
別紙１ 

評価テーマ及び評価対象事業候補について（案）  

 

１ 評価テーマについて 

  区拠点館（区中央市民センター）の機能に焦点を当て、「区内の生涯学習事業の推進」を評価

テーマとする。 

 

２ 評価対象事業候補の選定 

  評価テーマに沿うものとして、本市の重点事業であり、各区中央市民センターが実施してい

る「若者によるまちづくり実践塾事業」の中から、太白区中央市民センターが平成 24年度に実

施した「たいはく学生まちづくりフォーラム」事業を評価対象事業候補に選定する。 

  【選定理由】 

  ① 区拠点館が行うモデル事業として、若者の自主性を尊重しながら、若者が発見した

地域課題の解決に向けた事業を行い、将来の地域リーダーの育成に取り組んだ事業で

ある。 

  ② 太白区役所まちづくり推進課と協働して事業を行った。 

③ 24 年度の事業を踏まえて 25 年度の事業を企画しており、24 年度の成果と課題を参

加者がどう検証し、平成 25年度事業にどう結び付けようとしたのかなど、事業実施後

の活動状況を把握できる。 

  ④ 事業終了後の若者が活動を続けるための受け皿があり、その仕組みを検証できる。 

  ⑤ 市民センターの職員だけでなく、事業参加者等へのヒアリングが可能と思われる。 

 

３ 選定の経過 

 ○ 答申に基づき、当面実施する評価活動として、区拠点館の機能に焦点を当てることとし、

「区内の生涯学習事業の推進」という評価テーマ案に即したものとして、本市の重点事業で

ある「住民参画・問題解決型学習推進事業」など 3 つの事業（※表１）の中から選定するこ

とを事務局として会長・副会長に提案。 

 ○ 重点事業のうち、「住民参画・問題解決型学習推進事業」については、昨年度、試行的評価

で実施していることから除外し、それ以外の「子ども参画型社会創造支援事業」及び「若者

によるまちづくり実践塾事業」の中から、それぞれ 2 事業、計 4 事業（※表２）を評価対象

の候補事業として事務局が提案。 

 ○ 会長・副会長において、事業の内容やヒアリング実施の可能性等を考慮し、「若者によるま

ちづくり実践塾事業」の中から太白区中央市民センターの事業を評価対象事業の候補として

選定。 

 

４ その他 

評価対象事業についての関係者からのヒアリングについては、下記の対象につき、3 グルー

プにわかれ、ヒアリングをすることを想定している。 

ア.市民センター職員   イ.事業参加者   ウ.区役所まちづくり推進課職員 

          ※追加ヒアリング等が必要な場合は，臨時会等で対応する。 

 



【表１】 

 

区 住民参画・問題解決型学習推進事業 若者によるまちづくり実践塾 子ども参画型社会創造支援事業 

青
葉
区 

「地域元気クラブ」 

フィールドワークやグループワークと

いった具体的な活動を通し，地域の

活性化に向けたノウハウや地域づく

りに必要なネットワークを学ぶ。 

「若者によるまちづくり 

実践塾～情報屋台村」 

地域で活躍している団体と若者た

ちをつなぐ場をつくる。また，昨年

度発行したフリーペーパーについ

てアンケートを実施する。 

「ぼくらの学園」 

中・高校生が市民センターに自分達

の学校をつくり自主的に運営する

中で、地域の人たちと関わり地域課

題を見つけていく。 

宮
城
野
区 

「地域の絆 再生プロジェクト」 

ワークショップやフィールドワークを中

心とした講座を開催することにより，

住民同士の顔の見える関係をつくり，

地域づくりの核となる人材や後継者

を育成する。 

「EASTプロジェクト 

（若者によるまち育て実践塾）」 

仙台駅東口界隈をエリアとし，集ま

った若者が「まち育て実践塾サポー

ター」と連携協働しながら活動を実

践する。 

「子どもによるアートな空間づく

り～キミと社会をアートで結ぶ！

ワークショップ」 

児童が市民センターに集まり、共同

で地域の商店街を紹介する「のれ

ん」を製作。コンテスト等での発表

を通し地域に関わっていく。 

若
林
区 

「子どもたちに伝えたい六郷の暮らし

～平成の六郷をふりかえる」 

被災前の六郷を振り返る勉強会を通

して，六郷地域の生活の記憶を子ど

もに伝える担い手を見つけるととも

に，地域の今後を担う世代のネットワ

ークを構築する。 

「若林ヤングコミュニティ楽園 

『仙白園プロジェクト人』」 

郷土に伝わる古き良きもの（仙台白

菜等）との出会いと畑づくりを体験

し，心の豊かさにつながるものの存

在に気づき，地域の人たちとの協働

について考えを深める。 

「チャイドボランティアセンター

『チャボ』」 

市民センターを拠点に，地域の子ど

もたちがボランティア活動を行い，

誰かの役に立つことで自己肯定感

を高めていく。 

太
白
区 

「たいはく子育て支援  

ネットワーク事業」 

保護者支援のための支援者ネットワ

ークを構築し，ニーズに沿った情報を

提供することにより，地域の子育て力

を高める。また，交流の場を設けるこ

とで，支援者・被支援者の垣根を越え

た地域ネットワークの構築をする。 

「たいはく学生まちづくり 

 フォーラム」 

長町地区で見つけた課題を解決す

るためのイベント等を企画・運営す

る体験を通して，若者が達成感をも

ち，まちづくりに対する興味を深め

る。 

「食を活かした仲間づくり～私た

ちの『太白グルメ』をつくろう～」 

地場野菜の栽培・調理・ご当地グル

メ開発などを通じて，小・中学生と

高校生や大学生との世代間交流を

図り，地域の一員としての自覚，地

域への関心を高め，地域を盛り上げ

ようとする心を共有していく。 

泉
区 

「地域共生カンパニー 

『支え合いのまちづくり』」 

根白石市民センターと将監市民セン

ターで，大学・まちづくりﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ・

行政等の協力を得ながら，地域課題

の把握と解決策の検討を行い，地域

のニーズに合致する「支え合い活動」

の具体的プランを策定し，実践する。 

「若者によるまちづくり実践塾」 

若者同士や団体間の連携を深め，ま

ちづくりに向けて協働しようとす

る意識を高めることを目指す。今年

度は，イベントについての学びを盛

り込みながら，地域を元気にする取

組を実践する。 

「寺岡キッズレスキュー隊出動！」 

 地域の市民企画員と子ども企画員

が協働して、防災体験学習やキッズ

レスキュー等の企画を立て実施す

ることで、家庭と地域、学校が連

携・協働して子どもを育てる環境づ

くりを考え、子どもたちが自分の住

む地域の課題に気付き、まちづくり

に関わる意識を育てる。 

中
央 

「市拠点館事業に係るワークショップ」「市拠点館事業に係るフォーラム」の開催 

各区中央市民センターで実施する事業の受講者や担当者を対象に，情報交換会や報告会を実施することにより，

各区中央市民センターの事業推進を支援する。（併せて市民センター職員向けの研修として実施する。） 



 

【表２】 提案事業 

事 業 名 事業内容 特  徴 

子ども参画型社会創造支援事業 

 チャイルドボラ

ンティアセンタ

ー「チャボ」 

 

〔若林区中央市

民センター〕 

小学 4 年から６年生が

ボランティアとして、

地域で誰かの役に立つ

活動をする。24 年度

は、児童館、高齢者向

け NPO やサケの稚魚

放流の活動をした。 

・区拠点館として、モデル事業として行った。 

・将来の地域リーダーの育成に努めている。 

・参加した子どもの自主性を尊重しながら，社

会貢献活動に取り組ませている。 

・今後、地区館の事業として期待でき、発展性

がある。 

・事業終了後の参加者を育成する道筋がある。

（ジュニアリーダー） 

・25年度も継続して実施しており、活動の状況

をみることができる。 

・地域の団体と協働している。 

キッズ隊員への

道～「自助・共

助・公助」ってど

んなこと～ 

 

〔泉区中央市民

センター〕 

市民企画員と子ども企

画員が協働して、防災

体験学習やキッズレス

キューなどを企画し、

まちづくりに関わる意

識を育てる。 

・区拠点館として、モデル事業として行った。 

・将来の地域リーダーの育成に努めている。 

・地域団体と協働している。 

・地区館との共催である。 

若者によるまちづくり実践塾事業 

 EAST プロジェ

クト（若者による

まち育て実践塾） 

 

〔宮城野区中央

市民センター〕 

東口の界隈のまち育て

を目的に、まち歩きや

ワークショップを通し

て、若者が事業を企画

する。24年度はまち歩

きや「Candle Night」

も行った。 

・区拠点館として、モデル事業として行った。 

・若者の自主性を尊重している。 

・将来の地域リーダーの育成に努めている。 

・25年度は、24年度の受講者が参加しており、

継続性がある。 

・地域団体との協働や地域の大人(サポーター)

の支援がみられる。 

たいはく学生ま

ちづくりフォー

ラム 

 

〔太白区中央市

民センター〕 

若者が長町地区で見つ

けた課題を解決するた

めに、イベントの企

画・運営をする。過去

の参加者が助言者の立

場で事業にかかわる。

24 年度は地域マップ

を作成した。 

・将来の地域リーダーの育成に努めている。 

・太白区まちづくり推進課と協働している。 

・参加者の受け皿として、まちづくりの企画を

する学生団体「IMAYO!!」というサークルが

ある。 

・IMAYO!!が助言者として参加している。 

・事業を通した学びの結果を成果物として残し

た。 

      ※青葉区については、昨年度の試行的評価で実施したため、提案していない。 
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各区中央市民センターの事業推進を支援する。（併せて市民センター職員向けの研修として実施する。） 



 

【表２】 提案事業 

事 業 名 事業内容 特  徴 

子ども参画型社会創造支援事業 

 チャイルドボラ

ンティアセンタ

ー「チャボ」 

 

〔若林区中央市

民センター〕 

小学 4 年から６年生が

ボランティアとして、

地域で誰かの役に立つ

活動をする。24 年度

は、児童館、高齢者向

け NPO やサケの稚魚

放流の活動をした。 

・区拠点館として、モデル事業として行った。 

・将来の地域リーダーの育成に努めている。 

・参加した子どもの自主性を尊重しながら，社

会貢献活動に取り組ませている。 

・今後、地区館の事業として期待でき、発展性

がある。 

・事業終了後の参加者を育成する道筋がある。

（ジュニアリーダー） 

・25年度も継続して実施しており、活動の状況

をみることができる。 

・地域の団体と協働している。 

キッズ隊員への

道～「自助・共

助・公助」ってど

んなこと～ 

 

〔泉区中央市民

センター〕 

市民企画員と子ども企

画員が協働して、防災

体験学習やキッズレス

キューなどを企画し、

まちづくりに関わる意

識を育てる。 

・区拠点館として、モデル事業として行った。 

・将来の地域リーダーの育成に努めている。 

・地域団体と協働している。 

・地区館との共催である。 

若者によるまちづくり実践塾事業 

 EAST プロジェ

クト（若者による

まち育て実践塾） 

 

〔宮城野区中央

市民センター〕 

東口の界隈のまち育て

を目的に、まち歩きや

ワークショップを通し

て、若者が事業を企画

する。24年度はまち歩

きや「Candle Night」

も行った。 

・区拠点館として、モデル事業として行った。 

・若者の自主性を尊重している。 

・将来の地域リーダーの育成に努めている。 

・25年度は、24年度の受講者が参加しており、

継続性がある。 

・地域団体との協働や地域の大人(サポーター)

の支援がみられる。 

たいはく学生ま

ちづくりフォー

ラム 

 

〔太白区中央市

民センター〕 

若者が長町地区で見つ

けた課題を解決するた

めに、イベントの企

画・運営をする。過去

の参加者が助言者の立

場で事業にかかわる。

24 年度は地域マップ

を作成した。 

・将来の地域リーダーの育成に努めている。 

・太白区まちづくり推進課と協働している。 

・参加者の受け皿として、まちづくりの企画を

する学生団体「IMAYO!!」というサークルが

ある。 

・IMAYO!!が助言者として参加している。 

・事業を通した学びの結果を成果物として残し

た。 

      ※青葉区については、昨年度の試行的評価で実施したため、提案していない。 



別紙２ 

事業評価シート（案） 

施設理念と運営方針が掲げる区拠点館の役割 評価の視点 優れている点，他の範となる点 改善すべき点，改善への助言・提言など 備 考 

区内の生涯学習事業の推進 

 

１ 区内の生涯学習事業の推進と地域リーダーの育成 

◎区内諸団体及び区役所などとの連携を図り地域課

題に取り組むことで、区内の生涯学習事業を推進

するとともに、区内の地域リーダーの育成に努め

る。 

 

２ 区内の市民の学習・グループ活動への支援 

◎区内の生涯学習活動を幅広く支援するため、生涯

学習情報の収集と提供、及び相談事業を充実させ

るとともに、活動する市民・団体等のグループ化

やネットワーク化への支援に努める。 

１ 

【事業プロセス】 

参加者が課題の発見・解決の方法を身につけ

るための学習プログラムが組み込まれ，学習

活動が適切に展開されていたか 

 

   

２ 

【事業プロセス】 

参加者同士の協働やネットワークづくりが促

進されていたか  

 

  

３ 

【事業成果】 

様々な人々と協働しながら身近な地域をより

良くしようとする参加者の意識を高めること

ができたか 

  

４ 

【事業マネジメント】 

区内の地域団体や民間団体，公共機関等との

連携が図られていたか 

  

５ 

【事業運営マネジメント】 

市民協働による地域課題の解決といった手法

において，市民センター職員の意識やスキル

の向上が図られたか 

  

６ 

【その他】   

総
合
的
評
価 

７ 

 


