
  

平成 30 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：平成 31 年 1 月 29 日（火） 

      13 時 30 分～16 時 30 分 

場 所：青葉区役所 7 階会議室 

出 席：島田委員長、横山副委員長、青木委員、 

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  渡部委員 

 

（2）平成 30 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仙台芋沢自然薯研究部会 

委員  この事業の課題点・問題点は人員確保であり、特に駐車場警備や会場整理に人手が足

りないということだった。多くの参加者がいる場合に安全面での環境を整えることが重

要だが、具体的な改善策はあるのか。 

説明者 今回は農業関係者や農協等にボランテイアとして入ってもらうなど、いろいろな協力

をもらい開催に至った。当初来場者数は 300 人を見込み、車両の誘導員を 1 名配置して

いたが、実際は 400 人程が来場したため対応できない状態になってしまった。予備の駐

車場も確保していたが使用を想定しておらず、誘導員の配置や看板設置作業が発生した

ため、さらに人数が足りなくなった。また、当日は休憩所の回転が悪く、地元住民が休

憩所に滞在していたことが原因だった。地元住民に大勢来ていただき、まつりとしては

非常に有り難いことではあるが課題と感じた。具体的な改善策はまだ決まっていない。 

委員  予想をはるかに超えた参加者がいたことについて、地元住民の口コミで広報し成果が

出たことは、今後の活動の一つのヒントになると思う。よくメディアや SNS を使うこと

が提案されるが、自分たちが来てほしいという思いを伝えることによって結果が出た一

つの良い例である。自然薯を芋沢の特産として広めることが事業目的の一つだとすると、

年に一度のイベントで人が集まるだけではなく、自然薯の購入希望者や販売場所が増え

ることが期待されると思うが、事業を行ってみての実際の反響があれば教えていただき

たい。 

説明者 今回の販売については、某企業からもやって欲しいという依頼があったが、生産規模

に限りがあり、イベントに向けて数量を確保しなければいけないことから断った。なお

当日は、販売数の予想が出来なかったため 300 本程度準備し、メンバーから不満の声も

あったが通常より 2 割ほど安い価格を設定した。販売場所に関しては、農協の直売所な



  

どで販売しており、今年はまつりのためにも生産高を上げようと考えている。私として

は、こういったイベントで地域活性化ができることが望ましいと考えながら事業を進め

ている。 

 

 ②青葉神社通りまちづくり協議会 

委員  活動のポイントとして自主財源の安定的な確保が挙げられているが、具体的な方法な

ど、考えがあれば教えていただきたい。 

説明者 今のところは寄付に頼っているのが現状である。協力をもらっている方には活動内容

を良く理解していただいているので、活動内容を理解してもらえれば、他にも寄付をし

てくれる方が増えると考えている。現時点では PR が不足しているため、今回の事業をま

とめた冊子を作成し、全戸配布したうえで協力をお願いしたいと考えている。 

委員  報告書を見ると売り上げがかなりあると感じたが、売り上げについてはこれが限界だ

ったのか。やればやるほど様々なコストがかかるので難しいところだとは思うがいかが

か。 

説明者 青葉の市での売り上げはそこまで多くなく、出店者から場所代をもらう程度である。

自分たちで出店すれば話は別だが、基本的には出店してもらうというスタンスでやって

いる。その他の売り上げはこどもまつりや北鍛冶町夏祭りでの販売で得ている。 

委員  今後の事業の目標・展開に、他のグループとのコラボ、まちづくり資源の融合とある

が、具体的に見えているものはあるのか。 

説明者 北山五山関係で予定しており、12 月に会員で北山五山を回り、各寺と話をさせてもら

っている。現在は北山五山を北山北部から回ることができないため、学生などのボラン

テイアを募集し、一緒に道の整備をしたいと考えている。その活動をしたうえで各寺で

のコンサートを提案する予定である。北山の認知度が上がれば、その門前町である青葉

神社通りも見直されるのではないかと考えている。 

委員  3 年間で得たいろいろなノウハウを整理し、さらに活動の深化も図るという話であっ

たが、イベントは地元から発信し、地元住民が楽しむことで参加人数が増えていくこと

があると思う。また、最近人と人とのつながりや、実際にその場に行ったライブ感が新

鮮であるという意見も聞く。これからいろいろな活動を含め、長い目でゆっくりと歩み

を進めていければ良いと思うので、今後も期待している。 

委員  まち歩きマップはメディアにも取り上げられたとのことだが、率直にどんな反応、意

見が多かったのか。 

説明者 一般的なマップと比べて大型であり、使い勝手が良くないと思っていたが、もっと置

き場所を増やしてほしいなどの意見が多く、あまり悪い話は聞こえてきていない。しか

し、反省点として上手に活用できていないと感じており、小学校などにも配ったが実際

に使ったという声は聞こえていない。 

委員  このプロジェクトを始めた理由として、青葉神社通りをより賑やかに、昔のようにた

くさんの人や生業がある町にしたいという考えがあったと思う。活動によってこの町に

新しいものが出来て、マップの空白部分にそれが加わっていくような形に育っていくと

良いと思う。そのためにも、このマップにはとても価値があるので、今後の活動に繋が

るように頑張っていただきたい。 



  

 

③結糸乃会 

委員  3 年間の活動を通して作成したこの冊子に込められた思いを感じている。今後この冊

子を活用して、どのように活動していくのか。 

説明者 この冊子はもともと私たちの活動の中の一部として作っていたので、冊子はツールと

してどこかで利用してもらいたいと思っている。冊子作成以外の活動では、健康マージ

ャン部を立ち上げたので、今後は主にそちらの活動をやっていきたいと思う。また、柏

木市民センターを活動拠点として様々なイベントを共催していたので、今後もそのよう

に進めていきたいと思っている。 

委員  事業がうまくいった理由の一つは、常に人の言葉をしっかりと聞き、行動に移してい

ることだと思う。皆さんが世代の異なる子育て世代の方と向き合う時に、自分がすべて

正しいと考えずに生活しているからこそ、この冊子が実現できたのではないかと思う。

皆さんの活動の目的は冊子を作ることではなく、おそらく仲間と一緒にいろいろなこと

を楽しみながら過ごしていくということだと思うので、ぜひこれからの地道な活動を期

待している。 

委員  全国からの反響もあるようだが、今後その声に応じた増刷などは考えているのか。 

説明者 増刷を検討したが活動資金が無く、問い合わせがあった場合にデータを渡すことや、

紙代をもらって印刷をして渡すことを考えている。 

委員  本来であれば、助成金で冊子を作成したということで、孫育てというものを進化させ

たり冊子を活用した講座を開いたり、ということを期待するところだが、話を伺いなが

ら、冊子作りは一区切りつけ、冊子を自由に使ってもらいそれに対する協力は惜しまな

いということも一つの方法だと感じた。周囲からは次の活動を期待されているというこ

とだったので、今後も様々な切り口で新しいことを企画し、周囲に協力してもらえるよ

うな活動を期待している。 

説明者 私たちはこれから人生 100 年時代と言われている中で、年を取ってどう生きたら良い

のだろうか、ということがテーマだと思っている。その中で、学生のサークル活動のよ

うにメンバーで集まり、一つの成果が出たことを嬉しく思っている。今後もこの経験を

糧にして活動していきたいと思う。 

 

 ④青葉山・八木山フットパスの会 

委員  青葉区民の中には障害がある方や足腰の弱い方がおり、そういった方々には行きたく

ても行けない場所がある。せっかく自然資源を活用しているので、長い距離ではなくて

も、障害がある方などが行けるようなコース設定や介助ボランティアがいることでより

良い事業になると思う。 

説明者 昨年度作成したガイドマップで 8 つのコースを設定しており、初級から上級でランク

分けしている。初級コースはハンディがあっても行くことが可能であると考える。また、

ユニバーサルなフットパスのようなものを目指しており、駅を基点として活動している

ことが一つの特徴であり、駅を利用することで地域の魅力のすぐ近くまで行けるという

ことが強みだと考えている。 



  

委員  ワークショップの中で参加者がガイドになれるように取り組んでいるとの説明があっ

たが、実際の取り組みの中でのガイドの熟度や人数の現状を教えていただきたい。また、

これだけの内容のものを行うには、事務局や中心となるメンバーの負担が大きい一方で

楽しみもあると思うが、そういったところを支えていくような担い手は増えているのか

教えていただきたい。 

説明者 ガイドについては、元々地元に住んでいて自然が好きで歩いている方が結構おり、そ

ういった方に参加してもらっている。もしイベントの参加者が多すぎて 1 グループで行

けない場合には、そういった方にも協力してもらい、グループ分けして行くことも可能

となっている。また、事務局については、世話役会という組織を中心に運営を行ってい

るが、人数が増えて運営に興味を持つ者も出てきており、その人たちに仕事を振り分け

ていくような形で活動していきたいと思っている。 

委員  子どもが対象のワークショップがあったということだが、どのような反応があったか。 

説明者 2 回ワークショップを行っており、1 回目は竜の口を歩く予定だったが、台風の影響で

歩くことは出来なかった。しかし、竜の口の話をした際に興味が湧いたようで、来年は

絶対に行きたいという反応があった。もう一つは青葉山・八木山を歩いたが、昔殿様が

通った道を歩いていると伝えたところ、興味を引いたようだった。こういったイベント

で子どもを対象とした場合には、細かいことよりもわかりやすいことを伝えることが良

いということがわかった。 

委員  子どもの反応はストレートであり、素人が興味を持つポイントは子どもからヒントを

得られると思うので、参考にしていただきたい。 

 

⑤北仙台地区連合町内会 

委員  女性防災リーダー100 名の育成は素晴らしいと思う。しかし、100 名が集まってからが

スタートであり、どういう目的でどのように活動していくかをメンバーで真剣に話し合

わないと先に進めないと思う。仙台市地域防災リーダーでもバックアップ講習会等を行

っており、同じようにバックアップやフォローアップを目的とした講習会や研修会を行

った方が良い。もちろん連合町内会の支援が必要であり、女性防災リーダーが主体的に

活動できることを考えてもらいたいと思う。 

委員  過去の事例を見ても、要支援者や要援護者、災害弱者というふうに言われている方の

意見を反映させるということは極めて重要であり、女性視点での避難所運営も同様に重

要であることは周知の事実だと思う。また、現在は情報の収集と発信が重要視されてい

るが、女性ならではの方法で情報を収集し、それを正確に伝えるためには日頃からのネ

ットワークが大事だと思われる。今後の事業展開の中で情報という部分に関心を持ち、

活動や企画の中に取り入れることでより良いものになると思うので、期待を込めて話を

させていただく。 

委員  連合町内会が主体となった実動訓練などがあると思うが、北仙台女性防災ネットは訓

練でどういう関わり方をしているのか教えていただきたい。 

説明者 北仙台地区では 3 年前に北仙台地区防災協議会を設置し、避難所運営マニュアルなど

を作成している。北仙台地区防災協議会には町内会長と各関係機関の会長の他に避難所

運営の要員として各団体から 2、3 名ずつ出してもらうこととしており、その中に講座の



  

受講者を入れるよう要請し、実際に構成メンバーとして避難所運営の役割を担ってもら

う。また、訓練については 3 年に 1 度連合町内会単位で防災訓練を実施しており、次回

は平成 32 年度に実施予定のため、その際に活躍してもらいたいと思っている。 

委員  座学だけでなく、そういった訓練の場で活躍することで、地域に存在を知ってもらう

機会になると思うので、ぜひその形で取り組んでいただきたい。 

説明者 先日の北仙台女性防災ネットの役員会において、避難所運営の際に目立つものが必要

との意見があったため、目に付く色のベストを作成しようと考えている。 

 

 ⑥桜ヶ丘学区連合町内会 

委員  運営委員会はどのようなメンバーで構成されているのか。また、研修会はどういった

方を対象としたのか教えていただきたい。 

説明者 運営委員会については、町内会や関係団体で構成される桜ヶ丘地区の理事会から人選

を行ったほか、保育所や小、中学校にアドバイザーとして入ってもらい企画を進めてい

る。また研修会は、青葉区公園課より、事業を行うにあたって中心となる運営委員会が

植物に関する知識を有することが望ましい、という指摘を受けたことから、運営委員会

のメンバーを対象として行った。講師には植物の専門家に依頼しており、実際の花壇作

りや植物を育てるための土選びなどについて学んでいる。 

委員  クローバーやニホンタンポポを植えることは、運営委員会で決まったことなのか。 

説明者 それらの選定については、運営委員会の立ち上げ前にアンケートを行っており、その

中で保育所から提案のあった内容について、運営委員会で検討し決定している。 

委員  これから花壇作りを行うにあたり、どのような形で地域住民の参加を促すのか教えて

いただきたい。 

説明者 花壇作りは公園の一画を使用し、ある程度の条件を設けた上で自由に植えてもらうこ

とを考えている。条件としては多年草であること、毒性がないものであること、背の高

さが約 1 メートルを超えないものであること、手をかけなくてもある程度繁殖できるも

のであることの 4 点を考えている。これから地域住民の参加についても、町内会等から

いろいろな意見が出てくると思うので、検討して進めていきたい。 

委員  公園を媒体として地域コミュニティを盛り上げることはすごく良いと思う。公園は幅

広い年代が利用しており、利用者の意見をどれだけ反映できるかが大事だと思うので、

先程話のあった保育所や小学校、老人クラブなどの意見を聞くことが必要だと思う。ま

た、多年草の管理は簡単なようで難しく、一年草であれば毎年花壇を作り、植え替える

ものだが、多年草の場合は植えたものが次の年には無くなり、他の場所から生えてくる

ようなこともある。地域で世話をしていく中で、そういったことも皆で喜び合えるよう

になることが理想であり、自分たちの意見が通るような公園になっていけばいいと思う。 

説明者 その通りだと思う。実際に花を植えてどうなるかは、私たちもわからないのが正直な

ところであるが、次年度は次のステップとして、皆で花を植えるということに進みたい

と思っている。 

 

 

 



  

⑦作並地区未来プロジェクト 

委員  耕作放棄地を活用し、地域の人たちと農業体験をするのはすごく良いことだが、専門

家の指導が無いと長く続けていくのは難しいと思う。また、参加者が収穫の喜びを感じ

ることがやる気につながると思うので、出来上がった野菜を食べることも良いが、収穫

祭を兼ねた野菜の即売会など地域の人を大勢呼び込むようなことを行い、自分たちの作

った野菜が売れれば、喜びをより実感できると思う。 

説明者 蕎麦のイベントを行った際に、畑で出来た野菜を使っての料理や収穫体験を行った。

また、育てた野菜は観光交流会館で販売したほか旅館でも使ってもらった。今後そうい

ったことを増やしていき、もっと交流していきたいと考えている。 

委員  そういったところでの販売も良いと思うが、参加者が直接自分たちで販売することも

喜びが増す一つの手段であり、地域住民との交流を持つ機会もできると思う。 

説明者 直接の販売については若干行っており、地域の飲食店で使用してもらっている。しか

し量が少なく、継続して提供することができなかったが、収穫した際にはぜひ持ってき

てほしいと言ってもらい、スタッフ一同感激していた。 

委員  今後活動を続けていくにあたり、現在は収入の大半を助成金に頼っているが、2 年後 3

年後の自立に向けた資金計画や、将来的な 5 年後 10 年後を見据えた長期目標などの考え

について教えていただきたい。 

説明者 イベント参加者のアンケートには、大麦を栽培してニッカウヰスキーで使ってもらう

ことで、作並のウイスキーができたら面白いのではないかというも意見があった。蕎麦

づくりは採算が取れないのが現状であり、これからは野菜を作っていくことを中心に考

えていきたいと思う。また、山岳ガイドなどの活動にもつなげていきたいと考えている。 

 

⑧作並・新川地区活性化連絡協議会 

委員  昔の貴重な写真と現在の姿を比較することで、いろいろな話題が出てくることを感じ

た。資料としてそれらを残すという説明だったが、残し方にもさまざまな媒体があり、

何か計画しているものはあるのか。また、多くの方に関わってもらうことなど、作り方

にも様々な方法が考えられると思うが、予定していることがあれば教えていただきたい。 

説明者 現状としては、会議の席で昔の写真や農機具、生活用品を集めるための協力を呼び掛

けており、ある程度集まってきてはいるが、もっと立派な写真で無ければだめなのでは

ないかという意見が出るなど、思ったよりも集まっていない状況である。そのため、市

政だより 2 月 1 日号の配布にあわせて募集チラシを配布する予定である。写真について

は、一定数が集まった時点で写真集を作成したいと考えている。農機具については保管

場所が必要となるので、まずは調査のみさせていただく。いずれどうなるかはわからな

いが、小学校跡地の利用方法なども検討していかなければならないと考えており、その

中で農機具や生活用品など歴史的なものの保存館や、田植え踊りの伝承館のようなもの

ができないかということも考えている。 

委員  資料を集めるだけだと、集めた後に埋もれてしまう可能性がある。例えば、今の報告

のように面白く話をしてもらうことで興味を引くこともできると思うので、語りべを育

ててみてはどうか。そうすれば子どもたちや地域を知らない人も楽しむことができ、資

料が生かされるのではないか。 



  

説明者 私たちも資料を集め、それを魅力としてどのように伝えていくかが課題だと認識して

いる。また、先程話したように、鎌倉山の魅力を伝えても、それを案内する人がいなけ

ればせっかくの自然が生かされないので、そういった案内人や語りべを育てることも活

動の一つとして取り組んでいきたいと考えている。 

委員  写真で昔と今の風景を比較することにより、町のことを全く知らない新しい住民や初

めて仙台を訪れた方でも昔の町の姿を想像することができるので、すごく良い方法だと

思う。昔の写真は当時を覚えている方の話と合わせて見ることでより生きてくるのでは

ないか。この取り組みは後世に残るものだと思うので、ぜひ丁寧にやっていただきたい。

また、通常は交流人口や観光客を増やすための活動が多い中で、自分の町に住み続けた

い子どもをいかに増やしていくかを念頭において活動しており、子どもにとって良い環

境を作っていると思うので、ぜひ頑張っていただきたい。 

説明者 この活動を通して、作並・新川地区だけでなく、西部地区の良さをもっと PR しながら、

交流人口だけでなく、地域の住民の幸福度ナンバー1 を目指しながら活動を展開してい

きたいと思っている。 

 

（3）その他 

  ・八幡町商店街ファンコミュニティの事業説明について  

  ・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 

 

 

 


