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仙台市公民館運営審議会議事録 

（令和元年 11 月定例会） 

〇 日 時 

令和元年 11 月 8 日（金）午前 10 時 00 分～11 時 30 分 

 

〇 場 所 

仙台市生涯学習支援センター 5 階 第 2 セミナー室 

 

〇 出席者 

〔委員］相澤雅子委員、安藤歩美委員、市瀬智紀委員、幾世橋広子委員、後藤武俊委員、 

齋藤和平委員、佐々木稔委員、佐藤正実委員、髙橋卓誠委員、牧靖子委員、松田道雄委員 

 

［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 千葉、事業係長 伊勢 

青葉区中央市民センター：センター長 小嶋 

宮城野区中央市民センター：センター長 大石 

若林区中央市民センター：センター長 湯村 

太白区中央市民センター：センター長 渡部 

泉区中央市民センター：センター長 内海 

副教育長 金子 

生涯学習部長 佐藤 

生涯学習課長 田中 

地域政策課長 大村 

公益財団法人仙台ひと・まち交流財団：市民センター課長 古城 

 

〔傍聴人］  なし 

 

〇 資 料 

   次第 

   資料１：仙台市公民館運営審議会委員名簿 

   資料２：関係職員名簿 

   資料３：仙台市公民館運営審議会 日程表（案） 

   資料４：仙台市市民センターの施設理念と運営方針（令和元年 10 月改定） 

   資料５：教育基本法（抜粋） 

   資料６：社会教育法（抜粋） 

   資料７：附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱 

 

  （別冊） 

〇答申「『仙台市市民センターの施設理念と運営方針』の見直し（第二次）のあり方について」 

     （令和元年 7 月） 

   〇平成 30 年度 仙台市市民センター事業概要 
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１ 開 会 

 

２ 委嘱状交付式 

（委嘱状交付） 

（副教育長あいさつ） 

（委員自己紹介） 

（職員紹介） 

 

３ 会長、副会長選出 

・事務局より、仙台市市民センター条例施行規則第 9 条に基づき、委員長及び副委員長の選出は、委 

員の互選によると説明がなされた。 

・これについて、会長に松田道雄委員、副会長に相澤雅子委員をとの推薦があり、全委員より承認され 

た。 

 

４ 協 議 

（1） 会議の公開、非公開について 

・会議は、原則として公開すると決定された。 

 

 （2） 議事録及び署名人について 

・議事録には、会長と委員のうち 1 名が署名委員として署名することとし、署名委員は名簿順の 

当番制とした。該当委員が欠席の場合は、出席委員の中で名簿の次の委員を充てることとした。 

   ・今回の署名委員は、名簿順で相澤副会長が指名された。 

  

（3） 公民館運営審議会定例会の進め方について 

   ・事務局より、今期の日程案について資料 3 により説明がなされた。 

   ・令和 2 年 3 月 19 日（木）は、市内小学校の卒業式と日程が重なっているのではないかとの意見 

があり、事務局から確認の上検討する旨回答があった。 

・原則として奇数月開催との説明にかかわらず、8 月に開催が予定されていることについて質問が 

あり、事務局から 9 月は行事等の関係で開催が難しいことから、例年 8 月下旬の開催となってい 

る旨回答があった。 

 

 ５ 報 告 

事務局： 

（「平成 30 年度 仙台市市民センター事業概要」により市民センターの概要を説明） 

（「答申『仙台市市民センターの施設理念と運営方針』の見直し（第二次）のあり方について」により

「施設理念と運営方針」の概要を説明） 

 （仙台市市民センターホームページをスクリーンに投影して紹介） 

 

会長：市民センターの概要とホームページを併せてご報告いだきました。皆様方から、ご質問などござい

ませんか。はい、どうぞ。 
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委員：素晴らしいホームページを作られて、感心して見ておりました。早速「いいね」を押させていただ 

いたところです。前期の審議会でも議論されましたが、若い人達が見てくれるよう、いかにＳＮＳ等に 

対応していくかという視点で改良を加えてこられたのではないかと思います。細かい部分で質問させ 

ていただきたいのですが、登録すれば、登録者に情報が随時行くような仕組みになっているのかという 

のが第 1 点。フェイスブック等で事業情報や新しい講座などが拡散できるようになっているのかとい 

うのが 2 点目。3 点目は、利用者の声が、ダイレクトにホームページに反映されるとアップデートも早 

いのではないかと思うのですが、各地区館が実施したことや、それについての感想等がスピーディーに 

更新できるようになっているのか。この 3 点について教えてください。 

 

会長：事務局から回答をお願いします。 

 

事務局：まず、登録者への情報提供ですが、市民センターのホームページとは別に、仙台市でメール配信

サービスという登録者向けの情報を届けるサービスを運用しておりまして、仙台市市民センターの講

座については、そちらで希望する方に逐一情報を差し上げています。ホームページの情報をそのまま登

録者の方にお送りするといったサービスは、現在は行っておりません。また、フェイスブック等の活用

ですが、ＳＮＳの活用は課題として捉えているところです。利用者の声については、ＳＮＳを活用する

ことで、利用されている方の声をダイレクトに聞くといったこともできるようになると思います。現在

は、市民センターでは、利用者の声がダイレクトに届くというシステムは持っておりませんが、こちら

は、各地区館に端末を置きまして、地域情報を逐一速やかに載せることができるような体制をとってお

ります。 

 

会長：ありがとうございます。ホームページについては、業者さんとの契約次第といいますか、料金によ

ってどの程度のことまでしてもらえるか、というところもあるのではないかと思うのですが、今の委員

のご要望について、現年度もしくは次年度の予算内で、直してもらったり、改善してもらうということ

は可能ですか。それとも、さらに予算を積み上げないとそういったことはできないですか。 

 

事務局：予算面もありますが、ＳＮＳを利用するにあたりましては、まず、仙台市の当該部局と調整を図

るといったところから始めなければなりませんので、そういった手続き上の難しさもあります。 

 

会長：分かりました。はい、お願いいたします。 

 

委員：ホームページで、各市民センターがこのような講座等を実施している、募集しているという情報を

見ることができるというところまではきているようですが、そこから参加申込みなどができるように

なるともっと良いのではないか。現在、情報を見ては、その度に直接電話をして申し込むような仕組み

になっているようですが、各市民センターに端末を置いてあるとしたら、ホームページから申込みがで

きるようになれば、職員の方の仕事の面でももっと簡素化できるのではないかと思うのですが、いかが

ですか。 

 

会長：その辺の利便性の向上はいかがでしょうか。 
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事務局：仙台市でも、市のホームページで、様々な研修会やセミナー等に申込みができるようなシステム

を作っておりますので、市民センターでも、そちらの利用を今後検討していきたいと思っています。た

だ、市と市民センターのホームページではサーバーが異なり、運用の業者も違うということもあります

ので、どこまで連携が図れるかは、これから考えていければと思っております。 

 

委員：参加する一般の方々にとっては、ホームページを見て講座等の情報を得、そのまま申込ができると

いうことについて、仙台市のシステムと連携する必要はないのではないかと思いますので、その辺を含

めてご検討いただきたいと思います。 

 

会長：その辺については、委託しているホームページの業者さんに、そういったことがそもそも可能なの

か、実現するのにはどうすればいいかということについて、まずは確認していただいてからということ

になるかと思います。いずれにしても、これは、若い方とご年配の方が利用しているメディアにはかな

り差があるという、生涯学習に関わる全国的な問題です。 

それに関連して、また別のことでも、ご意見はありますか。はい、お願いします。 

 

委員：質問を 2 点ほどさせていただきたいと思います。1 点は、資料「仙台市市民センター事業概要」の

4 ページに、平成 26 年 4 月に人材育成機能を強化したといった記述があるのですが、具体的にはどの

ような強化をしたのかということ。もう 1 点は、地区館が 54 館もあるということで、地域の振興に非

常に貢献しているのではないかと思いますが、地区館は指定管理者による運営となっているとのこと。

館長にはどのような方がなられているのか、ご存じの範囲内で教えていただければと思います。 

 

会長：人材育成機能の強化の内容と、地区館の館長にはどのような方が就かれているかについて、事務局

からお願いします。 

 

事務局：まず、人材育成機能の強化については、仙台市教育局内の業務分担の変更といった意味合いもあ

りました。生涯学習支援センターでは職員研修も行っておりますが、平成 26 年からは、市民センター

の職員のみならず、仙台市の他の社会教育施設の職員も含め、生涯学習に携わる職員の育成強化を図る

機能を有するという位置づけになっています。 

また、市民センターの館長については、指定管理者である仙台ひと・まち交流財団が採用をしており

ます。具体的には、市職員 OB や元校長などの教職員 OB、また公募の試験も行っておりまして、民間

企業等で活躍した方が館長になっているという例もございます。 

 

センター長：今、人材育成のことを申し上げましたが、この「事業概要」の 37 ページから、「職員研修

（学びを支える人材育成推進事業）」ということで、昨年度実施しました研修について記載しておりま

す。それに加えて、「ボランティア養成等人材育成事業」として、託児ボランティアや図書ボランティ

アについての記載もございますので、そちらもご覧いただければと思います。 

事業の詳細については、今後の審議会で説明させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

会長：ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、お願いします。 
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委員：先ほど、「事業概要」183 ページと 185 ページの参加者数や利用者数の推移という説明がありまし

たが、“３”の数字が多いということで非常に面白いと思いました。それに関連して、数字をどう見る

かということになろうかと思いますが、数字というのは、やはり何らかの基礎資料になるものであり、

数字を見て考えさせられるところが出てくる。例えば、183ページの参加者数の推移では、数字はいっ

たん増えているものの、その後若干減り気味です。数字をどう見るかは人それぞれだと思いますが、一

見してそのように言うことはできるのではないか。185ページの利用者数の推移でも、数字が、つまり

は利用者がいったん増えてきて、また若干減ってきたというのを見て、それについて皆様方が何か思う

ところがあるのではないか、その点をお聞きしたいと思います。 

 

会長：グラフ等であれば、より見えやすいのかもしれませんが、数字だけ見ても委員のご指摘のとおりか

と思います。私たちは、今後この審議会で様々な課題について検討を深めたり、建設的な意見を述べた

りしていくことになるかと思いますが、今日は初回ですので、まずざっくりと参加者数や利用者数がい

ったん増加したにもかかわらず、また若干減少してきている状況について、事務局から何か報告できる

点はありますか。 

 

事務局：講座、主催事業につきましては、参加者が増えるタイプの講座があり、例えばコンサートなどを

開きますと、一度に多くの方に来ていただけますので、参加者数をとにかく増やすということであれ

ば、コンサートを開くと良いということになります。しかし、そうなりますと、社会教育としてどうな

のか、継続的に地域につながる活動が必要ではないかという問題が出てまいります。したがって、私共

のここ数年の考え方としましては、参加者数も大事であり、市民センターへの入り口としてコンサート

のようなものも重要ではあるが、より継続的な活動につながるような講座を意識して、人数の増減にあ

まり一喜一憂せず、質を重視するという方針で事業を進めているところでございます。 

 

会長：この辺も、今後の審議会で色々と話題になってくるかと思いますが、よく言われるのが、市民の方

が求めるものを実施すれば人は集まるが、それであると、結局、最初のポスターやチラシの段階でいか

に楽しさをアピールして集めるかだけになってしまう。こちらの目的である、例えば地域づくりという

ようなテーマをストレートに打ち出して、地域づくり講座等を行っても、本当に人が集まらないとご苦

労されている社会教育担当の方のお話は全国的によく伺います。 

委員の皆様方から他にありますか。はい、どうぞ。 

 

委員：これまでのお話に関連して、人数もそうですが、どの位の年代の方が利用しているのか、利用者の

方の年齢構成が分かる統計があるのかどうか。そのようなデータが把握できれば、色々と議論をする中

で、例えば先ほどの議論も、今は数パーセントしかいない若い層をもう少し多くしたいということにつ

いて意識を共有し、そのために情報発信の手段を選んでいくといったことができると思うのです。 

 

会長：ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

事務局：トータルとして、はっきりと数字が出る統計はありませんが、講座ごとにアンケートで把握する

ことはございます。全体として、市民センターのご利用はどちらかといえば高齢の方が多いという傾向

はあります。そのため、若い方にも市民センターや生涯学習に触れてほしいということで、市民参画型
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事業として、子ども事業、大人事業、若者事業を実施していますが、特に若者事業は、若い方にも市民

センターに来てほしいという目的で取り組んでいるところです。 

 

会長：現場最前線のそれぞれの市民センターでは数字を把握されているということですが、 アンケート

を取る時点でフォーマットを工夫するなどして、先ほどのご意見のような年齢別、年代別といった集計

を区全体、市全体で行うことも可能でしょうか。もしくは、今現状ではできなくても、今後改善に向け

ての検討材料になるのでしょうか。 

 

センター長：アンケートには、おそらく 20代、30代といった年代をたずねる設問があって、各館で講座

ごとには年代別の人数を把握できていると思いますが、それを統計データとして生涯学習支援センタ

ーに報告してもらうということは、現時点では行っていません。データ収集の手法等についても、この

審議会で、皆様から情報もいただきながらご審議いただくということも可能かと思いますし、事務局と

しましても、本日のご意見を踏まえ可能かどうか検討してまいりたいと存じます。 

 

会長：はい、ありがとうございます。 

 

委員：今日は第 1回なので、あまり深い議論にまで入らないで良いのではないでしょうか。私もそれなり

に意見はあるのですが、今日のところは、さらっと流しておきたいと思います。物事を数字で考えると、

例えば男女別、年齢別、参加者数、会社でいうと売り上げといった数字で、これが始まるとどうしても

競争になってくる可能性が大きい。セールスマン同士の売上競争のようなものです。どのような人に、

どの程度の費用を掛けて、どのような内容であれば、参加者が増えるか分析した上で参加者を増やすと

いうのが、本当は理想なのでしょうが。コンサートだったらすぐに人が集まるというのと同じで、数字

だけを追いかけたり、あまり細かく分析したりしてしまうと、市民センター同士で競争になりかねない

のです。コミュニティ・センターの運営をしていてそう思うときがあります。他のセンターのデータを

取りながら、やはりかなり競争しているところがあるのです。健全な競争なら良いのですが、ただ数を

増やせば良いといったことになりがちです。この辺りのことも、審議会で色々と考えていかなければな

らないことですので、次回以降、詳細に議論していっていただきたいと思います。 

 

会長：どうもありがとうございました。はい、お願いいたします。 

 

委員：先ほど委員が言われたように、地域と関わる活動をさせていただきまして、統計を細かく取りすぎ

るのもいかがかと感じます。マイスクールも 8 館ありますが、数字が大きいところが良いのかといえ

ば、そういうことではない。努力している、そこは認められますが、中身の面で考えていくことが最重

要だと思います。年代や男女にかかわらず、シニアの方々や子どもさんをお連れの子育て世代の若い

方々でも利用しやすい形態をまず考えていくということ、また今後、色々な施設の夜間利用をもう少し

工夫することも必要ではないかと考えています。 

 

会長：初回から、皆様方本当に建設的なご意見をどうもありがとうございます。言いたりないことはあり

ませんか。はい、どうぞ。 
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委員：この人数の変化というのは、おそらく、地区館が老朽化して、今改修の時期を迎えて閉鎖している 

 期間があるというのもかなり大きいのではないかと思います。改修の際は、女性や障害を持たれている

方、高齢者に対する配慮といったことについて、この審議会で改定のあり方について答申した「仙台市

市民センターの施設理念と運営方針」を反映させたものになっていくのではないかと考えています。こ

れまでの審議会の議論では、審議会の範疇ではないのかもしれませんが、施設の整備についてはあまり

焦点が当たっていなかったと思います。施設の整備・改修とこの「施設理念と運営方針」の関係につい

て、どのようになっているのか、少し情報をいただければと思います。 

 

会長：ありがとうございます。大変現実的でこれも重要なことですが、いかがでしょうか。 

 

事務局：改修につきましては、「施設理念と運営方針」と直接的にリンクするところはないと考えていま

す。改修を行う際は、担当の市民局が地域の方々に説明をいたしまして、地域の方々のご要望などもお

聞きしながら進めるという手法をとっております。利用者の方のご意見を聞くというところでは、運営

方針に沿った進め方をしているのではないかと考えています。例えば、市民センターには大体和室があ

りますが、最近では、和室は高齢の方が使いづらいという声があり、椅子を使えるような部屋に変えて

いくなど、具体的にはそういった取り組みにつながっているところです。 

 

地域政策課長：ただ今お話のあった、市民センターの施設整備と「施設理念と運営方針」とのリンクとい

う件に関しては、イコールではありません。仙台市では、現在、市民センターも含めて市が持っている

施設については、費用を年度ごとにならしながらできるだけ計画的に改修を行って、長く使用していこ

うという「公共施設総合マネジメントプラン」に基づいて改修をさせていただいています。その中で、

できるだけ長くもたせるための色々な工夫というのも当然あります。先ほど、事務局から説明があった

とおり、高齢の方が増えているといったことを含めて、例えば土足化、スリッパに履き替えなくてもそ

のまま市民センターの中に入れるようにするとか、便座も和式から洋式にし、そのままですと冷たいの

で、暖房付の温水洗浄便座にするといった工夫などは、大規模改修の際に、基本的にはどこの館でも地

元の利用者の方などのご意見を聞きながらさせていただいております。畳の部屋のお話もありました

が、この市民センターは和室を使ってこのようなことをすることがとても多いんだというご意見があ

った場合には、例えば 3 室和室があるうちで 2 室は和室のまま残したり、1 室だけ残してそれ以外は、

畳敷きではない部屋にしたりといったことも皆さんのご意見を聞きながら対応しているところです。 

 

会長：ありがとうございます。皆様方からあとはよろしいでしょうか。では、第 1回目から積極的なご意

見をどうもありがとうございました。ここで、進行を事務局にお返しします。 

 

 ６ その他 

   （特に発言なし） 

以上 
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