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仙台市公民館運営審議会議事録 

（令和２年１月定例会） 

〇 日 時 

令和２年 1 月 16 日（木）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、大内幸子委員、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、牧靖子委員、松田道雄委員、八十川淳委員 

 

［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 

生涯学習部長 佐藤 

生涯学習課長 田中 

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日程（案） 

   資料２：仙台市公民館運営審議会について 

   資料３：今期の仙台市公民館運営審議会の審議テーマについて 

     別添資料①：地域で活躍する子どもたち 4~7 月号 

     別添資料②：地域で活躍する子どもたち 8~9 月号 

     別添資料③：地域で活躍する子どもたち・地域のおまつり編 8~11 月号 

    

   報告資料１：仙台市市民センター事業の運営方針 ２市民センターの役割 

   報告資料２：仙台市市民センター事業要求水準書 

   報告資料３：事業運営懇話会等について 
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１ 開 会 

（資料の確認） 

事務局： 本日は、11 名の委員の皆様にご出席いただいております。仙台市市民センター条例施行規則第

10 条第 3 項の規定により委員の過半数である 8 名以上の出席を満たしておりますので、有効な会議とし

て成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 

２ 挨 拶 

（センター長挨拶） 

 

（前回欠席委員自己紹介） 

 

事務局：ここからの進行は会長にお願いいたします。 

 

会長：この審議会は原則公開になっておりますが、傍聴の希望はございませんか。 

 

事務局：本日はございません。 

 

会長：次に議事録の署名委員です。今回は安藤委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

３ 協 議 

（1） 今後の日程について 

・事務局から、今期の日程案について資料１により説明がなされた。 

・前回、小学校の卒業式と日程が重なるのではないかと指摘のあった、令和 2 年 3 月 19 日（木）を 

17 日（火）に変更すること、令和 3 年の 3 月定例会についても同様の理由から現時点では 2 案併記 

とすることを含め、事務局からの日程案が承認された。 

・開始時間について質問があり、事務局から原則として午前 10 時からを予定している旨回答があっ 

た。 

 

（2） 今期の審議テーマについて 

事務局： 

（資料 2、3 により、今期の審議テーマについて、「子ども参画型社会創造支援事業」をテーマに調査

研究を行う案について説明） 

 

会長：我々がこれから審議していくテーマについてということですが、皆様からご意見や質問など、ぜひ

お願いします。いかがでしょうか。はい、お願いします。 

 

委員：資料 2 の「これまでの答申及び審議のテーマについて」で、「平成 19 年 10 月～」と書いてあっ

て、その次の行が空欄になっていますが、この空欄で同一審議委員による答申や提案をまとめて区切っ

ているということでよろしいでしょうか。 
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事務局：はい、2 年毎の任期で分けて作っております。 

 

委員：そうしますと、これまでの各期審議会では「報告」と「答申」といったものを行っていたようです

が、今期の審議会では、「調査研究」がメインで、他のものは特に行わないという方向性になるのでし

ょうか。 

 

会長：いかがですか。 

 

事務局：今期の前半の 11 月までにつきまして、このような形で進めていただくのはどうかということで

ご提案したものです。 

 

会長：よろしいでしょうか。 

このテーマについてのご意見をいただければと思いますが。 

はい、お願いいたします。 

 

委員：これから審議会を進めていく中で、一番大切なものの一つが、これから取り組む事業、今までに企

画・実施してきた事業についての評価になるかと思うのですが。 

 

センター長：これまでの審議会は、まず事業評価というのが役割となっていました。期毎のくくりを見て

いただくと分かりますように、最初に「事業評価報告」というのが上がってくることが多くなっていま

す。 

 

委員：評価をする際に一つお願いがあります。数字で評価をする気は全くなく、事業の内容はもちろん大

切なのですが、参加者数などを事前にはっきりと示してほしい。 

参加者数は 5～6 人しかいないのに、大変な労力と時間をかけて実施しているというケースもあるで

しょうし、逆に、100 人も 200 人も来ているという事業もあるかもしれない。数によって良いとか悪

いとかという判断をするつもりは全くありませんが、基本情報として、そういった数字を分かる範囲

で、できるだけ細かく出してもらえればありがたい。 

例えば、今回配付されている「地域で活躍する子どもたち」というかわら版にしても、紹介されてい

る事業に何人参加したのか記載することが大切なのではないか。詳細にわたってとは言いませんが、目

で見てわかるような数字をできるだけ資料として提示していただければと思います。 

 

会長：よろしいでしょうか。 

 

事務局：はい、ありがとうございます。数字についてもできるだけ分かりやすい資料を出していきたいと 

思います。 

 

会長：今「評価」ということが出ましたが、ご専門の委員から、何か評価についてのアイディアやもっと 

こうしたらよいのではないかなどありませんか。 

よく言われることですが、何人参加したかというのは広報によるところが大きく、肝心の内容、取り
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組んだことに対して、どれくらいの成果がどのようにあったかということについて、どのように評価し

たらよいのかという悩みは、各地で聞くことがあります。 

その辺についてはいかがでしょうか、お願いします。 

 

委員：今、委員がおっしゃったのは、ある種の基本的な統計、単純な集計のようなものがまずあった方が 

色々と判断する時によいだろう。それをさらに分析したりするとなると、こちら側が何を見たいのか、 

何を知りたいのかということも関わってくるので、いたずらに細かくする必要はないが、基本的な数字 

はあった方がいいのではないか、と私は理解しました。 

テーマというところで、「仙台プラン」の「わたしたちの発達自由空間」という言葉ですとか、「(3)事

業のねらい」中の「子どもたちの活動の場や居場所として位置づける。」というのは、とてもよいこと

だと思いました。 

そのように考えたときに、別添資料の「地域で活躍する子どもたち」で紹介されているように、たく

さんの子どもたちが活躍しているのはとてもよいことなのですが、その子どもたちというのは 一体ど

のような子どもなのか、どのように集まってきた子どもなのか、というのが少々気になりました。 

なぜかと言いますと、「子供たちの活動の場や居場所」と簡単に書いてありますが、要するに、学校

でも積極的な子どもたちが、公民館でも積極的に活動して、そこで、市民性といいますか、地域のこと

に貢献する力をつけていくという、これも大事な目標としてあってよいとは思うのですが、「居場所」

という表現を見たときに、そのような子どもには、すでに家にも学校にも居場所があると思うのです。

家では「居場所」が持てないような子どもたちの場や機会などを公民館でも担うことも大切なのではな

いか。貧困家庭の学習事業等も昨今広がってきていますが、空間に余裕があれば、狭い部屋一つでも空

いていれば、そこで宿題の面倒を見てあげるといった事業などがあると、それこそ、人数といった部分

では判断しがたいところではありますが、公共的な事業としては、このような時代ですから意義がある

のではないか。「地域で活躍する子どもたち」のような資料を作成するにしても、子どもたちの活躍の

場だけではなく、「居場所」であることを保証する、そのような機能も公民館は持っているということ

も取り上げていくべきなのではないか、といったことを審議テーマを見ながら思いました。 

 

会長：ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

委員：今日この会議の後、第一中学校に、総合的な学習の時間の中の地域学習ということで「四谷用水」 

についての講義をしに行くのですが、「(3)事業のねらい」の一番最初の部分に「地域の環境改善などの 

決定に～」という 3 行があります。私も、一番下の子になって初めて地域学習というものがあること

を知ったのですが、少々意外なのですが、学校教育の場において、そういった地域を題材とする学習と

いうのが小学校くらいしかない。私が子どもの頃には、小学校でもあまりなかったのですが、だんだん

と浸透してきているのはとても良いことだと思います。このような地域を題材にした学習というのは、

本当は高校生くらいで、自分の足元をしっかりと見るという意味でとても大切で、その中で人の生き様

や歴史といったものに触れる機会となるものだと思います。 

今回の対象事業とは違うのかもしれませんが、地域学習というものを、学校教育の中で、小学校でし

っかりと位置付け、中学校にもどんどん増やしていった方が良いと思うのです。地域について学習した

り、地域に貢献するというようなことは、子どもたちが進学する際には受験科目にはないので、どうで

もよいともいえるし、家庭や地域でも、地域を大事にしている人からは歓迎されても、子どもを持つ親
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からしたら、そのようなことよりしっかりテストの点数を上げられる授業をしてほしい、ということに

もなりかねないような気もします。 

そういう意味で、小学校をはじめ、中学校、高校でも、どのように地域を題材にして、その中で子ど 

もたちが、学校教育以外の視点を持てるかということを評価していけたら、より良いのではないかと思

いました。 

 

会長：ありがとうございました。はい、どうぞ。 

 

委員：今のお話に関連して、地域と学校とはリンクする必要があるとは言われますが、リンクした場合、 

どのような問題が出てくるかというのが、今後の審議の課題になるのではないかと思います。 

平成 22 年度に提案された「仙台プラン」とそれにより平成 23 年度から実施されてきた「子ども参

画型社会創造支援事業」ということですが、資料 3 というのはそれをまとめて提案しているのだと思

います。ただ、「仙台プラン」自体のペーパーがたぶんあると思うので、それを見てみたい。今回事務

局の方がまとめてくださったのですが、原本を見た上で検討しても良いのではないかと思います。これ

が全部だというのであれば、それはそれで良いのですが、これの前に何かあるのではないかと思うの

で、それも提出していただければと思います。 

 

センター長：今回の資料は、「子ども参画型社会創造支援事業」の調査研究を今期の審議テーマとするこ

とをご協議いただくという趣旨で作成したもので、「仙台プラン」については、当該事業について記載

した部分をダイジェストでお示ししております。分量が多くなるので、今回は全部をお示ししなかった

のですが、すぐにご用意できますし、次回にお渡ししてご覧いただき、その内容を踏まえながら、今後

3 回に分けて行うモニタリングの際のご質問等に役立てていただければとも思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

会長：「仙台プラン」については、今この場でというよりも次回いただいて、その背景も理解しながら「子 

ども参画型社会創造支援事業」の調査研究をこの会議の場で行っていくということでよろしいでしょ

うか。 

はい、お願いします。 

 

委員：マイスクールでコーディネーターをしておりまして、地域の方々、赤ちゃんからご高齢の方まで広 

く対象にさせていただいております。また、学校支援地域本部のスーパーバイザーもやらせていただい

ておりますので、自分の立ち位置は、地域と学校との繋がりのちょうど節目のところにあるのではない

かと思っております。 

今、委員から、「四谷用水」のお話を今日学校でされる、地域を題材にした学習をすることで、地域

に貢献するきっかけになるというお話を伺って、全くその通りだと思いました。 

小学校の 1 年生、2 年生、3 年生で、「まち探検」という授業があります。子どもたちが、近隣の商

店をはじめ色々な特徴あるところに、質問項目をあらかじめ準備してグループで聞きに行き、それをま

とめるという授業です。安全確保のために、ボランティアで地域のお母様方と子どもたちのグループに

付いて歩いているので、どのようなことをしているのかは何となく見えてはおります。 

その中で、地域の一つの事例としては、「松川だるま」のだるま屋さんが震災後、お店と住居が古く
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なって、3、4 年ほど前に引っ越してこられた。これまで美容院や印刷屋さんか何かだった道路沿いの

場所に突然だるまが並んでいることにある日気付いて、去年 3 年目にして訪ねて行きまして、「どうし

てここに来られたんですか。」とお聞きしたら、「震災で」というお話だったのです。 

そこで、去年キャンプの講師として来ていただいて、子どもたちと絵付けをするということがきっか

けとなって、学校の「まち探検」の授業にも必ず入れていただくようになり、だるま屋さんにも「やっ

と本当にここで根を張る第一歩ができた。」というご感想をいただいたりするようになったのです。そ

ういった中で、子どもたちも、自分の地元にどういうものがあるのかということが小さいうちから身に

付いていき、地域に貢献するきっかけの一つになっていくのではないかと思っています。学区内にどの

ようなものがあるかということは、今、大人でもなかなか分からない状況ですが、小学校区内にこのよ

うな一押しのものがあるとか、その地域の地域学的なものが何か少し見える形になるものがあったら

良いのではないかと、先ほどの委員のお話を聞きながら思いました。 

 

会長：ありがとうございます。 

皆様方から他に何かご意見はありますか。はい、お願いいたします。 

 

委員：市民センター事業の主要な 3 本柱というのは、今度 1 月 19 日に成果報告会がある、「子ども事業」 

「若者事業」「住民事業」になるかと思います。 

昨年は「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」の見直しを行い、その前には「住民事業」のモ

ニタリングと事業評価をさせていただいて、さらにその前、「子ども事業」の事業評価をさせていただ

きました。その時のことを思いだしながら考えていたのですが、その時は、私もやはりずっと数字のこ

とを気にしながら参加させていただいていましたが、子どもに関してはとにかく数字ではなく、居場所

だと思うのです。 

これから未来を創っていく子どもたちを、地域がどのように支えていくかということが重要で、市民

センターにその点に力を入れていただきたいのですが、数字にあまりにこだわると動きづらくなるの

ではないかと思ったので、少々引っ掛かりました。何人が参加するということではなく、子どもたちが

どれだけ生き生きと活動し、自分自身を好きになれるかというところで評価すべきではないか。先ほど

委員がおっしゃっていたように、地域を好きになるということは、自分を知って自分を好きになるとい

うことに繋がっていくと思うのです。それが、今後の自分達にとってプラスになっていくのではないか

と思いながら私は活動をさせていただいています。 

市民センターが、その支えになる大人として力になるのであれば、これに越したことはないと考えて 

いますので、子どもたちの今後をどのように支えていってあげるのかを考え、その点を評価することが 

大切かと思います。 

モニタリングの際、子どもたちに「どうだった？何が変わった？」と意見を聞くと、とてもキラキラ 

した目で「楽しいんです。」と答える。その様子が、市政だよりの表紙になったりといった形になるの 

を見ていると、「あ、良いことしてるな、市民センター」と思える、それが評価ではないかと思うので

す。 

 

会長：ありがとうございます。はい、どうぞ。 

 

委員：私が数ということを言ったのは、多い少ないを議論する意図では全くないのです。 
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今、私は、公民館運営審議会の委員として公民館を中心に物事を考えていて、できるだけ良いまちづ 

くりやその環境づくりについて考えている。これは全く当然のことですが、一方、私は町内会の活動に

も各層で長く携わってきたので、地域行事の実情についても良く分かっています。 

内容は同様なのに、社会福祉協議会の主催の行事、学校の行事、子ども会主催のものもある。ケアセ

ンターからも来て、同じようなテーマの行事を開催することまである。児童館と市民センターが別々の

地域では、行事も別々。その他にも、健全育成事業の予定も組まれているし、ＳＢＬの方たちが色々と

考えて実施している地域防災訓練には、子どもたちにも参加してほしい。また、町内会の活動もある。 

そういった具合に地域の行事には非常に多くの団体が絡んできている訳ですが、参加する子どもた

ちというのは、ほとんど同じ子で、参加しない子は全く参加しない。家族と言った方が分かりやすいか

もしれません、参加してくれる家族は、子どもから祖父母までそろって一生懸命に参加、協力してくれ

る。ですから、行事を行えば行うほど、そういった家族の方たちの負担が非常に重くなっているという

のが現実です。参加しない人たちを、色々な行事に参加させるためのアイディアを出していく際の基本

情報として、数というのが必要になってくるのです。時間を掛けて行った行事に 2、3 人しか参加がな

かったとしたら、本当にそのやり方で良かったのか、他の団体との連携を検討していくということも、

市民センターの責任の一つなのではないかと思うのです。 

町内会などは、年間 100 位の行事の日程をこなしていて、連合会長さんであれば、会議だけでおそ

らく 120 日位あり、そうなると全体的に疲弊してしまっている訳です。そういった状況の中で、市民

センターが良い意味でリーダーシップを取り、色々な団体と連絡を取り合って、行事がかち合わないよ

うにし、幅広い分野のものができるようにしていただきたいと思うのです。そう考えた時に、色々な資

料などで写真だけ見るとそれほどの参加人数ではないように思われるのに、成果を上げているといっ

た報告だけをされても、いかがなものかという気も少々したものですから数ということを言ったので

あって、参加者数が 10 人の行事と 100 人の行事を比べて、100 人のものの方が良いといったことは全

く思っておりません。コンサートのようなものであればすぐに 100 人来るわけですから。数に固執し

ている訳ではなく、データとしては、できるだけあっても良いのではないかという意味であることを、

ご理解いただきたいと思います。 

 

会長：ありがとうございました。はい、どうぞ。 

 

委員：子どもに焦点を当てるというのは、非常に大切な審議テーマだと思いました。これから、区毎、市 

民センター毎の事業を説明していただくというお話でしたが、その前提として、いつもどのような形で 

企画を立ち上げるのか、それぞれの市民センターの職員さんが毎年企画を自分で考えて提案している

のか、企画をどのような方が提案して実現しているのかというプロセスについて説明をいただければ

と思います。 

 

事務局：事業の立ち上げ方ということでございますが、今回テーマとする「子ども参画型社会創造支援事 

業」につきましては、基本的には、中心となっている区中央市民センターの職員が企画するということ 

が多いです。どのような形で企画するかにつきましては、個別に様々なケースがございますが、その地 

域に関わりのある方にご意見を伺ったり、ご協力をいただけるような環境などを活かしながら事業を

組み立てていくということになります。また、地区館で企画をする場合もありますが、「子ども参画型

社会創造支援事業」につきましては、区中央市民センターと協力して進めるような形にしております。 
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委員：ありがとうございます。基本的には、職員さんが中心になって、地域で活動されている NPO の方

などと協力しながら考えているということですね。 

 

会長：国の制度としては、社会教育主事という資格があり、事業の企画実施は、その社会教育主事の方々 

が中心となって進めています。社会教育主事は、教育委員会に置くこととされている社会教育に関する 

専門的職員という位置づけですが、国の方でその知見をより広く社会に還元しようということで、「社

会教育士」という資格を設けるというのも時代の流れでしょうか。 

 

委員：もう少し色々な背景をお聞きしておきたいところがあります。 

資料 3 の「2『子ども参画型社会創造支援事業』について」を見ると、第 1 期、第 2 期、第 3 期と分か 

れており、おそらく発展的な形でこの 3 期に分けたと思うのですが、その点について説明いただきた

い。 

  また、末尾にある「【今後の進め方】（案）」で、3 月に「これまでの事業及び事業評価（Ｈ26.7）」と 

あって、これは第 1 期についての事業評価だと思われるのですが、それについて私たちに説明いただ 

くということで良いでしょうか。第 2 期の終了後にも事業評価は行われたかと思うのですが、それに

ついてもお聞きしたい。 

 

センター長：ただ今のご質問については、3 月に資料をご用意してご説明する予定でございました。 

今回は、今後の審議テーマを、「子ども参画型社会創造支援事業」について調査研究すること、事業

評価も含めて、最終的には資料 3 の「Ⅰ審議の目的について（案）」の[3]に記載されているように、「今

後の事業のあり方について協議し、新しい取組みの方向性を提言すること。」とするかどうかについて

ご協議いただくことが主眼となっています。 

そのように進めることとなりましたら、次回、第 1 期・第 2 期の実施状況をご説明し、第 1 期の後

半に公民館運営審議会で「子ども参画型社会創造支援事業」について審議していただき、まとめていた

だきました「事業評価報告書」をダイジェストの形でご用意しご説明したうえで、現在行っている第 3

期の事業の実施状況について各区の事業の中からセレクトしてご説明するということを予定しており

ます。 

最初の段階は「事業評価」と同じ形になります。先ほど数字のお話もありましたが、今回は「子 

ども参画型社会創造支援事業」の様子、雰囲気を理解していただくために「地域で活躍する子どもたち」 

をご用意したもので、ヒアリングを行っていただく時点では、数字も含めた調書、シートといった資料 

を作成し、それに基づいてご説明する予定でございます。 

事業によって、区中央市民センターの社会教育主事が担当しているもの、地区館職員が担当している 

ものもありますが、それぞれの担当職員からの説明等も含め、ヒアリングをお願いいたします。任期 

の前半は、これまで公民館運営審議会が行ってきた事業評価と同じ進め方で事業評価を行い、後半は、 

その結果を踏まえて今後の事業のあり方について提言を行うということで進めていただきたいと考え

ております。資料については、一度にお渡しすると読み込んでいただくのも大変だろうということで、

11 月から少しずつお示ししていたところですが、先ほど皆様からご質問いただいて大変恐縮しており

ます。今後も、皆様方からいただいたご質問を踏まえて作成しご提示してまいりますので、ぜひご質問

いただきたいと思います。先ほどご質問のありました、第 1 期、第 2 期の区分けや、どういった形で

進んできたか等については、次回説明してまいりますので、今回は、対象を「子ども参画型社会創造支
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援事業」としてよろしいかどうか、ご審議、ご決定いただければと思います。 

 

会長：ありがとうございました。 

   先ほど皆様方からいただいたご意見は、調査研究の対象を「子ども参画型社会創造支援事業」とした 

場合、議論が深まり様々な広がりを持つのだということを示す、いわば前振り的なものだったように思 

います。非常に可能性があり、なおかつ、新しい方向性や取組みなどを提言していく良いきっかけやス 

タートになるのではないかと思いました。 

では、改めて確認させていただきます。今期の審議テーマは「『子ども参画型社会創造支援事業』に

係る調査研究」とし、資料 3 の「Ⅰ審議の目的について（案）」の[3]のとおり、「今後の事業のあり方

について協議し、新しい取組みの方向性を提言する。」こととする、進め方としては、同資料の裏面の

【今後の進め方】に沿って行う。これでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

会長：はい、ありがとうございます。 

それでは、次回以降は具体的な資料などを提示していただきながら、さらに議論を深めていくこと

とさせてください。 

 

 ４ 報 告 

事務局： 

（報告資料１～３により、「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」に掲げる市民センターの役割 

について説明） 

 

会長：ありがとうございました。ただいまの報告について何か質問などありますでしょうか。よろし 

いでしょうか。 

では、次に「(2)その他」ですが、委員の皆様から何かございますか。事務局からもありません

か。 

それでは、事務局にお返しする前に、本日ご発言のなかった委員からも一言、今日の審議会に参

加されて、感想なども含めていかがでしたか。 

 

委員：8 年前にこの「子ども参画型社会創造支援事業」ができていたことを今日初めて知りまして、

とても素敵な事業だということを改めて気付かせていただきました。資料 3 の「Ⅱ対象事業につ

いて」の(2)に、「専門家の支援を受けながら、地域課題を発見し課題解決にあたる」というのは、 

市民センターの事業としてということだと思いますが、私から見ますとビジネスモデル、企業モ

デルのようにも見えてきて、私は子どもの時にそのようなことを考えたことはなかったので、 「子

ども参画型社会創造支援事業」のこれからの進め方に非常に関心を持つことができました。 

  私自身も月に 1 回位、市民センターから市民講座に呼ばれて、お話をさせていただくことがあ

りますが、その時の話は、どちらかというと高齢者向けで、昔の仙台の写真や古い地図を見ていた

だきながら、皆さんのお話を聞かせていただくという講座が多いのです。その中で、1回だけ小学

校の児童たちと一緒に古い地図を持って街歩きをしたことを今日、思い出しました。ちょうど彼
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らのおじいさん世代の時代、小学校のある場所には梨園があったという話を子どもたちにしたと

ころ、「僕たちもおじいちゃんと一緒に生まれてくればよかったなあ、梨食べ放題だ。」と言うので

す。 

そのように、色々な資料等を子どもたちと一緒にかみ砕いて楽しむということがあると、市民

センターの子どもたちの活動の場や居場所づくりにも役立つのではないかと思ったり、どの市民

センターもどちらかと言えば若い参加者が少ないという話をよく耳にするのですが、子どもたち

が市民センターで活動する場が今後増えていけば、若い人たちが利用、活動するきっかけにもな

る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。お願いします。 

 

委員：今日初めて参加させていただきお話を伺っていて、これから先、私が今取り組んでいることが 

何かに役立ってくるのではないかとヒントをいただきました。私は、総務省消防庁の「災害伝承 

10年プロジェクト」にも関わっていて、全国の震災からの復興、東日本大震災から受けた教訓と 

いった話をしに、明後日は長野県に行くことになっています。今、全国で学校の防災教育と 地域

防災の連携ということが言われていまして、私自身も小学校でスーパーバイザー等様々なことに

関わっていますが、皆さんおっしゃるのが、地域と子どもたちがいわゆる顔の見える関係で関わ

っているということです。子どもたちに地域の活動にどんどん関わっていってほしいというのは、

地域の町づくりや防災・減災の将来を担う子どもたちに、私たち大人が一緒に活動しながら色々

なことを教えていきたいからです。私たちの地域では、すでに防災訓練が小学校・中学校の授業と

して入っています。 

今日、この「地域で活躍する子どもたち」というかわら版を見せていただいて、市民センターで

も色々なことを行事として行っていることが分かりました。私自身、ここ生涯学習支援センター

で関わることが多く、市民カレッジ事業「市民等によるプロデュース講座」の中の「防災・減災講

座」には、関わってもう 3年になります。防災というとなかなか入りにくいですが 普段の日常生

活の中で防災を意識することで、子どもから大人まで全ての人の命を守ることにつながると思う

ので、私が何か少しでもお役に立てるようなことがあれば、お話をしていきたいと思いました。 

 

会長：ありがとうございました。では、最後に副会長からもお願いします。 

 

副会長：私は、子ども支援の活動の中で、市民センターなどの講座に伺うことが多く、いつも企画の

段階から入らせていただき、若いお母さんたちと接する機会も多いのです。その中で、ここ何年か

市民センターが熱心に若い人を取り込もうという姿勢が見えてきて、一緒に企画している私たち

も、協力できる機会が多くできてとてもうれしく思っています。 

中学校の学校地域支援本部のスーパーバイザーとしては、他の地域から異動してこられた学校

の先生方に地域のことをお知らせしようと、地域の方と一緒に考えコーディネートして生徒と活

動したりもしています。今朝も、地下鉄の駅前で中学生と一緒にあいさつ運動をしてきたところ

ですが、周りの大人たちが声を掛けてくれたり、地域の町内会長さんや防犯協会の方なども一緒

に活動してくださるので、中学生にとっても非常に良い勉強の場になっています。最後には、皆と

ても生き生きとして帰って行きましたので、自己肯定感も生まれるという先ほどの委員のお話に
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非常に共感したところです。 

また、私が活動している区の区中央市民センターで、年 1回、地域の学校の先生、学校地域支援

本部、区役所、児童館など様々な関係団体が一堂に集まって討議する場があるのですが、そこで

色々な方と知り合いになれて活動につながることが多いので、とてもよい事業だと思っています。 

 

会長：どうもありがとうございました。 

本日は、日程と次回以降、今期我々が深めていくテーマについて決めさせていただきました。次

回以降も、本日同様、皆様方にそれぞれの立場からの切り口でご意見をいただきたいと思います。 

その他、ご意見等がなければ、事務局にお返しします。 

 

 ５ その他 

   （特に発言なし） 

以上 

 

 

 

 

会     長 
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