
  

令和元年度第 3 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 1 月 31 日（金） 

      13 時 30 分～16 時 00 分 

場 所：青葉区役所 4 階会議室 

出 席：島田委員長、青木副委員長、小川委員、 

後藤委員、金委員、加藤委員 

※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  小川委員 

 

（2）令和元年度まちづくり活動助成事業 事業報告会 

◇各団体プレゼンテーション 

◇質疑応答、意見等 

①青葉山・八木山フットパスの会 

委員   3 年目の事業ということで、事業の目的、狙いに沿って、事業の成果、効果というも

のが確実に実践されていると評価している。今後の目標の展開は、これまで一つ一つ築

いてきた関係性を良好に継続していきながら、今後新たに関係性を持つ団体とも良好に

関係を築いていくという、今までの活動はもちろんのこと、それぞれの関係団体と意思

疎通を図りながら、お互いの団体の環境コミュニケーションというものを取って、また

次に繋げていっていただきたいなと非常に期待を持ったうえで評価の意見として挙げ

させていただく。 

委員   今回、色々と連携が盛んに行われ、助成対象外のイベントもいくつか行われて、もと

もと繋がっている先というのもあったかとは思うが、その企画そのものは皆様から働き

かけをしたのか、あるいは外から声をかけられたのか。特に、健康政策課との連携のき

っかけ等、連携のきっかけになるパターンを少し教えていただければと思う。 

説明者  健康政策課は、こちらから働きかけたというよりは、フットパスの会員で、別の八木

山ハーブプロジェクトにも関わっている方がおり、その方がそのフォーラムで講演する

ということでフットパスのブースも出してもらえないかというような働きかけで実現

した。また、パネル展示の時に東北大学の東北大学総合学術博物館と連携したのだが、

博物館の館長が青葉山・八木山フットパスの会に目を留めてくれ、この地域をどんどん

発信していきたいという同じ考えを持っており、では一緒にやろうということで実現に

至った。そういった会員の人たちの繋がり等から活動が広がったと思っている。 

委員   3 年目を迎え、色々な団体と連携・協力して活動できたということは素晴らしいと思

う。参加者が増えるにしたがって、運営面、特に安全対策が大きな問題になると考える。

安全対策を万全にしていただけたらと思っている。それから一点、アンケート調査を行



  

ったとあるが、どのような内容で、また回答はどのような回答が多かったのか。 

説明者  多くの方はかなり楽しかったというような回答であった。しかし、人数が増えてきた

ため、みんなでぞろぞろ歩いて待たされる時間も出てしまい、説明スポットごとにみん

なが集まるまで待たなければいけないというところで、少し不満の声も挙がった。その

ため、そこら辺が改善点かなと思っている。また、健康の面でのアンケートはまだまだ

これからだが、歩くことが健康に対してどのような良い影響があるのかということは継

続していきたいと思っている。現時点で明確な答えは出ていない。 

 

②北仙台地区連合町内会 

委員   3 年間活動されてきて、100 人を超える女性リーダーの方を生んだということで大  

変素晴らしい成果だと感心して聞いていた。一つ聞かせていただきたいのだが、ワーク

ショップをなさったということだが、そのワークショップから何か得られたもの、成果

はあったか。どのようなワークショップを行って、どんなものが得られたかということ

を少し教えていただければと思う。 

説明者  2 日目に行った障害者に関することのワークショップでは、障害者が避難所に来た時

にどのように対応すれば良いか、どのような気配りをすれば良いかということを具体的

に一人一人に考えてもらい、それを皆さんで話し合いながらまとめていった。それから、

3 日目の避難所作りについては、実際にその避難所の設計をやってもらうということに

して、2 日目の障害者のワークショップの勉強の成果等も踏まえ、避難所の設計をどう

するべきか、運営をどうすれば良いかという話し合いを行っていただいた。お手元にア

ンケート結果をまとめたものをお配りしたが、受講者の皆様にはそのワークショップが

大変勉強になった、具体的な勉強になったということで多くの感想をいただいている。

後でご覧いただければと思う。 

委員   100 名の方が、こういった講座に参加されるということは本当に有意義だと感じたの

と、直接避難所運営に携わらなかったとしても、こういった講座を事前に受けておくこ

とで家庭での防災とか、女性の方が担う家の中での備蓄とか、防災意識が非常に高まっ

て地域としてもすごく防災力が上がったのでないかと思い感心して聞いていた。課題の

ところに挙げられている、子育て世代の家庭、お子さんへの防災意識や、小さなお子さ

んをお持ちの親御さん、保護者向けにそういった意識も広がるともっともっと良いので

ないかと思ったのだが、講座には、例えば託児をつけるとか、またはその保護者を集め

た所に出向いて講座を実施する等、何かお子さん連れの親御さんが参加しやすいような

取り組みはあったか。もしなかったとしたら、今後何か考えていることを聞かせていた

だければと思う。 

説明者  実際のところはなかった。ただ、子どもを抱っこして研修に参加された方等もいらっ

しゃったので、若い方もそういう意識はあるのだなと思った。我々も、なかなかほとん

どの方が仕事をしていて大変だなとは思うため、小学校や中学校の生徒を通して家庭で

これらを話してほしいということを、プリント等に載せ、それを学校の協力を得て回収

することによって意識を高めるとか、子どもの子育てサロンを市民センター等と協働し

て行い、そこに私たちが赴いて、そして少しでもアピールしていきたいなとは思ってい

る。それから、避難所には行けばもらえる、何かしてもらえるという意識が非常に強い。



  

現に、台風 19 号のときにも家の近くの人に「なんだい、女性防災だろ、早く行って避

難所やれ」等言われた方もいらっしゃる状況が多いため、避難所はあくまでも自分達が

自分のために避難するという、防災訓練の時に、各家庭に自分たちだけの物をリュック

に背負って避難するということをぜひ徹底していただきたい。 

委員   素晴らしいと思う。 

説明者  最後に、100 名のうち SBL3 名誕生したことを念のため伝えておく。  

 

③桜ヶ丘学区連合町内会 

委員   公園の利活用をどうしていくかということで、大変色々なところで問題になっている

ことだと思うが、その中で 1 つの回答が出てきたかなという気がしている。そこで、公

園について、こういった事業をした後で利用者の数は変わったか。あるいは利用形態と

いうのは変わってきた等何かあるか。 

説明者  それについて少しお話しする。2 つあり、1 つ目は利用されている方が、急に花壇が

出来たもので、なかなか良い、公園に来るのが楽しみになったと。それから 2 つ目は、

私共は全然予期していなかったのだが、私共が花壇を作った脇に、花の好きな人が極端

に言えば勝手に花を植えて、その人たちが水やりをしている。そういう形で、植えたい

という気持ちが増えたことについては肌で感じているところである。そして、桜ヶ丘公

園というのは、桜ヶ丘地区の中にある特色ある公園であるため、そういう自分達の特色

を生かしたものを文教地区にふさわしいまちづくりにするというテーマで行った。 

委員   花を勝手に植える人が出てきたことについては問題なしということでよろしいか。  

説明者  きちんと整備していただいているため、それが整備されていないと問題があるが、特

に問題はない、大いに歓迎したいと思う。  

委員   これからどんどんそういうことが増えて、色々な公園の使い方がなされるといいなと

思った。 

委員   地域の課題として、やはり近年の人口減少が著しいとのコメントがあったが、地域と

して人口減少の最大の原因はどの辺にあるとお考えか少し聞かせいただければと思う。 

説明者  今までは 2 世代が一世帯に住んでいたわけだが、それがほとんど今 1 つの世代になっ

て、それが高齢化していくとどうしても色々身体的なもので地域を離れざるを得ないそ

ういう問題が起きているのでないかと思っている。その歯止めとすれば、桜ヶ丘には豊

かな自然があるし、交通の便は良いし、春は桜の花見が出来るし、夏は花火大会等、他

の地区にない魅力がいっぱいあるということを地域の人にも分かっていただき、広く若

い人に、桜ヶ丘に住んでみたいなとそういう意識を持たせていきたいと思う。 

委員   ぜひ活動を通してそんな魅力ある地域になっていくことを願っている。 

委員   1 つ確認だが、広報紙年 2 回発行ということで、全世帯に配っているのか。 

説明者  本来は 3 回発行したかったのだが、予算の関係で 2 回に削らなければならなくなり、

それで部数は 4,100 部、これは桜ヶ丘の全世帯に配っている。そういった形で、町おこ

しをやっていますよと PR させていただいている。 

委員   今後、ボランティアへの呼びかけを予定しているようであるが、1 回参加した方等か

ら参加してみようかと考えている方へ上手に伝わっていくと仲間が増えていくのかな

と思う。また、先程の話から、花を植えて一緒に楽しみながらという方々も出てくるよ



  

うなので、自由度も保ちつつ、一方で皆さんでやっているところにも仲間になれるよう

に、そういう発信のコーナーとか、表現の方法も活用されるといいのかなと思った。 

説明者  ボランティア参加で今、考えていることは、例えば、どんぐりやクローバーを使って、

頭に付ける花の環を大人と子どもが一緒に作ることである。 

 

④仙台芋沢自然薯研究部会 

委員   私も、おまつりに参加させていただき、自然薯をいただいたのだが美味しかった。2

年目ということで、今後の事業の目標と展開欄に、啓発活動にも力を入れ、芋沢地区の

魅力と知名度をアップしたいということだが、具体的な考えはあるのか。 

説明者  芋沢は周りから見ると、ん？芋沢？という感じに、我々も学生時代に芋沢から来てい

るのかと蔑んでみられたような感じがするが、芋沢はここの地名だから文句を言われて

も困るので、我々はただ広めたい。ただ広めるにしても材料がいるので、地元から自然

薯かとあがり、私も 16 年目になるが、一生懸命生産栽培を指導出来るようにやってき

ているが、メンバーをとにかく増やしたい。今いるのは、私ももう年金生活に入ったが、

60 歳以上というメンバーが 12 人いる内 6 名で、半分。残りは未だ仕事をばりばりやっ

ている感じの人だが、その辺をちょっと増やしていきたい。出来れば、敬老会の人たち

がもう少し輪を持って作って事業資金か何かに上手く使ってもらえればいいかなと思

って声はかけているのだが、なかなか技術的にもあるし、作ってもきちんと売れるのか

とか、色々心配があると思うので、フォローしながらやっていきたいなと思っている。

それが地場産、みんなが活性化できる方策だろうなと思っている。それが上手くいくと、

周りのお茶のみ話で自然薯まつりがあってさ、俺達が作ってさという繋がりになると期

待しているが、なかなか事業というのは人を育成しなければいけないというところがあ

って難しい。私も、最初は自分 1 人から始まって、メンバー12 人までにはなったが、物

を作るというのは非常に大変。生産の方も、長雨で、昨年も腐れてしまったとか色々な

反省点がいっぱいある。必ず上手くいくというものではなく、今回 100％良い物が出来

たから来年も上手くいくかっていう保証がない。その辺は非常に厳しい。丸森も色々災

害があって、大変で、仲間としてちょっとお見舞いに行って自然薯まつりを拝見してき

たが、丸森さんの考え方と我々の考え方とでは違う。イベントのやり方が当然違うが、

丸森さんは買ってもらって自然薯の試食が出来る、我々は買う前に試食してもらってい

るので、その辺の思いが色々あるなと思っている。 

委員   自然薯は体に良いとよく聞く。アンケートを見ても、自然薯は美味しいと非常に喜ば

れているので、食をするのに楽しみな機会でもあると思うのだが、むしろ自然薯のおま

つりの PR をするとか芋沢の知名度を上げるとか、その自然薯は体に良いというのがあ

れば、もっともっと自然薯を活用したほうが良いと思う。例えば、今は健康食ブームの

ため、自然薯の成分を地域にいるお医者さんとか、管理栄養士さんとか食に関係する人

から体に良いというエビデンスを、その根拠を聞いて、それでこの自然薯はすごく体に

良いと謳ってみるとか、食したあとに 1 年後経ってどうだったかという風に、食べた人

は肌が良くなったとか、スタミナがついたとか風邪をひかなくなったとか、食べた人の

感想を反映させると、またちょっと違ったものになってくるかなと思った。参考になる

か分からないが、エビデンスという視点からも考えてみてはどうか。 



  

説明者  自然薯の良さは結構皆さん知っているが、しょっちゅう食べられる金額でないという

のが頭にあるようなので、我々も安くはしたいのだが、種イモの関係とか、そういう資

材関係も高いので難しい。その辺でなかなか安くはなっていない。全国的にも金額は大

体横ばいで、一緒だと思う。基本 3,000 円位で販売されていると思うが、その辺は崩れ

ていないと思う。消費税関係はその中に入っているので、8％が 10％になったとかそう

いうことではない。業務用も皆さんが思っているよりは結構高い。それでも、業務用は

売れている。芋沢関係も地場は地場でこういうおまつりをやっているが、正直、九州の

熊本とか、東京関係にも出荷はさせていただいている。 

 

⑤西公園プレーパークの会 

委員   都市部の公園で、子ども達が本当に安心して自由に遊べるというのは素晴らしいこと

と思う。その半面、小学生だけで遊びに来る子が増加したとなると、素晴らしいのだが、

安全性は本当に確保されているのかなと少し心配になるのが一つ、それからもう一つ、

収入の部で予算ではイベント参加費とか自己資金を計上していたのだが、決算額では未

だ載っていないが、これから自立していくことを考えると、この辺をどうしようと考え

ているのかお聞きしたいなと思う。  

説明者  安全面だが、日常でお母さん達と現場を持っているところから、恐らく実践研修のよ

うになっているところもあり、今はボランティアでそういう役割を担っているが、これ

からはプレーリーダーという専門性を持った人を配置しながら一緒に作っていくとい

うのが課題かなと感じている。そして、収支についてだが、今集計をしていて、現時点

では未だ載っていないのだが、お母さん達から自己負担はいただくことと、実際私達は

受益者負担が難しいところもあるので、子ども達が元気に育っていくことは社会にとて

もすごく大事なことということを、今回 15 周年でだいぶ見える化してお伝えする基礎

ができたため、それを社会にも発信していけるような場を作っていき、寄付も募れるよ

うな団体になっていきたいと思っている。 

委員   日常の場所にということで、来る方も増え、それを対応するスタッフの皆さんとかも、

一定程度人数が必要になってくると思うが、今何名位で対応して、理想とすればもう何

名位とかその学生さんや社会人のボランティアの関わりを今後見通した場合に、どうや

ってそれを増やすかということはあるが、人数のイメージとしてどのくらいを目標とし

ているのか。安全面も含め、十分だなと思う人数はどのくらいと感じているか。  

説明者  自分達は最低 2 名以上のスタッフが確保できる時に開催したり、あと火を焚かせてい

ただいたりしているが、今後 1 日に来る人数が 50 人とか幼稚園とかで参加する方達も

増えてくるようであれば、最低 5 人位は中心となる人がいて、あとは常連で遊びに来る

お母さん達が助けてくれたり手伝ってくれたり。お客さんではなく、私達の場所という

人が増えることで、層を厚くしていくことができると思っている。そういった方達も含

めたスタッフが増えれば、安心して開催できるかなと思う。 

委員   なかなか外遊びは子ども達のために良いと思っても、近所では出来ないところがとて

も増えている中で、公園の中でこんな体験が出来るのは本当に子ども達が羨ましいなと

思う。多文化共生という意味で言うと、外国人の家庭もここでは受け入れてくださると

いうことで、その人数もと言いますか、年齢も関わらずそれからどんな国籍であったと



  

しても色々な人を受け入れてくれるというような懐の大きさがこのプレーパークには

あると思うが、そういった受け入れる側の体制としての人材育成というのは、具体的に

はどういった研修を考えているのか。また、場づくりの子育て相談も含むとなっている

が、ハードルが低いところで親御さん達も気軽に色々な話が出来るということだが、具

体的にどんな相談が親御さんから寄せられることが多いのか。 

説明者  研修については、これからやる研修もそうだが、色々なお子さんや、お母さん自身が、

大人の発達障害みたいなもので困っている方達とかも増えてきているため、今回は発達

障害について基礎的な勉強をスタッフもしようということで考えているのと、実際親御

さんのスタッフとかも増えているのだが、色々な子が来て、今日ご飯を食べていないと

か、夜お母さん達はお仕事で帰って来なくて子どもだけというちょっとしたぽろりから

生活が垣間見えることもある。また、子どもが大人に対してちょっと暴力的になってし

まい、どういう風に受け入れていったら良いのかとか、実際こう行動したけれどもそれ

で良かったのかという悩みもたくさん出てきて、そういうのを振り返る技術を身に着け

るような研修を今後予定している。あと、今回は実現しなかったが、多文化共生センタ

ーさんの方で、今どんな方達が増えてきてという情報交換会も今後していけたら良いな

という風に思っている。あと、2 点目の場の中でどんな相談があったかという質問だが、

私達は子どもはこういうものだと自分達の中にあったりはするのだが、初めてお子さん

を育てている 30 代の方達とかはずっと動いていたり、当たり前だが言うことを聞かな

かったり、ネットで相談してもなかなか実感が湧かなかったりして、そういうことです

ごく悩んで、それがストレス性難聴になったりと、お母さん自身の体にも影響が出てき

ているところをお話しされる。色々な支援があるが、初めて育てている方達にとっては、

すごく大変な思いがあるのかなと、でもそれって楽しいよというところに繋がっていく

と良いなと思っている。 

委員   なかなか繋がる先がないお母さん達にとって行きやすい場だと思うので、今後も色々

なところと連携して活動し、受け止めるような活動の場が広がると良いなと思う。 

 

⑥折立学区町内会連合会 

委員   大変時間のない中で多くの危険な事業等をなされたということで、大変感心して聞い

ていた。１つは、今後の大梅寺コースの整備予定が大体いつ頃なのか、今年度中にやら

れるのか、来年度になるのか。また、実際に蕃山に登山する人達がどう変化したのかと

いうのを聞かせていただきたい。 

説明者  大梅寺コースについては、出来ればこの事業として来年度継続の事業で申請したいと

いうことで次年度に入ってくる。それから、実は蕃山の開山堂のところは、初日の出を

見る人達が大勢登るところだが、今年は女性の方々も整備したのならば行ってみたいと

いうことで登ったケースもあり、大変登りやすかったという声はいただいている。登山

者数も増えていると聞いている。  

委員   本当に地域の資源を地域の有志が整備していくということで意義のある事業だなと

思って聞いていた。一方で、整備した以上は今後の維持管理の部分で、将来に向けて継

承していくということも大切になってくるのかなと思う。そういった意味での組織作り

やネットワーク作りが、今後は必要になるのかなと思うが、その辺りの考えはあるか。 



  

説明者  もちろんそういったようなことを考えなければならない時期になり、報告書には書い

たが、地域の方々のボランティア人数が 30 数名を超えたり、賛助金として 22 万円位協

力ただいたり、賛助金の募集はもう終わったのかというような問い合わせもあるため、

そういったような地域の盛り上がりを継続させながら連合会が中心となって組織して

いきたいと思っている。地元の方に聞くと、登山道整備は青年代の頃にやっただけで、

入口のところだけは行政でやった跡が残っているが、後のところはほとんどやっていな

いのが実情で、何とかしていきたいという風に考えている。 

委員   賛助金のことだが、ほぼ助成金と同額以上に集まっているという状況ですごいなと思

う。決算書の方を拝見していたが、募集は未だしているのかという声も上がるようだが、

何かこう協力したいという気持ちになっているおおもとはどの辺にあると思うか。 

説明者  蕃山は本当に近くにあるが、なかなか行けない。山だからというような意識があると

は思うが、蕃山は開山堂まで、西花苑コースから行くと 800m 位しかない。本当に親し

みの出来るところで、ぜひ大勢の人に親しんでいただけるように登山道を整備したいと

思っている。それからもう 1 つは、最近蕃山には猪がものすごく出るようになって、折

立小学校の花壇にも猪が出て、穿り返されたというようなこともあり、やはり里山は人

が入らないとその野生の動物がどんどん出てきてしまうので、そういったことがなくな

るようにしたい。それから、蕃山はカタクリの花がすごい集団で咲いているところがあ

るので、そういったようなところもきちんと PR して、折立学区だけでなく仙台市民の

散歩出来るコースになったら良いなと思っている。 

委員   1 つだけ、一口いくらとかそういう形で賛助金は集められたのか。 

説明者  一口 500 円でお願いしたところ、一番多い方は 30,000 円ほど出していただいたとい

うケースもある。地権者の方々だと 5,000 円程出していただいた。本当に地元の人達が

たくさん協力してくれた。 

 

⑦一般社団法人 アート・インクルージョン 

委員   場所が 3 階ということで、大変不利な状況ではあったと思うが、そういった中で、来

場者数自体は、大体想定されていた数と違いはあったか。多かったか少なかったか。  

説明者  少なかった。色々試みてはみたのだが、やはり 3 階に上がらなければいけないため、

エントランスの装飾を立派にしたり、チラシを配ったり、あとは音の鳴るものを鳴らし

て誘導したり、バルーンアートが出来る方を呼んだりしたが、難しかった。100 人以上

くれば良いなと思ったが、実際は 50 人～100 人の間位であった。 

委員   課題にもあったが、来年度以降行う時に、3 階の会場への誘導は大変難しいと思うが、

何か予定はあるのか教えていただきたい。  

説明者  実は、アート・インクルージョンの略語が AI であるため、少し勘違いをされる方が

いる。そのため、看板自体をもう少し分かりやすいようにしたいということと、ギャラ

リーの方も一昨年に作って、こまめに企画展をやるようになったのは昨年度なので、ギ

ャラリーがあることを分かる看板をもう少し作りたい。資金が足りないので、大きい看

板は出すことができないが、色々駆使して出来たらなとは思っている。  

委員   そういったお金の掛かるものは例えばこういう助成事業があるうちにやってしまうと

いうことも１つの手だとは思う。上手く助成金を活用して 3 階への誘客に繋がることを



  

期待している。 

委員   イベントに参加している参加者の皆さんのことについてお伺いしたいのだが、全く知

らないところから、この告知を知って来たという方はどれくらいの割合でいるのか。そ

れから、そのチラシについてはどういったところに撒かれたのか。事業の成果では、お

子さんとか子育て世代の方も来たという風に書いてあるが、そういった方を呼び込むよ

うな場所にチラシも配布されたのか、そもそも企画の目的の中に居場所づくりですとか、

多様性とか文化のコミュニティをそこから発信していきたいという目的があるため、も

しかしたら大きな目標過ぎて、どういう目的で行ったらいいのか捉える方に少しかみ砕

いて表現した方が伝わりやすかったのでないかなというイメージがあるが、その 2 点を

伺いたい。 

説明者  配布したのは、ハンドメイド作家さんが集うカフェであったり、作家さんに直接持っ

て行っていただいたり、そういう方が活動している児童クラブとかに直接持って行って

いただいたり。あとは、このイベントを開催するにあたって、利用者さんも結構張り切

るので、近隣のお店に手で配りに行ったりしてくれる。そういった少し就業というか仕

事にも繋がっていたりする。 

委員   参加者の方はその全くの初めてとかこれを聞いて興味を持ってきたという人がどのく

らいの割合いたのか。 

説明者  興味を持って来てくれる方は、チラシというよりも、SNS の告知を見て来てくださる

方で、全体の 1/3 位。 

 

⑧西公園を遊ぼうプロジェクト 

委員   これだけ大勢の団体をまとめることは、やりがいはあってもすごく大変なことと思う。

そこで、協議はしっかり出来ているのかと、特定の人にだけ負担が偏らないか心配して

いる。長く続けるためには、役割分担をしっかりして、みんなで少しずつ負担してやっ

ていくのがいいのかなと思っている。 

説明者  多くの団体というお声があったが、団体というか主催としては西公園を遊ぼうプロジ

ェクトで、プロジェクトのメンバーは大体 25 人～30 人位。少し入れ替わりをして何年

か経っているが、中心的に関われるメンバーは、固定化してきている。やはり新しく西

公園に関わってくれる人も増やしていきたいと思う。この事業とは別になるが、2019

年には、西公園の花壇の設置管理というのも少し請け負い、花壇も自分の庭のように可

愛がって育ててくれる人材を作りたいということで、ガーデナー養成講座という講座も

5 回程開催した。そこから少し育ち、プロジェクトのメンバーになるよという方も何人

かは出てきているため、嬉しいと思っている。 

 

（3）その他 

  ・次年度の青葉区まちづくり活動助成事業の募集受付期間およびそれに伴う評価委員会の開

催について 

 

4 閉会 

 


