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仙台市公民館運営審議会議事録 

（平成 29 年 7 月定例会） 

○ 日 時 

平成 29 年 8 月 3 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，齊藤康則委員，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］ 

教育委員会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 伊勢 

青葉区中央市民センター：センター長 猪股  

宮城野区中央市民センター：センター長 松島，主幹兼企画調整係長 佐藤 

若林区中央市民センター：センター長 小田 

太白区中央市民センター：センター長 内海 

泉区中央市民センター：センター長 高橋 

生涯学習部：部長 千石 

生涯学習課：課長 田中 

地域政策課：欠席 

（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］ なし 

 

○ 配布資料  

資料１：委員名簿 

資料２：平成 29年 5月 25日審議会時の意見等について（まとめ） 

資料３：事業運営懇話会等について 

資料４：平成 28年度 事業運営懇話会等での意見の活用状況 

資料５：平成 28年度 事業運営懇話会等開催実績（抜粋：田子市民センター） 

資料６：指定管理者自主事業「お茶っこサロン」について 

 

○ 報 告 ・ 審 議 

  「仙台市市民センター事業運営懇話会等実施状況について」 
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事務局：市民センター条例施行規則第 10 条第 1 項の規定によりまして、委員の過半数 8 名以上の出 

  席がありますので、本会議は有効な会議として成立しております。 

 

会長：議事録の署名委員ですが、今回は中山委員によろしくお願い致します。（中山委員了承） 

 

会長：では、報告・審議に入ります。仙台市市民センターの事業運営懇話会等の実施状況について、

事務局から説明をお願いします。 

  

 事務局：（資料２から資料６の説明） 

 

 会長：ありがとうございました。最初に資料 2 ですが、前回の審議会でいろいろ出していただいた意 

見の中から、ポイントとなるものを抜き出して整理したものです。次回の審議会で、これらをま 

とめた形で出すことになると思います。前回の審議会の意見として、一つは評価全体についてと、 

この公民館運営審議会の行う評価の在り方と、その他の意見というところでまとめたものになり 

ます。 

   資料 3 から 6 は、今ご説明いただいた懇話会が、実際どのような形で、各館で行われているの 

か、どの程度行われているのかということと、懇話会では一体どういう意見が出されて、どのよ 

うな形で汲み取られ、行われているのかということを具体的に知りたいということで、今回お願 

いしたものです。 

   今まで懇話会についての話も出ていましたけれども、大分まとめていただきましたので、一体 

どういう形で行われているのか、どういう意見が出されて活用されているかという事例と昨年度 

の田子市民センターの開催実績の例が示されました。また、指定管理者が行っている自主事業の 

  お茶っこサロンが、どのようなもので、年間どのくらいの館でどのくらいの人数を集めて行われ 

  ているのかをご紹介いただきました。 

   審議会でもお話が出ていましたけれども、この懇話会を、その地域の一つの外部評価的なもの 

  として位置づけすることもできるのではないかということで、実際どのようなものとして行われ 

  ているのかを今日ご紹介いただきました。委員の方で、実際にこの懇話会に出席、参加された方 

  もいるかと思いますので、「いや、こんなものではないよ」ということもあるかも知れませんし、 

  資料の作り方でもご意見があるかも知れませんので、自由闊達にお話をお願いしたいと思います。 

   私から話のきっかけですが、資料 3 は指定管理者からの報告書を基にデータを作成とあります。 

指定管理者からの報告書は、例えば資料 5 の田子市民センターのような形で全館から出されてく 

るのですか。 

 

 事務局：基本的に、要求水準書に基づき、地区館から市民センター課を経由しまして報告書を頂いて 

おりますが、それらは、田子市民センターのような詳しい報告書ではなく、もう少しあっさりし 

たものです。先程の分類の話を例にしますと、1 から 5 分類についてどのような意見が出された 

かというものを、簡単にまとめたものを頂いています。今回は特別に指定管理者の協力を頂き、 

資料 5 の基になった田子市民センターの資料を頂いたということでございます。 

 

会長：一定のパターン様式がある訳では無いのですね。 
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事務局：パターン様式はあります。それに基づき、市民センター課経由で報告書が上がってきます。 

 

会長：この資料 5 の田子市民センターの資料は、今回特別作成していただいたということで理解しまし 

た。あと資料 3 の裏面で、参加団体が町内会 57 館に対して 48 館とあるのですが、実際の参加団体 

数であって、声掛けは町内会にしているということですよね。 

 

市民センター課長：指定管理者の仙台ひと・まち交流財団でございます。この資料は実績ベースで作成 

  しておりますので、町内会さんにお声掛け致しましたが、たまたまご都合が合わず出席できなかっ 

  たということもございます。また、懇話会の他に町内会と市民センターとの情報交換の場として、 

  例えば生出市民センターのある生出地区では、まちづくり委員会というのが結構頻繁に行われてお 

ります。そちらで情報交換ができるので、市民センターが主催する懇話会にはお呼びせず、町内会 

が入ってない館があるということもございます。 

 

会長：ありがとうございます。これは実績ベースということでして、懇話会以外にも町内会等と市民セ 

  ンターとの情報交換会、意見交換会の形で、その館によってそれぞれ何らかのパターンがあるとい 

  うことですね。何かご質問はありますか。 

 

委員：懇話会に参加されている委員の方がいらっしゃるはずなので、その方にどのようなものか伺うた 

  めの切り口としてお話させていただきます。例えば、地区館さんですと、そこに区のまちづくり推 

進課が入らなくていいのかと気にかかってきます。評価改善を目的とした、何かしらの形になって 

いくとすれば、将来的にはまちづくり推進課が入ったり生涯学習支援センターが入ったりすること 

が実際としてあるのかどうか、なかなか把握できてないのかもしれませんが、懇話会に参加されて 

いる皆さん、地域活動されている皆さんにとってはどうなのかを伺いたい部分であります。例えば、 

課題解決型の事業をやっている市民センターでは、その事業の参加者は懇話会の対象になるべき重 

要な方々ではないのでしょうか。 

   あるいは、市民センターがなかなか利用されずに困っていることが繰り返し話題に出てきていま 

  すけれども、利用していない方をどうやって巻き込むかという問題があります。ある市民センター 

  からのお話では、利用サークル団体を対象とした懇話会が 22 館に留まっているのが実態です。なぜ 

  かと伺うと、あちらのサークルを立てればこちらが立たないということがあります。非常に多くの 

  団体が利用していて、全ての団体に声をかけることは難しく、一部の団体だけに声を掛けると、市 

  民センターが差別的な扱いしていると言われてしまう恐れがあるという問題を、多くの館が共通し 

  て抱えているのを伺っています。その辺りをどう解決していくか、根深い問題としてあるのかと思 

  っております。 

  懇話会というオフィシャルな形ではない普段のコミュニケーションや利用者アンケートを行って 

 いることは把握していますし、目安箱のようなものを取り入れているところもおそらくあると思う 

 のですが、日常的に利用者さんの状況を汲み取ることと、懇話会の違いが何か少し考えていかなけ 

 ればならないのかと思います。 

 

会長：ありがとうございます。懇話会に参加された経験がある方のうち、今の点で何かありませんか。 
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委員：東中田市民センターの懇話会に出席しました。袋原、四郎丸、東四郎丸の学校、保育所、児童館 

  など子育て関係の団体が全部集まって、「課題は何か」「このようなことがあった」などを具体的に 

  発表し、今後どのようにしたらいいのか話合いをしました。資料 4 にも記載されていますが、中学 

  生に関係する課題も多いので、市民センターも中学校と連携を取りながら動くことが出てきていま 

す。館長からは、このほかにも、町内の方々や利用者を呼んで、また別な形で懇話会を開いている 

と聞いています。それぞれの分野の意見を取り入れながら、市民センター活動に繋げたいとのこと 

で、そのようにやっていると思います。私たちの地域では、社会福祉法人、NPO、民生委員、ボラ 

ンティアなどいろいろな団体が集まってネットワークグループを作り、そこにも市民センターが入 

って、月に一回情報交換をしているので、市民センターの動きが私たちにも分かりますし、必要な 

らば協力もしています。館長は町内会の集まりに参加し、一緒に協力しています。情報がいろいろ 

なところで共有されて、館長をはじめ市民センターの職員が頑張っているのが分かります。 

 

会長：ありがとうございます。その団体は、自主的に作っているのですか。 

 

委員：ネットワークの大切さを考えて、平成 15 年から私どものＮＰＯが代表で事務局になっていますが、 

  社会福祉法人などの団体も沢山入っているので、皆で地域課題についての講演会を年 2 回程したり、 

  講習会を受けたりしている。そこに市民センターの職員も入り、いろいろなことをしています。 

 

会長：団体の講習会や行事に市民センターの職員が参加するということですね。 

 

委員：はい。 

 

会長：まちづくり推進課は懇話会に入っていませんか。 

 

委員：うちのところでは入ってないと思います。ただし、市民センターの内部で相談しているのかは分 

かりませんが。 

 

会長：他の市民センターでは、まちづくり推進課は入っていますか。 

 

事務局：分かる範囲でお答えします。今回資料を作る段階で、どういった団体が出席しているのかを調 

  べましたが、まちづくり推進課はそんなに多くありませんでした。しかし、全くない訳ではなく、 

  区役所を呼ぶところもありました。区中央市民センターは、同じ区民部として通っていることもあ 

ります。そのほかに、今年から区民部にふるさと支援担当の部署ができましたので、より活発に区 

役所が懇話会の場などに入っていくことが多くなると考えています。 

 

会長：全館ではありませんが、館によっては区民部に来てもらっているところもあるということですね。 

  懇話会前に区役所内部で打ち合わせ等もしているかもしれない、ただ必ず呼ぶというのではないと 

いうことですね。 

   データによりますと、年 2 回の開催が多く、一番多い館では年 6 回行われています。参加団体は 
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  実績ベースで、いろいろな諸団体に声を掛けて来ていただくということですが、懇話会が年１回だ 

  け開催の場合、都合がつかないと欠席になる。年 3 回の開催の場合、どの回に出ているのかは分か 

  らない。何月に行われている懇話会にどの団体が参加しているのか分からない。先程言われたよう 

に、呼びかけがどのようになっているのか、声を掛けるのが一部のサークルか全部のサークルかで 

も違ってくる。懇話会の運営の仕方が現実的にはどうなっているのか、こちらとしては分からない。 

特にサークルの参加は、全体に声を掛けて参加するところだけというところもあるが、今年はこの 

サークルと決めているところもあるのでしょうか。その辺の実態はどなたか分かるでしょうか。 

   

市民センター課長：サークルについてそこまで細かく把握していませんが、サークルによって利用頻度 

  や館との関係の深さがあるので、特に市民センター祭りにご協力いただけるサークルに参加のお声 

  掛けをしているところです。 

 

会長：一つの例としては、市民センター祭りに協力していただける団体等に声を掛けることが多いので 

  すね。 

 

市民センター課長：あとは講座にご協力いただける団体にもお声を掛けています。 

 

会長：お茶っこサロンは、自主事業としていて、主催講座の後に行う、日程を決めて行う、会議の場に 

  職員が出向いて行うなど形態はいろいろ違うようですが、職員の方が参加していろいろな意見や話 

を聞く場になるのですか。お茶っこサロンという名称自体聞いたことがなかったので、今回説明し 

ていただいた中身を見ると、例えば平成 28 年度だと 34 館行って参加者の延べ人数が 2000 人と、 

結構な回数を行っているのかという印象を受けます。状況の説明で、年１〜２回が 5 割、3〜４回が 

３割、５回以上が２割ということですが、これも実際にサロンに参加した市民の方とお話をしてい 

るのか、あるいは、主催している講座の方とか協力しているサークルの方が話しているのか、この 

辺も実際のところどうなっているのか、お分かりになればお願いします。 

 

市民センター課長：懇話会が団体の代表の方とお話する場であるのに対して、お茶っこサロンは講座に 

  参加された方、館を訪れた方など、より個人の意見を聞く場であります。先程委員から、懇話会と 

  日常の利用者とのコミュニケーションの違いを考えなければいけないとお話がありました。そもそ 

  もお茶っこサロンがなくても、利用者とのコミュニケーションは大切であるので、市民センターは 

  力を入れているのですが、それプラスお茶っこサロンを通して更に意識をして行っているものでご 

  ざいます。 

   サロンに参加なさった方のお話や様子をご紹介しますと、職員ともお話をするのですが、サロン 

  に参加された方々同士の様々な交流がございます。今の季節ですと、館内に飾る七夕作りをやって 

  おりまして、工作をしながらお話をして、交流を楽しみ親しくなるなかで、市民センターが必要と 

する情報として、講座のリクエストなどを頂いております。七夕から発展して仙台の文化について、 

または体を動かすことなど、様々なご意見を頂いております。市民センターに来る機会を通して、 

市民センターで活動するサークルにも興味を持っていただくことがあり、どんなサークルがあるの 

かという話に発展していきます。お答えになっていますでしょうか。 
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会長：今のお話で、大分分かりました。そのような場での様々な呼びかけで新しい講座に導いていった 

  り、利用者から話を聞くなかでどのような学習がよいのか探ったりしているという実態があり、口 

  コミでのいろいろな情報収集を行っているのが、お茶っこサロンとそれに付随した各市民センター 

の職員の方々の関わり方というのがお答えを聞いて分かりました。 

   委員の方からどんなことでもこの懇話会について、いろいろ聞いていただいて宜しいかと思いま 

す。どうぞ。 

 

委員：お茶っこサロンと事業運営懇話会の関係と言いますか、そもそもどういった経緯でこのお茶っこ 

  サロンというのが始まったのでしょうか。目的としては、市民センターに来られた方の意見を聞く 

  場所と思ったのですが、先程委員のお話で、事業運営懇話会では利用サークルの参加が少ない、そ 

  こにはサークル同士の関係性の問題があると伺ったのですが、お茶っこサロンのお話を伺うと、ど 

  ちらかというと参加する個人の意見を聴取するニュアンスが強いように伺いました。 

   先程別な委員がおっしゃった地域ネットワークグループのお話と関連付けて考えますと、個から 

  の意見聴取もあるが、地域力の面では、異なる複数のサークル同士の関係性をどのように作ってい 

  くか、そこにネットワークが形成されていくことによって次の展開の可能性もあるのかと思います。 

   お茶っこサロンの出発点には、そういった異なる団体同士のネットワーク形成の目的もあったの 

  かどうかということですね。平成 25 年にどういう経緯で始められて、どういうことを目的にしてい 

て、というところを、お分かりになられる範囲でお教えいただきたいと思います。 

 

会長：ありがとうございます。自主事業のお茶っこサロンの始まった目的と経緯がもし分かりましたら、 

  お願いします。個の意見が強いような気がするという意見がありましたが、いろいろなサークルが 

ありますので、サークル間の関係をどうにかしようこともあったのでしょうか。 

 

市民センター課長：指定管理者の自主事業ですので、指定管理者からお答えさせていただきます。平成 

25 年は、5 年間の指定管理期間が始まる年でした。今年度までの 5 年間の指定管理の目標の一つと 

しまして、市民の意見を市民センター運営に反映できるようにすることを掲げています。その一つ 

の手段として、懇話会は生涯学習支援センターからの指定で必ず行うものとなっております。 

   これまでも日常的に利用者の方との繋がりには力を入れておりましたが、それにお茶っこサロン 

  の試みをプラスして、より積極的に懇話会とは別な方から意見を聞き取る機会を持ちたいと考え行 

  っているものです。 

   サークルのネットワークにつきまして、お茶っこサロンのなかでは、特に考えておりません。懇 

  話会にサークルを呼んでいる館は必ずしも多くはないのですが、呼んでいる館はサークル同士のネ 

  ットワークに繋がる例があります。市民センター祭りでは、多くの利用サークルに参加していただ 

いており、その実行委員会等で、懇話会とは別にサークル同士が交流をする機会はあると考えてい 

ます。 

 

会長：ありがとうございます。サロンはどちらかというと、市民がお茶を飲み談話をしながら意見やニ 

  ーズを聞く、懇話会はある程度形式化したもので団体に呼び掛けてと、ある程度分けて捉えている。 

  指定管理制度に沿って、市民の意見をきちんと聴取する懇話会と、独自に聞くためのお茶っこサロ 

ンという形で行ってきたものと思います。 
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   他にありませんか。町内会として、懇話会に出たことはありますか。 

 

委員：出ていないです。 

 

会長：連合町内会だから声はかかっていないですか。町内会なので声がかかっているのかと思いました。 

  何か分かればお願いします。 

 

市民センター課長：委員の地区は、南材木町地区で若林市民センターの所管になります。市民センター 

の設置は概ね中学校区単位としていて、若林小学校区に若林市民センター、南材木町地区にコミュ 

ニティ・センターがあることもあり、距離的な関係でお声を掛けていませんで、申し訳ございませ 

んでした。最近ではないですが、南材木町地区と交流を深めるために、市民センターが連合町内会 

にお伺いしたことはありました。 

 

会長：距離的な問題だそうです。他に何かありませんか。 

 

委員：中学校の関係で懇話会に参加させていただきましたが、防災についてとても一生懸命な地域でし 

た。水の森市民センターと三本松市民センターに参加したのですが、水の森は、防災について自分 

たちでどのようにやっていくべきかを皆で話し合い、独自のやり方を市民センター中心にできたの 

で、とても良かったです。その後市民センターまつりで地域も一つになり、その後に行われた防災 

訓練もスムーズにできました。 

   お茶っこサロンは、大事な場だと思います。実際の市民センターは、利用する方だけが来る場所 

  なので、もっと広く地域の方を誰でも受け入れるような地域になるとよいと思います。一般的に家 

  にこもっている高齢者をどうやって引き出すか、ということがネックになっていますので、生涯学 

  習に加わって引きこもりのないように、市民センターは一生懸命やっています。お茶でも飲みにお 

  いでと言える場所がいくつでもあるとよいと思います。 

   社会福祉協議会も老人会もお茶っこサロンと同じような名前なので、どこがなにをしているのか 

  分かりづらいのが難点ですが。私も高齢者になったらぜひ参加したいので、長く続いて欲しいと思 

  います。 

 

会長：ありがとうございます。水の森、三本松も資料 4 に防災などの一例が載っています。 

 

委員：資料 5 の田子市民センターの件です。田子市民センターと関わりが多く、田子市民センター周辺 

  の方と交流があり、いろいろお話を伺うと復興公営住宅の問題があるようです。今まで助成金や補 

助金が多くあって、町内会でもいろいろなことができましたが、無くなってしまいました。また独 

自に考えていくので、今が過渡期で問題が噴出しています。田子自体も広く、今まであった町内会 

と合流してやっていますが、うまくかみ合わず、市民センターが大変な思いをしている話を聞いて 

います。頑張って欲しいと思います。 

 

会長：ありがとうございます。資料 5 に、5 月の懇話会で、田子地域復興関連情報の共有として復興公 

  営住宅支援者の会での支援の取組みの報告がありました。田子市民センターは復興の地域づくりも 
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  重要な課題になっています。ほかに参加した方はいますか。 

 

委員：参加したことはないですが、ある市民センターの講座で講師をしたときに隣の会場でお茶っこサ 

  ロンを開催していました。朝から賑わっていて、楽しく七夕飾りを作成していました。60〜70 代の 

  女性が多く参加されていて、交流の場になっていました。利用者しか参加してないのかも知れませ 

  んが、楽しそうな温かい交流の場でした。 

 

会長：ありがとうございます。ほかにありますか。 

 

委員：広く意見を集める場、継続的に生かしていく場は非常に大変ですが、お話を伺っていると、やり 

  方は各館に自由に任せられているのか、ある程度ルールや基準、水準があって各館に任せているの 

  かを伺いたいのが一点です。というのは、館長やそこにいらっしゃる人によって、やり方が変わる 

  のかを教えて欲しいです。 

   あと、お茶っこサロンも含め、お話があった通り既存の利用者だけの参加となると、潜在的なニ 

  ーズ、例えば子育てをしている世代やもう少し若者の世代などはどこで把握したらよいのか。呼ん 

  で来てもらってお茶っこサロンをやるのも大事ですが、潜在的なニーズを汲み取るには、もしかす 

  ると、どこかでやっている場に出るような取組も必要ではないかと思います。 

 

会長：実施上のルールや基準があるのか、各館の裁量で行っているのか。その辺りはどうでしょうか。 

 

市民センター課長：お茶っこサロンの進め方については、各館の裁量で行っています。資料にあるよう 

  に、各館様々な形態で開催しています。最近はコンサートのあとにサロンを開催することがありま 

  して、人数が多くお話が盛り上がります。縛りという訳ではないですが、コンサートの感想だけで 

  なく市民センターへの意見を聞くという目的も忘れないで欲しいと各館に伝えています。 

   既存の参加者になってしまうところは、お茶っこサロンに限らず市民センターの事業や講座の課 

  題であると考えています。社会福祉協議会など他の団体でも、お茶っこサロンと似たような名前で 

  いろいろなところで開催しているという話が出ていましたが、参加されない方々をどのようにして 

呼び込むか、どこの団体でも苦労しています。難しいと考えながらも、七夕作りなどでは少数なが 

ら初めて参加したという方もいて、各館いろいろ工夫しながらやっています。 

 

事務局：懇話会は、市民の意見が市民センターの運営に反映できるようにすることや地域課題を共有す 

  ることを主な目的として設定していますが、回数や内容については特に指定しておりません。懇話 

会については事業の一つとしておりますので、計画の段階で、最初に市民センター課にて確認し、 

それから区中央市民センター、生涯学習支援センターにて確認しておりまして、実施後に報告を頂 

くことにしています。別段このような形態でやりなさいという指示はしておりません。 

 

会長：ありがとうございます。どちらも一応やることになっているが、それは各館の裁量になっている 

  ということですね。 

 

委員：懇話会について、今日はよい意見交換の場になっていることが分かりました。と同時にフォーカ 
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  スしているところ、焦点が非常に幅広いというイメージを持ちました。例えば懇話会で学校長や町 

  内会の方が来てネットワークができ、地域のカレンダーなどを作成してイベントの重なりを調整し 

  て、その地域の地域づくりに役立っている側面があると思います。 

   その一方で、利用者の懇話会に参加した個々人がどうなのかということや、サークル同士でネッ 

  トワークを作るにはどうすればいいのか、懇話会で出された地域課題をどのように講座に落として 

  いくのかという問題も出てきます。 

   懇話会は良い場だが、非常に大きな括りなので、もう少し目的化していき、先程ルールとか縛り 

  の話がありましたが、どのような意見を吸い上げて、どういった人をターゲットにしていくかを明 

  確化していけばもっといい場になっていくと思います。感想ですが。 

 

会長：ありがとうございます。年 2 回開催のところが多いですが、2 か月に一回の年 6 回はどうやって 

いるのか興味があります。対象者を分けているのか、開催目的ごとに回数が分かれているのか、非 

常に気になります。年１、2 回のところは、諸団体へ全面的に声を掛けて参加していただいたと思 

われます。全般的にもう少し、目的、団体など的を絞って声を掛けてもいいと思うという意見でし 

た。 

 

委員：地区毎の実情がいろいろあるのは十分承知していますが、先程の南材木町のお話で、市民センタ 

ーからの距離で利用頻度や関わり方が決まってしまうことは、よくある状況だと思います。どこを 

ターゲットにして懇話会を開くべきかというアプローチは私も大事だと思いました。 

   一方で公運審の役割としても、利用者側を育てていく視点を見失ってはいけないと思います。先 

  程の東中田のお話で、「利用者側が連絡協議会的な組織を作りながら、市民センターを応援していく」 

  という究極の理想的な姿があると思います。地域団体、支援団体、町内会、老人会などのいろいろ 

な団体がたくさんあって、それが全部懇話会に出てくるというのは大変であり、だからと言って連 

合町内会長だけ出てくればいいものでもありません。利用者同士のネットワークをどう作っていく 

かの問題があって、その方達が市民センターと常に関わりあうことが本来の事業評価や事業改善に 

つながると思います。目指すべき懇話会の姿として、利用者側から働きかけていく側面が必要では 

ないかと感じます。それを市民センター事業として、どう働きかけるか。どうやって市民センター 

を応援する人材を作っていくかというところが課題かと感じました。 

 

会長：はい、どうぞ。 

 

委員：今のお話と若干関連します。懇話会とお茶っこサロン、片方は必須事業でもう片方は自主事業で 

  す。住民の声のフォーマルなインプットがあり、おそらく日々の場面で、いろいろなインフォーマ 

ルなインプットもあると思います。現状では、利用サークル、代表者以外や非参加者など、かなり 

多くの声があると思いますが、職員サイド、利用者サイド、住民サイドでそれをどのように共有し、 

統合していくのでしょうか。 

   それは、職員主導という言い方がいいのかわかりませんが、その声をどうやって市民センターの 

  組織、職員内部のプロセスで事業化、計画化していくか、そこでどのように市民を巻き込んでいく 

  かということになるかと思います。というのも、職員は数年単位で異動していくが、住民はある程 

  度長く住んでいきます。住民の声を計画にも事業にも繋げていき、プロセスに住民を巻き込んでい 
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  くことは、住民のある種の役割として、認識してもらうということ、上から押し付けるのではなく、 

究極的に理想的なお話ですが、そのような参加も視野に入れていかなければいけないのかと思いま 

す。いろいろインプットされた声を、どのように統合させていくか、合わせて考えていかなければ 

いけないと思いました。これは感想、意見の話です。 

 

会長：今のお話のように、いろいろな形で入ってくるインプットされた声を共有して、市民センター活 

動の活性化、市民の育成、能力アップにつなげていくというのは、理想かも知れませんが、副会長 

はできると言っているので、意見をどうぞ。 

 

副会長：懇話会には、そのように持って行ける可能性を感じていたので、できると言いました。市民の 

  応援団、ネットワークで市民参画していくと考えると、懇話会のテーマに市民センターの役割や市 

  民センターの事業計画などいろいろと出ていて、情報交換から見えてきたニーズや改善はありがた 

いです。そこにとどまらず、元々の市民センターの施設理念や事業目的は一体何であって、だから 

この事業を行うということが、懇話会に出席している方達の手元に資料として渡され、事業の意見 

交換ができていけば、市民からの働きかけにもつながり、市民力もアップし、市民センターへの理 

解も深まると思います。参加する方も固定して年 2〜3 回開催されれば、年間を通して PDCA が回 

り、相乗効果が生まれ、市民センターもボトムアップしていきながら、市民のための市民センター 

に近づくのではないかと思いました。 

 

会長：ありがとうございました。非常に期待できることで、先にお話のあったように、利用者側からの 

  働きかけを育てることが大事です。幾つかのサークル協議会が市民センターの懇話会に参加し、実 

  際に「このような活動が必要じゃないか」とか、「こういう運営の仕方も必要ではないか」というこ 

とを働きかけてくれば、市民センターの活発化に繋がりますし、サークルの方達やサークル等に非 

参加型の市民への働きかけのきっかけにもなります。市民活動側の人材、能力アップにもなり、利 

用している市民力アップにも繋がる、そのようなこともできるのではないか、求めてもいいのでは 

ないか、という話だったと思います。 

   それはまさにフォーマル・インフォーマルのいろいろな情報をきちんとインプットしたものを、 

どう共有し総合化し、市民を巻き込んでいくことができるか。理想ではありますが、懇話会がそう 

した活動の場として大きな飛躍につながっていくのではないかと思います。いかかですか。なんと 

なく懇話会の一つの方向性が見えてきたように思います。ほかに何かありませんか。 

 

委員：お茶っこサロンについてです。2 年程前に七郷市民センターで、サークルの活性化や参加者募集 

  を目的としたサークルの会長が集まる会議に呼ばれてお邪魔したことがありました。各会長からの 

  サークル紹介や面白い話があって、活発な意見が出されました。午前中の予定でしたが、もっと話 

  したいという方が多くて延長し、そのときにお茶やコーヒーなどちょっとしたサービスがあって、 

楽しいなという感覚で参加させていただきました。 

   そのとき意外にも、私が講師をしている体操教室に入りたいという方が 2 人くらい来て参加して 

  もらえたのです。こうした、利用サークルの活性化につながるようなお茶っこサロンを開催しても 

  らうこともいいのかなと思いました。 
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会長：ありがとうございました。お茶っこサロンは名称だけでなく、お茶も出たというおちがありまし 

  たけれど、そういうサロンがあったことで、サークルの希望者も増えた。非常にいいサークルの活 

  性化の機会になったというお話でした。 

 

委員：資料の概要や実績を見て意見を言う立場なので、事業運営懇話会というものの実態はよく分から 

ないことを前提としてお話します。それから、お茶っこサロンにも関連してまとめてお話したいと 

思います。 

   懇話会には目的がありますが、基本的に存在して継続していることで、まずよいと思います。実 

  績を見て PDCA というお話がありましたけど。また、年 1 回より２回開催が多く、前期と後期と認 

  識していますが、この年２回を共通した一つの目標にしたらどうなのかなと思います。多いところ 

  では、６回やっておられる。毎年やっているのか分からないが、６回というのは、常に集まる、集 

まれる人は集まる、という機会を作る点では、数字の上で非常にいいと思いました。ご苦労が多い 

  とは思いますが、開催回数はもう少し検討して、多くすることがいいのかなと思いました。 

   お茶っこサロン、これも非常にいいと思いました。集まる機会、意見をいう回数が多くなる訳で 

  すし。多分懇話会を構えた形で開かれ、集まった人たちは構えた立場で意見を言うのでしょう、勝 

  手気ままに言えるような場ではないのではと思います。間違っていたらご指摘いただきたいと思い 

  ます。お茶っこサロンは何でも言えそうだなと思いました。何でも言えるという場があるのは、と 

  ても大事だと思っておりますが、その雰囲気を作ることはとても難しいです。まず人が集まって来 

  ないのですが、本当はいろいろとお茶話をして、意見もあるわけです。お茶っこサロンは指定管理 

者の自主事業ですが、よくぞやってくれているなと思います。 

   仙台市はこれができやすい環境を作っていただければありがたいと思います。存在すること、継 

  続することが大事です。どうしても高みに高みにと、もっといいもの、もっと評価につながるもの 

  へと、公運審自体がそういう存在なので、そういう意見になってしまいますけれども、私は単純な 

  繰り返しも許すべきだと思います。去年より今年、今年より来年という方法もありますが、同じこ 

  とを繰り返すのもいいのではないでしょうか。じゃあ事業評価ってなんだと意義が問われそうです 

  けれど、事業評価のための評価にならないようにと前にも申し上げた趣旨はこういうことです。 

   楽しく嬉しくないと、どんな立派な考えを持っていても続かないだろうと考えます。楽しく嬉し 

  く人が集まってくるようなことに事業評価はつながっていくべき、楽しく嬉しくがなくならないよ 

  うに配慮すべきと思います。ここは学問の場ではありませんからね。よろしくどうぞお願いします。 

 

会長：ありがとうございました。継続は力なりという言葉もありますけれど、やっぱりそういう場があ 

  ること自体が大事なので、継続させるといいということと、懇話会だとどうしてもフォーマルなの 

  で、組織の代表として言ってしまうし、本音が言えないかもしれない。サロンだとインフォーマル 

  ななかで、本音も出やすいだろう。ただ、そういう雰囲気を作ることが大事で、できれば継続する 

  ことが大事ということだったと思います。 

   サロンは自主事業なのですが、平成28年度でいうと、58館中 34館が実施したということでした。 

これが全館で行えるようになって、もっと自由な何でも言っていただけるような雰囲気を作ってい 

  っていただければ、いろいろな市民の意見・要望を聞けるのかなと思いました。 

 

委員：私も同じく事業運営懇話会を年２回はやってもらいたいなという気がします。メンバーはあんま 
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  り固定化しないでやった方が面白いだろうなと。サークルの方があんまり入って来ないというお話 

  でしたが、サークルを入れ替えながら、全部入るようにしていくなどしてやって行けばいいと思い 

  ます。 

   いろいろなところで学校関係者が入って来ているのですが、私は元教員として言えば、学校で賄 

いきれないところを公民館でバックアップしてもらえればと思います。児童館は放課後をバックア 

ップしてくれていますが、公民館はどういったところでやったらいいのかというのは難しいだろう 

と思います。例えば幼稚園、保育所関係、あるいは児童館と市民センターのお話はどこまでできる 

のか、結局同じような事業をやっていることが多いのだろうと思います。お茶っこサロンも、町内 

会でも社会福祉協議会でもいろいろなところでやっていて、それでもなお賄いきれない人がいるな 

らば、市民センターでやってもらってもいいのだろうと思うのです。そういう賄いきれないところ 

をバックアップしていくのが公民館、社会教育の大切なところですので、ぜひお願いしたいです。 

   公民館の性格というのか、あちこち行ってみて感じるのは、館長さんが教育関係の方と防災関係 

  の方とで対応の仕方が違うということです。地域の特性と合わせながら地域と一緒になって動ける 

方の採用を考えて、何に重点を置いたらいいのかということを話し合って懇話会をしていくと、よ 

り重点的な地域に合った答えが出てくるようなところを感じました。 

 

会長：ありがとうございました。懇話会は年２回あった方がいいということですね、それでサークルを 

  変えて開いてもいいのではないかということ、それと、市民センターの役割というものがやはりあ 

  って、そこのところを地域の実情に合わせてきちんと行う、管理をすることが必要ではないかとい 

  うこと、確かにその通りですね。 

   そろそろ終了の時間が近づきました。懇話会が事業を評価できるのではないかと前から話が出て 

  いましたが、運営懇話会自体を評価するのもあってもいいのかなと。だめだよ、という言い方じゃ 

  なくて、なかなかよくやっているじゃないか、もっとこんなふうにしていけば市民センターにとっ 

  てもいいのでは、という形での懇話会やサロンのあり方を、どこかで示してあげるのも必要かなと 

  思いました。ちょうど懇話会も平成 18 年から始まり、必須になって 10 年ですよね。この継続性を 

  きちんと承認してあげるということも必要かと思いました。あまりアカデミックにしないでという 

  話もありますが、いいところはいいよと承認してあげることで少し次のステップにも行けるのかな 

  と思います。 

   これだけ言っておきたいというところはございますか。今日は、お茶っこサロンと事業運営懇話 

  会について、名前は知っていても実際どうなのかいろいろ分かって、よい意見交換や審議ができた 

のではないかと思います。ありがとうございました。今日のご意見も踏まえて、もう一度、8 月 24 

日が最後の定例会になりますので、今回の審議会で課題としておりました、事業評価のあり方、事 

業運営懇話会のあり方、活用ですね、それから公民館運営審議会自体の役割等について、少し意見 

を頂きましたので、8 月のときには、最終的なまとめの議論を行いたいと思います。他に何かあり 

ますか。 

 

委員：次回は全国の町内会の会議で出られません。これが最後だと思いますのでお話させていただきま 

  す。町内会では、先程私は懇話会に出席しなかったと言いましたけど、コミセン（コミュニティ・ 

  センター）には結構出席しています。地域の中央の市民センターを中心としてお話をしていますけ 

ど、それを取り巻く小さなコミセンにも目をかけていただきたい。コミセンは結構地域と一緒にな 
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ってやっていますが、ただ館長さんがいないので、方向性が勝手気ままに動いているのではないか 

と思います。ぜひ仙台市としても、コミセンのところもうまくコントロールできるようになればい 

いのかなと。 

   もう一つは、学校関係にいたものですから申し上げますと、学校から見ると、公民館活動という 

  ものはなかなか理解されないのですね。逆に言うと、公民館から学校の方に働きかけてもらったら、 

  もっと理解が深まるのではないか。特に社会教育主事をなさった方なら分かるだろうと思いますが、 

  それ以外の方はあんまり分からないだろうと思います。せっかくこういう素晴らしい社会教育の核 

  があるわけですから、その役割について学校等でもお話をしていただくとか、よく理解をしてもら 

  うような働きかけをして、そうして学校と一緒になってお互いに補い合いながら、特に青少年の健 

  全育成に努めていただければと感じます。そういうことで、お互いに交流してやっていただけたら 

なと思います。 

短い間ですが、いろいろと勉強させていただきありがとうございました。またよろしくお願いい 

たします。 

 

会長：ありがとうございました。どうぞ。 

 

委員：私も２年間お世話になりました。大変勉強になりましたし、新しい視点を頂きました。次回も出 

席予定ですが、予想外のことが出てくることもあると思うので、私もご挨拶させていただきます。 

今お話がありました、公民館の社会教育機関としての役割、本当に大事だと思っております。個 

人的な理解ですが、本当は学校が社会教育の大事な機関であった時期がありました。例えば保護者 

に対してもＰＴＡ活動を通した社会教育、子どもも育つ、保護者も育つということを期待され、そ 

れを意識して活動していた時代があったのです。けれども、今や学校は児童生徒対応、むしろ保護 

者対応で忙しくなって、一緒に学んで育って行こうという感覚は薄れてしまっているという危機感 

を持っています。そういう認識でみると、やはり公民館の活動、文化センターも含めて市民センタ 

ーはとても働く場所がある、大いに貢献する必要があると思っております。 

   それからコミセンは、館長がいらっしゃらないですけれども、運営委員会で一生懸命いろいろな 

企画をしております。コミセンにも様々な活動があり、ばらつきがあります。コミセンのない地区 

もあり別な形で動いておりますが、コミセンが地域の市民センターと引けを取らないような活動を 

していることもございますので、コミセンにも目を向けて、どんな活動をしているのか、その活動 

について助言ができるのか、あるいは相談に乗れるようなことを考えてもいいのかなと思います。 

すぐやってくださいとは申し上げませんが、コミセンは本当に大事な役割を果たしており、果たし 

ていくことが期待されると思いますので、お願いしたいと思います。 

 

会長：ありがとうございました。コミュニティ・センターの話と学校教育と社会教育との関わりが大事 

  だということで、学校教育からの理解、もうしてもらっているのかなとも思いますが、学校教育と 

  社会教育の連携がまだまだかなという感じですね。 

   以上で、本日の審議会は終了とさせていただきます。それでは事務局にお返し致します。 
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