
平成 30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：平成 30年 6月 26日（火） 

      13時 30分～16時 20分 

場 所：青葉区役所 2階会議室 

出 席：島田委員長、金委員、榊原委員、 

鈴木委員、渡部委員 

※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）平成 29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回文の里づくり 

  委員  子どもたちの考える力、言葉に対する興味を活性化させる素晴らしい取り組みだと

思う。回文を通し、考える中でいろいろな経験をしているということだが、参加した

子どもたちがどのような感想を持っていたのか教えていただきたい。 

説明者 参加した子どもたちと直接の接触はないが、回文をやっていると見つかった時の喜

びがあると思う。しかし、すでに存在する回文であることがほとんどである。また、

中学生や高校生になって参加しなくなっても、回文の話題が出ると、参加していた時

のことを思い出していると思う。 

委員  教育というと固い気がするが、文化的で地域おこしの観点からすごく良いと思うし、

テレビで拝見した際にインパクトがあった。例えば回文が俳句や川柳で言うとサラリ

ーマン川柳などと同列になるようになれば面白いのではないかと思う。また、長くや

っているので、子どもの作った回文が既に存在しているという話だったが、上級者だ

けではなく、そういった場合の初心者の入口を意識して、支援してほしいと思う。 

委員  仙山線駅名の回文を拝見したが、すごく面白いと思う。どこかに設置しているのか。 

説明者 今年度にパンフレットなどにして、駅や市民センター、温泉、作並地区の商店など

に設置しようと考えている。また、この回文の作成に協力してくれそうな団体がおり、

ぜひやりたいと考えている。 

委員  仙山線の各駅や市民センターなどに設置した場合に、見た方が自分も簡単な回文を

作ってみようという気になるのではないかと思う。ぜひ実施していただきたいと思う。 

 

  ②第 39回仙台市宮城地区市民文化祭 

  委員  収入について、会員制による会費は徴収しているのか。 

説明者１ 助成金以外の収入については、会長が地区をまわって協賛依頼を行うほかに、会



員から会費と協賛金をもらっている。 

委員  生きがいづくりに力を入れていることは非常に良いことだと思う。これからの生き

がいづくりは、する生きがい、見るいきがい、支える生きがいと言われており、その

3 点から考えると、するという視点から自分で体験する人、見るという視点から展示

物を見る人、支えるという視点から労力を提供してくれる人や知識・技術を提供して

くれる人、資金的な援助をしてくれる人がいると思う。地域をまわっている時に資金

的な援助のみではなく、労力的なものや経験知識、技術の協力をもらえるような働き

かけを行っているか教えていただきたい。 

説明者２ 資金面の協力をお願いしているが、そのような視点では考えていなかった。 

委員  生きがいづくりは大事なことだと思うので、参考にしていただければと思う。 

委員  子どもから高齢者まで皆で楽しめる事業であり、すごく良いものだと思う。多くの

団体が参加しており、開催期間も 4 日間と長いので、実行委員会の負担が大きいので

はないかと思うがいかがか。 

説明者２ 負担は覚悟して、自ら進んで行っている。準備の日も朝早くから夜遅くまで皆で

協力しながら行っている。 

委員  一部の人に負担が偏らないように皆で協力し合い、ずっと事業を継続してもらいた

いと思う。 

委員  報告を受ける前は年代を超えた宮城地区全体の文化祭という印象だったが、高齢者

の生きがいづくりがメインであれば、整合性が取れないのではないか。抽選会がない

と人が来ないということは問題があり、抽選会ではなく、参加者の作品の素晴らしさ

をアピールして来てもらった方が良い。また、年代を超えて参加してもらうためには、

既にやっているワークショップなど、もっと文化というものの敷居を低くするような

考え方も良いのではないかと思う。素晴らしい活動なので、これからも頑張っていた

だきたい。 

 

③仙台市ほたるの里づくり 

委員  協議会に属している団体は 8 団体とのことだが、収入について、会費の徴収が 4 団

体からされており、他は個人会員となっている。しっかり団体から徴収するというこ

とを前提として、収支を組んでいるのか。個人会員と団体会員の違いはどこにあるの

か。 

説明者 団体の会員数が少ないところは個人扱いとして対応しており、会員数が多い団体か

ら会費をもらっている。 

委員  子どもたちがホタルに興味を持つポイントというのはいろいろなものがあると思う

が、それを一口で自然環境のためにと言ってもなかなかイメージできない子どもが増

えていると思うので、子どもに興味を持たせることとして、どのように工夫している

のか教えていただきたい。 

説明者 受け身になっているところもあるが、ホタルの生息地付近の学校では地域学習や総

合的な学習などで地域を学ぶという目的で、団体に話を聞き、ホタルが素晴らしいも

のであり、それがいるから自然を大切にしているといったことを伝えている。子ども

たちはそれをきっかけに作文を書いたり、実際に行って絵を描いたりするなど、活動



している人物から興味を持つ子どもが多いようだ。 

委員  例えば別の切り口としてホタルの物語を書いてみることや、歌を作ってみるなどの

切り口もあるのではないかと思う。 

説明者 参考にさせていただきたいと思う。 

委員  情操教育に非常に良い活動だと思う。ここまで継続して充実した活動を行っている

ので、例えば青葉区に生息するホタルの成虫や生態の記録などを映像化して、青葉区

内の小学校や学校教育機関に教育教材として提供してみてはかがか。それによってホ

タルに興味を持ち、子どもたちが学校関係者や保護者と一緒になって協力したいとな

れば事業全体の盛り上がりにつながると思うので、期待している。 

説明者 役員会などで呼びかけてみたいと思う。 

 

④第 19回西公園キャンドルライトファンタジー 

委員  事業当日の準備時間が 1 時間半となっており、参加者から短いという声は出ていな

いのか。 

説明者 キャンドルを並べる形は各学校で決めてくるので、30分くらいで並べ終わると思う。

むしろ火をつけるのに時間がかかり、会場は密着しているので火元の安全を第一に考

えている。 

委員  実行委員会や学生のボランティアへの呼びかけはいつくらいに始めるのか。 

説明者 10月くらいから始めている。委員長は既に決まっているが、それ以外の役職がなか

なか決まらない。実行委員になる学生を早く決めて、早く事業を行いたいという部分

はある。当日の一番の助っ人は学生であり、その他の大人はお手伝いという形で事業

を行っている。また、大勢の人を呼ぶのであれば勾当台公園などで行うが、この事業

は西公園を活性化させることを目的としてやっている。 

委員  事業をやることにテーマやスローガンを設けているのか。学生が主体であれば、学

生の考えや思いが事業に反映されているのか教えていただきたい。 

説明者 メインテーマやスローガンは設定しており、実行委員会を開いた際に今年のスロー

ガンやメインキャンドルをどうするか等を話し合っている。また、キャンドルやボラ

ンティアの配置についても実行委員会で決めている。 

委員  2 点ほど伺いたい。昨年は天気も良かったとのことだが、実際の来場者数は何名な

のか。また、小学校の参加について PTA のやる気がある場合は参加するが、役員が変

わった際にだんだん下火になり、参加しなくなってしまうケースがある。そういった

際の PTAなどへの PRはどのように行っているのか。 

説明者 PTA の参加については学校の校長先生の指示一つで決まると考えている。それで動

いてもらえる部分がある。参加校は減っている部分があるが、逆に定例化していると

ころもあり、この事業を学校に PR して毎年の行事に入れてもらっているような部分

もある。今年 20回を迎えるので、ずっと参加しているところは表彰など出来ればいい

と思っている。来場者数は、会場いっぱいとは言えないが、約 5,500名である。 

 

⑤第 29回宮城地区まつり 

委員  地域の人が楽しんで参加している良い事業だと思う。しかし、屋外での催事が多い



ため昨年のように雨天時の対応が課題だと感じる。また、もう一つは駐車場の問題が

ある。野菜などを多く買った人が特設駐車場まで運ぶのは大変だと思う。どうしよう

もない部分ではあるが、駐車場と雨天時の対策はこれからも課題になると思う。 

説明者 昨年は午前中に実施する判断をしたが、実際に行った際には雨の状況から中止にす

ることも検討しなければ、来場者にも迷惑がかかると考えていた。また野菜の販売に

ついては、シャトルバスを 10分間隔で走らせているため、利用を促している。しかし、

難しい問題なので、今年も交通指導員等も含めて本部からもアナウンスしようと考え

ており、引き続き懸案事項として取り組むこととしている。 

  委員  おそらく駐車場の問題については、商業施設の方にも苦情が来ているのだと思う。

駐車場の問題を解決するにはプログラムの工夫なども検討した方が良いのではないか。

人を集めたいということは理解するが、そういった対応を取らないと今後ますます大

変になっていくと感じる。また、ルールを守らない出店者などについては、参加者間

の公平性を確保するためにも、対象者を特定できるのであれば、来年度は出店できな

いなどのペナルティを考える必要があると思う。もう一点、区の関わり方について、

実行委員会に少しでも事務局機能を担ってもらえるような意識を持ってもらい、有力

な人を一本釣りするようなことも検討しなければ、市職員の人件費を考えたときに支

出が過大になってしまうと思う。 

  委員  催事についてだが、事業のねらいとして地域活性化などを考えたときに、今の催事

が青葉区民まつりに近い印象を受けたので、宮城地区でしかできないことをピックア

ップすることでより宮城地区のまつりとしての特徴が出てくると思う。 

委員  宮城地区まつりで行っている豊齢まつりなどは仙台市宮城地区市民文化祭と目的が

重複する部分があると思うが、どのようにすみ分けを行っているのか。 

説明者 宮城地区まつりが大きなイベントのため、他の催事が乗っかっている状況である。

元々は駐車場も収まっていたが、イベントが大きくなったため駐車場も必要になり、

事務局でも苦慮しているところである。 

 

⑥絆づくり田んぼアート 

  委員  始めた時から良い事業だと思い、応援していた。知名度が上がり、これからいろい

ろな展開を期待していたが、諸事情によって継続できないことを残念に思う。 

 

  ⑦第 29回青葉区民まつり 

  委員  アンケートの中で期待に沿えなかったものとして、消防・パトカーの搭乗体験があ

るが、これを改善する見込みや見通しがあるのか。 

  説明者 期待に沿えなかった理由として、多くの人が集まり、2 時間待ちの状態になってい

たことが挙げられる。今年は消防などと打合せを行い、整理券を配布し、事前にチラ

シに配布時間を記載するなどして、空いた時間を他の催事に参加できるような方向性

で対応したい。 

  委員  期待に沿えなかったものとして、パレードやステージはどんな理由があるのか。 

  説明者 パレードについてはやっていることがわからなかったという意見があったので、周

知方法を検討したい。昨年は政宗公仮装パレードを行ったが、企画が 8月に決まり、9



月からの募集に伴い、周知徹底がされていなかったため、参加者も少数だった。今年

の対応案を企画会議で検討しているが、周知を早めに行い、いろいろなメディアや媒

体を利用して広報することの他にコアな人たちの集まりに声掛けする等の意見が出て

いる。 

  委員  個人的な感想になるがすずめ踊りに偏っている印象を受ける。青葉区民まつり独自

の良さがもっと見えてくると良いと思う。 

  委員  毎年のことではあるが、委託料が高くなっているようだがいかがか。 

  説明者 昨年はそれでもだいぶ値引きされているが、固定費は減らしづらい状況である。テ

ントの設置が主な要因なので、今年はテントを必要としないフードトラックの出店を

見込んでいる。また、出店料をもらっていなかった企画出店の団体にも、出店料をも

らうように働きかけを行っている。 

 

  ⑧仙台伝統ものづくり塾 

  委員  見ている人が参加したくなるような内容だが、回数が少ない印象を受ける。また、

実施場所も一か所のみではなく、いろいろな方が伝統のものづくりを体験できるよう

な土台作りをしてもらいたいと思う。 

  委員  ものづくりは細く長くやってもらいたいものの一つだと思う。実施場所が柏木市民

センターのみの理由と参加者に対しての講師の人数を教えてもらいたい。 

  説明者 場所については駐車場などの設備が整っているため、昨年と今年も柏木市民センタ

ーと共催で行っている。講師については、より身近に職人の技に触れてもらうために

25名の講座の募集に対して、5名以上の講師に参加してもらっており、テーブル一つ

で参加者 5名に対し、講師 1名で対応することとしている。 

  委員  参加者の感想は大変好評だったとあるが、講師の方はどのような感想を持っていた

のか。 

  説明者 参加してもらっている講師の方々は青葉区民まつりにも参加してもらっており、来

場者と触れ合う機会はあるようだが、仙台伝統ものづくり塾でのスタイルはなかなか

ない機会のようで、喜んでもらっている。 

  委員  受益者負担で参加費を徴収していることに好感が持てるが、可能であればその需用

費と参加費で均衡を保てるようにすればより良いと思う。そこを意識することで収支

が安定すると思うので、次回から意識していただきたい。 

 

  ⑨青葉区平成風土記作成 

  委員  平成風土記の作成は地域の人たちが自分の地域を考えることで歴史や地域の見直し、

発見などがあり、すごく良いことなのでこれからも継続してほしいと思うが、助成金

額が少ない気がする。作成した後に販売するものではあるが、助成金額が増えれば、

もっといろいろな角度から作成に関われると思う。 

  説明者 助成の金額については、1 年目 2 年目の内訳を 2 年目に印刷経費が掛かるという理

由から、変更した経緯がある。平成風土記は全ての連合町内会で作成することを目標

としているが、全てに行き届くにはまだ時間がかかりそうである。また、以前作成し

たところから改訂できないかという話もあり、対応の難しい問題ではあるが、いずれ



改訂や作成時の助成金額は見直ししなければいけない時期が来ることが予想されるた

め、将来的な課題として認識している。 

  委員  現在はどの地域も一律で助成しているが、地域によっては規模が大きいところや、

歴史の深いところがあるため、基準を決めることは難しいと思うが、考慮する必要が

あるのではないかと思う。 

  説明者 参考にさせていただきたいと思う。 

  委員  予算については、その時の事情にあったもので実施すれば良いかと思う。その他に

他地域のモデル事業として確立するためにも幅を持たせた考え方で事業を継続してほ

しいと思う。 

  委員  青葉区内全ての連合町内会で作ることが目標とのことだが、38連合ある中で、現在

何地区で出来ているのか。 

  説明者 現在 12地区で作成しており、宮城地区のみ数か所で合わせて作成している。これに

現在作成中の国見地区と八幡地区が加わる予定である。 

  委員  この事業は地域から声をかけてもらうのか、それとも事務局から営業をかけるのか。 

  説明者 ふるさと支援担当から営業してもらう場合や、地域から声をかけてもらうケースが

ある。 

 

  ⑩仙台の昔を伝える紙芝居作り・上演 

  委員  事業を行うにあたって、紙芝居である意味、良さを教えていただきたい。 

  説明者 紙芝居を実際に見ることによって、普通に仙台の歴史を学ぶよりも入りやすいと考

える。昔を伝える方法は紙芝居以外にも本や映像があると思うが、紙芝居は演者と観

客の生の掛け合いやライブ感を感じることができる。上演する内容は基本的には変わ

らないが、観客の反応を見ながらやり取りを変化させるため、紙芝居でしか伝わらな

いこともあり、それが紙芝居の良さであり、意味であると思う。 

  委員  紙芝居は新しい要素がいっぱいあり、発展する可能性があると思う。ライブ感から

興味を引き出すことがいろいろとあり、コミュニケーション能力や言葉を伝えること

など、そこから題材が仙台の昔を知ることやいろいろなことを知ることにつながると

思うので、ぜひたくさんの人に興味を持ってもらい、活性化してもらいたいと思う。 

  委員  いろいろな伝え方の一つの手段を紙芝居と考えれば、紙芝居を題材としたワークシ

ョップを開催すれば、自分も関わってみたいという人が出るのではないか。おそらく

委員を増やそうとすればするほど、対象となる人たちが身構えてしまう気がする。事

業を継続するうえで実行委員会の高齢化が課題であれば、継続しないという選択肢も

あるのではないか。そのため、紙芝居の良さをどう伝えていくかという場合に違う手

法で伝えることで紙芝居の良さが際立つのではないかと思う。実行委員会は何名いる

のか。 

  説明者 現在は 8名で活動している。 

  委員  高齢化が進んでいるということであれば、新しい人を増やす取り組みなど無理に人

数を増やすことで負担がかかり、本来自分たちが紙芝居をやりたいのに出来ないとい

う状況になるよりは、ある一定の人数以下になったら辞めるという選択肢があっても

良いのではないかと思う。 



  委員  紙芝居である意味というところで、同じ作品でも紙芝居の読み手によって全く違う

イメージになる。作品を作ることや演じることをたくさんの人に共有してもらうため

には、面白くなければいけないと思う。読み手は作品を借りて上演するのか。 

  説明者 借りた方はそれぞれ上演している。また、実行委員会では読む専門の方がいるが、

作った方も読んでいる。 

  委員  そういったことをよりブラッシュアップすることや、有償ボランティアという考え

方で事務局や読み手を委託して、読み手を育ててもらうようなことも一つの手段かと

思う。 

  説明者 参考にさせていただきたいと思う。 

  委員  上演場所については回想療法などの効果もあると思うので、福祉施設なども良いの

ではないか。福祉施設は青葉区内に多くあり、紙芝居をやることによって関わりが増

え、盛り上がりが出てくると思う。また、講習会も福祉施設職員に案内することによ

って、職員自ら紙芝居を作る知識や技術を持てば、施設自体のサービス向上や指導者

側の資質の向上にもつながると思う。紙芝居は日本の文化として大事だと思うので、

福祉の視点から紙芝居を取り入れることで、もっと新しい展開が出来るのではないか

と思う。 

  説明者 福祉施設での上演は実行委員会でも話は出ていたが、数が多すぎるため、実施には

至らなかった。しかし、先日上演会のチラシを見た福祉施設の方から上演の依頼を受

け、後日上演会を行う予定としている。 

 

（3）その他 

 ・仙台市ほたるの里づくり協議会の取扱について 

 ・第２回評価員会（7/10）の開催について 

 

4 閉会 

 

 

 

 


