
令和元年度第 4回仙台市青葉区区民協働まちづくり事業評価委員会議事要旨 

 

日 時：令和 2年 3月 3日（火） 

      13時 30分～17時 30分 

場 所：青葉区役所 4階会議室 

7階特別会議室 

出 席：島田委員長、青木副委員長、加藤委員、 

金委員、後藤委員 

※過半数の出席により委員会成立 

 

1 開会 

2 挨拶 仙台市青葉区区民協働まちづくり事業評価委員会委員長 島田 福男 

3 議事 

（1）議事録署名人選定  加藤委員 

 

（2）事前説明 

 

（3）令和 2年度まちづくり活動助成申込事業 事業計画説明会 

◇各団体プレゼンテーション 

  ◇質疑応答意見等 

  ①仙台芋沢自然薯研究部会 

委員  3 年目の活動ということで、自然薯の効能を栄養士や医療従事者の方に聞き、それ

を PR することによって自然薯にもっと注目していただき、一緒に試食する時には、

こういう時にはこういう効能があるとか、こういう時にはこういう風に料理をすれば

こういうところに効くと、親切、丁寧に教えてあげてほしいと思う。ご説明いただい

たアンケートの中で、もう一点くらい何かお声があればお聞きしたい。 

説明者 先ほども、マスコミ関係は全然やっていないと話したが、アンケートの中であった

のは、通りすがりに入られた方とか、のぼりを見て入られた方達からの、もう少し宣

伝した方が良いとの内容であった。やはり、丸森の宣伝は、マスコミ 5 社くらい入っ

ている。また、毎年やっているもののため、マスコミさんもまたやるなということで

アポイントを取って、行っているようなので、その辺も我々からすると定着させなけ

ればまずいかなと思っている。今年がスタートになるわけだが、それがきちんと出来

れば、非常に来年に結び付いていくと思っている。 

委員  もう 1つ、最後の活動計画の中で、マスメディアの活用とか SNSを活用した情報提

供とあるが、これは具体的にどのような形でやるのか。 

説明者 SNS等に詳しい盟友がいるため、その人達と打ち合わせをしながら色々な仕掛けを

やっていきたいと思っている。それをやることによって、広告関係のチラシを出来れ

ば減らしていきたいと思っている。 

委員  どうぞ頑張ってください。 



委員  先ほど、ご説明の中にパンフレットの作り直しの話があったが、今回その制作費は

予算のところでは予定はされていないのか。 

説明者 いえ、少し増やしている。少しは増やしているが、多少直すだけのため、そんなに

はかからないのかなと思っている。 

委員  このチラシとは別なものという理解でよろしいか。 

説明者 その辺は、我々の中でやらなければいけないというか、どこまでアピールするか、

要点だけ入れていくのか、それをまた分解していくのかで別紙になるか、その辺色々

出てくると思うため、今後の我々の打ち合わせ次第である。 

委員  その辺の詳しいところはこれから進めていくということか。 

説明者 極端にお金がかかるということはないと思う。 仮にお金がかかっても、おまつりを

成功させるために腹をくくってやっているため、その辺は大丈夫である。 

委員  十分その辺の熱意は伝わってきているところかなと思う。逆に、助成金が受けられ

るところで、次にも使えるようなツールとして、パンフレットの日にちとかの情報で

はない普遍的な自然薯についてとか、地域のこととか、何かそういったものであまり

変更が必要ないものを優先するという考え方もあると思う。先ほどの広報については、

色々な地元番組の PR のコーナーもあるため、そういったものにお金をあまりかけな

くても広げるということも一定程度あると思う。総花的に全部広げるという発想もあ

るかもしれないが、少し皆さん自身も楽しめるゆとりと来た方とコミュニケーション

が図られるその部分の少し凸凹加減を均してみるということは、恐らくこれからの実

行委員会の話なのかなと思っている。自走していくためのこの 3年目というところで、

広報の方法が今回の話のポイントなのかなと思った。 

委員  3 年目ということで、助成終了後にいかにして継続できるかということを考えなけ

ればいけない時期かと思っている。そのため、自然薯の販売だけではこの事業を継続

していくのは少し難しいのかなと思う。豚汁や焼き鳥やうどん、そば、あるいは軽ト

ラ市をやっているため、その全体の売上をアップして、事業の継続に持っていけない

のかなということが 1 つ、それから、5 万円の謝礼を見込んでいるが、これはどのよ

うな方にまた何人くらいの方で 5万円なのかお聞きしたいと思う。 

説明者 芋煮を作ってくれる婦人部等である。当初お金は払っていなかったが、彼らは彼ら

で色々と打ち合わせをしたりしているため、やりっぱなしというわけにもいかないた

め、そういう風な団体とか、あとはお借りしている会場関係で、当然電気やトイレ等

も使わせていただいているため、そういうものを計上している。 

委員  売上の方はどうか。自然薯だけではなくて。 

説明者 野菜の方はトラック 8 台ほど出していただいてほぼ完売させてもらっている。以前

は、奥に販売コーナーを設けたので不評だったが、今度は入口の 1 番前に野菜関係を

持ってきたため、完売と非常に好評をいただいている。やはり、物が売れれば経費が

少し足りないと言っても気持ちが出てくるのかなと思っている。その辺は一緒にやっ

ていきながらコミュニケーションを取っていきたいと思っている。 

委員  収支計画の部分で確認なのだが、一番大きい項目を見ると、材料費のところで 14

万円ほど計上されているが、こちらの 14万円というのは人数的に換算すると大体どれ



くらいの方々の分の材料費ということになるのか聞かせていただければと思う。 

説明者 大体 500人分を用意している。昨年も、そのくらいは用意したのだが、天皇陛下の

パレードが午後からぶつかり、かなり減ってしまった。減っても、350 人強は来てく

れたのだが、鍋は大盛で提供した関係ですっかりなくなってしまった。今回も、500

人くらいの目標で、500 食作りたいと思っている。その 500 食の材料の関係も当然メ

インは野菜関係が販売されているというか、生産者の方々から譲られるため、まとも

に買うわけではないのだが、足りないものはお店から調達ということになり、その辺

は抑えたいと思い、去年からもそういう風にやっている。 

  

  ②一般社団法人 アート・インクルージョン 

委員  この事業の目的の年齢制限、国籍や障害の有無に関わらず、全ての人が参加できる

ということは非常に素晴らしいと思うが、参加者や関係者の意見や要望は反映されて

いるのか。場合によっては、アンケートを取っていて、1年目はこうだったけれども 2

年目はそういったものを入れているとか、当事者の方、保護者の方の意見も入れてい

るという風な、少し意識的に計画されているのかどうかということをお聞きしたいと

思う。 

説明者 1 今年度の事業が 3月いっぱいまでとなっているが、未だ予定上は終了していない。

実は、2 月と 3 月にもう一度誰でも creator を開催予定であったが、 2 月はやはりこ

の状況のため中止にして、2 月と 3 月で今まで出店していただいた方々にアンケート

等を取りたいと思っていたが、未だそれが出来ていない状況で、もし 3 月も開催が危

ぶまれる場合には皆さんにメールでアンケートを取りたいと思っている。 

委員  １つお伺いしたいのだが、昨年度のお話も聞かせていただき、皆さん一番町には随

分こだわりを持って活動しているように思えたのだが、その中でアート・インクルー

ジョン展覧会を突然メディアテークで行う理由は何か。 

説明者 1 より広い会場で見てほしい、より多くの人に知ってほしいということからメディ

アテークで開催したいと思っている。そのきっかけとして、以前 2 月に障害のある方

による見本市という展覧会がエイブル・アートさんと仙台市主催で開催されたときに

参加して感じたことが、私たちの事業はテーブル一台に収まるような内容でないなと

いうことをすごく感じ、それをやはり広い場所で皆さんに見ていただくということを

目指している。 

委員   例えば、一番町で空き店舗を借りるとかも考えられると思う。通行人の量に関して

は、一番町の方が断然多いと思うが、どこでやるかについても色々考えていただけれ

ばと思う。決してメディアテークが悪いと言っているのではなく、せっかく人通りも

多い一番町にこだわっているため、ふと見て入ることによる出会いは、一番町の方が

多いのかなと感じ、その辺をご検討いただければと思った。 

委員  私も会場関係で 1 点お伺いしたい。メディアテークで 5 日間開催を予定されている

が、5 日間という根拠は何か。例えば、週末であれば金土日を含めるとある程度集客

は見込めるのかなと素人考えで思ったりはするのだが、この 5 日間にこだわった理由

が何かあれば聞かせていただきたい。 



説明者 1 もし、平日の 2 日間をプラスして開催すると、平日しか出てこない利用者さんも

いるため、そういった方のオープンクラスとして開催できるかなと考えていた。普段

行っている活動内容をメディアテークに移動し、その展示の中で、より多くの利用者

さんに参加してもらいたいと思う。 

委員  入れ替わりがあるのか。 

説明者 2 アート・インクルージョンという B 型事業所に通っている方は全員で 40名。その

内、週 5日通っている方もいれば週 1日しか来られない方もいるため、平均すると 30

名弱の方が毎日通っている。イベントは大体土日に開催することが多いのだが、やは

り平日にしか来られない方もいるため、メディアテークでは単純な展示によってお客

さんを呼ぶということだけではなく、普段福祉事業所としてアート・インクルージョ

ンがどのような活動をしているのかということを、活動の場所をメディアテークに移

して、メディアテークに来られた方にもアート・インクルージョンの一日だけ利用者

になるような感じで活動をより身近に感じてもらいたいというコンセプトがこの中に

含まれている。 

 

③折立学区町内会連合会 

委員  先ほどの写真にもあった松の倒木の撤去に、401,500 円ということで、事業費の半

分以上入っているのだが、この業者というのはどういったことで選定されたのか。 

説明者 実は、もう一社というか、森林組合にも見積をお願いしているのだが、届かなかっ

たため 1社だけ出した。 それで、この松喰い虫の枯れ木は助成が出ると思っていたの

だが、枯れかかっている木や未だ生きている可能性がある木を切ることには助成が出

るそうだが、この松の大木みたいに完全に枯れてしまっているものは助成が出ないと

いうようなことで、こういった大きな額になってしまったというのが実際のところで

ある。 

委員  実は、私もあまり違いの方はよく分からないのだが、皆さんの感覚としてはこの

401,500円という額は妥当な額か。 

説明者 実は、車で機材を運びあげることが出来ない所のため、一番近い所からでも 800m

以上木だとか梯子だとか色々な機材を運ばなければならないということで、これは結

構な額になるのでないかなと思っている。森林組合にもお願いをしているのは、この

あと出てくると思うのだが、これより安くなると嬉しいなという思いである。見積を

お願いした業者は、なるべくやりたくないと言っているくらいのため、それだけ条件

が悪いところなのである。 

委員  わざと高くなっている可能性もあるため、できれば複数社から見積を取って、見積

合わせをすることが公平かなと思う。公的な助成金のため、特に大きな額の場合はそ

うした方が、何かと説明がしやすいのかなと思う。 

説明者 2 月の頭には森林組合に頼んでいるのだが、未だそこまで登って見積をするという

ことをしてくれていないため、間に合わなかったということが現状である。 

委員  それはやはりあまりやりたくないということか。 

説明者 恐らくそうである。いわゆるどこの業者も機材を機械で運べるとかそういったよう



なところは引き受けると思うが、全て人力で行わなければならない位置になるため難

しい。例えば、チェーンソーでもすごく長めのチェーンソーでないとこれだけの太さ

は切ることができないし、倒すわけにはいかないため、上から切って落としていくよ

うな手立てをしないとだめだということがあり、そのような額になったと思っている。

税金も入っているので高くなった。 

委員  運営体制と言うか、協力体制のことで少し伺いたい。昨年の事業の成果としてボラ

ンティアの方の参加が多かったというお話だが、規模で言うとどれくらいの方が延べ

でいらっしゃったのか。 

説明者 ボランティアの方は 36 名くらい。それから賛助金を出してくれた方が 118 名くら

いという風な程協力をいただいた。今年も、賛助金は締め切ったのかという声もある

ため、去年協力していただけなかった人には協力していただこうと考えている。 

委員  基金や寄付は、皆さんで育てていく原資として今後の運営のところで工夫をされる

といいのでないかと思う。今、ボランティアの参加について、他の地域の行事にも参

加をされたということのため、地域の近いところにいらっしゃる方が参加された感じ

が多いのか。 

説明者 折立学区は 9 つの町内会が連合会に入っているのだが、ほとんどの町内会からご協

力をいただいている。西花苑団地が近いため、西花苑二丁目町内会からは大勢手伝っ

ていただいたが、全地域から、あるいは女性の方からもご協力をいただいた。 

委員  今年の課題に、若い世代の方への参加の呼びかけということがあるが、今まで協力

していただいた方からや、その方のご紹介等、そこを広められそう、あるいは広げら

れる部分をどんな風に今のところでは予定されているのか。 

説明者 今の最大の目当ては、申請書にも書いたのだが、折立小のお父さんの会である。若

い人に声をかけようと、特に折立小の 6 年生の夢を実現していることがあるため、ぜ

ひ協力していただきたいと考えている。若干名は当てにしている方がいる。 

委員  仙台市内にも緑の保全の活動をしているグループの皆さんとかもいるため、個別で

関心を持たれる方もいると思う。少し地域とは違うところで、活動に関心のありそう

な方への協力依頼とかもいかがか。 

説明者 実は、このボランティアに参加していただいた山に登るグループがあるのだが、そ

の方は折立学区だけではなく、他の地区も混ざっている。登っていただいたときに小

学生と同じように石を運んでいただき、準備していた石が全部なくなったというほど

の状況で、折立学区以外からも協力をいただいていると思う。 

委員  小さな力でもみんなで少しずつやればできるという参加もあることや、先ほどのよ

うに専門の方が入らないといけないというところもあると思うため、上手に声のかけ

方やそういった実例があるのであればまた広がり方もあるのかなと思う。 

 

  ④桜ヶ丘学区連合町内会 

委員  2点お聞きしたいと思う。1つは、ウォーキングコースの案内板についてだが、これ

は 1か所で 20万円ということか。 

説明者 案内板は、公園のウォーキングスタート地点に大きな桜ヶ丘の全図を想定しており、



その中にコースを入れるという形である。コースばかりでなく、桜ヶ丘公園も紹介し

ていきたい。 

委員  それからもう 1 点。公園を整備するわけだが、整備よりもこれから整備した公園を

どのように維持してどのように活用していくかということが、1 番大事かと思う。そ

の辺のところを少しお話いただければと思う。 

説明者 1 番苦しいところを取られた。花の場合は、本当に天気に影響されるため、ある程

度手入れを頻繁にやらざるを得ない。そうすると、今まではただ花壇を作るというこ

とで皆さん協力してやったのだが、これからは維持となるとなかなか難しい。これか

らは実際に 2 年目である程度完成されたものを紹介しながら、できるだけ多くの人を

集めることを実現するためにやっていきたい。人集めは本当に大変だが、頑張りたい

と思う。 

委員  計画のところにも、活動が継続できる体制作りという表記があったが、今のお花の

手入れや、そういったところを四季折々維持することを楽しんでいくためには人の手

がかかるなというところは実感している。定期的に運営委員会としては開催されるよ

うだが、地域の中でそういったお花を育てたりお世話をすることが比較的好きで、そ

ういったことに継続的に顔を出していただいている方々は見えてきているか。 

説明者 町内会によって一生懸命、特に女性の方がお手伝いされているが、そういう方が大

体中心になっている。今は、区切られたところの範囲内でということがあるため、で

きるだけ全体的な花壇として広げて管理できるような形で、試行錯誤やっていく。 

委員  先ほどから皆さん自身も楽しんでほしいということを話しているのだが、やはり身

近に暮らしているところに魅力を作っていくということは、そこで関わる方々が楽し

くそのことを伝えあって仲間を増やしていくということに、徐々に広がりが出ていく

というスピード感もありなのではないかなと思っている。それを一旦管理とか、そう

いった目線で体制を組んでしまうと、やはり長続きしなくなってしまうということと、

どこか楽しさよりもやらねばならないことということが先に来てしまい、活動が少し

疲弊するような状況になるのでないかと思う。色々な活動を私達も見させていただい

たりお手伝いをさせていただく中で、なかなかそこは難しいなと思うことが非常にあ

る。皆さんは広いエリアに挑戦されてきているのだが、一旦形として整えるという段

階が、このまち活の助成を活用してステップを踏んでいくということだと思う。恐ら

く試行錯誤なさっていると思うのだが、町内会の中での協力というつながりの発想と、

自由に好きなことでのグループやチームでのつながりという発想を、運営委員会の中

だけでなく、少し外の活動の時に皆さんで手を貸しあって、今後の自走を考えた運営

の在り方や体制がポイントかなと思って伺った。まさにボランティアは、自発性がも

とのため、きっかけは色々とあって良いと思うのだが、要請されてというよりは発意

をもとに繋がっていき、それを町内会がバックアップできるような体制があったら良

いと思う。公園を活かして何かをしたいという若い人達の声も、この界隈で聞くこと

はあるため、機会としてはあるのだと思う。なかなか難しいと思うが、色々な繋がり

も増えてきていると思うため、どうしても計画だと 1 年の中で予定通りにとならざる

を得ないところはあるのだが、運営の方法の部分のところで、ご苦労はあるかと思う



が、上手くこれから出会う方々とも何かを見出せるといいなという応援も込めてのコ

メントとさせていただく。 

説明者 今のところどちらかというと子どもを中心に考えている。保育所には、大人の方に

よる子育て支援というサークルがある。そのため、皆様でお手伝いできる輪を広げて

いきたいと思っている。また、本当に花の好きな方にどういう形で呼び掛けを行うか

ということが一番大きなテーマのため、そういったものもこれからはやっていきたい。

今まではあまりやっていなかったが、これからはやっていきたいと思う。 

委員  その他のところになってしまうが、住みたくなる町桜ヶ丘というゴールがあると思

うのだが、それと公園の整備ということがあまり上手く結びついていないように思う。

その辺何か公園整備した後に行うこと等があれば教えてほしい。 

説明者 住みたい町というのは、やはりその地域に魅力ある場所をたくさん作るということ

で、特に身近なものを利用して行う活動をどんどん提案していきたいと思い、桜ヶ丘

公園においてもミニミニ花の植物園等を魅力づくりの一環で作りたいと考えている。 

委員  もう 1つ、例えば、花が咲いていないときに看板は立てにくいという話があったが、

中学校の美術部や、近くにある宮城学院の美術部の方たちと協力をして、花のイラス

トを描いてみたり、賛否両論あるかもしれないが、この道路は私達が整備している何々

株式会社と賛助の広告を入れる等、そういった形で自立できるような方向に持ってい

くということが、今後の課題かなと思った。 

説明者 私共は、夏に花火大会をやっているのだが、あれは協賛金でやっている。各企業や

商店街がやっておらず、町内会から皆さん 1世帯 1世帯のお金を集めて、それが約 200

万円集まるのだが、あまりにもそういう協賛金を募るということも難しいため、出来

るだけ違った方向で活動を行いたい。新しくブランチという商業施設ができ、地域と

一緒にやりたいということもあるため、そういったことも含めて屋外コンサート等

色々なものを考えているところである。 

委員  素敵な住みよい桜ヶ丘になることを祈っている。 

 

  ⑤折立素敵物語実行委員会 

委員  1 つ確認したいのだが、蕃山の登山道整備を行っている折立学区町内会連合会も町

の幸福論から出た事業として活動されているが、何か関係はあるのか。 

説明者 小学校の町の幸福論という授業で、色々な町の例をとって協議したのだが、ぜひ折

立地区の幸福論について子ども達に検討してほしいということを後日連合にお願いし、

検討してもらった結果、交通事故の危険性がたくさんあるような場所や、店屋が少な

いこと、イベントがないこと等の意見が出た。1 年目は蕃山の登山道整備に参加した

のだが、2 年目は、町の幸福論で子ども達から出た意見の 1 つである大人も子どもも

一緒にできるものをという視点に立ってイベントを考えてみたところである。 

委員  では、折立学区町内会連合会と折立素敵物語実行委員会は別団体という認識でよろ

しいか。 

説明者 はい、組織としては別の団体である。 

委員  同じメンバーは入っているか。 



説明者 連合会は 9 つの町内会からなっている。私共の方は、町内会に囚われず、全域から

この素敵物語の地域の模型作りを始めるという時に呼び掛けた人達がそのままに、各

町内会から何人か、1 人もいない町内会もあるが、大体町内会から 1 人ずつくらいは

入ったようなメンバーになっている。 

委員  では、こちらは任意参加の団体という風に考えてよろしいか。 

説明者 その通りである。 

委員  子ども達が自分達でイベントを作り上げていくということで、意義のある事業だろ

うと聞いていて感じた。私がお伺いしたいことは、すでに実績を作られていて、今回

区の助成事業に申請されてきたということで、委員会としてイベントのこの部分を充

実したいために申請を考えたという部分があるのかなと推察したのだが、その辺りに

ついて何か聞かせていただけないか。 

説明者 去年のライトアート in折立実施にあたっては、何もない状態から実際に話が出てや

ろうということになったのは 10月である。10月～12月の 2か月間で、色々なものを

飾るにしても、予算もなかったため、あるものをみんなで持ち寄ってやろうというこ

とで動き出した。ただ、飾りつけをするためにランタンだけでは少し寂しいなという

ことで、電飾の器具を少し調達したいなということ、それから、場所が仙台市の公園

の中でやるということもあるため、私的には折立地区の全体から言うとちょうど真ん

中でもないため、町内の全域にお知らせするという風なこともあり、今回この事業計

画に提案させていただいたところである。 

委員  ちなみに去年の予算規模はどれくらいだったのか。 

説明者 去年は、賛助金を集めてやった部分が 2万円位である。 

委員  まず、実行委員会のメンバーが 10 名ということだが、差し支えがなければその 10

名の平均年齢はどのくらいか。 

説明者 計算はしていないが、平均年齢は 65歳くらいの高齢者である。実行委員のメンバー

は高齢者だが、イベントについては親の会の人達にも入っていただき、事業そのもの

の平均年齢とすると下がるが、素敵物語として模型作成や何かした時のメンバーがそ

のまま来ているため、そういった年齢を足して割ると、そのくらいにはなるかなと。 

委員  年齢を聞いたのは、年齢が高齢だから良いとか悪いとかそういうことではないと間

違いのないよう聞いてほしい。大人と子どもが一緒に事業を企画して実施するという

ことはすごく素晴らしいと思う。そこで、子ども達の意見から出てきたということだ

が、その子どもたちから出てきた意見を形にしたということで、次に大事になること

は形にしたものをどのように伝えるか、またどのように次につなげていくかというこ

とと思う。この 10人のメンバーの中に、子どもたちへの指導や助言等色々な形で携わ

っている有識者や経験者等はいるのかなと思い、その辺はどうか。 

説明者 実行委員会のメンバーの中には、小学校・中学校の評価委員や、小学校で行ってい

る見守り隊等の形で子ども達を見ながら、地域の中で地域の宝として育てていこうと

するメンバーも入っている。特に、小学校 6 年生を今回もターゲットにしてやったの

だが、その小学校 6 年生は今年卒業して中学校に行くわけで、折立の場合、小学校 1

校、中学校 1 校のため、小学校から中学校に上がった子ども達が引き続き、この事業



に参加させていきたいなと思っている。 

委員  地域のリーダーの育成ということもあるため、ぜひ子どもたちが意見も出したうえ

で主体的に取り組めるようになることを期待する。 

 

⑥楽しく歌おう 

委員  大きな声を出して歌うということは、すごく素晴らしいと思う。ただ、色々な縛り

をなくすということだが、人が集まれば集まるほど色々な事情を持っている方がいて

縛りは出てくるのかなと思ったのが 1 つ、それからもう 1 つ、会費のことだが、サー

クルの会則には会費が月額 1,000円となっているが、収入収支の会費は 500円となっ

ている。どちらが正しいのか。 

説明者 1 会則の会費は、助成金の申請をする前の会費で、やはり年金生活の人も多いため、

1,000 円でもすごく負担に感じられる方はいらっしゃる。それで、もし助成金をいた

だけるとなれば、500 円に下げて、もっとより多くの人に参加してもらえるといいな

と思った。また、先ほどの縛りのことについて、どういう風な形になるかは分からな

いが、今までも急に介護で来られなくなったとか、旦那様が具合悪くなって等あり、

短期間で 1 か月に 1 回位休む場合にはそのまま会費をいただいているのだが、やはり

そこは考慮して、何か月か続けて休むがまた来たいという人には休会ということにし

て、会費はいただいていない。そのため、助成金をいただけるのであれば、そういう

大きな余裕を持ってやることができ、いいかなと思っている。今まではそういう風に

して少ない会費の中でやってきた。 

委員  素敵な高音でお話を伺い、こちらが気持ち良くなるなと聞かせていただいた。市民

センターの講座による事業で出会った皆さんということだが、今の講師の先生は最初

からお付き合いのある先生が今も講師として来ていただいているという感じなのか。 

説明者1 その通りである。この先生なくしてはなかなか成り立たないことだと思っている。

とても医学療法を勉強しており、私も会長も医療畑出身なのだが、色々な体のことに

は詳しい。そういう話をしてもきちんとそれを理解なさって、ではこういう風にしよ

う、こうするとこういったトレーニングになるということで進めていけているため、

この先生には本当にずっとお世話になっていきたいと思っている。声を褒めていただ

いたのだが、実は、入会前はこのような声ではなかった。私もやはりお婆さんの声に

なって来たなと思い、色々なところを探したのだが、やはり年齢的にずっと立って歌

うコーラスは辛かった。そういう時に、この講座の無料お試しレッスンがあり、行っ

て最初の 1、2 回は変わらないなと思ったのだが、3～4 ヶ月経った時に娘の時に近い

声になってきた。それから、より多くの方にこういう経験をしてほしいと思った。 

委員  今後の予定と活動の部分だとは思うのだが、予算の中で謝金が少し幅があるため、

それを維持していく部分で、どういった方が負担をしていくのかという辺りや、その

トレーニングを積んだ皆さんが先生からのレクチャーではなく、皆さん自身も教える

側になって広めていくというような、そういった次のステップもあるのかなと思った

ところだったため、そういう見通しは持っているか。 

説明者 1 その通りだと思う。今の先生がそんなにお若くはないため、そういう時には、ピ



アノを弾ける者もいるため、何か考えなければいけないのだと思っている。 

委員  今、お仲間の皆さんで楽しみを維持していくようなステップだと思うのだが、そう

いった身に着けたものを広めていく、仲間を増やしていくところの方法もあるかとは

思うため、色々な段階で、こういった資金をどう活かしていくかというところと思っ

た。このままとなると、助成金頼みになってしまうことがあり得ることと、色々な回

数の制限もあるため、確認したところであった。 

委員  今回計画では、できるだけ参加者の負担感を減らし、底辺を広げたいという趣旨が

含まれていると思うのだが、今回このチャレンジによって大体どれくらいの規模間で

参加者を募っていくような見通しなのか教えていただければと思う。 

説明者 1 あまりに急な話であったため、大きいことは言えないのだが、少なくとも三本松

市民センターで募集をした時は、60名と書いたのだが、1回目は 100名近く来た。そ

れだけのニーズはあるということのため、まずはそこを捉えて、確かに私達には良い

ことがあり、本当に声が出るようになって笑顔も増え、普通のお爺さんお婆さんでは

なく、小学生みたいに笑えるようになったと伝えたい。三本松の人達を捉えて、その

人達の効果のありようで、町内会や子ども達にも働きかけていきたいと思う。 

委員  1 つ確認で、この会は非常に素晴らしいことをされていると思うのだが、こういっ

た素晴らしいことをやっているという広報をやる予定はあるのか。 

説明者1 そのために助成金をと思っている。広報はなかなかギリギリの会費でやっていて、

三本松市民センターのパンフレットには載っているのだが、20位あるサークルの 1つ

のため、どんなことをやっているかではなく、楽しく歌おうサークルは何月何日にや

りますというもののみのため、今後はパンフレットを作り、体と心の健康のためにや

っていますということを助成金があれば加えることが出来るかなと考えている。 

委員  例えば、三本松市民センターの管轄している地域以外の方から申し込みが来た場合

というのは受け入れるのか。 

説明者 1 三本松市民センターの管轄だけではない。本当に広く募集したい。ただ、地域的

なものもあるため、あまり遠くからは今のところ来ていないのだが、決して三本松市

民センターの管轄ということで限定はしていない。 

説明者 2 追加させていただくと、これは三本松だけではないため、今年の秋にある市民セ

ンターまつりでは、色々な歌声喫茶等もやる予定のため、活動周知につながればと思

っている。いずれは、この三本松市民センターだけでなく、楽しく歌おうではこうい

うことをやっているとその他の市民センターに宣伝をして、もしその市民センターで

ぜひ歌ってもらえないか等そういった要望があればぜひそういう形でも広めていきた

いと考えている。 

 

（4）令和 2年度まちづくり活動助成申込事業の評価及び選考 

①仙台芋沢自然薯研究部会 

   （ア）協議結果：助成事業として採択する。 

   （イ）評価委員からの意見 

・自然薯という地域の宝を上手く活用した地域内外への魅力発信や交流を期待したい。 



 

・トン汁の有料化や出店料等、収入を増やす方策を検討してほしい。 

・色々な媒体を活用した広報の取り組みを期待したい。 

   （ウ）助成額について 

     ・助成額を 30万円とすることが妥当である。 

 

②一般社団法人 アート・インクルージョン 

（ア）協議結果：助成事業として採択する。 

   （イ）評価委員からの意見 

     ・記念展覧会の具体的な内容や会場について再度検討してほしい。 

     ・Aiどんどこ市参加費やグッズ売上等、収入を増やす方策を検討してほしい。 

   （ウ）助成額について 

・助成額を 25万円とすることが妥当である。その際、記念展覧会の具体的内容や開催

場所を踏まえ、事業計画、予算について改めて検討してもらうこととする。 

 

  ③折立学区町内会連合会 

   （ア）協議結果：助成事業として採択する。 

   （イ）評価委員からの意見 

     ・地域資源を有効活用した地域コミュニティの活性化に繋がることを評価したい。 

     ・助成 1年目に完成した西花苑コースの利活用についても話し合い、新たなボランテ 

ィアや賛同者を増やす工夫を検討してほしい。 

   （ウ）助成額について 

・助成額 47万 8千円とすることが妥当である。 

 

  ④桜ヶ丘学区連合町内会 

（ア）協議結果：助成事業として採択する。 

   （イ）評価委員からの意見 

     ・連合町内会負担金及び住民からの賛助金、地区内の企業からの協力等、収入を増や

す工夫について検討してほしい。 

     ・広報紙の内容や複数回発行の必要性、案内板の規格変更等について検討してほしい。 

   （ウ）助成額について 

・助成額を 31万 2千円とすることが妥当である。その際、広報紙の内容を町内会だよ

りにまとめ回数を減らしたり、案内板の規格を変更することを踏まえ、事業計画、

予算について改めて検討してもらうこととする。 

 

  ⑤折立素敵物語実行委員会 

（ア）協議結果：助成事業として採択する。 

   （イ）評価委員からの意見 

・子ども達が主体的に参加できる地域独自のイベントであり、地域や世代間の交流を



生み出す事業であることを評価したい。 

・町内会負担金や賛助金等の収入を増やす工夫について検討してほしい。 

（ウ）助成額について 

・助成額 12万 8千円とすることが妥当である。 

 

  ⑥楽しく歌おう 

（ア）協議結果：助成事業として採択しない。 

   （イ）評価委員からの意見 

・音楽療法の活用による高齢者の健康づくりという目的を果たし、高齢化という社会

問題に対応している事業であることは評価するが、サークルの運営が事業の中心に

なっており、これまでのサークル活動との違いが見えにくいこと、地域への広がり、

地域づくり・まちづくりへのつながりがまちづくり活動助成の対象とするには十分

でないと判断する。 

 

4 閉会 

 

 

 

 

 

 


