
平成２９年度第１回 宮城野区区民協働まちづくり事業評価委員会 議事要旨 

 

 

日 時：平成 29年 6月 28日(水) 午後 6時～ 

場 所：宮城野区役所 4階第一会議室 

出席者：吉川委員長、有坂副委員長、庄子副委員長、 

葛西委員、佐藤委員、高畑委員 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

１ 開会 

 

２ 挨拶  吉川 時夫 委員長 

 

３ 評価方法について 事務局より説明 

 

４ 事業報告及び質疑応答 

（１）すずむしの里づくり事業（実施団体：すずむしの里づくり実行委員会） 

◇質疑応答 

・次の世代の担い手は、何歳くらいの方を想定しているか。 

→中高生へ引き継ぎ、継続していくのが望ましいが学生も忙しく、若手といっても社会で仕事

をリタイアされた方に事業参加をお願いしたい。私自身も７０代に手が届くが、若手である。 

・子ども講師がいて、小学校で高学年が低学年に教えるような仕組みがあると長く続くのかなと

思うのでチャレンジしてほしい。市の虫であれば、全区で同じような試みや広報誌でのアピー

ルを提案したい。 

・平成６年からの事業であれば当時の参加者の年齢は３０歳になる。生き物が対象で時間と愛情

が必要である。小学校での出前講座は、どのような時間帯にどんな内容で実施しているのか。 

  →授業の２時限目には生態や市の虫となったいわれ、自力で生きられない環境の事について話

をする。３時限目は飼育箱を使って土を入れ、湿気のあるところに適して産卵をするサイク

ルを観察できることを説明する。 

・初めて触れる子どもにもゼロから説明をしているのか。 

  →はい。虫の苦手な子どもには無理強いせずに、「後で見てね」と声掛けしている。 

 

＜シート＞ 

① 事業の成果 

・長年継続して行っているが、全市的な事業になっていない。 

・出前講座は、無理のない範囲で長く続けてほしい。 

・音色が途絶えつつあるすずむしを手間暇かけて飼育し、活力ある事業なので素晴らしい。 

・小学校への出前講座、区役所・市民センター等での配布・交換会など、地道な活動が広がりを 

 みせている。 

・「すずむし頒布会」の文字に出会うと季節を肌で感じることができ、地域のイベントとしても

定着していると感じる。子供たちが画ではない生きた「市の虫」を見て触れて飼育して、命の

大切さを学べる絶好のチャンスを提供されていると思う。 

② 地域ニーズへの対応 

・小学校での出前講座は、今後も継続していただきたい。自然を愛し大切に思う気持ちは、地域

愛・地域力へ繋がっていくと思う。人員不足は課題と思うが、すずむしに興味を持たれた方は

膨大な数になっていることに自信を持ち、すずむしジュニアリーダーの育成をしてみては。 

・地域への浸透を考えてみてほしい。 

・宮城野区はもちろん、仙台市の虫として親しまれる「すずむし」の音色を伝えようという思い



が素晴らしい。 

・すずむしに触れる機会をつくり、すずむしを通して地域の環境を考え、さらに地域づくり、愛

着づくりに貢献している。 

・市内全体への波及にチャレンジしてみてはどうか（他区にも同組織を作り、ネットワーク化す

る等）。 

・市政だよりの表紙に応募してみては。 

③ 事業の継続性、発展性 

・今後も継続していただきたい。若い方の協力も必要。 

・次の世代（担い手）の発掘と育成に心がけてほしい。（例：こども講師） 

・ボランティアの高齢化に伴い、若い世代への事業参加の働きかけが大事になってくる。具体的

にどのように飼育技術などを伝えていくか、人材を育成していくか考える必要がある。 

・生き物を扱う活動を年間通して継続的に行われていることは大切なことだと思う。担い手 の

高齢化を考えた時、小学校、児童館、市民センターなどと連携する仕組みづくりが必要だと感

じる。飼育セットの工夫、体験型の企画にもチャレンジしてほしい。 

・ワンコイン飼育セットは、初心者や集合住宅居住者に嬉しい計らいだと思う。深く知りたい愛

好家と興味を持ったばかりの初心者が、年齢等を越えた交流ができ、拡がることを願う。他地

域（全国的）との交流で、お力を借りられることも。すずむしサミットやインターネット交流

へ目を向けてみては。 

④ 事業の新規性、特色等 

・市の虫であるすずむしの音を市内至る所で聴くことのできるまちづくりを達成してほしい。 

・山も川もある自然に恵まれた岩切地区での発信事業で、イメージの合う説得力もある事業かと

思う。 

・飼育から放虫までのノウハウの蓄積とともに、全市に広める活動（例：コンサートイベント）

を他の団体と連携した取り組みができると良い。 

・飼育セットのすずむしは、銀行や駅など人の待合スペースのあるところに販売してみては、ど

うか。 

・この事業には、懐かしさと変わらない良さがある。一方で、衰退しない為の新しい活動を思案

する時期とも思う。飼育できない環境でも、音色を楽しむコンサートなどですずむしが愛好で

きるのは新しいと思う。 

⑤ その他 

・子ども達にポスターを募集してみるのはどうか。 

・「すずむし」をキーワードに、遊び心のある企画を専門学校や高校から募集してみるのはどう

か。 

・皆さんの弛まない活動が実を結び、自然のままの「すずむしの里」が誕生したらよいと思う。 

・大変手間と時間のかかる事業だと思いますが、熱意を持ってこれまで活動されていることは素

晴らしい。 

⑥ 総括意見 

・メンバーの若返りを図る必要がある。 

・市全域への広がりと後継者探しが重要である。 

・単年の報告に終わるのでなく、何年にもわたる地道な活動をきちんとまとめ、外に伝える必要

があると感じる。 

・ご苦労は多いと思うが、継続いただきありがとうございます。すずむしの交配・飼育に多くの

方がご協力されていることは心強いが高齢化は否めない。高校生・大学生にも参加できる形を

模索してみてはどうか。これからも期待している。 

 

（２）みやぎの・まつり（実施団体：みやぎの・まつり実行委員会） 

◇質疑応答 



・29年度の具体的な新企画はあるのか。マンネリ化しない実施内容を切に希望する。 

→ベーシックなところは、そのように見られるかもしれないが毎年２～３は新たなものも取り

入れている。同日開催される若林区のまつりにも昨年から実行委員を派遣し、良いところを参

考にしている。健康管理コーナーでは様々な医療測定を取り入れ、若者が参加している様子に

も着目し、今年は区内の専門学校生を広報ちらしのデザイン作成に参画させ、反映している。 

・若林区への視察は、自主的に行ったのか。各区のまつりの情報交換は、しているのか。 

   →5区 6か所でまつりを実施しているが宮城野区と若林区が提携したのは 3.11以降である。津

波被害は 2区だけで貞山運河でろうそくを灯し慰霊を慰めたいと考えていたが現場には行けな

い状況だったのでパネル展示による交流を行った。おととしは実行委員長と副実行委員長 2人

で自主的に伺った。行ってみれば宮城野区でやっていないこと、若手が頑張っていることを知

り、昨年も実行委員に行ってもらった。一番初めの交流はバルーンがきっかけで非常にうれし

いことと思っている。また今年も新たなことも取り入れていきたい。 

・まつりの中で復興の様子を伝えてほしい。特に蒲生辺りの無くなりつつある地域を発表するブ

ースやステージがあると、宮城野区らしいお祭りになるのかなと。中野太鼓の復活等を期待し

ている。 

  →昨年 8月 11日にお披露目した中野地区のモニュメント前では、旧中野小学校の 5、6年生が

中野太鼓を披露した。今年も 7 月 1 日の日和山の山開きで OB として披露されるが小中学生も

忙しく叩き手が集まらないのでご覧になりたい方はそちらで見てほしい。太鼓を保管し関わり

のある高砂市民センターの館長に、披露の交渉は考えられる。 

・昨年のまつりにお孫さんのステージ発表の為に、県外から来場された方がいた。孫の踊りを観

て宮城県の食べ物を食して宮城野区に留まらない効果があるのだと感じた。賑やかな企画演出

をしているが目に見えない部分の経費もある。ごみの分別で朝の回収時に苦慮したり、芝を傷

めないよう車の搬入時にゴムマットを敷いたこともあり運営するうえで年々気になる点、整理

が必要な点が増えてきている。近年のあるいは今回は、そのような点はあるのか。 

→ごみの分別収集についての経費については宮城野環境事業所にお願いし、アルバイトではな

くボランティアにやっていただき支出の軽減を図っている。また、露店の車を芝に入れ芝を

養生したこともあるが最近は公園課からの厳しい指導も聞いていない。これまで、きちんと

対応してきたからだと思う。なお、小鶴清掃工場跡地を利用し 30 年度ごろには花火を打ち

上げて前夜祭をしたい。住民による管理運営予定なので宮城野区のアミューズメントになる

よう考えている。 

 

＜シート＞ 

① 事業の成果 

・宮城野区最大のイベントとして区民の意識も定着し、楽しみにしている方々も多いと感じてい

る。宮城野区の文化や食材、そして復興をアピールする場にもなっている。 

・毎年盛大に区民が集い楽しむ祭りとして、定着している。 

・区民の憩いの場であり、活動・発表の場であり、懐かしい人や新しく繋がった人との出会いの

場にもなっている。参加者・来場者・主催者や協力者等各々の立場で楽しめる事業で、恒久的

な宮城野区の行事と言えると思う。 

② 地域ニーズへの対応 

・ニーズを把握して、目新しい企画を取り入れて欲しい。 

・ステージ発表の申込みは、毎年殺到していると聞いている。販売ブースも含め、バラエティに

富む出店も賑やかである。 

・若者の参加については、区内にある専門学校生の巻き込み、共同計画も考えられる。 

・実行委員会は春に活動開始し、多方面から集まった委員が常にアンテナを張り巡らせ、参加者 

  や区民の要望の検討をされていると想像する。全年齢層が楽しめるイベント、欲を言えば高校

生・大学生の世代にもっと参加してほしい。 



③ 事業の継続性、発展性 

・頑張って、続けてほしい。 

・今後より賑やかに充実したイベントの継続には、若い力が必要かと思う。数年後も見据えて、

今から参加や企画に工夫も必要かと思う。 

・継続性は満点である。発展性は毎年変わらないようで、少しずつ内容に変化がみられる。復興

のバルーンはとても有意義な企画である。まつりを楽しむだけでなく、震災の爪痕を宮城野区

らしく受け止め、まつりの最後に昇華させる感動も得られた。 

・企業、地域団体、市民活動団体など参加団体との具体的な協力体制が見えると良い。市内 5区

で情報交換しながら、互いの課題を共有し、成功している点を取り入れると良い。 

④ 事業の新規性、特色等 

・他の地域のイベントも参考に交流も含めて、取り入れていきたいとのこと。マンネリ化しない

イベント発展を期待する。 

・毎年、事前配布されるチラシを手に、新しいブースと変わらぬ良さが混在するエリアをどう楽

しもうか思案しながら出かけている。ひとつ残念なのは、出店の昼食メニューが似たり寄った

りなことである。 

・震災時、被災した区である意味から、震災に関わる企画は入れていくことが宮城野区の特色に

なるのではないか。 

⑤ その他 

・早めの広報で関心を呼ぶような PRをしてほしい。 

・区民の交流の場として、今後も良いイベントを継続してください。 

・ごみの処理がしやすく、しっかりと扱っているのは嬉しい限りである。分別の必要性と仕方を

子供から転入者へ伝える良い機会と思う。 

⑥ 総括意見 

・マンネリ化しないように考えてやってほしい。 

・復興の様子をアピールできるブース等があるといい。 

・マンネリ化しない工夫をしながら、区民が愛着が持てる祭りとしての継続を願う。 

・みやぎの・まつりに参加し楽しんで 20 年強。このイベントが宮城野区居住を誇れる一要

素になっている。様々な団体が商業化され過ぎずに知恵を持ち寄り、榴岡公園に集まった

人々が楽しい時間を共有できるまつりであるよう、これからも期待したい。 

 

（３）地域はっぴぃ子育て支援事業（実施団体：みやぎの区民協議会子育て支援部会） 

◇質疑応答 

・鶴ケ谷のイベントは、対象親子を何人で見込んでいたのか。参加数に満足しているとは思えな

い。 

→実数の把握はしていなかったが市営住宅の世帯等、中心部まで出てくるのが難しい親子が少

なくないと家庭健康課から聞いていた。数が多ければいいのではなく、足を運ばれた方の悩

みにも寄り添い、育児を前向きに取り組めるよう応援サポートしていきたい。 

・PRはどのようにしたのか。 

→メンバーの所属団体の他、協力いただけた幼稚園や近隣の商店にもチラシを配布した。 

   ・お母さん目線の事業であることは重要である。のびすく等へ足を運べる人は幸せであるが、そ

うでない人や行政が用意した受け皿からこぼれている人をどのようにサポートしていくかが

重要だと思うので、これからも鶴ケ谷のような取組みを小規模で良いので区内様々なところで

チャレンジしてもらえるとありがたい。一度ぜひ、仙台市の子供未来局へアピールしてみては。 

   ・ママらいふ手帳とあったかフェスタの 2大イベントがこのプロジェクトの大きな柱だと思うが 

    会員の方の児童館で手帳説明会を開く予定とのこと。自分達から出ていく意気込みがほしい。 

    部会のメンバー内で来るものは拒まないけれど私たちは待っていますので要望があればでは

なく、堂々と仙台市のまちづくり事業として、小さい子供のいる施設へ押しかけるぐらいの意



気込みで頑張ってほしい。 

   ・事業やイベントを行うにあたり、メンバーの体制から多くの人を対象にするのは難しいのか。

事業を見直しすることについての説明してほしい。 

→メンバーは仕事をしながら時間を割いて、イベントを行うに際し地域施設へこの事業の趣旨

を説明しながら関係性を築き協力を促す苦労がある。また今年度は、手帳講座を担っていた

メンバーが抜け、残ったメンバー全員でそのノウハウを学び手帳を普及する試みである。な

お、手帳と共に発行していたマップは作り手がいなくなったので、手帳に趣を置くこととし

た。あったかフェスタは、地域で支援者の輪が広がり何らかの形で継続されるよう部会でき

っかけを作り、地域のメンバーが関わることで見守っていくこととしたい。 

・イベントの告知にフェイスブックを使ってはどうですか。 

→メンバーで検討します。 

   ・毎年ママになる方はいるので必要な事業だと思うが、メンバーだけが頑張るのでなく、使った

ママの「いいな」といった感想が拡がるような仕組みがあるといいのかなと思う。こんな使い

方をしているといった情報が手帳にも必要かなと感じた。 

 

＜シート＞ 

① 事業の成果 

・子育てママへの応援という着目は、とても良いと思う。支援団体からの熱意と工夫が感じ取れ

る。 

・子ども以上にママに目を向けた視点は重要である。市全体へのアピールをしても良い取組であ

る。 

・毎年、新しくママになる方がいるので継続的に支援が必要な事業である。 

・子育て支援の継続事業として活動されているメンバーに地元住民として感謝している。講座受

講者自らグループを結成し、活動されているのは、人手不足を補える有効な手法と思われる。 

・イベントの広域化に更なるっ展開を感じる。 

② 地域ニーズへの対応 

・他区ののびすくでも本事業の説明会を開き、ノウハウを波及させてはどうか。 

・ママらいふ手帳を必要とする対象は、仙台市発行の子育てサポートブック「たのしねっと」配

布対象者と同じかと思われる。行政との連携で、多くの人に手に取って頂けるのでは。手帳講

座を各地域で開催し、中央に足を運びにくい方にも利用いただけると良い。 

③ 事業の継続性、発展性 

・良い事業だと思うので、今後もより発展し広がりを見せてほしいと思う。事業課題点を踏まえ

見直しを行うとのことなので改善に期待したい。 

・踏ん張りどころなので頑張ってほしい。 

・本年度、事業の棚卸をするのは有意義である。その手法やファシリテーターを検討してほしい。 

・地域の子育てに関わる各団体・機関との連携の構築が必要である。「あったかフェスタ」の開

催は、開催の目的を考え各地域の事情やニーズに合わせて内容を企画し、地域持ち回りの開催

でも良い。 

・転勤族の多い仙台は、活動メンバーの確保に波があると思う。人材育成事業に発展された貴部

会ならではの継続性・発展性に期待したい。子育てに鬱々とされているママや配偶者は、思い

のほか増えているように感じる。宮城野区が手を差し伸べていることを、伝え続けてほしい。 

④ 事業の新規性、特色等 

・他にない事業かと思うので、是非告知を広め、認識を高めて活動してほしい。 

・メンバーの拡大に保育系の大学生ボランティアは、どうか。 

・「ママらいふ手帳」の認知度が少ないので使い方のワークショップを開催し、参加者に SNS 等

を利用して「これいいね」と発信してもらう仕掛けづくりをしてはどうか。ママと一緒にパパ

も巻き込める企画があると良い。 



・平素の子育て支援活動において、養育者の自分気づき、存在価値、自己アピールなどは強まっ

ている。SNSなどの利用世代は、手帳利用も取り掛かり易いのではないか。ネットを使うと利

用者増になるのではないか。 

⑤ その他 

・活動の告知、イベント案内、情報交流として、フェイスブックを活用されてはいかがか。 

・子育てを支える活動をする意気込みを持ち、現場に積極的に出向いてほしい。 

・今後も鶴ケ谷にある復興住宅をフォローしてほしい。 

・持ち歩きたいと感じたマップが作成できなくなったのは、残念である。新しい利用者戦略へ向

かう転機と考えて、頑張ってほしい。 

⑥ 総括意見 

・少しでも多くの人たちに来てもらえるイベントになるよう頑張ってほしい。 

・鶴ケ谷のような小さな企画をいろいろなところで行い、出て来られないママ達を支援してほし

い。 

・手帳の存在をアポールする広報が不足している。自信を持って作成した手帳の良さを伝え、普

及てほしい。 

・未来を担う子どもたちの健やかな成長には、養育者の心と身体の安定が必要だと思われる。 

・少しでも楽しく、にこやかに親子の時間が過ごせるよう、これからもご尽力願う。 

 

（４）みやぎの地域力向上支援事業（実施団体：地域メディアネットワーク検討会） 

◇質疑応答 

・宮城野区らしいまちづくりというのは究極のテーマで、宮城野区があるから仙台市が輝くのだ

という良さを知りたいので教えてほしい。 

→目に見えてわかるものと同時に、10年 20年先の着地点を見据えたテーマ設定がそれになる

のかもしれないので考えていきたい。 

・新たなまちづくりの手法として、重要な事業である。棚卸と地域の方と活動を共にすることを 

ぶれずにやってほしい。復興も県や国があと 5～6 年で終了する計画とのことで、その後が地

元としては大事なところなので 10年 20年のロードマップ作りが今年重要になってくる。また、

地域メディアの継続性をテーマにしたセミナーがあってもいいと思う。一つの成果物ができる

と続かなくなり、利活用は他の団体が光を当ててくれることが多く、地域メディア同士をつな

ぐセミナーも是非担ってほしい。 

  →3.11があってこその思いは多く、形にして表に出す工夫は必要である。他団体との連携は難

しいが、10 人の委員のスキルと発想を出し合いたい。「継続性を求める講座」は面白そうで

ある。 

・先日アエルで開催された宮城野区の自慢話の企画は、どのようなものだったのか。 

  →各々が知っている宮城野区のすごいところを発表してもらい、全国に発信できるものか判定

し東北３６０のネットニュースに取り上げてもらうというもの。はがきをＤＪが読むような

感じが面白く、第二弾もやりたいと思っている。身近なことが取り上げられることを再認識

できるイベントとなった。自慢したい人が、沢山集まってくれたことが良かった。 

・無い物ねだりでなく、ある物自慢をしようという発想が面白い。 

  →メディアという言葉で敷居が高く感じられるかもしれないが誰でもできるということを知

って欲しく、誰でも言っていいのだ伝えられるのだという敷居を下げる工夫を今年はやって

みて、プレイヤーを増やしたい。 

 

＜シート＞ 

① 事業の成果 

・成果があったのか疑問である。 

・区内の地域活動をする方たちにコミュニケーションを持たせ、点から線へとつなぎ、より幅広



いネットワークに発展している良い事業だと思う。 

・地域メディアを多角的に面白い切り口で示し、ネットワーク化を試みている点が良い。 

・それぞれの地域メディアが棚卸をして地域の人と行動を共にする、そこに住民主体のまちづく

りが生まれる。本事業の成果は、まさにここでしょう。 

② 地域ニーズへの対応 

・地域ニーズをよく捉えてほしい。 

・宮城野区は古くからの町が多く、その地域ごとに特色ある文化、そして町の誇り（自慢）を持

っていると思う。それを引き出し、広めることで活性化の動きを感じる。 

・宮城野区が発祥とされる「地元学」を再認知させ、その活用を考えることは、地域の資源を有

効活用する意味でも、今後の事業展開が期待できる。 

③ 事業の継続性、発展性 

・宮城野区は、震災で沿岸部は大きなダメージを受けた。だからこそ、我が町のふるさと意識を

元に結束力を更に高め、若い世代の方にも伝えていくことは大切かと思う。 

・メディアの敷居を下げることで事業を具体化し、地域の人々の関わりを拡げていく計画を打ち

出してほしい。 

・復興期間である 5年が過ぎ、10年が過ぎると急速に復興契機の地域メディアが衰退する。そこ

にメスを入れてほしい。 

④ 事業の新規性、特色等 

・地元学の検証とともに、宮城野区らしい新たなまちづくりの実践につながることを期待する。 

・地域メディアの継続性、利活用をテーマにしたセミナーがあると良いと思う。 

⑤ その他 

・「無いものねだり」ではなく、「有るもの自慢」をしよう！というワードが印象に残った。 

・ぜひ、宮城野区の魅力を沢山見つけてほしい。 

⑥ 総括意見 

・問題点、課題点でも自己指摘しているように目指す到達点やフローをすぐに決めてほしい。 

・検討会から発生する今後の展開が楽しみである。宮城野区から発信する、新たなメディアのモ

デルがつくられると良い。 

・10年、20年の活動のロードマップ作りが着実に進むようお願いする。 

 

（５）ご近所ふれあいステップアップ事業（実施団体：宮城野区区民生活課） 

◇質疑応答 

・主に宮城野区の中心部である原町地区で活動しているのか。地域への告知はされているのか。 

    →昨年度末に原町地区で活性化委員会を立ち上げ、その中でこの事業を組み込んであり、今年 

度は防犯に力を入れ、来月にも警察とともに防犯カメラの設置場所の確認を予定している。

広報紙により地域全世帯への周知を図っている。 

   ・地味な活動であるが車座になっておじいちゃんもおばあちゃんも顔を合わせ身近な課題を話し

合う機会が得られ、これからの原町にプラスになった。行政の力も実感したので、これからも

よろしくお願いしたい。 

 

   ＜シート＞ 

① 事業の成果 

・コミュニケーションを深めることから防災意識を共有していく活動には、同意する。 

・行政の協力で、該当地域の原町に風が吹いてきたように感じる。安全安心なまちづくりは誰も

が思う願いである。それをどの切り口でどのように活動するかの糸口を探していただき、道筋

を付け共に歩んでいるように見える。 

② 地域ニーズへの対応 

・その町の歴史や文化により、性格が違うと感じることがある。地域に合った活動発展を期待す



る。 

・住民一人一人が「私が要望や意見を言っても良いのだ」と気づいた 3月のイベント。その意見

の中から、一番気がかりなことから始めようと動き出したことは、昔ながらの地域コミュニテ

ィには画期的なことである。学校・警察・消防・区役所と一体になって活気ある活動を期待す

る。 

③ 事業の継続性、発展性 

・事業をきっかけに、地域の方にも賛同いただき、地域の方々が率先して活動を広げていただけ

れば良い。 

・成功体験が住民の一体感を生み、自信へとつながり発展する。更にはそのコミュニティを大切

に思い、地域の安全安心の継続を願い、活動すると思う。この事業を好機に、誰もが住み続け

たい街に発展していくことを願う。 

④ 事業の新規性、特色等 

・事業としての新規性には欠けるが、安全を重視した活動に重きを置き、活動開始しており、徐々

に新しい考えを組み込ませよう検討されている。今後に期待したい。 

⑤ その他 

・地域の活動に一石を投じる方法として、行政の力添えが有効なことを実感した。指針となった

り、活動の迅速化につながった。期間限定であればこそ、住民がその時間を大切に考え、継続

出来るように勉強して有意義な事業になればと願う。 

⑥ 総括意見 

・地域の安全安心の為、今後の活動に期待したい。 

・安全安心は地域の暮らしの基本なので、日頃の継続的な取り組みを必要とされる。 

原町地区のモデル事業を、区内の他の地域にどのように活かしていくのかも考えてほしい。 

・協力者をどんどん増やして、地域の名物おじさん・おばさんを生み出してください。 

・地域力は、安全安心なまちづくりに繋がる。震災を機に、防災力は地域力と実感し、住民

同士が声を掛け合い、力を合わせることの大切さを実感したはずである。しかし、喉元過

ぎれば熱さ忘れるというように、緩んできたコミュニティの構築に、今一度 TRYしてほし

い。 

 

（６）地域防災力向上事業（担当課：宮城野区区民生活課） 

◇質疑応答 

・災害研の先生が沢山おられるので、オーダーの出し方を間違えると断層の構造的な話になり、

聞きに来た住民が自分のこととして捉えられなくなってしまう。あくまで住民目線で、断層の

上に私たちは住んでいるので、何をすべきかというテーマをリクエストする等がいいかと思う。 

→セミナーについては、これから選定し決定していきたい。 

 

＜シート＞ 

① 事業の成果 

・これからの防災・減災のためにも、防災の意識や知識をより幅広く深める活動は、大切である。 

・震災後の防災・減災に関する知識の習得を目的としたセミナーとしての成果は、満点である。

講演の講師を依頼した時点で、この目的は 8割達成され、当日どれだけの方が満足されたかで

総合点となるように思う。 

② 地域ニーズへの対応 

・宮城野区は、内陸部から沿岸部まで、そして河川のある地域など特長の違った地域があるので、 

自分の地域を知っておくのは大事である。 

・講演後のアンケートや日頃の問い合わせ等から、充分に地域ニーズに対応されたと思う。断層

などへの関心は男性に多く思われるが、声の小さい弱者目線の知識の習得との組み合わせは、

いかがか。 



③ 事業の継続性、発展性 

・防災もいろいろあると思うので地域にあった防災から進み、地域の方々が自発的に活動を始め

られると素晴らしい。 

・防災・減災に終点はない。これからも大変な作業であるが継続してほしい。ステージ講演だけ

でなく、視察や体験等別の角度からの防災知識の習得があっても良い。 

④ 事業の新規性、特色等 

・難しい講話になると、徐々に人が集まりにくくなる場合がある。わかりやすく、始めやすいこ

とからのスタートでも良いと思う。 

・様々な災害が影を落とすようになった日本。次々にすべき事は生まれてきそうである。継続第

一に頑張ってほしい。 

⑤ その他 

・災害研が断層の話になると構造的な話が多くなりがちなので、あくまで住民目線で「断層の上

に暮らしている私たちができることは。」のようなテーマで講話を依頼してほしい。 

・素晴らしい講師にお越しいただき、個人では叶わない知識を習得できることは嬉しい限りであ

る。もっと身近なところでの防災・減災知識の習得と組み合わせて、吹奏楽を集客利用せずに

実施しては如何か。 

⑥ 総括意見 

・災害に備えての活動は、極めて大事である。 

   ・防災・減災の知識の継承、啓発は必要である。講演やセミナーは、より住民主体で自分事にな

るテーマ設定と講師の選択をお願いしたい。 

   ・語り継ぎ、声かけあうことが防災・減災に繋がる。引き続き、様々な意見を掌握して、セミナ

ーの継続をお願いする。 

 

（７）おらほの公園草刈隊支援事業（担当課：宮城野区公園課） 

◇質疑応答 

・「予算不足を補う効果」とは問題である。草刈り機の修理や購入に事業費を充てるのは、実施

要綱に抵触しないか。 

→実績報告中の文面に不適切な表現があった。事業は、地域と連携して魅力ある公園を維持す

るために草刈り機の貸し出しとごみ袋の配布、回収が行政の役割の主である。機械は事業開始

より 8～9 年間使用しており購入の必要性も出てくる。危険な状態を見極めながら、安全に使

用していただくための点検修理や購入は、市民と区の協働事業として必要な範囲の経費として、

ご理解いただきたい。 

   ・事業立ち上げ時に、機械は購入したのか。 

    →はい。 

   ・機械は計画的に購入しているのか。 

    →基本は今の台数を維持しているが修理に出しているときに不便をかけており、土日の活動が

ほとんどなので、予約が重なり不足の傾向にある。 

   ・修理に要する日数は。 

    →工場持ち込みの場合は、2週間程度である。 

   ・企業にも貸し出し、地域貢献の協力を得て看板設置をしているものだと認識していたが、実績

は多くはないのか。 

    →ＰＲ不足かもしれない。初年度のみ多かったが、近年は年に 1団体程度である。 

   ・事業継続のためには、企業の協力をもっと得られるようアクションを起こしてほしい。 

    広瀬川を清掃する企業が入札の際にポイントが付くといったシステムが他の自治体であった

かと思う。そのようなことができれば、一つの手だと思う。 

→仙台市でも建設業であれば、そのような制度がある。昨年末からＨＰで活動の様子を写真掲

載している。企業名のＰＲについての見直しも検討したい。 



 

＜シート＞ 

① 事業の成果 

・設備と労力が必要なので、支援事業は良い事と思う。公園がきれいだと街の印象が違う。 

・地域と企業が協働し、同じ目的を各々の地域で達成するという理想的な事業に感心した。公園 

は地域の財産として大切にされ、コミュニケーションの場となり、人々の笑顔があふれる構図

が浮かぶ。事業のネーミングも良い。 

② 地域ニーズへの対応 

・おらほの公園の雑草問題解決にど真ん中に対応された事業である。公園に団体名を表示するの

は、活動意欲につながり、周辺住民への周知力の高さを感じる。 

③ 事業の継続性、発展性 

・今後も継続してほしい。報告にあった運搬の要望や日程調整は課題である。 

・課題がある部分は、企業の CSR部門に訴えて、Win-Winの協働体制を作ってみてはどうか。 

（例：運搬を JAにお願いする等） 

・公園の有無は、地域コミュニケーションにも関わってくる。災害時には、一時避難所としても

利用できる。乳幼児・児童にとって重要な遊び場＆交流の場である。維持するのは大変だが、

最も継続してほしい事業である。企業の社会貢献を促していただきたい。 

④ 事業の新規性、特色等 

・草刈り作業は労力もかかるので、できれば民間法人とも提携し、労力の支援もできると良い。 

・地域の公園を様々な地域団体の協働で整備清掃される姿を、地域の子ども達にしっかり見て記

憶してもらえたら、各々の世代で柔軟に形を変えながら継続されそうに思う。 

⑤ その他 

・特記事項無 

⑥ 総括意見 

・限られた予算で課題も抱えての事業であるが頑張ってほしい。 

   ・住民が草刈りに参加することで、地域の公園として意識することができる。地域の企業の協力 

   （例：CSR活動の一環）が得られる方法を考えた方が良い。 

   ・これからも変わらない活動継続を応援したい事業である。地域の憩いの場=公園を、地域の団

体の協働で守り続けることには課題も生じると思うが、多くの知恵を集め一日も早い解決を願

う。 

 

５ 閉会 

 


