
  1/16 

 

仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 28年 11月定例会） 

○ 日 時 

平成 28年 11月 10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，小岩孝子委員 

小地沢将之委員，島倉美穂委員，鈴木一彦委員， , 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，主幹兼企画係長 猪股 

宮城野区中央市民センター：主幹兼企画係長 佐藤 

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：部長 千石 

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

 

［傍聴人］ ０名 

 

○ 配布資料 

資料１：委員名簿 

資料２：仙台市市民センター事業評価報告書（素案） 

資料３：市民センターだより等（黒松，富沢） 

 

○ 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：本日は 10 名の委員の皆様にご出席いただいております。市民センター条例施行規則第 10

条第 1 項の規定により，委員の過半数 8 名以上のご出席をいただいておりますので有効な会

議として成立していることをご報告申し上げます。 

 

会長：それでは議事録の署名委員ですが順番ですと齊藤康則委員になりますが,  今回欠席されてい

ますので島倉委員にお願いしたいと思いますが,  よろしいでしょうか。（島倉委員了承） 
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会長：今回は先ほども申し上げましたとおり，議題は今期の市民センター事業の評価についてとい

うことです。事前に富沢市民センターと黒松市民センターの評価報告書の素案が届いていると

思います。素案という形で事務局にまとめていただきましたので，これについての補足説明が

ありましたらお願いいたします。 

 

事務局：（資料２，資料３により説明） 

 

会長：黒松市民センターの女性のための市民企画講座ですが，フラダンスの絵がありますが，もう

10月に終わっていますね。11月には調理実習という企画があります。富沢市民センターだより

では 11 月 26 日に「みんなで歌いましょう」という企画が開催されています。市民センターま

つりの方は「みんなで遊ぼう」という企画が親子室で開催されたということですね。 

それでは市民センター事業評価報告書素案の審議に入ります。資料 2 をご覧下さい。仙台市

市民センター事業報告書（素案）ということで事務局がまとめた案を，私と副会長とで若干組

み換えたり，加筆等をしてまとめました。最初の評価の目的，実施というところは，これまで

に既に行ってきたことです。2ページ目の評価対象事業については，黒松市民センターと富沢市

民センターの市民企画講座を取り上げるということでやってきましたので，ここまでのところ

では問題はないかと思います。3ページに評価経過ということで，これまでの審議会での評価対

象事業，方法の検討と決定，そして実際の事業視察と事業参加者へのヒアリング，職員へのヒ

アリングと 8月まで行ってきました。9月の臨時会で事業評価についての意見交換も若干行いま

した。今日は皆さんからいただいた評価シートをまとめましたので，それに基づいて進めてい

きたいと思います。4ページ目の評価の結果，ここで各事業の評価，二つの市民企画講座に対す

る評価をそれぞれの項目に割り振らせていただきました。もちろん書いていただいたことが項

目をまたがっている場合もありますので，この項目だけということにはならないかもしれませ

んが，私達が見てこの項目ではないかということで一応割り振りをしています。 

まず最初に，黒松市民センターで女性のための市民企画講座が行われていますが，これにつ

いて，一つ目が＜評価できる点＞，これは【事業の目標・目的の設定】，それから【事業プロセ

スについて】，【事業成果について】で構成されています。成果はもちろん，今年度の事業自体

が進行中ですので，前年度までのことと今回のヒアリング，企画会議のヒアリング等を踏まえ

て書いていただいたかと思います。それらを受けて 5 ページ目＜改善に向けた提案＞で，これ

についても【事業の目標・目的の設定】，【事業のプロセスについて】，【事業成果について】，【そ

の他】で構成されていて，特に【その他】のところにもたくさん記入していただきましたので，

それをまとめました。なかなか難しいかもしれませんが，黒松市民センターの女性のための講

座企画について何かご意見などありませんでしょうか。評価できる点，項目を分けなくても結

構ですので，ここに書かれている点も含めて何かご意見等ありましたら出していただければと

思います。 

目標の設定については，よく課題を把握しているのではないかという指摘・評価がされてい

ます。今年初めての企画ではないので，ある程度職員の方の対応，企画員の方の中で，継続さ

れている方と新規の方とのコミュニケーションが上手く取れているのではないかと指摘されて

います。それから，事業成果の部分は，現時点ですべての企画講座が実施されているわけでは

ないので，昨年までのものと今年の企画会議の様子から，ある程度こうした成果があるのでは



  3/16 

ないかということで記入されたものを挙げています。メンバーの主体性がある程度発揮されて

いるのではないかと指摘がされています。特に＜改善に向けた提案＞というところでは，視察

見学，参加者と職員の方へのヒアリングが一回だけなので全体をきちんととらえているかとい

うともちろん議論のあるところかもしれませんが，ここに書いてあることでいうと，講座のこ

れからの展開を考える上では，もう少しこうした方がいいのではないかというご指摘も大分い

ただいております。特に事業プロセスのところでは多くの意見をいただいています。ここは書

いてあることがたくさんありましたので，項目数も多くなっています。お読みいただいて，こ

ういった指摘はどういったところで指摘されるのか，あるいはこういうところではもう少しこ

ういった視点も必要だったのでないか等，もしご意見があれば出していただければと思います。 

これまでの評価でもそうですが，講座の企画会議を見たり，それから参加者へのヒアリング，

職員へのヒアリングと一回づつしかしていないので，なかなか全体としての成果をきちんとと

らえるのは難しいのですが，ただ話し合っている姿とか職員の方の働きかけなどを見ていると，

大体この事業の成果は大分上がりそうだ，というところは何となくつかめるのではないかと思

っています。黒松市民センターについてはどうでしょうか。 

 

委員：はい。私が伺ったときに聞いた話で，「引きこもりがちの人達にもっともっとこの場に来ても

らって，講座を受けてもらいたい。そうしたらその楽しさで，どんどんまた人が集まってくる

んじゃないか」と話されていました。どのようにしてそういう人達に黒松市民センターに足を

運んでもらえるようにするかということを今後考えていけたらよいと感じています。元気な人

達はもう来ているわけですから，そうでない人をこれからどうするのか，そういったことを感

じました。 

 

会長：地域課題でもそういった話し合いが最初に行われていましたね。引きこもりがちな高齢者と

か，それからなかなか子育て等で参加できない方達に，どう声掛けして参加を促すようなこと

をしていくかということも大きな課題だと話し合っていました。ただ黒松は交通の問題につい

て大分触れていましたね。昔ながらの坂の上の住宅団地等もあるので，その辺りも何とかしな

くてはならない。そこから参加してもらうのはなかなか大変だと話されていましたね。 

 

委員：今の委員の発言とも関連しますが，私の娘が子供を産みまして孫がおります。その娘が市民

センターとか児童館の催しによく出かけています。その案内をどういう風にして手に入れてい

るのかと聞いてみると，検診に行った時に病院にチラシが置いてあったりするとかで，市民セ

ンターが色々な所に案内を配っていることで，娘が目にする機会があるようです。 

また，もう一歩踏み出してそこに参加するかどうかというところでは，同じ子育て世代の人

達と検診や公園に行った時等に，情報を共有しているのがきっかけになっているようです。 

やはりこちら側は待っているだけではだめで，外への情報発信という点でいつも同じ場所ば

かりではなくて，色々な場所，機会をとらえて発信していく事が大切で，そこから何等かの新

しい意識が芽生えるのではないかと今思っているところです。 

 

会長：黒松の企画だけではありませんが，どういうふうに情報発信して，その情報を受ける側がど

んな形で受け取っているのか，といったことも把握する必要があるのかと思います。チラシ等
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はたくさん出されていますが，なかなか目につかない，目にしないということもあるかも知れ

ませんが，関心があるとどこにどんな情報があるかというのもつかめるようになるわけです。

情報に関心を持たせること自体が難しいところもあります。黒松市民センターの企画会議の様

子を思い出すと，女性の方々がアクティブに積極的にやろうという意気込みが伝わってきまし

た。 

 

委員：事業を主体的に進めている企画員の方々，その中には去年から参加している方もいれば，新

しく加わった方もいる。そういった中で，年齢層もバラバラでしたし，新しく企画員になる方

達に今後どう関わってもらえるようにするか，そういったことがこれから大事になってくるの

ではないかと思いました。そうするためには，企画員側もすごく楽しむという意識がやはり必

要で，高齢者の引きこもり防止，女性の社会参画，世代間交流・地域間交流等の地域課題をど

こか頭の中で押さえつつ，どうやって楽しげな場つくりをしていくのか，ということが本当に

大事であるというふうに感じました。 

 

会長：参加されている方は多分色々な課題意識を持ってやっていて，自分達でも楽しみたいし，参加

する人達にも楽しんでもらいたいというのがある。ただそこにもうひとつ，先ほど委員も指摘

したように地域の課題を解決していくのに次のステップをどう考えていくかとか，そういった

問題意識を持ってもらうための工夫とか，あるいは継続していくことが必要かなというところ

ですね。 

 

委員：多くの委員が黒松の事業を視察されていますので，この評価の中に書かれていることが概ね

全てであると思って拝見していました。例えば話し合いの仕方とか，目標に沿った活動ができ

ているかどうかとか，女性のネットワークづくりにうまく効いているという意見もあれば，そ

のネットワークづくりにはもう少し踏み込んだ下調べとかが必要ではないか，といった真逆の

意見もあります。非常に難しいところですが，評価軸をどう立てているかという点がこの評価，

判断の分かれ目になるタイプの事業だったのではないかと改めて感じています。 

どちらかというと全体論の話になってしまいますが，そもそもこの市民が事業を企画する，

そして参画するということに対しての事業としてのフレームづくり，目標設定，評価設定の大

切さが改めて重要になってくるのかと思います。それは黒松市民センターであったり，この講

座の企画に参加された市民の皆さんだけの問題でなくて，生涯学習支援センターとしてそもそ

もこの事業のフレームをどう位置付けているかとか，そういった根っこの部分につながってく

る問題が多いのではないかと思って評価を拝見していました。評価の中身としては概ね要点が

網羅されているのではないかと思っています。 

 

会長：ありがとうございます。確かに読んでいただければわかると思いますが，活動実態としてこ

うなっていることに対する評価と，その活動がこれからどこにどうつながっていくのかという

ところを見る評価があったりして，そこから少し違った評価となることがあると思います。 

   それは参加している市民の方だけの問題だけではなくて，市民センターの企画する側の課題，

企画の課題と市民参画型のある程度先の課題をどこにおいているかというところと大きく関わ

っているだろうというご指摘だったと思います。確かに今回の活動だけを見て評価しているの
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で指摘の中にもありましたが，全体・3年間の活動を通して見ないと本当の評価はできないので

はないかというご指摘もありましたけれど，それとも関わっていたかと思います。素案を読む

と，【事業プロセスについて】と【その他】のところに多くの意見を出していただき，また指摘

がされているので，黒松市民センターの評価としては非常に的確なものが多いと見ておりまし

た。 

黒松市民センターにはもう一度戻ることにして，富沢市民センターの方に移ります。アクテ

ィブエイジングサロンということですね。富沢市民センターの方は黒松より少し委員の方の参

加が少なかったのですが，8 ページ，＜評価できる点＞の，【事業の目標・目的の設定】につい

てです。これについて，目的としては非常に良いのではないかという指摘が出ています。ただ，

地域人材の発掘・育成という点にまでいくと，もう少しではないかという指摘もありました。 

それから【事業プロセスについて】です。目的・目標が共有されているか，それから参画が

可能となるような内容，手法になっているかということ。職員の支援体制・職員の働きかけ。

これについても色々工夫されているし，センター職員と参加者との意思の疎通もある程度図ら

れているのではないかという指摘がされています。事業成果については両方に入れ込んでしま

った項目もあります。両方というのは【事業プロセスについて】と【事業成果について】，【事

業プロセスについて】①の二つ目と，【事業成果について】の①の 9ページの一番上の内容につ

いて，少し似た表現のものを持ってきています。事業成果についても多少あったのではないか，

事業効果もあったのではないかということでした。特に富沢の場合はメンバーの方が富沢，太

白区に住んでいない方もいらっしゃるということで，その辺りの評価についても出されていま

す。＜改善に向けた提案＞というところでは，地域リーダー，地域人材育成に関してはよくや

っているが，それについてはもっと仕掛けが必要ではないかという指摘が出ています。【事業プ

ロセスについて】，【事業成果について】の改善点も指摘されています。ですから地域の人材育

成，地域のコミュニティづくりという点からこの富沢のアクティブエイジングサロンというの

をどう考えるかというところでは委員の先生の方々の意見が違っているところがあって，そこ

について色々な指摘もされています。【その他】10ページのところですが，参加した方達が地域

リーダーや，あるいは自主的に活動するようになるまでにはまだもう少し時間，あるいは段階

が必要ではないかといった指摘がされていました。さらに富沢地域，太白区に住んでいない方

達が参加していることに対してある面の評価もされています。 

 その点については地域間交流やそういった参加する人が広がっていく事で，地域交流やもっ

と広い視野での地域人材の育成にもつながるかも知れないといった指摘もあったかと思います。 

富沢市民センターは非常に楽しくやっているという雰囲気がありましたね。 

 

委員：富沢の事業を拝見して，市民センターに集まっていること自体が楽しいということが非常に

感じられる事業だったと思います。改善に向けた提案の中で，地域活動を担う人材の育成，地

域リーダーの育成の事業としては改善の必要があるという指摘があったようですが，やはりメ

ンバーにとってこういう経験が生かせる場所の提供，提供まで行けるかというか，そういう場

所の提案等があれば，メンバーも次へのステップアップができるのではないかと思いました。 

 

会長：はい。ありがとうございました。 
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委員：アクティブエイジングという名前の通りアクティブなエイジングな方々が集まっておられて

非常に楽しそうでした。また館長さんの働きかけが素晴らしいと思いました。事業の担当者が

変わっても，そのまま活動が継続できるようにされていました。この事業自体がどうかという

評価であれば，非常に活発ないい事業だと評価できるかと思います。先ほどの黒松と同じ構造

なのかと思いますが，課題の設定，最初の事業の設定として，地域課題の解決やリーダーの育

成に置いてしまうと，その評価をその事業単体だけではなくて，その事業が終わった後どうな

ったかというところも，先ほど会長もおっしゃったように評価に入れないと実は検証できない

部分があるのではないかと思いました。黒松市民センターの 7 ページに書かれてある部分に非

常に興味があって，どなたの意見なのかわからないのですが，具体的な「NPOいろは塾」や「み

やぎNPO夜学」等，市民が自立して資金を調達して活動を継続していくノウハウがあるとあっ

たので，企画の時点からこういった情報を入れ込んでいったり，あるいはそういう働きかけを

していく事で地域リーダーの育成とか地域課題の解決といった部分に少しでも貢献できるので

はないかと思いました。７ページのこの評価は勉強になりました。ありがとうございました。 

 

会長：黒松市民センターの方の 7ページで指摘されている，そういった企画員の自立を促す，支え 

るためのノウハウの講座や職員のサポートも必要でないだろうかという指摘で，事業に参加し

て，企画して一生懸命取り組んだからそれで自立して企画ができるかというとそうではなくて，

その後も支えるものが必要だろうということなのかもしれませんね。 

 

委員：市民センターを視察して，皆が元気で本当にアクティブに動いているのがすごくよいと思い

ました。市民センターの職員さんが一生懸命後押しをしていて，参加している人達が参加から

参画に移行した動きをしていることは一つの成果であると思います。今後，地域コミュニティ

のリーダー育成という目標のことを考えると，これからどれくらいの期間で予定しているのか

わかりませんが，卒業させる動きをきちんとしていかないといけないのではないかと思ってい

ます。あまり長い時間をかけても，多分頼ってしまうというか，そういったところがあるので，

早めに皆さんが今頑張って参画をしていることを応援しながら卒業させていくことが大切なの

ではないかと思います。この方達に地域で何らかの活動に関わってもらえればとてもよいと思

いました。 

 

会長：9 月 1 日の審議会でもそういった意見が出ていて，参画までいくかもしれないが，その後が

問題なのではないかといった指摘が出されていました。参加されている市民の皆さんはアクテ

ィブで本当に活発だし，色々な考え方もあって展開していて，しかも話し合いもしっかりでき

る。それを財産だとすると，それをどうやって今度は伸ばしていくのか。そこが市民センター

側ではきちっと考えていかないといけない。事業が 3 年，5 年で終わるとしても，その後どう

するか。その辺りも考えていく必要があるだろうという事だと思います。  

 

委員：私も両方拝見いたしました。全体的な評価，感想になるという風に思いますけれど，まず存

在することが大事だ，取り組みをすること，グループが存在すること自体が大事だというふう

に私は思います。そこでリーダーを育てていく事は大事な目的の一つかもしれませんが，あま

り期待してはいけないのではないか。本来リーダーになる人というのは幼い頃からそういう面
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を持っているもので，そして周りも育てて，そして大人社会でそういう役割を果たしています。

大人社会の中でリーダーを作っていくというこの視点，目的は果たしてどうなのか。実際地域

を隈なく動いている私から見れば、活動しているそういうリーダー経験がある人，あるいはリ

ーダーとして現に活動している人達はたくさんいます。そういう人達をどう見出してその舞台

に来ていただくかが大事なのではないか。市民センターの役割は本当に大きい。市民センター

の職員の皆さんへの期待は大きいと思います。 

職員のファシリテーターとしての役割は大事だと思います。ファシリテーターというのはす

ごい可能性を持っていると思います。そういう人材を市民センターの職員に期待したい。その

ための体制強化が必要であると，二つの市民センターの視察と市民センターまつりの現場の空

気を吸ってきて，かねて私が持っていた持論をさらに強くしたところです。どちらを拝見して

も，例えば黒松市民センター，企画員の皆さんが活発な意見交換をされていて，その中でまと

め役をされていた女性の方は人を指導する力のある方です。自分で生け花のお教室を持ってお

られて，何十年と経験を積んでこられた方です。私が先ほど申し上げたのは，そういう方達が

地域にいらっしゃるわけです。その地域の中で自分の世界の中でやってこられた方達なわけで

すが，そういった方達に市民センターを活動の場に加えていただくことが必要なのではないか。

そういったふうに思いました。富沢の職員さんもファシリテーターとして素晴らしいと思いま

した。会議を進めていく中で色々な疑問が出てきますが，見事にそういう疑問が質問になって

出てくるのを想定したような準備をしておられた。きちんと答えておられた。そして話を進め

ていくということを，私は目の当たりにしました。 

何度も言いますが，まず市民活動を盛んにしていく事は大きな目的ですが，あまりリーダー

育成に，その評価ばかりに走らないで，まずその場をつくる。そのことが大事ではないか。そ

れから職員の環境整備ですね。待遇をはじめとして，そういうスキルを身に着けていただく機

会を作っていく。そのためには時間と費用を惜しまない。こういうことが必要ではないか。少

し結論を急ぐようですが，そこにつながるのではないかと思います。市民センターに若い人達

においで下さいといってもなかなか来ない，来れない。若い人達，例えば子育て世代の人達を

呼ぼうとしても，仙台は別に“のびすく”（※子育てふれあいプラザ）を作っているし，児童館

もあります。必要な人達はそういったところを利用して，まず自分達の問題を解決しようとし

ている。でも中には市民センターの企画に関心を持っている人もいるかもしれない。そういっ

た時期，機会があるかもしれません。その時に市民センターが受け入れられるかどうか。抽象

的な言い方になりますが，仙台市は色々なプログラムをもってそれを実行する機関，組織を用

意しています。その中にあって市民センターに期待されるのは，何かあった時に市民センター

があらゆる問題の窓口になる，ポータルサイトになっていく事がはたして可能かどうか。私は

そのことを期待したいし，今二つのケースを拝見してまずそこのところを大事にすることが必

要であると思いました。以上でございます。 

 

会長：ありがとうございます。委員からご指摘ありましたが，市民の方が参加して活動する場があ

ることがまず大事だ。そこから何を求めていくかというところで，あまりたくさん期待しても

その期待が達成されるかということはある意味別な問題で，その場に参加していること自体大

切だということ。その場を動かしている職員の方のスキル，資質を形成していく。富沢も黒松

も担当されている職員の方は非常にスキルがありますが，そういったものは市民センターの職
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員皆さんが持っている必要がある。そのための手間暇をかけていく事が大事だろうというご指

摘でした。いつもこの評価をすると必ず市民センターの職員の方のスキルアップについての指

摘がありますが，今回の黒松，富沢市民センターを見ているとベテランの方なのかもしれませ

んが，その辺りのスキルがあり，そのスキルを若い職員や経験が浅い職員にどううまく伝えて

いけるか，育てあげることができるか，ということが大事であるという指摘だったと思います。

ファシリテーターというのは一体何をするのでしょうか，というような質問が出たりします。

学校もそうですが，授業運営がすごく上手くいくこともあれば，一生懸命やっていてもなかな

か子供達に目を向けさせたり，学生を動かすことができないこともあるので，そういったとこ

ろでのある種のスキルを勉強したり，経験的に覚えていく必要が学校教育でもあるわけです。

特に市民センターなどは多様な人達が集まる場なので，それも非常に大事であるということで

すね。 

 

副会長：今回は二つの市民センターの事業を拝見しました。市民センターへの期待感という点では

皆さん一致していたと思います。実際一つの事業について自分達は微々たる時間しか見ていま

せんが，その中から見方，読み解き方，市民センターの理念といったところも全て含めて考え

ていくと，この短い時間の中に非常に多くのことが凝縮されていたことが評価の中身からも見

えました。大きな基本的な段階の一つはもうこの二つの市民センターはクリアされている。フ

ァシリテート力やスキル，それはもう既に身についている部分があると思います。 

   これからは技術力を十分に身につけている職員がさらに地域を深く知っていけば，技術力に

感情面での力というものが加わって，円熟感や深みが増していくのではないかというのが評価

の中身だと思います。 

市民としてとても嬉しかったのは，館長さんをはじめ職員の皆さんが補完し，補い合いなが

ら活動している様子が見られましたし，利用者の皆さんからも一様にそういった言葉が返って

きたことです。そこは去年までの評価の中でなかなか聞けなかったところです。両方から同じ

ような言葉が返ってきたというのは，市民センター事業がもう次の段階に差し掛かっているの

ではないかと思います。先ほど委員から，どう卒業していくのかといった指摘もありましたが，

委員は多分もっとその先をイメージされているのだと思います。それから先，どうやって地域

の課題をみんなで協働して解決していくのか，というところにつなげられたらいいのではない

か，ということを皆さんの評価の中からすごく感じられました。評価全体としては市民センタ

ーが頑張っているということを皆さん一様におっしゃっていたのではないかと思います。 

 

会長：ありがとうございます。今年初めて評価に参加された委員もいらっしゃいますが，去年，一

昨年と評価しているのを見ると，確かに視察・ヒアリングした事業の内容は違いますが，私も

今年の黒松，富沢市民センターについて，職員の方がある程度のスキルをもって，運営もされ

ていて，動かし方もきちっとされているという印象を受けました。それが全体のレベルなのか

どうかはわかりませんが，副会長もおっしゃいましたが，もしかしたら市民センターのそうい

った市民参画への取り組みは既にある程度の段階にきていて，そこから次の段階にどう昇って

いくというところにあるのではないかという印象を受けました。活動自体はきちっとできるよ

うになっている。市民の方の主体的な活動もきちっと支えられるようになってきていて，では

その後どうしていくかというところで，あまり期待しすぎてもという話もありました。しかし，
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これからの市民センターの活動のレベルをアップさせる局面に差し掛かっているのではないか

という印象を持ちました。 

 

委員：今会長がまとめられていた中で，各委員の意見を少し伺いたいと思いました。地域でどうい

う活動をしていただこうか，という次の段階というお話にどうしてもなります。私もそれには

期待していて，市民センターの働きの大きな一つとして，流れはそういう風になってきており

ます。ただ，現実を見ますと地域というと町内会およびその関係団体があるわけです。仙台市

の行政は町内会及びその関係団体によって支えられているし，市民協働ということで今取り組

んでいます。市民センターでそれぞれの活動をしている人達に地域でお仕事をしていただくよ

うに，ステージをあげていただくということになると，今度は町内会等との関係をどうするの

か。これはこの審議会でも今までも申し上げたし，課題になっていることの一つだと思ってい

ます。そこに入れない人，そこに入りたくない人達のステージをあげたとして，どうやって町

内会あるいは地域というところで居場所をつくるか，居場所を見いだせるか，居場所を提供で

きるかというのが現実問題です。この審議会の今回の目的は，市民センターの活動の評価に限

定されていると思いますが，そこを避けては通れない。せっかく養ったリーダーシップをどう

発揮してもらうのか。同じ地域でも別な場所があるはずだから別の場所で活動してもらえばよ

いというふうになるのか。難しい問題ですが，避けて通れない課題としてそういったことがあ

ると思っています。 

 

会長：評価の中にもそういったご指摘があって，地域内の町内会等々との連携・協働も必要なので

そこも展開をしてほしいということ，協働ということもありましたが，まとめにもその点の指

摘があります。協働を目指して継続的に取り組んでいく，そのためには市民センターの活動だ

けではなくて地域の町内会等々の諸団体との連携ももっと密にしてというご指摘もされていま

す。 

 

委員：私も震災後，復興まちづくりに携わらせていただく中で，町内会にも属しています。今は総

務部というところに属しながら活動していますが，町内会だけでは対応しきれない，解決でき

ない地域課題というのもあります。そうした時にもちろん町内会を立てつつも，ほかの選択肢

で別な団体がその地域課題に当たるというケースが結構見られます。 

例えば町内会ではそこまで対応できないといった時に，その地域課題をどうするのか。手段

としては自分で例えばNPOなり市民団体なりを作って地域課題解決にあたる。そういった手法

というのが「仙台市市民活動サポートセンター」であったり，「宮城 NPO プラザ」等で活動し

ている人達が取っている手法だと思います。ただ，いわゆるそういうサポートセンター（以下 

サポセン）等には，なかなか一般の市民の方達が結びつきにくい。市民センターは知っている

が，サポセンはよく知らない，というのがどこでもそうだと思います。市民センターで，例え

ば地域の課題に対して何かしたいけれど，一歩踏み出したいという方が市民センターで講座を

受けて芽が出てきて 3 年間の講座が終わった後，ではあなたの活動する場はサポセンというと

ころに行ってみると，もしかしたらヒントがあるかも知れないと。そういった接続ができると

広がりが出てくるし，仙台市全体での市民活動の飛躍つながっていくのではないかと思いまし

た。 
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委員：地域の中で活動するというのは，委員がおっしゃった通り町内会というのは難しいものがた

くさんあって，地域の中でネットワークを組むことによって，長い時間をかけて町内会と仲良

くすることができるのではないかと思います。東中田で平成 15 年から地域の社会福祉法人や

NPO，ボランティア，市民センターも入ってネットワークを組み，震災後やっと地区社協（※

地区社会福祉協議会）が入り，町内会も入り一緒に活動を進めてきています。この間中田地区

の 4 町内会で集まった時に，私がパワーポイントの資料を作り，市民センターの館長さんは一

緒に準備をした，というそういう地道な活動を少しづつ積み重ねていくことで，地縁でつなが

っている地域と，私達のような思いでつながっている地域が一緒になることができるのではな

いかと思います。ですので，少しづつこちらからも声を掛けていけば大丈夫ではないかと思い

ます。 

 

委員：関連する話題として申し上げますと，ご指摘にあったように町内会との連携はだいぶ長い間

この審議会でも話題にあがっているところで，町内会にしてみると，どうしても空間的なより

どころとしてはコミセン（※コミュニティ・センター）があったり地域の集会所があったりし

て，その空間的よりどころで満足できている方々にとってみると，市民センターがよりどころ

になりにくいという現象があるのだと思います。そこに自分達の地域力をあげるための活動，

そのための支援の拠点だという位置付けを市民センターとしてより明確にしていく事が必要だ

と思います。 

これは一昨年の議論にもあったし，先ほどの指摘にもありましたようにサポセン等々との連

携，住み分けというところも真剣に考えていかないと，空間的なよりどころで多くの方々が満

足してしまうという悪循環が続いてしまうのではないかと思います。富沢の企画会を見学でき

なかったので正しい理解ができていないかもしれませんが，私はこの市民センターまつりの事

業の中に今回の企画が組み込まれたことには重要な意味があって，恐らく多くの住民の皆さん

にとってみると，たった年 1 回市民センターにアクセスする機会に，こういった事業がある，

こういった活動をしている人達がいるということが見える場になったと思います。 

今日会長のご挨拶にもあったように情報がどういうふうに伝わっていくべきかという議論も

ありましたが，見える場にきちんと出ていく，あるいは見える場に市民センターとして連れ出

してあげるということがものすごく重要だと思います。従来の市民センターにとっては単なる

秋まつりの位置づけにすぎないのかもしれませんが、事業を育てていくという観点からいうと

年度の始まりというか一番スタートラインで多くの地域の方に知っていただいて、ここから活

動がどう発展していくかという，年度の初めのようなポジションのような気がします。 

例えば市民センターまつりをどう活用していくかみたいなことも今後議論するポイントにな

っていくのではないかというふうに感じています。ほかの市町村の公民館まつりのようなもの

によくご招待いただくのですが、やはりうまくやっているところは自分達の地域力を一番伝え

るための真剣に取り組んでいる場でもありますので，ただ駄菓子屋が出ていて綿菓子を売って

いて楽しいなだけではないような位置づけに発展していかないといけないのではないかと感じ

ました。 

 

会長：委員の意見を伺って，市民センターまつりに参加することは，私は当たり前ではないかと思

っていましたが，実はそうではなくて市民センターに関わる団体は色々なものを出してくるけ
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れど，市民センターの事業として活動している人達が参加する場を設定していく，それも活動

を見える化していくということ，市民センターまつりに対して参画することがより活動を見せ

ることにもなるし，そういうことへのつながりも作れるのではないかというご指摘でした。 

市民センターまつりというと，色々なサークルが来て発表会，展示会等をやるというイメー

ジでしか見ていないところがありましたが，確かにこの方達は何の活動をしている方なのか，

という関心を抱かせることも非常に大事なことなのではないかと思いました。 

 

副会長：やはりそれはその市民センターに集まって活動している方々にとって色々なことを知らせ

るいいチャンスであるし，それだけではなくて市民センターが地域のプラットホームであるの

であれば，自分達の役割といったところも披露というか，見せられる場面であるという思い・

意識が市民センター側にもっと必要ではないか。そういったことを考えていかないといけない

場面ではないかと思いました。 

 

会長：この審議会でも二年前位に，やはりもっと市民センターが地域懇談会や町内会と連携や協働

をはかる仕組みも必要ではないか，もっと生かすことが必要ではないかという意見が出されて

いました。今あったようにネットワークづくりということ，自分達でも努力して作っていると

いう話もありましたが，町内会，社協（※社会福祉協議会），NPO そして市民センター，そう

いったネットワークづくりをすることで地域のより大きな課題，違った課題をそこで共有でき

て，解決できるかどうかは別にしてもそれに向けて活動できるという，そういうネットワーク

づくりもこれまでされてきていることで，非常に重要なことだと思います。さらにその市民の

活動の場のステップアップを図るために，場としてサポセン，NPO等のつながりも作っていく

こと，それも大事なことだと思います。市民活動サポートセンターというと，NPO等に所属し

ていないといけないのだろうかというイメージが一般にありますが，活動をしたいという方が

行って支援を受けることもできます。そういう場につないでいく事も大事なことですね。また

副会長からはプラットホームとしての市民センターの役割，機能ということでお話がありまし

た。 

 

委員：リーダーの育成というか，どう育てていくかいうところでは，大人になってからではなくて，

小学校からということで，去年メディアテークであった子ども参画型事業の発表会，三つの市

民センターでの事業の発表会に参加して非常によかったと思いました。学校以外の場所で市民

センターの事業に関わった子ども達がすごく生き生きしていて，学校では見せない顔で非常に

いい活動をして，発表をしている。市民センターの中では通称チャボといってチャイルドボラ

ンティアとして活動している子ども達もいて，私の学校の行事などにも参加してもらっていま

す。 

 私の学校の子ども達と他校生徒の交流も図りながらやっています。中高生になるとジュニア

リーダーになって地域の行事や学校の行事に関わり，さらには大学生や専門学校生がシニアリ

ーダーになって，やはり市民センターの中での活動に関わっています。大人になる前，子ども

の頃から関わっていると市民センターというのはこんな場所だということがわかって，子ども

が関わると家族が関わるという場面もたくさん見てきました。市民センターの事業にも小さい

頃から触れる機会があれば，先ほどの市民センターまつりのように子供のステージがあること
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によって子どもが大人の姿を見たり，また子ども同士の姿を見たりするところから将来の核に

なる人材が育っていくのではないかと感じています。 

 

会長：発表会は私も見に行きましたが，子どもが自主的な活動に参加しているということが見える

化されていて非常によかったと思って見ていました。そういうところからジュニアリーダー，

シニアリーダーへとつながっていく，成長に従った継続性ということも地域リーダーの育成に

は必要かと思います。 

 

委員：小学校の中学年位の子でした。その発表会での発言で「達成感を感じた，地域の歴史を知る

ことで地域に対する関心が深まった」ということと，同時にどういう文脈だったか覚えていま

せんが，「やってみて達成感を感じた」と，その言葉を小学生から聞いて私も嬉しくなったこと

を覚えています。今委員がおっしゃったように，そういう場を市民センターが用意してくれて

いますが，大変大事であるということをさらに認識をしていただければいいと私も思いました。 

 

副会長：やはり子どものころからというのはとても大事なことだと思います。子どもの参画事業だ

けではなくて，仙台市内には学コミ(※学びのコミュニティ)という事業もありますが，子どもを

その地域において大人のネットワーク等々も育みながらと，この榴岡でもわいわいまつり，学

コミがずっと盛んです。そこでも見えてきたのは子どもの参加から参画へつながっていく姿，

参加からジュニアリーダーに入ってみたり，またそのジュニアリーダーが今度は高校生，大学

生になって友達を連れてボランティアに来てみたりと，そういった子どもの循環が生まれたり，

またたくさんの大人達が PTA等，地域の中で自らリーダーになっていく姿や，子ども達が学校

ではなかなか時間がないので参画できないところは地域の受け皿の一つとして，市民センター

の役割が大きい。そういったところを含めて考えると循環ではないですが，色々なものを育て

ていく，そういう事業もみんな自分達の強みとして，次のステップについてもっとトータルに

考えていかれる段階に既に進んでいるのではないかと今のお話を聞いて思いました。 

 

委員：そういう若者，世代を地域にどうやって関わってもらうかという点でお話します。宮城野区

中央市民センターでは“まいぷろ”という事業をしています。東北学院の大学生と尚絅学院の

高校生が地域に出る。地域に出る前に仙台市市民活動サポートセンターの職員がその企画を立

案しました。地域のことを取材し，編集をして外に発信する能力を身に着けさせるというのが

目的です。それで地域に出て，地域の魅力とか自分達がよいと思ったところを壁新聞にしてそ

れを発信する。 

 この前は一つは水族館に行ったもの，もう一つは高砂市民センターまつりに参加してそのま

つりでの自分達の活動の様子を伝えることをしました。そういった形で場を作ってあげて，大

学生や高校生が市民センターに関わる仕掛けを作るといったことも，とても大事になると思い

ます。ここで高校生と大学生が一緒になることによって，活動を通して大学生が高校生を引っ

張るようになっています。“まいぷろ”ではそういう場を作っているのでとても素晴らしい事業

だと思っています。 

 

会長：先ほどあった昨年のメディアテークでの発表でも壁新聞はとても面白かったですね。 
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委員：今日の評価と絡めていうと，地区館それぞれの活動だけで見ていこうとすると今の委員のお

話のような活動の展開というのが生まれないと思います。その地区を超えて外から高校生がや

ってきて，それをまた外へ向けて発信するという循環を起こそうとすると，市民センターの利

用者がその地区住民だけでない方がいいのではないかと思いますし，あるいは活動している方

達もまた別な地区館に企画を持ち込むということも展開としてはあり得ると思います。さっき

おっしゃられた卒業というのが，もしかしたら他の地区で事業展開していくこともあるかも知

れませんので，せっかく仙台市内に多くの地区館があるのであれば市民センター，地区館ごと 

の評価の仕方を超える物の見方が次の段階としてあるのではないかと感じました。 

 

委員：お話を伺っている中で思ったことですが，教育全体の流れとして，主体性とか協働性といっ

たことが強調されるようになってきていますので，子どもに対する働きかけをしている中でリ

ーダーになるような人材を育てる，地域で育てていく，というのはいい動きだし，全体のトレ

ンドに適っていると思います。全員がリーダーになれるわけではありませんから，課題意識を

持った人達をどう育てていくのかという部分が重要なのではないかと思います。先ほどから出

ている議論の中での町内会との関係でいうと，町内会に市民センターの活動で育った人達が入

っていくという事もありますし，色々な地域の課題意識を持った人が町内会に課題をぶつけて

いく事もあるのではないかと思います。 

  先ほど委員がいわれたような，こういう活動が町内会というレベルを超えて，もう少し広い

範囲で NPO等として活動できるようになるということ，ですからその地域のみに留まらず，幅

広い場所，地域を超えた視点が重要ではないかと思いました。 

 

会長：地域で特有の課題がもちろんあるわけですが，その課題を解決するために地域内での連携，

ネットワークづくり，協働も必要ですが，地域を超えてさらに広域での連携という形を作って

いくことでもっと活躍・活動できる場もまた新たに設定される。そこにもう一つ次の展開があ

るかもしれないということですね。特に子どもは地域の問題ではなくて，同じような活動をし

ている他の地区の子ども達と一緒に活動したり，発表しあったりすることでお互いに刺激を受

けて自分の地域と他の地域との違いとか，自分達の活動の様子と相手の活動の様子とかをお互

いに知ることも次のリーダーの育成にはやはり必要なのではないかと思います。今年の事業評

価は次への展開につながる話もたくさん出ていました。NPOがあり，そこで連携して活動して

いるというのもありますし，ですから市民が参画する活動という面でいくと，市民センターの

活動もやはりみんな連携していく事が必要ではないかと思います。 

どんどん次のステップ，ネクストステージへという話がこれだけ出てきているのは，黒松，

富沢市民センターの活動，事業がそれだけ良かったということですね。それを期待ではないで

すが，あの活動をさらに展開するためには，委員の皆さんからのたくさんの意見をもっと反映

するような形で，次への企画づくりへと持っていく必要があるのかと思います。仙台市ならで

はといいますか，やはりそれぞれの市民センター，地区館がそれだけ充実した活動をしてきて

いるということですよね。だからそれをもっとさらにうまくステップアップを図るためにどう

したらいいか，ということでたくさん意見が出されてきたということだと思います。 
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委員：少し質問よろしいでしょうか。例えば，5区の市民センターで活動する子ども達と関係のある

活動をしているサークル，団体が区を超えて一堂に集まる機会とか場があるのかどうか教えて

いただきたいと思います。このような団体はかなりの数あると思いますが，違ったテーマでも

よいのでどれくらいの数があるのか。例えば子どもだけでもいいです。数字はなくてもいいで

す。 

 

事務局：ジュニアリーダーについては，各地区館でジュニアリーダーのサークルがあり，そのサー

クル同士が交流するというのを各区毎であったり，生涯学習支援センターで行ったりしていま

す。それ以外で子ども達が色々な活動で一堂に集まるという情報は今持っていないのですが，

あまり多くないのではないかという印象です。 

 

委員：子どもに限らず，同じような地域課題とかテーマで横断的とかでありそうだなと思いますが。 

 

事務局：それでは一つ事例があるようですのでご紹介します 

 

太白区中央市民センター長： 

先ほど東中田の件でお話が出ておりましたが，教育 3事業の中の主要事業の一つで，子育て

支援ネットワークというものがございます。これは子育てに特化しております。太白区では震

災後，福島から移り住まれている方がいらっしゃいます。特に子どもさんをお持ちの方が多く，

4月の頭に「ようこそ太白区へ」ということでウェルカムパーティーを開催しました。まずそち

らの催しに子どもさんをお持ちの方に来ていただき，その際に先ほどからお話に出ている，“の

びすく”さん，各児童館，家庭健康課というところと連携させていただきました。後は各地区

館ですね，それから子育てボランティアと連携して地域ごとにお集まりいただき，今お住まい

の地域にはこういうところがありますよ，こちらにいらっしゃっていただければ私どもはいつ

でもおりますので，いつでもいらして下さいということでやっております。  

その後，サークルとしてお残りいただく方，あとは連携を図りたい方につきましてはツール

として，リラックスできるハンドマッサージとタイピングタッチを受けながら，困りごとなど

の相談をしていただくような取り組みを行っております。その間は託児ボランティアで子ども

さんをお預かりします。 

これについては各々その行事が終わった後にネットワーク会議と称しまして続けております。

その他にも，地域で地域の方ということで，学校の先生方，地域連携職員の方と各地区館， 

それと生涯学習支援センター，生涯学習課からお手伝いいただきまして，今年地域でどういう 

事業を社会教育主事の方々が私達と提携して進めていけるかという会議を年 4回持っておりま

す。 

 

副会長：一つ質問させていただいて良いでしょうか。例えばあるテーマに沿った事業を進めている時

に担当者や参加者が集まり，市民センター全体で自分達の事業に関する情報を交換といいます

か，シェアすることはしているのでしょうか。 
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市民センター課長： 

各館で取り組んでいる事業の情報交換の場としては，各区で年 7回ほど館長会を行っており

ます。その中で各区毎に各館の事業の状況，課題等の情報を交換することとしております。ま

た私ども指定管理者・財団としても検証を行っておりますし，生涯学習支援センターの方でも

検証を行っております。その検証の中で様々な事業の中について職員が発表したり，それにつ

いて意見交換したりするという形で情報の共有化を図っております。 

 

委員：先ほどの質問の意図を説明させていただきますと，私も町内会で活動していく中で，例えば

ある地域課題に当たった時に，町内会や同じ区の中だけでそれを考えるとどうしても壁に当た

る，行き詰ることがあります。その時に例えば他の若林区や太白区で，同じような地域課題に

向き合っている人達に出会うことによって，何か解決策が見つかったりするかもしれない。実

際そういうアイディアをもらったことがありまして，市民の側が他の地区のそういった情報に

アクセスできる機会があったらよいのではないかと思って質問させていただきました。 

 

会長：市民センター間の情報共有は職員同士で事例発表したりしているわけですが，活動している

人達自身が区を超えて活動について話し合う場，機会，例えば各区の市民センターの事業で活

動している子ども達が一堂に会して情報交換したり意見交換したりする場があったらいいので 

はないかということですね。 

 

委員：サポートセンターでは環境であれば環境，子どもであれば子どもということで活動している

団体間の情報交換会を開催していました。市民センターでも相当数のサークル，団体があると

思うので，そういう人達が出会ったりしたら面白いし，いい刺激になりそうだと思います。 

 

事務局：事業の中に地域コーディネートリーダー研修というのがあります。地域で PTA や，学校支

援地域本部等そういったところで活動されている人達にお声掛けして，スキルアップを図って

いただくという研修です。そういった中で他地域の情報が得られるというのがあるかと思いま

す。今生涯学習支援センターでは，地域で色々な活動がされていて，いい事例もたくさんある

と思っていますが，こちらからそういった活動について情報発信する部分が少し弱いと思って

おりまして，その辺りの情報発信にこれから力を入れていきたいと思っております。 

 今そのためのボランティアさんの養成を始めたところですが，地域で行っている様々ないい

活動など，そういったものを例えば取材していただいて，ホームページを使って情報発信して

いくといったようなことで，市民の方が気軽に市民センターのホームページからたくさんの活

動事例をすぐ見られるようにしようという事業をちょうど始めたところですので，少しお時間

をいただければと思います。 

 

副会長：そこに行政というか，市民センターの担当者も積極的に関わっていくと，地域の状況等，一

緒に共有できる場になりそうな企画ですね。 
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 事務局：市民センターは色々な情報をたくさん持っていますので，職員とその地域の人達とが共有す

るといったところをもっとしっかりやっていくということが，一つこれからの大きな課題と思

っております。 

 

会長：先ほど委員が提案したようなことで，そこだけの情報交換だけではなくて活動している人達相

互の情報交換，意見交換の場になっていくと仙台市の学習活動も新たな展開が見えてくるような

気がしています。確かに富沢のアクティブサロンは区を超えた人も参加していて，それはある意

味マイナスではなくて刺激を与えたり，別な地域のことも意見交換したり，情報交換したりでき

る。非常にプラスの効果もあるのではないかと思っています。そういうことも一つの段階ではな

いかと思っています。 

今日の意見交換，委員の意見も踏まえて素案を案文としてまとめます。それから総合評価，ま

とめの方も評価して次回 1月になりますがその前に案を作成して事前にお送りしたいと思います

ので，よろしくお願いいたします。今日予定していた審議事項は以上ですので，これで終了とさ

せていただきます。ありがとうございました。それでは事務局にお願いいたします。 

 

 

 

 

会     長 
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