市民センターは皆さんの為の活動支援をしますけれども，緊急時には皆

さんのご協力をお願いします。というような事もきちんとあってもいいのではと

思います。 

 

    会長：面白い指摘だと思います。我々がこういう場で議論している事が本当に利用者 

  それぞれにどこまで伝わっているのか共有されているのか，あるいは施設理念と 

 運営方針などというのは本当に住民の方々にどういう意味があるのかという事を 

 考えた時にやはりそこの所を，もっと具体的に直接利用者の方々に働きかけてい 

く，そしてこちらはこんな事を考えて，こういう事を大事にしながらやっていま 

す，という事を伝えると共にそこを利用する方々に対して協力を依頼していくと

いう事を具体的なレベルでこちらからお伝えし，あちらから協力いただくという 

ように，一方的な押しつけではない形にするためにでは具体的にどうするのか，

という事をすごく考えて行くと可能性があると思いますので，そのあたりの事を

また後程考えていければよろしいのではないかと思いました。 

他にご質問，ご意見ありますでしょうか。今日の意見をまた整理するのが難し

いのですが，次回の会議には今日のご意見も踏まえながら，全体として報告書の

中にこういう意見とこういう意見がこういう形で並ぶのではないかという事を次

回の課題としたいと思いますので，その間事務局の方にも作業していただきます

し，あるいは今日もう少し時間があればもっといいたかった事があれば全員でな

くてかまいませんので，事務局の方にお伝えいただいて，それも参考に事務局で

作業していただく事にしたいと思います。以上のような形でよろしいでしょうか。

ありがとうございます。それではですね、4 の審議（1）についてはここまでとい

たします。 
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