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令和元年度第 1 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：令和元年 5 月 24 日（金） 

      13 時 30 分～17 時 00 分 

場 所：青葉区役所 7 階会議室 

出 席：島田委員長、小川委員、加藤委員、 

後藤委員、金委員、鈴木委員 

※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  金委員 

 

（2）平成 30 年度青葉区区民協働企画事業報告会 

◇各事業内容報告 

◇質疑応答、意見等 

  

①仙台市ほたるの里づくり 

委員  事業の目的には沿ってきていると評価したい。事業を効果的に実施するには「する

人」、「見る人」、「支える人」のバランスが大事だと言われている。今後の経過として

はどのように協力者を集めるのか。また今回の参加者から意欲の高い方に声掛けをし

て会員を集めてはどうか。 

  説明者 現在各地域の団体では市民センター等でホタルや自然環境に関する講座を実施して

おり、そこで参加者を引き込んだりボランティアを募ったりしている。またお祭りに

来て頂いた方にも知識を持った方や環境に関心を持った方が多いので、チラシを配っ

て活動の紹介を行っている。今年はさらに工夫し、住所等を伺ってお便り等を送付す

るなどしていきたい。 

  委員  いい事業であるし頑張って頂きたい。ボランティアも交通費等の実費負担で続かな

い面もあると思うので、有償ボランティアというのも考えてみてはよいのでは。また

学生等のほたるや昆虫が好きな方々の力を借りられたらよいのではないか。 

 

 ②第 20 回西公園キャンドルライトファンタジー 

  委員  幻想的で夢のある事業であり素晴らしいと思う。昨年より来場者が多かったという

が、どのくらい多かったのか。またキャンドルだけでなく、キャンドルを通してステ

ージや出店なども楽しめるようにすればもっと参加者が増えるのではないか。 

  説明者 例年は光のページェントと同時期に開催していたが、今回は開催時期が重なってい

なかった。その中で 500 人ほど来場者が増加しており、宣伝効果や 20 周年というこ

とで増加したのでは。キャンドル以外でのイベントの盛り上げは検討しているが、キ
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ャンドル自体をもっと盛り上げてはという意見を昨年いただいており、実行委員とし

ても考えが揺れている。営利目的でのイベントではなく、キャンドルとイベントの双

方を盛り上げるほど、人を集められていない。学生団体等にも声を掛けているが、よ

り様々な場所から協力を募らなければと考えている。 

  委員  今年度から広報に力を入れているというが、関係者以外での来場者はどれくらいい

たのか。また来場者の滞在時間はどれくらいか。来場者の年齢層や国籍など、どのよ

うな方が多かったか。 

  説明者 キャンドルライト製作者や関係者が圧倒的多数。チラシを見て来場した方の正確な

人数などは把握しきれていない。NHK や読売新聞からの取材など、広報で生まれた新

たな流れはあった。キャンドル一つ一つに工夫が凝らされていることもあり、滞在時

間は 30 分～1 時間程だったと感じている。 

  委員  プレスリリース等を活用すれば、あまり手間がかからず多方面に知ってもらえるの

では。営利目的とまではいかなくても、人をより集められるような資金の集め方・使

い方を工夫してみてはどうか。 

  委員  キャンドルライトが主のイベントなので、ステージ等の支出が適切か、ステージが

本当に必要かどうかを模索して頂きたい。 

 

 ③回文の里づくり 

  委員  イベント以外での委員会の活動はどのようなものか。グッズ等の収支は合っている

か、製作の手間を減らす工夫は行っているか。また、インターネットを利用した若い

世代への広報などは行っているか。 

  説明者 実質的に常時活動できるのが 2 名であり、常に行っている活動はないのが現状。 

     作並地区でのお祭り等に出店をしている。今年度大きなイベントは行っていないので、

実行できる活動など意見があれば頂きたい。グッズはかるたが現在品切れており、収

益金がなかなか上がらないのが課題になっている。若い世代向けにブログや SNS を開

くことを検討しているが、使い方が分からない。学芸大の大学院で回文を卒業論文の

テーマにしている方がおり、彼女が行っている回文のブログ等で場を借りられないか

と考えている。 

  委員  オリジナリティがあり地域おこしにも繋がると思うので、若い世代にも伝えていけ

るような継続できる工夫をできればすごくいいと思う。 

 

 ④第 40 回仙台市宮城地区市民文化祭 

  委員  少ない関係者でこれだけのイベントを長年実施するのはすごいと感じた。近く大き

なイベントがあるということだが、開催時期について考えてみてもいいのでは。写真

や絵画、書道は市内に愛好者がもっといると思うので、効果的に宣伝していく工夫を

してみてはどうか。 

  説明者 1 40 年続いてきて実行委員が高齢化しており、活動資金の問題もある。工夫はして

いるが難しいのが現状。 

  委員  芸能公開ではどれくらいの人数が来場したのか。 
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  説明者 2 会場が約 600 席であり、ほぼ満席だった。 

  委員  来場者数は当初の想定と比べてどうだったか。 

  説明者 2 今までの平均が 600 人程であり、例年通りだった。 

  委員  インターネット等を活用して若い参加者を募れば、より魅力を発信できるのではな

いか。伝統芸能が末永く続くよう、多くの人に知ってもらうような工夫をしてみてほ

しい。 

  委員  集客や新しい取り組みをしていきたいということだが、印刷費などの支出を抑えて

浮いた資金で基調講演を行うなどしてみてはどうか。人を集めることもできると思う。 

  説明者 2 検討してみたいと思う。 

  委員  実行委員の方々が活き活きとやっているのは素晴らしいことだと思う。このまま継

続していければ他の人もついてくると思う。 

 

 ⑤大倉ダムの魅力発信事業 

  委員  大倉ダムは日本初のダブルアーチ式ダムということだが、日本初の交流電化である

仙山線とのタイアップや作並地区の「回文の里づくり実行委員会」などとの協働など

を考えてみてはどうか。 

  委員  日本初のダブルアーチダムを活用したイベントというのは狙いが良い。地域の子供

達が描いたこいのぼりを掲げるというのも素晴らしいと思った。ただ高所でのイベン

トということで危機管理は大丈夫なのか。また式典での記念品とはどういったものか。 

  説明者 危機管理については、今年度に限り地域の業者に委託を行い、今後実行委員会が安

全管理を行う上でのノウハウ蓄積を図った。記念品は 7 万円の予算で大倉ダムとこい

のぼりの図柄の手ぬぐいを制作した。 

  委員  宮城西地区の宝大倉ダムと、地域の宝子供たちの素敵なコラボレーション。今後に

期待したい。収支もバランスが取れており、工夫がされていると感じた。 

  委員  市民センターの講座から実行委員会が組織されたということだが、市民の実行委員

の方々はどれほど主動的に事業を行ったのか。 

  説明者 メンバーは公募ではなく地域の方から集めた。実行委員会では大倉ダムの魅力を発

信する上での発案などを行った。 

 

 ⑥第 30 回記念宮城地区まつり 

  委員  実行委員がしっかりしていると思う。市の助成金と協賛金がほぼ同額というのは素

晴らしい。休憩用の椅子とテーブルが多いのもいい。駐車場がないのでシャトルバス

などと合わせてもう少し便利にはできないか。 

  説明者 駐車場に関しては今後も継続して考えていきたい。 

  委員  既存のお祭りや他団体と連携してみてはどうか。主体が区役所では継続が難しくな

ると思うが、市民が主導になるような実行委員会のあり方、分担は検討されているの

か。 

  説明者 元々JA の農業まつりが発展したイベントであり、広瀬市民センターのお祭りと同時

に開催したりはしているが、今後ほかの団体との連携も検討したい。実行委員は各団
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体からの推薦という形をとっており、ある程度例年の役職が固まっている。職員の負

担としては、今後若手の職員も取り入れていく方向で実行委員で話し合っていきたい。 

  委員  趣旨が農業まつりという事であれば、芸能関係は他の団体が主導で行うなど、地域

内で役割分担をしていければよいのでは。 

 

 ⑦第 30 回青葉区民まつり 

  委員  宮城地区祭りもそうだが、事務局職員の負担が大きすぎると思う。もう少し区民主

体のまつりになっていければいい。委託料の支出が圧倒的に多いがもっと減額できな

いか。出店料が上がって参加団体が少なくなってくるのではと心配だ。協賛金が宮城

地区に比べ少ないが、もう少し増やしていける工夫ができるのでは。 

  説明者 委託料は人件費の関係もあり、今年は消費税増税もあるのでもっとかかる予定。出

店料は 1 割から 3 割値上げする。出店料の設定は一般料金を飲食・物販・展示に分け、

飲食は 3 割、物販は 2 割、展示は 1 割値上げする予定。事務局の負担は毎年の課題で

あり、少しずつ負担を分割するよう動いている。 

  委員  事務局の負担を市民に移し始めているということだが、今はどの程度のことを市民

に任せているのか。 

  説明者 現在は出店者の選考や新企画やテーマ等の決定、当日の各セクションのリーダー等

を任せている。スタッフも運営が学生ボランティアなどを募っている。 

  委員  それだけの事を市民に任せていても、まだ負担を移さなければいけない課題が残っ

ている理由などはあるのか。 

  説明者 会議の資料作成等、プロジェクトメンバーに移せる仕事はあると考えている。場所

の提供や警察・消防の許可など、区側は最低限の役割に留めるのが理想だと考えてい

る。 

  委員  資料はまちづくり推進課で作ってもらわないと難しいと思うが、議事録や記録作り

を市民に任せてはどうか。手足を動かす部分を市民に任せておけば、市民だけで区民

まつりを動かせるようになっていくのでは。協賛企業はどのような形でまつりに関わ

っているのか。 

  説明者 協賛金として町内会は 1 口 3 千円、企業は 1 口 1 万円を募集し、頂いた団体を協賛

者としてパンフレットに記載している。 

  委員  協賛が頭打ちになりかねないという意見があると思うが、何口以上でブースを出せ

る等、協賛するメリットを提示すればより協賛意欲を沸かせられるのでは。 

  説明者 検討しながら会議を進めていきたい。 

 

 ⑧仙台伝統ものづくり塾事業 

  委員  仙台みそを使ったものを考えているというが、仙台みそを使った郷土料理教室や、

安価にできる仙台みそを使った料理コンテストなどを企画してみてはどうか。郷土の

文化として大事な素材なので活用してみてはいいのでは。 

  説明者 現在「青葉の風テラス」を利用し、仙台みそと味噌汁を使って伝統ものづくり塾を

アピールしたいと計画している。 
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  委員  仙台みそのソフトクリームなどをやってみたらどうか。 

  委員  仙台の様々な伝統の技を発掘、発信するのは重要なことだと思う。光のページェン

トや仙台七夕など、他の地域や外国の観光客に伝統の技を知ってもらえるような活動

をしてみてはどうか。より多くの方に知ってもらうことが大切なのでは。 

  説明者 検討したいと思う。 

  委員  伝統の技の啓蒙啓発は素晴らしい活動。小さい場でも長く続けて、少しの人達でも

丁寧に育てていくのは大切ではないかと思う。 

 

 ⑨青葉区平成風土記作成事業 

  委員  それぞれの地区の委員会は何名ぐらいのどれくらいの年代の方が活動しているのか、

若い年代の方はいるのか。 

  説明者 地区の連合町内会を中心としたまちづくり会が主導のところが多く、年齢層は 60

代後半から 70 代が中心。 

  委員  委員の方の満足がいく出来だったということで、八幡地区もそうなって頂ければい

いと思う。電子データを作るということだが、活用法や公開方法などはどのように考

えているのか。 

  説明者 電子データは再版のための保存であり、現在無料公開などは考えていない。 

  委員  いずれ現代の状況を記した貴重な書物になるはずなので、年号は令和に変わったが

今後も活動を続けてもらいたい。 

  説明者 今年度より事業名を令和風土記作成事業に改めたので、八幡は八幡地区令和風土記

と名称を改めて政策を続けていく。 

 

 ⑩仙台の昔を伝える紙芝居作り・上演事業 

  委員  紙芝居を作り、上映することで皆様を支えていくのは素晴らしい事業。多くの課題

がすでに上がっているが、実際に課題を解決するための方法などは上がっているのか。

また、横の繋がりや次世代へと繋がっていけるような意識はあるか。紙芝居作りや上

映を通して、郷土のお話を誰に対して伝えたいのか。委託費の内訳はどのようになっ

ているのか。 

  説明者 委託料は実行委員の紙芝居製作者への支払いとなっている。 

  委員  個人で活動している作家への業務委託という形になっているのか。 

  説明者 実行委員ではあるが、依頼ということで支払っている。 

  委員  新作を作るのは団体で決めているのか、それとも作家が独自に決めているのか。見

積もりなどは貰っているのか。 

  説明者 貰っているが、例年同じという形で固定化した費用になっている。 

  委員  その予算を他の活動に使う等は委員会では決められないのか。 

  説明者 事業の目的や誰に向けた事業なのか等の議論がこの数年間できていなかったと考え

ている。改めて実行委員会で話し合っていきたい。 

  委員  長く続いた活動であり、継続は意味があることだと思う。しっかりとした議論をお

願いしたい。 



6 

 

  委員  上演回数を増やすのは難しいかもしれないが、子供会や小学校、お年寄り向け等 

需要はあると思う。販売にもう少し力を入れてみてはどうか。作品ができても知られ

なければ勿体ない。 

  説明者 先程の話と合わせて実行委員会で話し合いたい。 

  委員  読み手というのが重要な部分だと思う。新作を無理に作らず、自分たちが原点に戻

るような活動をしてみてはどうか。 

  説明者 実行委員が何をしたいかという点から、今年度の活動は始めていきたい。 

 

 ⑪全体を通してコメント 

  委員 1 活動が続くと、メンバーが固定化していく。そうなってしまうと発展しなくなって

しまう。新しい人を取り込む工夫をしていってほしい。また、行政としては、助成を

出すのであれば、責任があり、助言・支援をする。しかし、行政に頼りすぎても問題

だ。 

  委員2 行政の手厚いサポートが市民の自立を阻害しているのかもしれない。助成について、

いつまで助成するか期限を区切ることは必要かと思う。また、そのためには新しい試

みも出てくることが必要。 

  委員 3 継続性が課題。幅広い世代、多様な方を巻き込むことが大事。それぞれのまちづく

り事業で連携を図り、協働していってほしい。 

  委員 4 区民まつりのようにアンケートを取り、振り返りをしていくことが重要。 

  委員 5 仙台市は市民活動が盛んな街、市民が作り上げているイベント、事業が多く、それ 

が市民活力になっている。しかし、長く続いている事業についてはやるのが当たり前 

になってしまい、目的やあり方を考えていくことが必要なのではないか。それぞれの 

事業であり方について考えていってほしい。 

  委員 6 事業を拡大していくことが必ずしも正しいとは限らない。小さくても大事に長く続

けていくあり方も大事だと考える。 

 

（3）その他 

 ・第 2 回評価員会（6/28）の開催について 

 

4 閉会 

 

 

 


