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平成 25年度 仙台市市民センター事業評価報告書 

 

平成 26 年 7 月 31 日 

仙台市公民館運営審議会 

 

Ⅰ 評価の目的 

「仙台市市民センター事業の評価のあり方について（答申）」（平成 25年 5月 31日仙台

市公民館運営審議会）に基づき、評価の目的は次のとおりである。 

① 「施設理念と運営方針」に掲げる社会教育施設としての機能や役割を的確に見きわめ、

それらが十分発揮されているかどうか、実態を明らかにすること 

② 担当職員や行政組織とは異なる立場から事業の良い点や問題点を明らかにし、併せて

改善策を提示すること 

③ 事業を実施した館だけでなく、各館に共通する課題の解決方向を示すことによって、

多くの職員のふり返りを促し、よりよい市民センターのあり方を示唆すること 

 

Ⅱ 評価の実施 

１ 評価の基本的方針 

① 「施設理念と運営方針」に掲げる役割・機能のうち、特定の機能に焦点を当てた評価

とする（評価テーマの設定）。 

② 「子ども参画型社会創造支援事業」を評価対象事業とする。 

③ 評価の視点等をあらかじめ設定するとともに、評価シートを作成し、それに基づき評

価を行う。 

 

２ 評価テーマ 

「施設理念と運営方針」で掲げる区中央市民センターの役割に焦点を当て、その中から、

評価テーマは、以下の項目を基本として評価することとする。 

 

○ 区内の生涯学習事業の推進 

・ 区内の生涯学習事業の推進と地域リーダーの育成 

区内諸団体、区役所関係課、区内地区館などとの連携を図り地域課題に取り組むこ

とで、区内の生涯学習事業を推進するとともに、区内の地域リーダーの育成に努める。 

 

３ 対象事業について 

(1) 対象事業 

平成 25年度事業評価の対象事業は、次のとおり。 

○「子ども参画型社会創造支援事業」（事業全体の概要は、別紙資料１参照） 

① 宮城野区中央市民センター 

「キミと社会をアートで結ぶ！ワークショップ「ぼくらのこども商工会」」 

② 若林区中央市民センター 

「チャイルドボランティア「チャボ」」 

 

資料５ 
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③ 泉区中央市民センター 

「夢をカタチに～パティシエ編～「仙台の野菜 deスイーツ創ろっ！！」 

(2) 対象事業の選定理由 

① 本市が重点事業として実施している３つの事業のうち、「住民参画・問題解決型学

習推進事業」は平成 23年度事業の試行的評価において実施。「若者社会参画型学習推

進事業」は平成 24年度事業評価で実施した。「子ども参画型社会創造支援事業」につ

いては、まだ評価を実施していないため、今回の評価対象にすることとした。 

② 平成 23年度の試行的評価は青葉区の事業、平成 24年度の事業評価は太白区の事業

を評価した。宮城野区、若林区及び泉区の事業についてはまだ評価を実施していない。

これまでは 1事業のみ評価してきたが、今回、試みとして、委員が３グループに分か

れ、この 3つの区で行っている事業をそれぞれ評価することとした。 

(3) 対象事業の概要 

別紙資料２－１～２－３のとおり 

 

４ 評価の方法 

(1) 委員が 3グループに分かれ、評価を実施 

担当委員 

①宮城野区：跡部委員、小岩委員、小地沢委員、齋藤(純)委員、齊藤(康)委員 

②若 林 区：井上委員、幾世橋委員、丹治委員、中山委員 

③泉 区：伊藤委員、木下委員、佐藤(直)委員、森委員 

(2) 資料等による事業内容の把握 

対象事業に関する資料や職員からの説明により、事業内容や成果等を把握 

(3) 事業関係者等へのヒアリングの実施 

実施日時、場所、ヒアリング対象者等ヒアリングの概要は別紙資料３－１～３－４

のとおり 

(4) 評価テーマについて次のとおり評価の視点を定め、それを記載した評価シート（別

紙資料４）により評価を実施。評価シートは、3つの事業ごとに各グループで作成。 

〔評価の視点〕 

① 事業プロセスについて 

○ 参加者が地域課題を発見し、解決の方法を身につけるための学習プログラム

が効果的に組み込まれるとともに、意欲的に学習を継続することができるよう

な手立てが工夫されていたか。 

○ 参加者同士の交流及び地域住民・団体との協働が学習の中で促進されていた

か。 

② 事業運営マネジメントについて 

○ 地域課題を協働で解決するための手法等において、センター職員の意識及び

スキルの向上が図られたか。 

③ 事業成果について 

○ 参加者が地域の一員であるという気づきを持ち（地域の課題に気づき）、積極

的に地域活動に取り組もうとする意欲を持つことができたか。 

○ 社会的波及効果について 
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５ 評価のフィードバック等 

○ 評価結果を全市民センターに周知し、今後の市民センター事業の企画立案、事業実施

等の参考とする。 

○ 対象事業を実施した市民センターにおいては、今後の事業の改善に向け、具体的な対

応を検討する。 

 

６ これまでの経過 

平成 26年 1月 28日定例会 評価対象事業の検討 

平成 26年 3月 25日定例会 評価対象事業・方法の決定 

平成 26年 5月 11日 ヒアリング実施（若林区中央市民センター） 

平成 26年 5月 14日 ヒアリング実施（宮城野区中央市民センター） 

平成 26年 5月 17日 ヒアリング実施（泉区中央市民センター） 

平成 26年 5月 27日定例会 ヒアリングの概要報告 

評価シート作成 

平成 26年 7月 15日定例会 評価報告書の検討 

 

Ⅲ 評価結果 

１ 各事業の評価 

(1) 宮城野区中央市民センター 

「キミと社会をアートで結ぶ！ワークショップ「ぼくらのこども商工会」」 

＜評価できる点＞ 

【事業プロセス】 

・ 課題解決型の事業を構想しているという意味では、3年間の事業は、地域密着での活

動の環境づくりとしては有効であったといえる。 

・ 講師の助手であった大学生たちが毎回作成していた即席新聞は、進捗把握に有効で

あった。 

【事業運営マネジメント】 

・ センターの開館前に相当する平成 23年度に立ち上げた事業であったため、開館の周

知を兼ねた取組としたことや、近隣小学校の地域連携の実績を着想のきっかけとした

ことが評価できる。 

・ 短期集中型の事業としたのは講師のスケジュールに加え、子どもたちの負担が増え

ないように配慮したためである。 

・ 総合学習での一定の学びがあることから、これを地域が受け皿となって継続する形

で小学校高学年を対象とした。重点事業なので、担当者のみならず、生涯学習支援セ

ンター（旧中央市民センター）や社会教育主事との意見交換を行った。 

【事業成果】 

・ 子どもたちの「商店街のために」という思いは一貫しており、子どもたちの意識は

高いと思う。引き出し方を工夫すれば、自らの発想をより一層出してくれる期待感が

ある。 

・ 講師の助手として参加した大学生たちの支援を得ることができた。 

・ 平成 25年度も、7回とも参加してくれた子どもがいた。 
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＜改善に向けた提案＞ 

【事業プロセス】 

・ アート制作に際して、コンテスト形式を導入しようとした着想はおもしろかったが、

それを実現するための地域との連携体制が十分ではなかった。特に、事業の企画段階

など、事業の早い段階で子どもたちが地域住民の反応を得る機会があってもよかった

のではないか。結果的に、商店街が子どもたちのために協力するという共通理念が形

成されていたのかさえも十分に検証されていない。地域を単なるフィールドと捉える

のではなく、事業目的の実現のためのパートナーという視点に基づき、十分な話し合

いの機会を確保した事業体制を組むとよい。 

・ 毎回の子どもたちの声を拾うことが、達成感や自己肯定感の形成につながる。 

【事業マネジメント】 

・ 地域課題の解決の取組は長いスパンで行うものなので、中長期のセンター事業の中

での位置付けをより明らかにするなど、センター事業全体の計画的なマネジメントが

必要である。 

・ 今回の事業ではアート制作が目的化されてしまっており、講師との意思疎通が十分

ではなかったことがその一因であった。市民センターは協力依頼する講師と目的を共

有し、必要なファシリテートを行うことにより、子どもを参画させる大人側の共感度

が高まる。 

・ 子どもたちのニーズは時代とともに変化しており、学校教育の中で取り組んでいる

ことや、ニーズ等も含めて正確にリサーチできると、当初の事業目的が実現できる。 

・ 広報には学校支援地域本部や児童館など、多様なネットワークを活用すれば参加者

の輪が広がり、事業への理解者も増える可能性が高い。 

【事業成果】 

・ 第 2 期はアート制作や商店街にはこだわらないとのことだが、商店街側には多少の

期待感がある。地域の掲示板の老朽化もあることから、これらをテーマとした課題解

決型の取組とすることで活動の幅に一層広がりが出てくる。 

・ 市民センターが他の連携者とともに協議の場のみならず、積極的にプロセスや成果

を公表する仕組みを考えてみることが必要である。例えば、講師の助手であった大学

生たちが毎回作成していた即席新聞を、地域住民や小学校に広く配布したり、センタ

ー内での掲示や展示の機会を増やしたりすることが方法として考えられる。人材資源

や地域課題が「見える化」されれば、取組の発展性は高い。 

・ 講師の助手として大学生たちの支援を得ることができたが、本来的には助手として

の立場を超え、子どもたちとともに取り組む活動主体であることが望ましい。例えば、

即席新聞を大学生たちが作成してしまうのではなく、子どもたちができるようになる

ことを目指すなど、ノウハウの伝授を行いながら取組みに参画していくことの方が発

展性を感じる。その際、市民センターは子どもたちの達成度を把握する役割が重要に

なる。 

・ 高学年生に照準を合わせたことは、今後、中学生を加えた子どもの参画をイメージ

した事業継続につながると思われる。 

・ 若林区のように長期間継続して事業を行うことで、子どもたちの成長を促す方法も

ある。また、このまま短期集中型で実施するのであれば、事業の終了後に別の活動へ
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とつなげていくなどの方策も検討されたい。 

＜その他＞ 

・ 事業立案の段階で、センターの他の事業との関連性を考慮し、センターの全体像か

ら事業の目指すべきところを捉える視点がいささか不足しているように感じた。館長

はじめ複数の職員がそれぞれのノウハウ、人脈、アイデア等を持ち寄り、組織として

効果的に事業を実施するよう、改善が期待される。 

・ 地区館への事業展開を進めるに当たっては、事業の中身や成果物をそのまま用いる

のではなく、事業プロセスのノウハウを丁寧に伝授してほしい。PDCAのプロセスを確

立してほしい。 

 

(2) 若林区中央市民センター 

「チャイルドボランティア「チャボ」」 

＜評価できる点＞ 

【事業プロセス】 

・ 子どもたちの思いを生かすことを意識し、活動を企画・運営してきている。このこ

とによって、意欲的に、また継続性を持たせた活動となってきている。 

・ 月２回の定期活動を土曜と日曜との組み合わせにし、どちらかには参加できるよう

配慮し、子どもたちが継続活動しやすい環境づくりを心がけている。また、そのうち

１回は、宅配弁当につけるお便り書きとし、子どもたちが、目的意識を持って、集ま

れる工夫をしている。 

・ 参加している子どもたちが、「自分は変わった」「こういう目的で参加している」「こ

ういう反応がうれしい」ときちんと意識できていることで、自己肯定感・有用感や達

成感の育成はできている。 

【事業運営マネジメント】 

・ 歴代の担当者が、その思いや考えを受け継ぎ、次の担当者もさらに考え、工夫して

きたことで、活動の継続が図られている。職員間のスキルアップにも有効と考えられ

る。 

【事業成果】 

・ 活動の目的が、子どものボランティア活動であり、「子どもにだって地域にできるこ

とがある」がその元になっている。活動内容も、子どもたちが、地域の「復興」「手

助け」等になることを考えて、実施してきていることから考え、地域の一員としての

自覚を高め、地域への思いをしっかりと持ってきた結果と考える。 

・ これまでで一番心に残った活動は、という問いに対し、「ガレキ処理」「センター周

辺のゴミ拾い」「お弁当につけるお便り書き」などと、それぞれが、地域に対して貢

献できたことを誇りに感じている様子が見られた。また、その活動の裏には、地域で

こんなことが困っているのでは、という、ちゃんとした根拠があっての活動であり、

子どもたちの目線で見えている「課題」に対する活動と考える。 

・ 現在のメンバーから大幅に広がっていくものではないと考えるが、参加している子

どもたちが、今後成長していく中で、ジュニアリーダーや地域の大人として活躍する

ための素地はできている。 
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＜改善に向けた提案＞ 

・ マンネリ化を避ける工夫が必要と考える。 

⇒打開策としては、 

・子どもたちの振り返りの重視 

・子どもたちの思いは大切にしていくが現実とのずれに対して、適切な支援や修正を

職員が加えていくことで、少しでもそのずれを埋めていくこと。 

・活動の範囲を自己完結型、また、「知り合い」の中だけに留まらないような工夫、

努力が必要。例えば、区民まつりで、活動のＰＲをする等。 

・ 固定した一団体への活動の比重が大きくなりすぎないような意識が必要。例えば、

宅配弁当につけるお便り書きの活動も、そのための定期活動にするのではなく、「地

域の１つの団体」との連携にとどめ、他の活動が必要である時には、「次回お願いし

ます」と言える関係であってほしい。 

・ 学校との連携強化が、急務ではないか。理解され、受け入れられている段階から、

さらに、積極的な関わりが可能な学校との連携を目指すことが、今後大切と考える。

せっかくの活動をもっと学校の中に浸透させてほしい。 

・ メンバーを増やすためには、ＰＲの仕方、募集チラシや活動内容等に一工夫あった

方が良いのではないか。最初から、ボランティア活動を目指してくる子どももいるが、

現メンバーの中には、「サケの稚魚放流」に興味を持って参加し、その後、ボランテ

ィア活動の楽しさに魅了され継続しているメンバーもいることから、様々なアプロー

チの仕方があるのではないか。 

・ このままでは、地区館への移行は難しい。地区館にも広げることができるノウハウ

を作ることが、今後の検討課題となるであろう。また、このような活動の適正規模は、

どのあたりにあるのか、これまでの様々な情報の蓄積が、今後さらに大切になってく

る。 

＜その他＞ 

・ 宅配弁当につけるお便り書きの活動については、コラボを行う団体との距離感が大

事であると思う。関係が濃くなりすぎずに、できること、できないことが、伝えられ

る関係でいてほしい。子どもたちの書く「お便り」に、付加価値がつきすぎてしまう

ことが心配なので、担当者の方で上手にコントロールしていくことが、子どもたちの

素朴で真摯な「思い」を生かすことになるものと考える。 

 

(3) 泉区中央市民センター 

「夢をカタチに～パティシエ編～「仙台の野菜 deスイーツ創ろっ！！」 

＜評価できる点＞ 

・ 参加者同士の交流面では、複数の小学校の子どもたちの混在による講座だったが、

みんな仲良く活動していて友だち関係が成立している点は、仲間づくりの観点から成

果が大きい。 

・ 引出し型のアイデア創出法でのレシピ考案は、学習成果の面で評価に値するし、本

体験から、「コミュニケーション力」とともに、「想像力」が高まっており、「企画力」

や自己表現でも成果に結びついていた。工夫が施された学習プログラムでの展開が効
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果に繋がったと言える。 

・ 毎回、学校が休校の土曜日開講にもかかわらず、子どもたちを楽しませながら６コ

マ講座を欠席者なく受講させた事業運営は素晴らしいことである。 

・ 受講者から、今後類似の講座があれば受講したい希望があるので、本講座の実施趣

旨である学習意欲を高めたうえ、新たな学習意欲の動機づけになっている。 

・ 前回講座を受講した子どもが、新たな講座に引き続き受講している実績は、つなが

りになっている。 

＜改善に向けた提案＞ 

・ 社会とのかかわり方については、仕組みや理解点などで弱さが見受けられた。学習

プログラムの組み立てにもう一工夫あるとよりよいものになる。 

・ 協力してくれた地域の人や支援者との講座実施後の繋がりが細い。地域づくりが事

業運営方針にある観点からすると地縁関係の維持に努める必要がある。 

・ 講座を受講した後に、学習成果を生かせる支援策が見当たらない。開発した試作品

に対する権限の問題がガードになっていることは残念である。家で同じスイーツづく

りをしたいができない事情のクリア策を早急に検討されたい。 

・ マネジメントの面での問題はないが、事業の対象者を泉区全域として広範囲にした

ため、毎回泉区中央市民センターにバス等で小学生が足を運ぶという移動負担もあっ

た。子どもの移動に配意した対象範囲を検討する必要がある。 

・ 講座終了後も地域や協力者との繋がりを保つことが大切であり、また市民センター

に対する関心度が高まった子どもたちが何を求めているのかをよく理解したうえで、

より魅力ある講座を展開していく必要がある。 

・ 子どもたちによる企画書づくりにおいて、地元の野菜をどれだけ取り込んでレシピ

を考えたのか把握しておく必要があった。今後の地域資源への関心を持続させる意味

でも影響があると考えられる。 

・ 地元の名産野菜を知る点では、関心度が低かったと思われる。食料や農業の重要性

を認識させるため、産地見学と農家の話に加え、食育に関する講座を一コマ取り入れ

たら、より学習効果が高まる機会になったと考えられる。 

・ 地域の名産物や特徴などをよく掴みよく把握する、意見交換の場を取り入れ共有化

しておく必要があった。地域資源に対する関心度を高める進め方を検討されたい。 

＜その他＞ 

・ 商品開発の企画の段階では、地元の野菜を食材に使うという仕掛けまでは良かった

が、試作時点では地元の野菜があまり意識されていなく、関わりが弱かったと思われ

る。 

・ 講座で学んだ学習成果が、その後活かされていない点が残念であり、せっかくの機

会がもったいない。事業企画に当たっては、一過性に終わらない仕掛けを講じておく

必要がある。 

・ これまで主催講座に参加したことがない子どもたちが、今回の講座を受けて市民セ

ンターは楽しく学ぶことができる場であることを知ったことは意義深い。この機を逃

さず、今後の主催講座やジュニアリーダー養成などに繋いでいくアプローチ策を考え

ながら、市民センターへの愛着心を育てる工夫も大切と考える。 
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・ 講座実施の過程も大切だが、受講した子どもたちは、市民センターを知り、学ぶこ

との楽しさや必要性を感じとるなど、ある程度の理解を深めたものと思われる。この

感触を掴んだ子どもたちが、市民センターに愛着を持ち、協力者になって輪を広めて

くれることを期待したい。 

 

２ 総合評価・まとめ 

(1) 総合評価 

以上、平成 25 年度に実施された３つの事業について評価を行ってきた。複数の事業

を比較することで、子どもの「参画」のとらえ方について、それぞれの特徴が明確に浮

かびあがってきたといえる。 

子どもたちが将来の地域づくり・まちづくりに主体的に参画し、さまざまな課題の解

決に自ら取り組むことができる力を育むことが、事業のねらいであると考えられる。そ

の実現のためには、事業に参加する子どもが抱える課題や興味関心を引き出し、それら

に基づいた学習活動を展開していく中で、最終的には子ども自身が自らの力で学習を進

め、課題を解決する力を身につけていくといったプロセスが想定される。 

若林区の事業では、子どもたち自身がどのようなボランティア活動を行うかを自ら決

定し活動しており、事業全体において「参画」を目指す姿勢が最も明確であるといえる。

子どもたちがさらに視野を広げて「参画」の質を自ら吟味し、必要に応じて活動方針を

調整していくことができるよう、今後の活動の進展が期待される。 

宮城野区の事業では、地域に対する子どもたちの思いを引き出し、その思いをアート

制作という手法によって具体的な行動に結びつけている。地域の課題を的確に把握し、

子どもたちの思いを実現する手法をアート制作以外にも開発できるかどうかが、より高

いレベルでの「参画」を目指していく上での課題となる。 

泉区の事業では、新たなレシピの創出を目指して子どもたちの発想を引き出す手法に

工夫が見られる。これらを前提に、地元野菜の生産・流通や食生活の実態等に目を向け

ていくなどの学習に継続させることができれば、地域社会への「参画」の確実な出発点

となると考えられる。 

いずれにしても、子どもであれ大人であれ、誰もが学習活動や地域活動において最初

から「参画」できるとは限らない。市民センター事業においては、最初は職員の主導の

もとで参加者同士の意見交換や学習方針の検討を行うのが自然である。活動を通じてし

だいに学習者が積極的に「参画」し、活動の運営や地域課題への取り組みなどの役割を

自ら担うことができるようになるには、ある程度の長さの期間が必要であろう。 

その意味では、若林区の事業のように、長期にわたって定期的な活動を継続する方が

一定の成果が現れやすいと考えられる。これに対し、宮城野区と泉区の事業は参加者や

講師等の都合に配慮し、短期間に集中的な取り組みを行っているが、当該事業の成果を

別の事業へと結びつけて発展を目指すなどの取り組みも有効であると考えられる。 

学習者の「参画」をどのようにとらえ、それに取り組む市民の力をどのように高めて

いくのかについて、職員の自己研鑽・相互研鑽を通じて工夫を重ね、専門性の向上を図

ることが必要である。 
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(2) まとめ 

①評価の基本的なスタンス 

これまで記してきた内容をふまえ、今回対象となった３事業は概ね適切に実施されて

いると判断することができる。 

事業を実施している市民センターを訪問し、担当職員や事業への協力者・参加者等に

ヒアリングを行う中で、改めて「子ども参画型社会創造支援事業」の意義を強く実感す

ることができた。事業に対するコメントでは「評価できる点」よりも「改善に向けた提

案」が多くなったが、このことは３つの事業が期待される水準に達していないというこ

とを意味するものではない。当該事業とそれを実施する市民センターが今後の仙台市の

発展につながる豊かな可能性を備えていることを前提に、それらをさらに充実させ、今

まで以上に多くの市民が市民センターの存在意義を認めるようになってほしいという

のが、コメントの背景にある本審議会の願いである。評価にあたっての基本的なスタン

スは本審議会の答申「仙台市市民センター事業の評価のあり方について」（平成 25年 5

月）に記した通りであるが、念のため改めて確認しておきたい。 

②事業の質のさらなる向上のために 

本来、「子ども参画型社会創造支援事業」のように「参画」を冠した事業だけではな

く、あらゆる事業において学習者・市民の「参画」を目指すべきであろう。市民センタ

ーが実施する社会教育の質とは、単に学習のテーマと講師・指導者を決めて多くの参加

者を集めればよいというものではなく、学習活動に参加する市民の力を生かし、その力

をさらに高めていけるかどうかに関わるものである。さまざまな市民の要望や訴えに丁

寧に耳を傾け、それぞれが抱える課題や興味関心に寄り添いながら、学習活動を通じて

市民の「参画」の力を高めていく。このようなプロセスは手間がかかるものであろうが、

市民センターの職員の方々には今後もその可能性を追求していただきたい。 

そのためにも、市民センターの施設の整備や必要な職員数の確保と質の向上を図るよ

う、仙台市の対応を求めたい。また、各市民センターには、実施する事業数にこだわる

よりも、一つひとつの事業に丁寧に取り組むことで各事業の質の向上を目指していただ

きたいと考える。 

③よりよい評価方法の開発を目指して 

平成 25 年度事業の評価は、前年度までとは異なり、３つの事業を対象として行って

きた。一つひとつの事業を評価する観点を精選し、複数の事業を比較することにより、

それぞれの事業とその実施プロセス、さらにはその背後にある各館の事業運営マネジメ

ントの特徴がより明確に浮かびあがったと考えられる。 

また、若林区の事例については、26年度に継続している活動の様子を参観し、事業に

参加する子どもたちの意見を直接確認することができた。このように、よりよい評価活

動の実施方法について、引き続き本審議会で工夫を重ねていきたい。 

 


