
令和元年度第 5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 9日（月） 

      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、小川委員、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  後藤委員 

 

（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「落合栗生地区歴史めぐり」運営委員会 

委員  地域の歴史的な資産を活かし、それを色々な人に伝えていくということは大変素晴

らしいと思う。1つ確認だが、案内板の設置場所は、民有地か、それとも公有地か。 

説明者 1 民有地である。西館跡は、文化財課との関わりがある。それから、地権者は地元の

者である。 

委員  地権者の方々との調整は。 

説明者 1 それは前もって話していて、もし、許可がおりたらよろしくお願いすることを伝

えている。それから、同意書も用意している。 

委員  基本的にこの事業で助成が通った場合はいつでも設置可能ということか。 

説明者 1 その通りである。 

委員  2点ほどお聞きしたい。まず 1点目は、支出の面だが、看板製作費が 5枚で 246,000

円とあるが、この金額設定はどういう根拠なのか。2点目は、地域の子ども達の教育と

いう面について、地域の資源を活用した教育効果に非常に良いなと思うのだが、この

運営委員会の構成メンバーの中に、教育従事者や教育関係者の意見は反映されている

のか。地域の学校の方等から、講習会や講座の要請があれば講師として出向くという

ことであったが、あらかじめ計画の中にこちらから出向いて地域の歴史について学ん

でもらう機会は作ろうとはしていないのかどうかというところをお聞きしたい。 

説明者 2 最初の作成費の件について、本日見積書を配布、お渡ししたと思うのだが、その資

料の中で、案内板の作成費 246,000円の内訳は、税込みで 246,000円ジャストの見積



を取っている。それと、取付費・他ということで、77,000 円計上したのに対しては、

77,000円の税込みで見積を取っている。 

説明者 1 第 2 点目の子ども達との関わりについてだが、以前、河北新報の学校紹介で、栗

生小学校の 6 年生の子達が、学校の地域内に五郎八姫が住んだという公有史跡がある

ということで、地域の誇りとしてそれを紹介したいとの話があり、私が説明と案内を

した。それから去年、広瀬小学校の 5 年生の子どもが総合的学習で、五郎八姫を取り

上げてくれ、1 年間色々と調べたと年度末にそれを校内で、劇やクイズ等色々な形で

発表し、多くの方に知らせてくれた。そういうことで、子ども達は地域の歴史や史跡

等に対して関心を持っている。今までも何度か出向き、紙芝居で紹介をしたのだが、

この際今まで以上に関わりを持ち、こちらから積極的に学校に働きかけて多くの子ど

も達に知らせたい、そんな風に思っている。 

委員  私の方から、1点確認したい。こういった歴史的な事業になると、その史実とかの内

容に関して、やはり専門家の時代考証と言うか、そういった監修的なところも必要に

なると思うのだが、会にはそういったお立場の先生がいらっしゃるのか。 

説明者 1 特にそういう人はいない。 

委員  言い伝えとかそういったものをまとめられているということか。 

説明者 1 そうである。 

  

  ②荒巻地区まちづくり委員会 

委員  2 点ほどお聞きしたい。支え合いセンターとまちづくり委員会、この関係がどうな

っているのかが 1点。それから、安全安心タウンマップは、平成 25年に発行したとあ

るが、今回の予算要求では 1部 73円ということでできるのか。これとは全然別のもの

ということでよろしいか。 

説明者 1 先に安全安心タウンマップの方からお答えする。これは、平成 25年に作った。こ

の後だいぶ荒巻地区も変化があり、そういった変更の改訂版という風にこれから用意

する。それと、たまたまこれを作るときは葉山包括支援センターが資金的に援助いた

だいたもののため、認知症関係が多いのだが、これを逆に支え合いセンターを中心に

持っていくということで、表、左側から見ると防災編、右側から見ると高齢者の見守

りという風に、表紙が両方になっているというのが特徴である。それと、まちづくり

委員会と支え合いセンターの関連だが、まちづくり委員会の中で環境関係については

いつも青葉区の道路課、公園課、または北署の方との連携がだいぶできているのだが、

これからの荒巻の高齢化の問題、こういったことを考えると、先ほども申し上げたよ

うに、ある程度高齢者を考えていかざるを得ないだろうと思っている中で、色々とア

ンケートを取ったところ、やはりどうしても住民同士の支え合いということが最重点

と考える。これをやっていくためには、どういった形で進めていくのが良いかという

ことから一応拠点として支え合いセンターを立ち上げたという経緯である。 

説明者 2 それと補足だが、見積を取った時、前回の紙質ではできないということで、少しグ

レードを落として作成することとしている。 

説明者 1 見積は取っている。 



委員  予算の支出の支え合いセンターの運営費で、12ヶ月分 1月 6,000円を計上している

のだが、これはどういった根拠になるのか。 

説明者 1 先ほども少し触れたのだが、従来はNPOが地域の施設の一部を、家賃を払いなが

ら運営してきた。ところがそれが、我々地域としては年間 30万円くらいかかるために

これを負担していくのは難しいということで、荒巻コミュニティセンターの使用が可

能か、まちづくり推進課にもご相談を申し上げ、看板等を掲示しなければいいだろう

ということで、当然コミセンの電話を使わせていただいている。それと何かしらの使

用料は支払わなければいけないため、月額 6,000 円ということで、これでとにかく運

営していくしかないだろうという風な数字である。 

委員  その辺は、もうコミセンとの話はできているということでよろしいか。 

説明者 1 私は運営委員長をやっていて、運営委員会に了承は取り付けている。 

委員  素晴らしい活動を続けられているなと感じた。平成 27 年度からの実施の規模を知

りたかったのだが、この事業自体、研修会に参加されたり、その支え合いセンターに

相談に来たり、様々な方が関わってくださっていると思うのだが、ここを利用してく

ださる方の人数や、規模は今までどれくらいあって、今後も同じ規模の相談件数を受

けるのか、環境整備をするのか、少し具体的な規模を教えていただけたらと思う。 

説明者 1 委員会の組織としてはまちづくり委員会、個性ある地域計画の場合はアドバイザ

ーや行政も含めて約 40 名。福祉向上委員会については、手元の資料にあるが、10 数

名で進めている。支え合いセンターの利用については、まだスタートして間もないの

だが、向上委員会として一昨年の暮れに全 4,500 世帯を対象にサンプリングし、回収

率は 16％であった。この結果が手元の資料の世帯調査の結果という風になっている。

また、現在の支え合いセンター活動の利用については、要支援者、言うなれば支援を

していただきたいというのが、社協との絡みもあるのだが、26名の他、俗にいう担い

手、こちらについては約 30名位。担い手については、講習会を 2回程実施している。 

委員  支え合いセンターの活動自体は、例えば、地域包括支援センターや、社協さんが取

り組むべきことを、細かい部分も含めて市民の皆さんでこういったことを自分たちで

やろうという自治で取り組まれていると思うのだが、行政のサービスだけでは少し相

談が足りないという声からこういうご自分達での取り組みが必要だと感じているのか。 

説明者 1 これは、先日も会議の中で出たのだが、例えば、灯油の配達にしても、マンション

や玄関の門のところまでは配達してくれるが、その中までにはなかなか難しいという

ことや、降雪があった場合の除雪や、電球の球切れ等、そういう非常に細かな日常的

な支援を望んでいる方は結構多い。そのため、その課題をいかに掘り起こし、今度は

担い手がそれにどう応えていくかということが、今回予算を計上した広報活動と実践

の 2つとして大きな我々の責務なのかなと感じている。 

 

③錦ヶ丘エアロビクスサークル 

委員  1点ほど説明させていただきたい。まず、どこの地域でも局面している課題は、高齢

化や健康をどのように維持していくかということで、政府が健康寿命を長くしようと

積極的に働きかけているところのため、取り組み方としては非常に良いと思う。それ



からすると、申請内容では事業の分野で地域課題の解決というところに丸をされてい

る。それはそうだと思う。そしてもう 1 つに地域コミュニティの活性化と地域の特色

を活かし魅力を高めるというところにも丸をしている。地域の特色をどのように活か

し、魅力を高める方法は何か、それからこの活動、事業をすることによってコミュニ

ティの活性化をどのようにするのかという 2点をお聞きしたいと思う。 

説明者 コミュニティの活性化については、私達は地域全体で共有化することが活性化する

ということだと思っている。コミュニティセンターには 30 種類位のサークルがあり、

人数がすごく多い。月に 1 回予約を取る時に、来ている違うサークルさんともその時

にお話をしたりと、私達がやっていることだけにこだわっているのではない。色々な

ものを見たりしながらそういう活性化に繋がるのではないかなと思っている。地域の

特色というのは、小学校とコミュニティセンターがオープンしたことによって、すご

く近いことでないかと思っている。来られる方というと、私達のサークルの中では、

やはり 60 歳を過ぎてからの方が 60％以上になっているため、そういうところを活か

しながら、これから魅力を発信していければと思う。 

委員  収支のところで、支出のところに役員謝礼代ということで 80,000円計上されている

と思うのだが、具体的に何名の方にいくらずつ支払う想定なのか教えていただけるか。 

説明者 チラシ作りは 1 回 3,000 円で、今年ももう 2 回作っている。1 か月かけて作ったも

のが、皆さんにお渡ししたカラーのチラシなのだが、素人で作っているため、色々な

ところを見たり参考にしたりで結構時間がかかる。もう 1 つ、会計等は全部分かれて

する方が良いのかなと思っているのだが、皆さんにきちんとお金を払って会計は毎月

5,000円ということでやってみないかと話をしたが、みんなの前だからか、誰も手を挙

げなかった。そのため、予約の申込や事務費等、ほとんどのことを私 1 人でやってい

るのだが、今回は嫁にも少し手伝ってもらい、お金を払ったということがあるため、

こちらは 3月の収支の時に 10,000円をいただくという風にした。 

委員  今のお話ですと、積み上げても 80,000円にはならないが。 

説明者 一応、最初頂いたときは月に 10,000円だったと思うが、毎月もらうのではなく、新

しい年度に繰り越した時にはある程度 20,000円位残し、1年 1年残さないで使うとい

う風に相談役と決め、こういう風な謝礼代となった。 

委員  平成 27 年からエアロビクスを通して、本当に楽しく活動されているサークルなの

だということが、よく分かった。800 円の会費をいただいているということで、講師

料は年間 450,000円、結構大きいと思う。 

説明者 その通りである。平成 27年の設立時前から 6年間エアロビをやってきたが、先生か

ら 10,000円はほしいという要望があり、安いから来られないみたいな思いはしてほし

くなく、私達からも何か要望があればして、そして作り上げていくというエアロビク

スサークルにしたかったため、2,000 円位は高いかなという気もしたが、設立時に 10

年間は頑張ろうという気持ちがあったため、そちらは 10,000円とした。 

委員  それでも、今まで頑張って活動されてこられたということで、今回の助成の目的は

さらに活動の回数を増やしたいということでよろしいか。 

説明者 こちらの助成金をいただけたならば、そういう風に書かせていただいたため、努力



はする。このお話が出てからコミュニティセンターの方にお話したところ、少し空い

ている日や時間があるため、検討させていただきたいとのことであった。 

 

④岩谷堂西 清瀬の会 

委員  地域の豊富な自然をより多くの人に知っていただこうということで、大変価値のあ

る活動だと思う。より多くの方々に知っていただくために旅館で販売するとのことだ

ったのだが、今のところ販売経路は旅館だけということで良いか。 

説明者 それしか今のところ思いつかない。 

委員  例えば、インターネットでネット通販等は今のところ考えていないのか。 

説明者 それは出来上がった作品によって、色々考えていきたい。絵葉書も、ただ単に今ど

こにでもあるような単なる絵葉書ではなく、そこに何か子どもたちのデザイン、キャ

ラクター、自分たちで作ったキャラクターと組み合わせた面白い絵葉書等も良いなと

思っている。非常に小さいキノコの脇に、自分たちの作ったキャラクターを並べて写

真を撮ったりすると、童話の世界が広がるため、そういうことを子どもたちにも一緒

にやっていけたらなと思っている。 

委員  ちなみに協力してもらえる旅館はどのくらいあるのか。 

説明者 温泉組合さんに入っているところは大体。ただ、あくまでも協力依頼をして返事が

どう来るかは分からない。もしそれが出来なかった場合には、自分たちが自腹を切る

しかないなと思っている。それでも、とにかくやっていこうとそういうつもりでいる。 

委員  ではとりあえず旅館組合さんの方は OKか。 

説明者 ええ。ただ、どんな作品ができるのか見ないうちにははっきりした返事はできない

とのことである。まずは良いものを持って来てくれという話であった。 

委員  例えば試作品を持って来てくれとかそういう話はしなかったのか。 

説明者 まだしていない。というのは、私達の会が去年の 10月にでき、こういう企画がある

というのを知ったのも非常に短かったためである。 

委員  せっかく地域の資源のため、より多くの方に知っていただければと思う。旅館以外

の販路も作れたら素晴らしいなと思って聞いていた。 

委員  収支のところで少しお聞きしたい。絵葉書セットの売上で 60,000円を計上している

が、1組 12枚か。それで何セットを売り上げるのか。 

説明者 120セット位。これも全くもって根拠はない。 

委員  それからもう 1つ、協賛金 94,690円を挙げているが、自然保護に関心のある方から

の寄付ということで、これの根拠は何か。 

説明者 根拠は、私達のグループの中で、これだけ足りなかったので自腹を切るかとなった

ためである。 

委員  まず、事業の目的のところだが、地域住民の協働事業により結束感を高めることを

第 1 の目的としていると。そういうことを考えていくと、この関わる地域のボランテ

ィアという方たちは何人位いるのか。 

説明者 清瀬の会という岩谷堂西に団地が出来てからは 40 年近くになるが、今まで町内会

はなかった。それがようやく去年の 10月に出来、約 10人を中心にやっている。あと



の 40何人の方は付き合いで、様子見という感じである。実際に本当に頑張ろうという

方は 10人位である。 

委員  活動を続けていくためにも、支える人が非常に大事だと思う。絵葉書を作って、そ

の作ったものを配布して、もらって喜ぶ、見て喜ぶ人もいると思うが、中にはそれを

作る喜びがある人もいたり、場合によっては活動自体を自分の持っている資源で支え

てあげたり等、色々な地域の方の関わり方があると思う。そういった方々の関わり方

の工夫をすることによって、色々な形で応援者が増えたり、ボランティアが増えたり、

活動に対して理解してもらえることもあるのでないかなと思ったため、その辺どのよ

うに考えているかお聞きしたいなと思った。 

説明者 その通りである。私たちの仲間には写真が本職の方や、ホームページを作ってご飯

を食べている方等、色々なメンバーがいる。実は、ブレーンストーミングの中で、あ

れもいいね、これもいいねというような計画がいっぱい出てきた。ただ、この場であ

まりこれもできるあれもできると広げてしまうと、足元もふらついてしまうため、ま

ずは 1 つ立派な絵葉書を作り、それを配って子ども達に喜んでもらうことからスター

トしようと考えた。 

委員  いずれは作る側になってみたり、アイデアを出す側になってみたり、子ども達も含

め、地域の多くの方々も関わっていくということで期待している。 

 

  ⑤子育て応援 Mamake Lab 

委員  子育て真っ最中で、こういった計画を考えるだけでも大変だと思うのだが、予算を

見てもとても正確で、こんなにも盛りだくさんの事業を考えられていて、今の子育て

をしているお母さん達の声を代表されているような、すごく素敵な発表だったと思う。

いくつか教えていただきたいのだが、主に予算の支出の部で、何回かセミナーを開催

するようにスケジュールでも書いてあるのだが、参加される方の定員数が 4 組や 5 組

となっていて、場所の関係なのか予算の関係なのか、また工作するということで、お

子さん連れで参加するということは見守りの方や託児等、様々工夫されていると思う

のだが、参加者数が少ないかなと感じていたところをもし何かあれば 1 つ。それと、

機材の貸出で、マットレスやレンタル用品をたくさん借りられているようだが、先ほ

ど何度か出てきた、仙台市内ののびすくではこういった育児支援活動をされている方

に、貸出物品という事業を無料でやっている。のびすく仙台さんで様々なものを貸し

出していたり、実は泉中央の方ではもう少し大きなものを貸し出したりもしているの

だが、なるべくレンタル料は抑えて、別なところにお金がいくようになるといいので

ないかなと考える。そういった他の物を利用することや、無料のものを借りる等、会

場についても、市民センター等は予約が大変だが登録することで無料で借りられたり

と、民間のところは上手に使われているのだが、公益なものも調べて使ったりできる

といいかなと思った。 

説明者 まず、1点目の定員数についてだが、たしかに私としても、そもそものコンセプトは

気軽にお母さん達が通える場所というイメージでやっているため、こういう限定され

た定員数では難しいなと思い、できるだけ増やしていきたいとは思っている。そのた



め、今回の助成金の申請に関しては、主に講師料というところを助成金で賄いたいと

いうイメージである。他の部分に関しては、どうにか私の所属している企業等からお

借りしたり使わせていただいたりして運営していく予定である。ただ、これを助成金

が切られてしまう場合には、自分たちで賄っていかなければならないということで、

参加費を少し上げ、講師の方に何回か来ていただけるようにしたいと思っている。現

在限定しているのは、講師のママさん達何名かに話を聞いたところ、1 人ではここま

で多くの方には教えられないという状況があったためであり、もう少し内容を詰めて

考えれば、あまり難しいことではなくて簡単なことに限定するというところで人数を

増やすことは可能だと思う。あとは、ピクニックや座談会等は毎回開催していこうと

思っているため、そこの部分に関しては定員なしで行えるのでないかと思っている。 

委員  せっかく助成のお金をかけてやる事業であれば、受益者からのお金をもらう金額は

なるべく下げた方がお母さん達も参加する機会が増えるということもある。行政が出

すお金というのは、そういうところに出すものだと思うため、もう少し全体の金額も

上げても良かったのでないかなと個人的には思う。出来れば、利用者さんからお金を

取るというよりは、連携先を広げてとかお母さん達だけでやるのでなく、そこに一緒

にやってくださる連携先等があると良いと思う。先ほど、支援センターやのびすくは

なかなか場所が狭くて行けないとあったが、場所自体は借りられなくても、そういっ

た相談や、連携先、相談先は行政の方が知っていたりするが、そういったところと連

携しながら進めていけると良いと思う。実は私もそこの者だが、色々とお手伝いする

ことができるのでないかなとイメージがついたため、もっと活動の方法や、または支

援をしてくださる方への声掛けというのを広報も含め、参加者とやる人だけの間で終

わらないように工夫が出来ると良いかなと感じた。 

説明者 少し節約できる部分としては、広報費のポスター印刷費である。どちらかというと

ママさん達はどこかに出かけてポスターを見るというよりは、ネット、スマホで情報

を調べられる。私の知り合いで、仙台イベントインフォというインスタグラムのアカ

ウントを運営されている、いわゆるママさんインフルエンサーの方がいるのだが、そ

ちらのフォロワーが 4,000 人。私の友人もほとんどがフォローしているようなアカウ

ントである。そちらの方に広報のご協力はお願いしているため、1 回そこでの告知と

いうのを考えていた。わざわざポスターまで作らなくてもいいのかなという若干懸念

はあるため、そこで削減はできると思う。削減した分をセミナー運営の講師等に回さ

せていただき、機材に関しては私の勤務先で幼稚園も運営しているため、その幼稚園

からマットを借りてくるというのは可能かと思う。 

委員  最後にもし可能であれば、こういった事業 1 つ 1 つに社協さんの行事保険等の保険

を掛けた方が良いと思う。そういった保険を掛けているという安心感が予算に見える

と、きちんとした公共施設とも関連するような場所で実施の告知が出来るのかなと思

う。お母さん達というよりは支援をしている皆さんや地域の方に分かっていただくよ

うな告知があるといいのかなと感じた。 

 

 



（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「落合栗生地区歴史めぐり」運営委員会 

   （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 

・案内板の設置にあたっては、伝承だけではなく、場所によっては専門家による史実

の監修も依頼し、より信頼性のある中身としてほしい。 

・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 27 万 2 千円とすることが妥当である。その際、確実に実施できる 3 箇所

の事業計画等について改めて検討してもらうこととする。 

 

②荒巻地区まちづくり委員会 

（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 

     ・高齢者だけでなく、子どもの安全・安心も対象に入れることで、より地域を巻き込

んだ活動となることに期待したい。 

     ・マップの作成に関しては、必要に応じて行政関係機関（市、警察等）にもご相談の

上、精度の高いものを目指してほしい。 

   （ウ）助成額について 

・助成額を 40万円とすることが妥当である。 

 

  ③錦ヶ丘エアロビクスサークル 

   （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 

・エアロビクス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岩谷堂西 清瀬の会 

（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 

     ・どのような内容の講習会を開催するのか、活動への賛同者を増やす工夫等を検討し

てほしい。 

     ・地域の資源は山野草に限ったものではないと思うため、地域の魅力発信ツールをさ

らに検討してほしい。 

   （ウ）助成額について 

・助成額を 25万 6千円とすることが妥当である。その際、写真の講習会や展示会によ



る幅広い方々への活動周知に重点をおくことを踏まえ、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子育て応援 Mamake Lab 

（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 

・ポスターではなく SNSを活用することや、機材は無料貸出のものを使用することを

検討してほしい。 

・事業継続と拡大に向けた地域内外への幅広い広報や活動内容の充実によって、親子

の活動拠点となることに期待したい。 

（ウ）助成額について 

・助成額 15万円とすることが妥当である。 

 

4 閉会 

 

 

 

 

 

 

 


