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令和元年度第 2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 6月 28日（金） 

      13時 30分～17時 20分 

場 所：青葉区役所 4階・7階会議室 

出 席：島田委員長、青木副委員長、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  鈴木委員 

 

（2）令和元年度まちづくり活動助成申込事業（追加募集）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西公園プレーパークの会 

 委員  外遊びの大切さは度々言われており、大変すばらしい活動と思いお聞きしていた。今

回青葉区の地域の課題に対応したいという事だが、気になった点が 2 点あったのでお伺

いしたい。1 つは外国籍の親子への支援という事で、地域と連携しながら支えたり子育

ての相談に乗るということだが、具体的な研修の中身や連携先が決まっていたら教えて

いただきたい。また、西公園を平日利用する方が少ないというのは私も感じており、平

日の魅力を伝えていくのは素晴らしいと思うが、魅力を伝えるための冊子などはどうい

った視点で作られるのか。その 2点を詳しくお聞きしたい。 

 説明者 1 まず 1 点目だが、今実際に問題が出ている。普段の子育ての相談なら我々も対応で

きるが、母国語や文化が違うという事で、我々にもお母さん方にも戸惑いがある。国際

センターの方や実際に活動しているソーシャルワークの専門家をお招きして、海外の親

子をどのように繋げていけばいいかという視点は勉強していきたいと思っている。 

委員  その際は区の対応部署との繋がりは考えているのか。 

説明者 1 青葉区ご近所会議というものもやっており、そちらで保健師などとのつながりもあ

るので、そういう所の方々にも協力を頂きながらやっていきたい。 

     2 点目については、いつもあるから気付かない自然や何気なく行われる子供の遊びな

どを、写真やイラストなどを使って、子供達やこれから来る方にわかりやすく伝わるよ

うな冊子を作りたいと思っている。 

 委員  15年間活動を続けてこられたということで素晴らしいと思う。私達の地域にもいろい

ろな公園はあるが、そこは全て公園愛護協力会を作り、そこが中心になって公園の在り
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方を検討している。西公園は大き過ぎてそういう協会がないのかもしれないが、様々な

団体で統一した協議会などを作り、その中で連携して西公園の利活用を考えることはで

きないか。それから、専門家をお招きするというが、東京の専門家では交通費がかさむ

ので仙台や近隣の県から専門家を呼ぶのでは駄目なのか、この 2点をお聞きしたい。 

説明者 2 昨年、都市公園法が変わり、協議会を作りながらどう運用していくかという所がある。

昨年度に西公園を育てるラボという協議会のようなものの実験が行われ、西公園プレーパ

ークもそちらと繋がっていた。また子育てを中心とした関わりとして、他の団体とも繋が

っており、今回はそちらとも連携してやっていきたい。専門家の話については、国際セン

ター等の専門家ならそれほど予算はかからないと思う。昨年度は東京から協議会について

も詳しい専門家の方に来て頂いており、そのような方から広く連携していける方法も含め

て、アドバイスを受けながら考えていきたいと思い予算を計上している。 

委員  これから少子高齢化で子供が少なくなる中でいろいろお考えだと思うが、私も専門家の

金額が気になる。それと開催資材や冊子など、事業全体の予算のうち助成金が 8 割ほどを

占めている。この助成は 3 年間が限度であるし、今回の助成で思うような結果が受けられ

ない可能性もあるが、そういった予算の見通しはどうなっているのか。 

説明者 2 西公園プレーパークの会は、これまでは青葉区や仙台市ではなく、国レベルの助成金

を頂いて活動してきた。今回はいずれ区や市とも密接な関わりを持つために、一度助成金

を頂いて活用したいと思い申請した。助成を頂けなかった場合もやれる範囲で活動するし、

やることで少しでも魅力を高められると考えているのでチャレンジしていきたい。 

委員  今のところとも関連するが、これまでも長年活動されてきているが、今回の申し込みは

あくまでやりたい事を実現するために助成金を使うという認識でよろしいか。 

説明者 2 今回やりたい事は、150 日レベルで開催しないとベースができないので、やりたい事

にチャレンジするために使いたいと思っている。 

委員  150 日というのは、これまでも何らかの形で続けてきた部分とも捉えられるが、その部

分はどうか。 

説明者 2 150 日間何の収入もなく継続するのは基本的に無理である。寄付金などを貰いながら

工面してやってきたが、それも含めて行政の補助金で行い、色々なコミュニケーションを

するための前段階のチャレンジとして見ている。 

説明者1 遊びの中で子供や親子連れが集まってくれば、そこから困った姿や問題が見えてくる。

そういう意味で 150 日間やっていく中に今回のやりたいことがあるので、両方をつなげて

考えていきたいと思っている。 

 

②折立学区町内会連合会 

委員  蕃山を折立地区の宝として大切にする思いが大変伝わってきた。地権者との調整はクリ

アされているという事で、残り 2 点ほど質問したい。倒木の除去や危険箇所のロープ張り

など、危険を伴う作業があるかと思うが、支出を見てみると保険などが入っていない。も

し整備作業中に怪我などがあった場合、それに対する手当はどうするのか。それから、き

れいに整備するのであれば、それを住民などに広報するのが魅力を知って頂く上で良いや

り方だと思うが、そのような整備後の事業報告などはどのように考えているか。 
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説明者 怪我をしたときの保険については、仙台市の町内会活動のボランティア保険を活用して

対応する。整備の報告は地区内の全戸にチラシを配って、より蕃山を活用して頂けるよう

にしたいと思っている。 

委員  地域の資源を活用した地域づくりで非常に良いと思う。地域住人が力を合わせて登山道

を整備することで地域コミュニティの活性化につながるという事だが、収支のうち市の助

成金が 24 万 2 千円、町内会の負担が 1 万円となっている。地域の力を合わせるという事

であれば、もう少し多くの負担金を集めて、地域自らの課題だということで自覚を持って

取り組んでいただけるのではないか。 

説明者 今のところお金を出すのが決まっているのは連合会だけである。折立学区は非常に小さ

い連合会ということもあり、作業中の給水の予算しか取っていない。これから他の市民団

体や地権者である大梅寺、小学校の PTAなどにも働き掛けてみたいと思っている。 

委員  前回の申請の後での、各所での交渉や調整の成果が今日に至っていると感じている。色々

な諸課題が多くて改善が進まないということだったが、経過についての問題点や、あるい

はスムーズに進行できたポイント等、お話頂けることがあればお聞きしたい。 

説明者 蕃山は特別緑化保存区域になっており、仙台市が所有する部分がある。また昔は折立地

区の入会地だった為、共有地のような形になっており地権者が非常にはっきりしないとい

う問題があった。実は行政にも要請していたが、地権者の問題で了解が得られないという

ことで進まず、今回我々でやろうという事になった。一番心配していたのは百年の杜推進

課に申請を出す際の手続きだったが、実際には大変好意的に協力して頂き、お陰でスムー

ズに進められたと思っている。予算については未だ不十分なところがあり、人集めもこれ

からであり、いかに安全に作業を進めるかということもある。倒木を階段として再利用す

ることなども考えたが、やはり木材として使える状態ではなく、今回は専用の木材を買う

ということで予算を出させて頂いている。 

 

③一般社団法人アート・インクルージョン 

委員  今回の申請では、一番街のアーケードでアートイベントやマルシェをされたいという事

だが、マルシェはどちらかというとサンモール商店街でやっている印象がある。一番街商

店街側との打ち合わせや、その感触としてはどのような感じなのか。 

説明者 現在だれでも creatorと Ai GALLERYという活動を行っているが、休日に一般開放され

ているスズキアバンティビル 3 階の福祉事務所を利用しており、マルシェもそこでの開催

を予定している。どんどこ市では一番街のアーケードの通りを利用しているが、福祉事業

所が街の魅力づくりの為に実施していることをご理解いただき、また一番街で扱っていな

い手作りの商品であれば販売できるという了承を頂いて開催している。 

委員  どんどこ市はどういうイベントか。 

説明者 どんどこ市は福祉事業所と地域市民の交流の場として、音楽や販売・ワークショップ等、

福祉事業所の日頃の成果を発表する場所とみなしている。 

委員  随分前から個人的に応援させて頂いており、素晴らしい事業でいつも感心もさせられて

いるが、今回の申請の焦点がいまいち見えてこない。全体的には素晴らしいが、助成金を

どこにどうやって使うかというのがぼやけていると感じた。支出の各項目でも、金額の妥
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当性や項目の必要性が明瞭でない点があるので、その辺りについて簡潔にでいいのでお願

いしたい。 

説明者 現在はイベント開催にあたり、自分たちでデザインしたものをサポートセンターで印刷

してチラシ等を作っている。目を引くチラシであれば手に取って頂くことも多くなり、よ

りイベントを知って頂くことにもなると考えてフライヤー費を計上している。講師代につ

いては、やはり有名な方を呼ぶことで、それに興味がある人に参加して頂くことに繋がる

と思っている。ただ現在はその費用を捻出できないので、そのような場を提供する資金と

して助成金を使わせて頂きたいと思っている。7 万円の講師謝礼については、アトリエジ

ーナさんという方に毎回アートワークショップに入って頂いており、その方に協力して頂

くだけで情報発信や集客を見込めるので、謝礼としてお支払いしたいと考えている。 

委員  そこまで素晴らしい方々を講師としてお招きするのであれば、受益者負担として、講演

やワークショップの時に参加費などを集めることを考えてみてはどうか。 

委員  伝えたいことが沢山あると感じられる発表だった。マルシェは開催スケジュールだとか

なりの回数開催される予定だが、出店者は全て同じ方を想定しているのか、またイベント

全体の参加者人数の想定はどれくらいか。また予算に関してだが、マルシェの参加費や売

り上げに応じた集金などは徴収していないのか。もう一点、障害者とそれ以外の方の横の

繋がりができるような発表がされていたが、開催場所などが異なる中でどういった方法で

関係性を持たせていくのか。 

説明者 私自身が小学二年生の子供の親であり、またハンドメイド作家として個人でイベントを

運営していた。母親にとっては内職と同じ感覚だが、やはり子供も連れていけるイベント

は少なく、また家族から趣味の活動と思われることも多い。その為、家族を連れていけて、

お母さんが活躍する姿を子供に見せる場の創出を目的として、母親でも参加しやすいよう

参加費を低く設定し、売り上げに応じた徴収も頂いていない。また、お母さん方や障害者

の方が、同じアートを通じて活躍していることを知ってもらう認知の場としている。 

   マルシェの参加者については大体 12～15組の参加で、その内毎回参加される方は 3、4組

ほどである。毎回 SNS上で一般公募をしており、新しい方でも参加できる仕組みになって

いる。毎月開催することで、安心して参加し活躍できる場として開いていきたい。 

 

④サンサン会 

委員  長年に渡る活動は大変良いと思う。団体に関することと事業に関することをお聞きした

い。まず高齢者の 60%が自宅で最期を迎えたいというが、根拠はどこにあるのか。 

説明者 在宅医療をやっている団体のパンフレットにそのフレーズがある。 

委員  それは全国という事でよろしいか、それとも宮城県か。 

説明者 宮城県という事である。 

委員  楽章ごとにストーリー立てて説明頂いたが、それぞれの活動は違う事をやっているのか、

あるいは全体のテーマがある中で分けているのか。 

説明者 一番最初にお祭りがあり、それと健康教室をつくるということから始まった。その二つ

が第一楽章の大きな流れになる。そのあとの第二楽章は、大震災の時に住民が集まり、住

民たちがいまできることを考えて行動したいという思いから成功したと思っている。 
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委員  事業では色々と調査をするという事だが、この調査はどのように結果をまとめて事業の

中で活かしていくのか。 

説明者 まず現状を認識することから始め、その結果を百年会などと共有して活用していきたい。 

委員  会員が 15人ということだが、事業計画の内容がとても多く、その人数で実行できるのか

が心配である。このような活動の場合は、障害高齢課や地域包括支援センター等に相談し

た方が的確な助言をもらえると思う。それから収支についてだが、支出の項目がざっくり

とした内容しか出ておらず、こちらとしても検討し辛いところがある。 

説明者 最初に青葉区の社協と話をしたが、内容が決まってから大学生のボランティアを募集す

るといいとの話があった。また会場についても福沢市民センターの方に話を通してある。

各町内会についても、今まで健康体操などで回っていた実績があるので協力いただけると

思っている。予算については、我々の今までの事業経験から、この金額内で抑えられると

考えている。 

委員  住み慣れた家や地域で自分らしい生活を続けるのは、誰もの願いだと思う。15人という

決して多くない人数で、直面している課題をクリアしようという姿勢は立派だと思う。15

人のメンバーの構成はどうなっているのか。また、事業項目の中での優先順位があればお

聞きしたい。あとは専門性のある活動もあるが、応援や協力を頂いている個人や団体があ

ればお聞きしたい。 

説明者 今日は我々の中心メンバーを連れてきている。みんな気持ちは若い。男女比は男性が 5

人、女性が 10人となっている。専門性については、会の外側との人脈があり、懇意にして

いる業者などにも協力いただいている。優先順位は、現在の事業では花の小径が一番にな

る。町をきれいにすることで治安の悪化を防ぐのと、子供会と共同で行う事で子供たちに

活動を知ってもらい、また親御さんたちの人材を確保したいと考えている。 

 

⑤西公園を遊ぼうプロジェクト 

委員  プレーパークの方にもお伺いしたが、この西公園まつりは 2016 年から行われていると

いう事で、今回は新たな試みの為に助成を使うということでよろしいか。 

説明者 現在本物の SLの前にミニ SLを走らせたいという事で交渉しているが、その敷設にはか

なり費用が掛かる。安全確保や誘導もこちらで負担するよう言われており、そちらでも予

算を使わせて頂きたい。また、ブラスバンドなどは来場者から金をもらう訳ではないので、

そちらで依頼する方々への謝礼も予算に入れさせて頂いている。 

委員  西公園の 2つ目のプロジェクトという事で、西公園が注目されていることがよく分かる。

その中で 2 点ほど確認したい。今回は大目的から見て、単発のイベントに対する助成とい

う認識でよいか、それともイベント実施から振り返りまでの一連の流れに対する助成とい

うことなのか。 

説明者 まつりを通して西公園の魅力や賑わいづくりをする事業として捉えている。 

委員  2016年から毎年開催しているのか。 

説明者 2017年は台風で開催できず、今回は 3回目の開催になる。 

委員  事業の初期の目的があると思うが、3 回開催した中でどれくらい達成できたと感じてい

るか。 



6 

 

説明者 活動を始めた当初は、市としては公園は管理するものという捉え方が多かったが、我々

の活動を通して運営という考えにシフトしてきたと感じている。また、昭和 3 年の博覧会

や地下の下水道遺産など、西公園の立派な点を知っている市民が大分増えてきたと感じて

いる。 

委員  蕃山とも共通するが、西公園はすばらしい地域の財産なので、より多くの市民に知って

頂き、利用もして頂くことが大切だと思った。 

説明者 時間が少ないのでお話しなかったが、実はこけし塔を鋳造した山形の鈴木鋳造所に行き、

当時の話を伺った。当時の話を知っている人も少なくなっているので、経緯を書いたプレ

ートを立てるといったことを公園課に要望として出している。 

委員  個々の活動が繋がって、参加される方や支える方も増えてきていると感じる。また、協

力金やパンフレットの掲載広告なども含めて、資金調達の工夫や助成金の活用がなされて

いると拝見している。苦労はあるかと思うが、地道な取り組みを通して支援が広がってき

ているという実感はあるか教えて頂きたい。 

説明者 広告や協賛については、できるだけ立町、大町、西公園付近の方にお願いしたいと思っ

ている。また、6 月の定禅寺通りの活性化事業で関わった方もいるので、今年はそちらの

方にも協賛の依頼をできると考えている。 

委員  公園は地域資源であり、管理するだけではなくいかに有効活用するかが大事だと思って

いる。そういう意味では、10月の西公園まつりだけではもったいない。プレーパークの方

にもお話したが、様々な団体と一つの会を作り、今以上に西公園を有効活用できるように

するのが一番いいと思う。 

説明者 私たちも同じように考えている。プレーパークの会さんともメンバーが繋がっており、

西公園 4WEEKS をやった際に仙台デザインワークスさんとも繋がっている。立町地区の

連合町内会などとも繋がりがある。今回の申請は西公園まつりを中心とした事業だが、市

内だけではなく対外的に県外などへもアピールできる場所を目指して活動している。西公

園の花壇や植栽の手入れや管理も私たちで運営している。 

委員  それぞれの団体がある程度連携しながら活動するのはいいことだが、西公園を考えて団

体が一つになり、その中での活用する目的に沿って動ければ、西公園がもっと良くなって

いくかと思う。 

 

（4）令和元年度まちづくり活動助成申込事業（追加募集）の評価及び選考 

  ①西公園プレーパークの会 

   （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 

     ・プレーパーク事業は全国的にも少なく、子育て支援事業につながる事業で評価でき

る。 

     ・助成期間終了後を見据え、事業継続のための資金確保についても検討いただきたい。 

   （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。マガジン発行について、今年度は準備期

間として内容や仕様を検討いただくこととし、印刷代を 10万円減額する。 
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  ②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、子どもたちからの発案を地元住民が力を合わせて実施する

事業であることが評価できる。 

     ・広報について、各種メディアを活用し、地域住民のみならず地域外にも幅広く周知

し、その魅力を発信していただきたい。 

     ・整備後の維持管理についても留意いただきたい。 

   （ウ）助成額について 

     ・助成額を 24万 2千円とすることが妥当である。 

 

  ③一般社団法人アート・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 

     ・全体内容はよいが、いろいろな事業を入れ込み過ぎており、今回の申請で行いたい

のか見えにくい。 

   （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。 

     ・デザイン料と講師謝礼について手法を検討いただくこととし、25万円を減額する。 

 

  ④サンサン会 

（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 

・事業提案の視点はよいが、テーマ設定や内容、予算、スケジュールなどについて不明

瞭な点が多く、申請団体における課題整理が必要な段階であり、まちづくり活動助成

の対象とするにはふさわしくないと判断する。 

 

⑤西公園を遊ぼうプロジェクト 

（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 

・西公園の魅力・課題をよく把握しており、公園を地域資源と捉える事業であること

が評価できる。 

     ・平成 27年度に本事業として助成しており、目的・内容を考慮した結果、同一と判断

し、2回目の助成とする。 

     ・助成期間終了後を見据え、事業継続のための資金確保についても検討いただきたい。 

（ウ）助成額について 

     ・助成額を 25 万 2 千 2 百円とすることが妥当である。保険料は受益者負担の観点か

ら助成対象外経費とし、6千円を減額する。 
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4 閉会 

 


