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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 28年 3月定例会） 

○ 日時 

平成 28年 3月 24日（木）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 2セミナー室 

 

○ 出席者 

［委員］佐藤直由会長，齋藤純子副会長，阿部侑生委員，市瀬智紀委員，幾世橋広子委員 

    小岩孝子委員，小地沢将之委員，島倉美穂委員，菅井茂委員，中山聖子委員，  

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 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，主幹兼企画調整係長 猪股 

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 

泉区中央市民センター：センター長 菊池 

    生涯学習部：主幹 相澤 

    地域政策課：課長 遠藤 

    市民協働推進課：課長 平嶋 

    （公財）仙台ひと・まち交流財団：市民センター課長 千葉，主任 岩井 

［傍聴人］ ０名  

 

○配布資料 

資料 1 委員名簿 

  資料 2 今期の市民センター事業の評価について（案） 

  資料 3 地区市民センターにおける市民参画型事業について 

  資料 4 平成 27年度 市民センター事業（市民企画会議等）計画一覧 

  資料 5 いま必要な住民参画・市民参画とは（講話資料） 

  資料 6 仙台市協働によるまちづくり推進に関する条例（概要） 

  資料 7 仙台市協働によるまちづくりの推進のための基本方針 

  資料 8 仙台市市民センター条例の一部を改正する条例 

  資料 9 市民センター使用料の改定について 

 

○ 審 議 

「今期の仙台市市民センター事業の評価について」 

 

事務局：それでは協議に入ります前に，定数の確認をいたしたいと思います。 本日は 2名の方から欠席
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でございます。本日 2 名のご欠席ですので定数を満たしておりますので本日は成立ということに

なります。 

   （資料 1～9の確認） 

 

会長 ：いつものとおりでございますけれども，議事録の署名人をお願いしたいと思います。今回は名 

簿順ですので幾世橋委員にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

   （幾世橋委員了承） 

 

会長 ：よろしくお願いいたします。では次第にありますが，審議事項，今日は大きく一つになります。 

「今期の仙台市市民センター事業の評価について」ということと，それからもう一つ先ほども言

いましたけども，住民参画ということについて，話題提供で本審議会の小地沢委員，それから市民

協働推進課長の方から話題提供していただいて，それを巡って色々意見交換をしたいと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

    では，初めに「今期の仙台市市民センター事業の評価について」ということで，資料の 2，3，4

が出ております。これについてまず事務局の方からご説明をお願いいたします。 

 

事務局 ：（資料 2，4の説明）  

    それでは資料 3の方を使いまして，具体的なこれまで取り組まれている事業について財団法人仙

台ひと・まち交流財団市民センター課長から説明お願いします。 

 

市民センター課長 ：市民参画型の市民センター事業につきましてご審議をいただくに際しまして，ま 

ずはイメージをしていただくために地区市民センターにおける市民参画型の事業につきまして私

からご紹介させていただきます。 

（資料 3による説明） 

 

会長 ：ありがとうございました。初めに，資料の 2，4 に基づいて今後の事業評価を行うに当たり，前

から事業評価の案は出されておりますが，事業評価のあり方についてという平成 25 年にこの審議

会から出された答申に基づいて行っているということで，前の会議でも出ておりましたが，評価の

目的は答申の中で定められているものです。それに基づいて評価の実施をするということで，資料

2 の 2 枚目に事業評価シートがありますが，これは昨年度の例ですけども，昨年度はこれに基づい

て事業評価を行いました。対象事業をどう選定するかということと，それから市民センターの基本

理念，施設の役割がありますが，その中のどれを狙いとして行うかということ。評価の視点を定め

て，評価事業を行ってきているものです。今回もどういう評価をテーマにするかということと，そ

れから評価の視点ということについて，この審議会でも意見交換になるかと思いますが，それを次

に決めていくことになります。それから評価の方法，フィードバック，これらも，これまでも行っ

てきたものですので，それを踏まえてということになります。 

今回は 1月にお話があったとおり，市民参画型の講座を対象にしたいということで，どのよう 

な講座を市民参画型として考えるかというところで，資料 4の一覧が出ています。ただまだ，今年

度実施したものの実施報告が 5月に出るという事で，これはまだ最初の計画段階の一覧になってい

ます。事業がどのように具体化されたかについては，この資料からはまだ明確にはわかりません。 
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   5月の段階でということになりますが，一応計画としてはこのような事業があったということで

参考にしていただければと思います。資料 3 に基づいて市民センター課長の方から市民参画型の

事業ということで，どのようなものが市民参画型として考えられるかということ，テーマ例と，

それからこれまで行ってきた講座の特徴，成果と課題，のようなところと，それから今，具体例

として「ガチンコ企画会」と「桂島緑地未来プロジェクト」の紹介をしていただいたところです。

二つに分けて質問があればと思いますが，最初に資料の 2 と 4 について，何か改めてご質問等あ

りますでしょうか。 

     2についてはこれからの検討も入ってきますので，よろしいでしょうか。 

では今資料 3に基づいて市民センター課長の方から説明がありました，この市民参画型の事業 

ということで，報告された例についてもご質問等承りたいと思いますので，どなたからでもよろ

しくお願いします。 

 

委員  ：この「ガチンコ企画会」は大変面白い経過をたどり，いい成果につながったんだなあと聞いて

おりました。担当者が若い職員だったということでしたよね。この若い職員，意欲に燃えた職員

という風に印象を持っておりますけれども，これはどんな風な選び方をしたんですか。手上げ方

式だったのか，それとも指名だったのか。 

    若い職員が担当したという経過，これに限らず，こういう事業をする際に担当職員の決め方， 

決まり方とはどういうものだったのかお聞かせ願いたい。 

 

市民センター課長  ：「ガチンコ企画会」につきましては財団に入りまして 2年目の職員が担当したので 

すが，この企画に限らず，市民センターの企画を進める際には，大体企画を行うのが前年の秋ご 

ろ，年度末に向けて翌年度の事業を固めていくという流れになってございますが，その初めの企 

画をする段階で職員から色々提案をしてもらうというのが通常です。  

その中からセンターとしてどういう事業に取り組んでいくといいか，もちろん企画できる講座

数が限られていますし，職員ごとの事業バランスをもちろん考慮しますが，そういったことも

含めて選んで参ります。 

     そういう中でこの事業につきましても，若い職員が自分の関心を生かして企画をしました。 

荒町というのはご説明しましたとおり，比較的若い人が多いところだというところがございま 

して，また市民センター全体的に若い人に来てもらうことが課題だということがございまして，

では意欲のある若い職員がこの企画をやってみようと，そのような流れになったと考えてござい 

ます。 

 

委員   ：若い学生達を念頭に置きながらの企画ということで，若い職員がふさわしいのだろうと思いま 

すけれど，ご説明の中にありましたが，3 の特徴の中で，進め方について難しいという括りの中

で，とても関心があるのは担当職員にはコーディネートやファシリテートの力が求められるとい

う，この点でございます。大変大事なところだと思います。若い職員との関係で，選ぶ時に若い

だけではなかったろうと，意欲だけではなかったろうと，経験もある程度必要と，経験がなけれ

ばその経験の無さをサポートする周りの支援というのも必要だったのだろうと思いますけれど

も，この辺についてはどのような取り組みをされましたか。 

つまりコーディネート力とファシリテート力があった若い職員が非常に理想的だったのでし 
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ょうが，もし足りないということであればどんなサポートがあったのでしょうか。 

 

市民センター課長  ：まずこの「ガチンコ企画会」につきましては，比較的テーマや年代が絞られてお

りましたので，関心の度合いにそれほど差がない，比較的まとまりやすいメンバーが集まったの

ではと考えてございます。そういうところで比較的ファシリテート，コーディネート経験が少な

くても，取り組みやすい事例だったのではないかというのが一つございます。 

あともう一つは，そうとはいえ 2年目で，実質的には初めて経験する事業だったと思いますの 

で，やはり先輩の経験豊富な職員が事業の作り方でありますとか，細かく指導というか助言をし

まして，そうやって進めてきたというように聞いてございます。 

 

会長  ：職員の分担の決め方の問題と，それは提案型であったり，それから職員に応じてということも 

あると思いますが，今の委員の二つ目の質問でいくと，若い世代の方が若い世代の方を対象にし

たというところがマッチしたということがこのガチンコにはあると思いますが，職員が若くて集

まる方が高齢者の場合と，職員がベテランで集まる方が非常に若い方と，色々なパターンが出て

くると思いますので，それはそれでベテラン職員の色々な経験，サポートがセンターの中であっ

たのではないかと思います。 

 

委員  ：私どもは大変市民センターさんと繋がりが濃いので，今ここにある問題についてすごく興味深 

   く聞かせていただきました。それで，荒町は大変人気のあるスポットというか，人気のある市民

センターらしく，場所や時間を取ったりするのがなかなかできないという状況があり，実は私ど

もの方でもなかなか取れないでおります。ただ，市民センターとはすごく深く係らせていただい

ているのですが，新しい企画に取り組むということで，今回市民センターを使わないでもらえな

いかという提案をされたという風に聞いています。他の市民センターの企画会議でずっと参加さ

せていただいて，色々作ってきましたが，ある程度落ち着いたので企画会議に参加しなくてもい

いという風に言われたらしいんです。なにかちょっと違ってきているのかなという風に感じまし

た。 

荒町の場合，防災に関して等色々なことに関して一生懸命活動されている地域ですし，色々 

な事に積極的に取り組んでいるというのはすごく見えていますが，新しいことに取り組むから今

までの人達はこないで欲しいという風にいわれたというのが，私はすごくひっかかってどの場所

で言おうか，という風に考えていたのですが，それは荒町の方にきかないとわからないのかなと

思っていました。今回私の事業評価の観点とさせていただいていこうという風に考えていました。 

  

会長  ：「こないで」とは誰から誰に言われたのですか？ 

 

委員  ：企画会議に社会学級の委員長がおりまして，その委員長がこういう企画会議に参加させていた

だいて，今まで色々な住民参画の企画をしていたのですが，ある程度落ち着いてきたのでこなく

ていいという風にいわれた。色々核となってくれそうな人材・団体にあらかじめ声をかけていた

ということですが，それはこの社会学級だったはずなのにな，頼りなくなってきているのかな，

と少し考えたりもしていました。去年，一昨年言われたことですが。その辺りが少し理解できな

いので，色々はっきりさせていければという風に考えていました。 
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委員  ：今の話はとても大事な話なのですが，どうも別の問題なような，この審議会のテーマではない

ような気がします。その前の事実関係を少しお調べいただいて，せっかくですから，一昨年の話

ということですけれども。 

 

委員  ：一昨年ですね。 

 

委員  ：動いてますからね。その辺りはもう一度確認をしていただいた上で，会長と相談してやはり必

要であるということであれば，もう一回ご提案いただくということでお願いしたいと思いますけ

れど。 

 

委員  ：わかりました。 

 

委員  ：大事な話だと思います。地域によって大分社会学級も様変わりしています。少し確実なことを

積み上げて，力を入れるところは入れていくという風にしていければと思います。 

 

会長  ：あまり具体的な事例だと，根拠だとか事実とかを追及していくことは，この場ではないと思い

ますので，市民参画型を考える市民企画会議のあり方の問題として，もちろん検討することは出

てくるかと思いますが，一応今日のこの場では事例と，出された「ガチンコ企画」と「未来プロ

ジェクト」，これを拠り所として市民参画型の事業が一体どういうものかについてご意見を色々い

ただければと思います。 

 

委員  ：今の荒町の件に関しては，若手が主体になって自分達が当事者の意識で企画をしていくという

流れは非常に面白いと思いながら，そういった後押しをしている周りのサポートの方々の力が非

常に大きいのかなと，私もこれを聞いて感じておりました。市民センターには，若者参画事業と

子ども参画とあともう一つ，色々な種類の事業があると思いますが，若者が市民センターの事業

に参画をする理由を，なかなかどこの市民センターも持てていないという課題がある中で，当事

者が自分達の思いの中で企画をして，それを表に出して，人が集まってくるという場，というの

は荒町だけでなくて他の市民センターにも広がって欲しいと思いながら聞いておりました。 

 

会長  ：もちろん，これは事例として出されているので他の市民センターでも取り組んでいますし，そ

れからこの事業だけが初めてではなく，他にもたくさん行っているわけで，その中から事例とし

て出していただいた訳ですが，僕の方から一つ，荒町の「ガチンコ企画」で，担当者は若い方だ

とありますが，最初のこの核となる企画員 4 名とありますが，この方達というのは全く自主的に

参加してきたのか，あるいはつてを頼って仲間，友人たちが集まってきたのかという辺りはどう

なんでしょうか？ 

 

市民センター課長  ：若い職員が自分の友達であったり，色々つてをたどって PRをしたということも結

構大きかったようです。それで，友達の友達で参加して 4 名の企画員になったという風に聞いて

ございます。 
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会長  ：ある程度，この友達縁というか，有縁というかそういうものも多分集まってもらうためには必

要だと思いますが，本当に細かいことで申し訳ないのですが，「荒！こんにちわ」のチラシに若者

が 5人書かれていますが，このチラシでは 4人ではなく，5人に思えます。 

 

市民センター課長  ：1人は職員です。 

 

会長  ：そうですか。どの方ですか？職員の方。 

 

市民センター課長  ：左上ですね。 

  

会長  ：わかりました。5人なのにどうして 4人なのだろうと思いました。細かいことで申し訳ありませ

ん。それから，2年目に何歳なのかわかりませんけども，異世代交流を図ることになったというこ

とで，年配の方ということですが，この年配の方というのは何歳位の方なのでしょうか？ 

 

市民センター課長  ：60 代と 80 代の方がいらっしゃったと。荒町市民センターの近所で美容室をやっ

ているという風に伺いました。お一方はそういう方だと聞いてございます。 

 

会長  ：そのきっかけについて，「ガチンコ企画」をやっているのを見て，自分も参加したいと来たのか，

あるいは職員の方で年配の方も入れて世代交流を図ろうと，そういうご提案とかされたのでしょ

うか。 

 

市民センター課長  ：荒町市民センターの近所にお住いの方で，市民センターを訪れる機会も結構あっ

たそうなのですが，この企画会は 18回実施していまして，表に「ガチンコ企画会」と貼ってある

と。それが目に留まって，中をのぞくと楽しそうに話をしていたかもしれないのですが，そうい

うところで興味を持っていただいたということでございます。 

 

会長  ：はい，ではまた委員の方から。 

 

委員  ：荒町の「ガチンコ企画会」の取り組み大変面白く聞かせていただきました。特に，若い世代だ

けじゃなくて異世代との交流を図られているという点で，興味深く感じました。こういう若者を

中心とした企画はなかなか難しい面もあると思いますが，そういう企画を通して若い人が育って

いく。その中でどういう人材を育てていこうとしているのか。先日のメディアテークの発表を見

ていると，若者にこういう力をつけさせたいとかこんな人に育てて欲しいような資質とか，そう

いったものが明示されているケースがあって，それで若い人達が育って当該地域で活躍するかも

しれないし，他地域に出ていくかもしれない，そういう若者がこの事業を通してこういう人間に

育っていったという成果が見られると，この評価というところにも反映できるのかなと思いまし

た。そういうことについて情報とか知見があったら教えていただきたいと思います。 

 

市民センター課長  ：荒町の事業につきましては，まずは市民センターの方で若い人に来てほしいとい
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うところがあるわけですけれども，市民参画型の事業がもともと，地域で活躍していただく人づ

くりにつながるような，そういうきっかけにしたいというところで行っているものですので，こ

の事業でも，この事業に係ることを通して，事業企画等のノウハウを学んでいただいて，それを

社会の中で応用していただきたいと。さらには，若い人は忙しいですので，ずっと市民センター

に何年も続けて係るのは難しいかもしれないですが，また余裕ができた時に，市民センターに係

って欲しいと，そのようなことにつながることを意図して行ったものと考えてございます。 

 

会長  ：はい，ありがとうございます。地域のリーダーになるような人材であるとか，事業を企画した

り具体的に実施する人材であるとか，地域コミュニティの担い手であるとか，色々な言い方がさ

れますが，今回の場合は若者としての経験を積んで活かして欲しい，社会に活かして欲しいとい

うところが大きな目的だったということの説明だったかと思います。 

 

委員  ：この市民センターの事業の一覧を拝見させていただきまして，これだけの数の市民参画型事業

があるのだなということが一つ驚きでした。市民参画型事業について、課題だと感じるところを

述べさせていただきますと、今関わらせていただいている宮城野区の震災復興関連の事業で，移

転するコミュニティの地域の記憶や復興の歩みを後世に伝えていく事業があります。そこもある

種，震災復興系の市民参画型の事業なのですが、震災から 5 年が経過して、今回の 3 月で予算が

なくなり，市民センターとしての事業は終了し、4月以降の活動は未定となっています。 

こうした中長期で取り組むべき地域課題に対する、市民参画型事業終了後の市民による活動の継

続性が課題になっていると思います。やはり短期で取り組むのが難しいもの，震災とか環境のよ

うな中長期に渡る地域課題に対して、どういう成果指標でこの事業を評価していくのかを考える

必要があります。例えば桂島の場合だと，最初から団体の立ち上げを目的に支援をしていたと書

いてありますが，市民センターが団体の立ち上げ支援として、例えば資金調達の方法や，ネット

ワーク形成などを支援して，その住民団体が自立して取り組んでいく，そういうのを一つベスト

プラクティスみたいな形にするのであれば評価しやすいと思います。ですので市民参画型事業に

ついて、地域の課題を短期なものと中長期なもので分けて考えていく必要があると話を聞いてい

て思いましたし，評価をするにあたって悩ましいところだなと感じました。 

 

会長   ：はい，ありがとうございました。 

   

事務局 ：今，色々委員からご意見ご質問をいただいたのは，これから事業を選定して評価のポイントで

すとか，評価のポイントを考える上で，非常にたくさんの見方が出てきたと思っておりまして，

次回 5月の事業提案と，評価シートづくりに非常にいかせるご意見をいただけたと思っておりま

す。市民参画型の事業は本当に色々幅広というところがあり，この公運審で見ていく事業につい

ても，どの視点で見ていくかというのもそこをきちんと設定していく必要があると思いまして，

次回までの宿題として受け止めさせていただきます。 

 

会長   ：先ほどの委員のご意見もそうでしたが，何をこの事業の成果とするかということと，その成果

指標をどうとらえるかということ，逆にこちらから評価する時の資料をどういう風に考えるかと

いうところのマッチングの問題とか，別な視点とか，そこもやっぱり検討する必要があると思い
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ます。今日ご意見が出されましたので，それも踏まえてまた次回に検討していきたいと思います。 

 

副会長 ：すみません。一つ確認です。「桂島緑地未来プロジェクト」さんの事業なのですが，これは泉

区のまちづくり助成に申請していませんでしたか。同じ事業でしょうか。 

 

市民センター課長  ：そうです。 

 

副会長 ：同じ事業ですね。わかりました，ありがとうございます。年度が一致していたので，もしかし

て同じ事業だと思いました。その中での 3年間のイメージで理解していいですか。 

 

市民センター課長  ：市民センターの事業として複数年事業と位置付けておりまして，まちづくり活動

助成金の方は団体としてのプロジェクトが泉区に申請しているのですけども，そちらのまちづく

り助成金については 3年間というきまりがありますので，団体として助成が受けられるのが 3年

間ということで，複数年事業とは意味合いが別，複数年事業と助成金というのは別個の話でござ

います。 

 

副会長 ：そちらの事業と市民センターの取り組んできたこの 3年間の事業の中身が少し違うということ

ですね。 

 

市民センター課長  ：現在プロジェクトの方が団体として独立できましたので，今は市民センターの事

業と団体としてのプロジェクトが，パートナーといいますか，協力し合って進めているというよ

うな形と考えてございます。 

 

副会長  ：住み分けですね。 

 

市民センター課長  ：住み分けかもしれないです。 

 

会長  ：次の話題提供の時間もありますので，一度，ここでご紹介いただいた事業についてのご意見に

ついては終了としたいと思います。 

    では次に，今回お忙しい中，市民参画型，住民参画型というのは一体何かということについて， 

やはりそういった事業を対象にして評価をしていく上で，参画とは一体なんだろうかということ 

について，この審議会でもある程度共有・共通の認識を持つ必要があるかと思いますので，今回 

審議会の委員でもあります，小地沢委員に少しその辺りの問題について話題提供をしていただけ 

ればということで事務局の方からお願いしていただきました。1月でしょうか，2月に発表会があ 

って住民参画型の問題解決型学習の発表会でもコメンテーターとして小地沢先生が参加しておら 

れますので，小地沢先生に参画型ということで参画とは何かということについて話題提供してい 

ただき，意見交換もしていきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 
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○話題提供 

 

①小地沢将之委員 

＜スライドによる講話＞    

 

 

会長  ：小地沢委員どうもありがとうございました。市民参画・住民参画とは何かという事と，具体的

な事例を取り上げていただきました。参画といっても一つのことをいう訳ではなくて，関係づく

りからさらに協働へという段階を踏んで行く事で参画という事が出来てくるのではないか。最後

には市民，住民という事の範囲についても，色々お話いただきました。市民とは単なる住民でも

ないし，そこに住んでいない人達，住んでいる人達だけでもないというようなことと，そういう

事をしていく，育てていくための，市民センターは事業を行うだけでなく，どういう役割をはた

していくのか，という所まで踏み込んでお話いただきました。特にここについて小地沢委員に尋

ねておきたいという事がありましたらお願いします。 

 

委員  ：ありがとうございました。大変勉強になりました。しかし，違和感を感じました。 

今ご説明いただきましたが，例えば市民，それから住民の定義ですとか，まちづくり条例に対

する考え方，というのは様々あります。先ほどの話はあくまで一学説として市民の定義は狭義で

はなく広い方がいいという，一学説を伺ったというとらえ方で議論を進めていただきたい。 

世界の裏側の人まで仙台市と係われば市民であるというのが，残念ながら仙台市ではまだまだ

定着しておりません。議論がたくさんあります。それから，まちづくりという事についても幅が

広い。これこそまた，狭義でも広義でも幅が広いんです。 

まちづくりが例えば「ごみ掃除」の街づくりなのか，町内会の活動に参加して，それこそ性別，

年齢に関係なく，社会生活を豊かにしていこうという「まちづくり」なのか，「まちづくり」とい

うのは私は幅広いと思います。今の委員の定義を基にこれから議論されるのかどうか，その辺り

についての見解をお聞かせいただきたいと思います。 

ごみ拾いの話がありましたけれども，ごみ拾いは今，様々な人が仙台市でやっています。例え

ばここ宮城野通り，まちづくり道路愛護協会，組織を作ってやりました。そして，組織には地域

住民の方，それからここにオフィスを出している方達，そういう方達が中心に始まりましたけれ

ども，今はもう個人でやっています。個人とか，あるいは看板も掲げない，写真も撮らせないよ

うな人達がもう日常的にごみ拾いしています。今ケーススタディとしては大変勉強になりました

けれども，取扱いの仕方について違和感がありました。 

 

会長  ：今回は話題提供という事でお願いしましたので，委員の考え方でやりましょう，とかではもち

ろんありません。委員の定義がこうだとか，そういう事に関して僕らがそれで行きましょうとか，

そういう事では全くありません。ですから，逆にまた仙台市で決めたことでやりましょうとかと

いうことでもなくて，審議会では色々な立場から，色々な形で意見を出していただいて，そこで

最大公約数的に一緒に考えることの出来る視点を出していきましょうという。答申もそうですけ

れど，色々な意見を集約してこういう方向性とか，あるいはこういう視点で生涯学習事業を展開

する必要があるのではないかという事で，色々な視点を出していくという形を取っていますので，
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この立場でやりますとかそういう事ではないのですね。 

 

委員  ：ご意見ありがとうございます。17 年前のまちの状況を御存じかどうかよくわかりせんが，ポイ

捨て禁止条例もまだ仙台市も作った段階でアダプトプログラムをどうしましょう，と言っていた

ような時期，多くのボランティア団体，市民，企業の皆さんが動き始めていた時期ではあるけれ

ども，そこに皆さん障壁を感じていて，飛び込んでいくにはどうすればいいか，という事を感じ

ていた時代の事例を紹介しました。今の市民センター事業も同じように，皆さんにとって何か障

壁があるとすれば，乗り越えるのは一緒じゃないですか，というだけの問題です。そのためのご

紹介です。以上です。 

 

委員  ：もう少しだけ関連してお話します。もう一つの例で気になったのは，普段町内会に関わらない

家庭の青年が地域に出たら冷たい対応をされて，もう出られなくなったというお話。これはあり

そうなことですが，地域差はあるでしょうけれども，今の地域は変わってます。先程あげられた

例というのは何年か前の珍しい例だと私は理解しました。これだけ少し申し上げておきたいと思

いましたものですから。これで終わります。 

 

会長  ：もちろん色々な地域の捉え方とか年代とかがありますし，現時点での課題がどこにあるかとか，

そういうこともみんな先ほどの活動とかでも出てくると思いますので，またこれもそういう捉え

方も，もちろんあるということで意見を交換していただければと思います。先ほども言ったよう

に，この審議会でなにか立場を決めてやることはないので，皆さんのご意見を出していただいて，

それを基に集約できるところを探っていこうという，今回はそれを住民参画型の事業の評価で行

おうとしています。住民参画というのは一体どういうことをいうのでしょうね，ということをそ

れぞれ考えていらっしゃるので，今回は委員が係ってきた色々な活動の中で，とらえられてきた

ものを紹介していただいたということになります。この例がいいかどうかとかの話ではなく，関

係づくり，さらに協働ということでどのようにかかわっていけるのかという辺りのことも，僕は

やはり参画ではないかと思います。それをどういう活動であるか，どんな活動かは別にして，そ

れを支援する，あるいはそういうものを育てるというところに学習の，あるいは学びの過程もあ

るのではないかというところは非常に重要な指摘だなという風に僕はお聞きしていましたので，

そういうところをそういう風に取っていただければいいかなと思っておりました。 

    今日用意されていたもう一つの仙台市の市民協働条例についての概要説明をお願いしたいと思

います。 

   

②市民協働推進課長： 

＜スライドによる概要説明＞ 

   

 

会長  ：仙台市の協働によるまちづくりの推進のための基本方針，資料７の方に今の説明された内容が

詳しく含まれています。最後の方に，色々な取り組みの事例が出ていましたが，仙台市としての

協働のまちづくりということでの理念，基本項目は自立・連携・創発という，そういう関係性で

協働というものを作っていく，という基本理念のところは最初の方に説明いただきました。そう
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いう捉え方で協働によるまちづくりをしていくというその施策も第 7 条基本施策のところで，何

を重点的に行っていくかという紹介を受けました。これはそういう条例として今日は紹介してい

ただきました。委員から話題提供していただいた事例と検討されてきたこと，それから今の仙台

市における協働のまちづくりとは一体どういうものを目指しているのかということ，理念として

どう目指しているのかということのご紹介をいただきました。この資料はぜひ委員の先生方には

読んでいただき，住民参画・市民参画と，協働ということについて，それぞれの立場で振り返り

をしていただいて次回にまた審議会の方でご意見を伺いたいという風に思っております。 

  次に条例のご紹介をしていただこうということで市民センター条例の一部の改正と使用料の改

定ということで前回少し話題になりましたが，若干説明をとお願いしていたのですが，もう時間

が過ぎましたので，これも一応見ていただいておくことにして次回冒頭の方でセンターの方から

何かあればお話いただくということにしていただいてよろしいでしょうか。これで審議の方はい

ったん終了とさせていただきたいと思います。 

    それでは事務局にお返しいたします。 

  

会     長 
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