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The purpose of this study is to clarify the factors and issues in selecting methods for building a social educational 

facilities in Sendai City, by investigating the method of building construction. The result of interview survey and 

literature survey show follows. There are many large-scale repairs, and offices were located in nearby public facilities 

during construction. Also, the reason why there were few rebuilding on the same land is considered to be that the 

location closer to other public facilities compared to before. We concluded that city authorities position social 

educational facilities as regional base facilities without any explicit writing. 
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1.はじめに 

1.1背景 

我が国は人口減少時代に突入し、地区や集落の拠点の在り方

を再考する時期に来ている。現在取り組みが進んでいる立地適正

化計画（以下「立適」）では、都市機能誘導区域内に誘導施設を

設定することができるが、学区単位を基本としたすべての集落の

拠点のあり方を定義することを目指した仕組みではない。 

一方で、社会教育法に基づく社会教育施設や地域コミュニテ

ィの拠点として条例に基づき公的に整備した集会施設（以下「地

域集会施設」（1））は、その量的な必要性から整備されてきた。そ

の建築物の多くが老朽化して更新の時期を迎えるとともに、公共

施設の再編が各地で取り組まれはじめている。しかしながら、地

域集会施設の設置基準や配置方針は市町村によってまちまちで

あり、学区単位に設置される施設の更新時には、地域の将来像、

要望・更新費等を総合的に検討し、個別的に対処している現状で

ある。 

さらに地域集会施設の更新時は、公共施設の質的・量的再編の

観点から敷地内建て替え、他施設との複合化、移転、大規模修繕

の選択肢を検討することになる。地域集会施設の立地は地域住民

の生活に与える影響が大きく、慎重に検討して行わなければいけ

ないが、これらについても個別的に対処されてきた。以上のよう

な課題がありながら学区単位での拠点整備のあり方や地域集会

施設の立地のあり方等については十分に論じられてこなかった。 

そこで本研究は、政令指定都市（以下「政令市」）の地域集会

施設を対象に、建物の更時手法について調査することを通じて、

その手法の選択の要因と課題を明らかにすることを目的とする。 

1.2既往研究 

地域公共施設再編に関する研究のうち、学校を中心とした地域

公共施設再編の検討手法について論じた田崎ら1)の研究では、先

進自治体の事例でも、具体的な検討手法や市民参加方法が確立さ

れていないことを明らかにしている。学校の余剰空間をリノベー

ションして社会教育機能等を追加し、地域拠点施設とする方法を

論じた山岸ら2)の研究では、再編モデルプランを示している。ま

た公共施設再編と都市計画との整合性に関する研究として、瀬田

3)は、公益的施設の都市計画での位置づけを論じて公共施設再編

計画の方針や地域区分が都市マスよりも詳細かつ具体的だと指

摘している。また、地区の拠点については、首都圏の公共施設再

編計画の実施段階の取り組みについて報告した島村ら 4)の研究

で、地域の拠点施設でも立適の誘導区域内には含められないケー

スがあると指摘されている。 

地域集会施設の立地や配置については、政令市の地域集会施設

配置を論じた藤ら 5）の研究で、自治体ごとに整備方針が異なる

が、個別の地域の実情を踏まえて整備していくことを指摘してい

る。また、西野 6)らは、中国地方における市町村合併に伴う公民

館の配置方針や機能の変化について明らかにしている。 

また、公共・公益施設の立地や移転については、病院の移転に

おける立地ニーズと敷地選定プロセスの実態と課題について論

じた洲永ら 7）は、病院が移転する際の立地誘導手法を提案して

いる。また、地方都市における図書館の立地についての猪狩ら 8）

の研究では、施設の規模拡大を重視した結果、郊外移転が進み、

そのアクセスに問題が出ていることを明らかにしている。 

このように、都市機能誘導区域や都市マスの地域拠点にも設定

されない各学区単位での拠点のあり方は明らかではない。また、

地域集会施設の立地動向や更新実態に基づいて今後の立地のあ

り方について論じたものは見当たらないため、本研究は新規性を

有しているといえる。 

1.3研究構成 

 本研究は、第2章で政令市の公共施設再編の取り組みや地域集

会施設の設置状況、ならびに各計画との関連について整理する。

第 3 章では仙台市の公共施設マネジメントの取り組みと地域集
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会施設について整理する。第4章では仙台市の社会教育施設であ

る市民センターの更新実態をヒアリング調査と文献調査を基に

把握するとともに特徴的な事例を紹介し、第5章で考察を行う。 

 

2.現在の地域集会施設整備の過程 

 本研究の対象となる地域集会施設は、社会教育法を根拠法とす

る市町村条例に基づく施設と地方自治法を根拠法とする市町村

条例に基づく施設である。本章では、これらの施設整備に関係す

る計画を整理する。 

2.1公共施設マネジメントに関する取り組み 

 総務省は、2014 年に公共施設等総合管理計画の策定を自治体

に促し、2019 年 7 月現在ではほとんどの自治体が策定済みであ

る。国交省は、公共施設再編と立適の連携を説いており、社会教

育施設である公民館は、重要な都市機能と捉え、その再編にあた

って拠点地区への集約化を図ること等を推奨している。 

2.2立適での扱い 

立適では都市機能誘導区域を定めて、区域内に誘導施設を設定

することができる。 

立適策定済みの政令市は9市あり、地域集会施設を誘導施設に

指定しているのは、札幌市と名古屋市である（表-1）。 

 

表-1地域集会施設を立適の誘導施設へ設定した政令市一覧 

市町村 誘導区域 誘導施設（赤字は地域集会施設） 

札幌市 

都心 
国際競争力の向上に資する高次都市機能を有する施設（MICE関連施設、高機能オ
フィスビル、教育文化施設（大規模ホール）、多くの市民が利用する公共施設（区
役所、区民センター、図書館、体育館、区保育・子育て支援センター） 

地域交流 
拠点 

多くの市民が利用する公共施設（区役所、区民センター、図書館、体育館、区保
育・子育て支援センター） 

名古屋
市 

拠点市街地、 
駅そば 
市街地 

その用途に供する床面積の合計が500m2以上の以下のもの： 
文化・スポーツ交流施設（劇場、生涯学習施設等）、国際・産業交流施設、子育
て・高齢者交流施設、拠点的な医療施設・行政サービス施設、等 

 

札幌市の区民センターは条例に基づく施設で、区に1つ設置さ

れているが、法定の社会教育施設ではない。一方、名古屋市は、

法定の社会教育施設として、女性会館を市に1つ、地区会館を6

つある各支所管内に1つ、生涯学習センターを各区に1つ設置し

ている。以上のように地域集会施設の誘導は一部自治体の一部地

区に留まることから、立適においてさえも、大半の政令市では地

域集会施設の立地を十分にコントロールできていない状況にあ

るといえる。 

2.3学区単位での地域集会施設の整備 

 政令市の地域集会施設整備方針はまちまちである。法定の社会

教育施設をそもそも設置しない横浜市や市に 1 館だけ設置して

いる札幌市は、条例に基づく施設を学区単位に整備してその代わ

りとしている。京都市は生涯学習の拠点を小・中学校としており、

法定の社会教育施設は全市に2館しかない。一方で全市的に整備

する方針があるのは、仙台市や岡山市が挙げられる。どちらも法

定の社会教育施設を中学校区に1つ設置し、条例に基づく施設を

小学校区に1つ設置する基準である。 

次章ではこのうち仙台市を対象に、地域集会施設の更新実態と

その手法について分析する。 

 

3.仙台市の地域集会施設の整備方針 

3.1仙台市の公共施設マネジメント 

 仙台市は、2013年に「本市が保有する公共施設の現状と課題」

を発表し、2014 年に「公共施設総合マネジメントプラン」を策

定している。これは、市が保有する公共施設について、効果的・

効率的に活用し、必要なサービスを持続的に提供し続けられるよ

う、経営的な視点に基づく改革が必要であったことから、全庁横

断的な体制を整備し検討を重ね、現状と課題の整理やマネジメン

トを行ううえでの基本的な考え方、具体の取組方策を記載してい

る。主な取り組みとして、建築の長寿命化のために大規模改修、

現有施設の活用の徹底、施設の質・量の適正化のための地域協働

による検討がある。すでに、市民センターの更新時期を迎えた2

地区において地域協働による取り組みを実施している。このうち、

1地区で計3施設の複合化の基本設計が終了しており、先進的な

取り組みといえる。 

市は維持管理する公共施設をA～C群に区分している（表-2）。

市民センターはB群に属しており、2016年度に2件、2017年度

に3件（1件は市民センターが入るA群の文化センター）、2018

年度に2件で改修設計を実施する方針である。 

 

表₋2仙台市の建物供用年数の基準 

施設区分 定義 
計画保全年数 
（旧耐震基準） 

方針 

A群 
用途、規模、施設形態等の観点から特殊性
を有し、運用上・財政上の特別な配慮が必
要な施設 

80年又は60年 
（50年） 

2016年、2017年の2か年で改修基本計画
を策定し、優先順位決めや予算と連動し
た年次館調整等を行って進めていく 

B群 
市政、市民活動の拠点となる用途上主用な
もので、不特定多数の市民並びに職員が利
用・居住する施設 

60年（47年） 
計画保全年数と用途ごとの施設状況を踏
まえながら、優先的に改修すべき施設を
選定して順次進めていく 

C群 
用途上主要なものに付属的に配置される
施設、小規模、屋外的な用途の施設、市単
独で保全を行うことができない施設 

47年 施設の状況に応じて順次対応する 

 

3.2仙台市の立適に関する取り組み 

仙台市では立適を未策定であるが、市が目指す「機能集約型市

街地の形成」をさらに推進するための有効な施策の1つであるた

め、現在進んでいる都市マスの改訂作業のなかで、検討を進める

方針である。 

3.3仙台市の地域集会施設 

 仙台市では社会教育法を根拠とした社会教育施設として市民

センターを、条例に基づく施設として、コミュニティセンターを

整備している。市民センターは中学校区、コミュニティセンター

は小学校区に1つを設置基準としている。なお、小学校区でそれ

ぞれの施設が重ならないことが理想とされているが、小学校区単

位で見たときにいずれも設置されていない学区は6つある。しか

しながら、それぞれ住民からの整備の要望はないことから、市で

は整備を予定していない。 

 

4.仙台市の地域集会施設の更新実態 

4.1更新手法の定義 

 本研究では、現敷地ではなく別の敷地に新建物を建築すること

を「移転」、現在の建物を取り壊してから新建物を建築すること

を「現地建て替え」、現建物を使用しながら敷地内の空地に新建

物を建てることを「敷地内建て替え」、現建物を取り壊さずに補
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修等をすることを「大規模修繕」と呼ぶ。これまでの調査により

仙台市内の地域集会施設のうち市民センターの更新について把

握できた。それぞれ移転は12件、現地建て替えは1件、敷地内

建て替えは1件、大規模修繕は19件あった。以下ではこれらの

代表的な事例を紹介する。 

4.2移転の事例 

現在までに行われた市民センターの移転状況を表₋3 に示す。

このうち、特徴的な事例を紹介する。 

 

表₋3仙台市の市民センターの移転実態 

市民センター 移転年度 更新手法 移転概要 

広瀬 1991年 複合化 
それまでの公民館を併合する形で図書館、ホールとともに複合施設
として建設 

若林区中央 1993年 複合化 
当時の南小泉市民センターを移転・併合する形で図書館、市政情報
センターとともに複合施設として若林文化センターが建設された 

荒町 2010年 集約化 機能拡充の必要性から、荒町小学校の隣接地に移転 

黒松 1992年 
 駅周辺に 

移転 
老朽化を契機に敷地狭小のため閉館になった八乙女市民センター
の代わりに地下鉄南北線黒松駅の近接地に建設 

生出 1967年 学校外移転 
生出小学校内にあった公民館機能を単独館としての建設の要望を
受けて近隣の土地に建設 

秋保 2017年 集約化 役場・保育所等の街の主要な施設と同一の街区に集約 

根白石 1988年  集約化 根白石小学校、市営温水プールがある街区に集約 

高砂 

1979年 
隣接の公共施
設を改築 

宮城県沖地震で大破したため、隣接する前高砂小学校給食センター
を改築して開館 

1994年 複合化 
これまでの市民センターを移転する形で、老人福祉センター、児童
館、地域包括支援センター等が入る複合施設として高砂地区の中心
部に建設 

鶴ケ谷 2016年 市営住宅併設 東日本大震災で使用不能になり市営住宅再整備の除却跡地に整備 

榴ヶ岡 2012年 機能移転 
榴岡公園近隣の本館を廃止し、榴岡公園内にあった軽体育館を市民
センターとした 

泉区中央 1968年 学校外移転 七北田中学校内にあった公民館を近隣に移転し単独館として開館 

 

① 複合化の事例：広瀬市民センター 

旧宮城町は1987年に仙台市に編入された。それまでの公民館

を移転・併合する形で1991年には600席のホールや図書館とと

もに複合施設として、広瀬文化センターが建設された。図₋1 に

示すようにJR仙山線の愛子駅に近い。 

② 市営住宅併設の事例：鶴ケ谷市民センター 

鶴ケ谷地区は、高度経済成長期に開発された団地であり、近年

は高齢化が課題となり、市は都市再生整備計画に基づいた団地再

編を推し進めている。周辺の市営住宅は建て替え等が進められ、

余剰になった市有地は、積極的に民間事業者に売却してきた。ま

た2011年には東日本大震災が発生し、旧市民センターが全壊し

使用不可となった。再建までの間は、仮事務所で市民センター事

業を行い、2016年4月に市営住宅除却跡地に移転した。もとも

と立地条件がよかったが移転した要因として、広い敷地が確保で

きたこと、市営住宅再整備事業において、市民センターを移転さ

せることで地域の再生に寄与する拠点を形成する方針があった

ことが挙げられる。 

③ 集約化の事例：秋保市民センター 

 旧秋保町は、1988 年に仙台市に編入された。秋保地区の旧公

民館は、老朽化したため、2009 年に閉校した宮城農業高校秋保

分校があった土地に2017年に移転した。当地は都市計画区域外

に立地しており、もともと旧町役場（現・秋保総合支所）や保育

園、小学校等の街の主要な施設が集積している場所に立地してい

たが、現在地は移転により同一の街区に集約された。なお旧公民 

 

図₋1広瀬市民センターの移転前後の位置

 

図₋2鶴ケ谷市民センターの移転前後の位置

 

図₋3秋保市民センターの移転前後の位置 

 

館の敷地は現在空き地となっている。 

4.3現地建て替えの事例：南光台市民センター 

 南光台市民センターは高度経済成長期に林や牧場だった土地 

を造成した団地内に1977年に建設された。東日本大震災では建

物が全壊し、2015 年 3 月に再建した。もともとコミュニティセ

ンターや小学校が集積している立地だったこともあり、現地建て

替えを選択した。 

4.4敷地内建て替えの事例：西多賀市民センター 

 西多賀地区は仙台市南部に位置し、高度経済成長期の開発によ
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り住宅地が拡大し、人口が増加してきた。さらに国道286号線バ

イパスの開通に伴い、ロードサイド型の店舗が多い地区である。

西多賀市民センターは、旧道沿いの路地奥に立地しており、小学

校、中学校から離れて立地している。西多賀市民センターは1978

年に建設された福祉会館を1983年に名称を改めて誕生した。老

朽化により、敷地の駐車場で建て替えを行うことになり、2018

年に新館が開館した。着工の2017年4月以来、旧建物の解体中

である2019年8月現在でも駐車場が使用できないため、利用者

は近隣の三神峯公園の駐車場の利用を強いられている。 

 

図-4西多賀市民センターの位置 

 

4.5大規模修繕の事例：根白石市民センター 

大規模修繕時には、施設の機能の維持が課題となる。仙台市内

の市民センターでは一時的に近隣の公共施設を使用し、社会教育

機能を維持しているものが多くみられた。 

 このうち根白石市民センターのある根白石地区は1989年に旧

泉市から仙台市に編入された。現市民センターは小学校、温水プ

ールが隣接しており、設備更新のため、2016年8月から2017年

4月まで大規模修繕のため休館した。休館中は温水プール内に仮

事務所を置くことで社会教育機能を継続することができた。 

 

図₋5根白石市民センターの位置 

 

5.考察・まとめ 

本稿では仙台市の地域集会施設のうち、社会教育施設の更新手

法について分析した。現建物の設備更新等をして利用する大規模

修繕は、多く行われて、その間の仮事務所は近隣の公共施設を間

借りしているということが分かった。小・中学校舎を借りるケー

スも存在しており、仙台市特有の学区単位の施設整備方針が工事

期間中の施設の機能の維持に寄与しているといえる。 

また、更新手法の選択として、敷地内建て替えの数が少なかっ

た。工事期間中も施設の機能を止められない学校や病院などでは、

敷地内の空地（駐車場、校庭等）に新建物を建築する手法が一般

的だが、仙台市の市民センターの場合は少なかった。これは、建

て替え前の敷地内に十分な空地を持たないタイプの施設である

ことに加え、より小学校や駅に近く、地区の中心的な意味合いを

持つ立地が新たに確保できたことが要因であると考えられる。こ

のように、移転後の立地条件の方がよいことから、各種の方針に

は明文化されていないものの、地区の拠点的な施設としての市民

センター像がイメージされているといえる。 

また長期間の休館を強いられる現地建て替えは、震災により建

物が全壊した南光台でしか選択されていない。公共サービスの継

続の観点からは、今後もこの手法を選択しないことが望ましく、

その実現のためには移転にふさわしい土地を確保することが求

められる。例えば小学校や市営住宅等の更新と同時に更新するこ

とで、地区の拠点として再編できる可能性が生まれる。今後老朽

化して更新が迫られる施設を多く持つ自治体は、地区ごとの拠点

の将来像を描き、それに基づく更新を実行していくことが望まれ

る。 

 

【補注】 

(1)藤5）らは地域の人々が集まり、余暇活動や学習、自治活動を行うと共に、地域のコ

ミュニティの形成を目的とし、主用途として「集会所」を有する公民館、コミュニテ

ィセンター、生涯学習センターなどの公立の集会施設を地域集会施設と定義している。 
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