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仙台市市民センターの概要について 

 

 

１．仙台市市民センターの沿革 

 

年月 公民館 市民福祉会館 地区市民センター 館数 

昭和 24 年 8 月 仙台市公民館設置条例

制定 

  1 館 

昭和 25 年 12 月 仙台市公民館運営審議

会規則制定 

   

昭和 42 年 6 月 仙台市公民館条例制定 

(旧条例廃止，貸室使用

料設定) 

  3 館 

昭和 47 年  市民福祉会館条例

制定 

地区市民センター

条例制定 

 

昭和 58 年 4 月  地区市民センターに統合  

昭和 58 年 10 月  一部の地区市民センターで社会教育事

業開始 

 

平成元年 4 月 地区市民センターを併

設 

公民館を併設  

38 館 

貸し館：市民センター，各種講座：公民館の役割 

平成 2 年 4 月 仙台市市民センター条例施行  

39 館 
名称を「市民センター」に統一し，全館を社会教育法上の「公民

館」に位置づけ 

平成 13 年 4 月 市民センターの業務再編により，職員を拠点館に集中配置。市民

センターの地区館事業を「財団法人仙台ひと・まち交流財団」に

委託 

54 館 

 

平成 16 年 4 月 指定管理者制度導入に伴い，仙台ひと・まち交流財団を指定管理

者に指定 

59 館 

平成 19 年 10 月 仙台市公民館運営審議会より「市民センターの施設理念と運営方

針の見直しについて」（答申）を受ける 

 

平成 20 年 12 月 「仙台市市民センターの施設理念と運営方針」を策定  

平成 23 年 5 月 各区中央市民センターを教育局から各区役所区民部の公所に組織

変更し，業務を各区長の補助執行とする。宮城野区には「市民セ

ンター事業推進室」を設置 

 

平成 24 年 8 月 宮城野区中央市民センター開館。これに伴い，宮城野区市民セン

ター事業推進室を宮城野区中央市民センターに変更 

60 館 

平成 25 年 5 月 仙台市公民館運営審議会より「市民センター事業の評価のあり方

について」（答申）を受ける 

 

 

資料４ 
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（平成25年4月1日現在）

★中央市民センター

●青葉区中央

市民センター

●太白区中央

市民センター

●泉区中央

市民センター

【各区役所・区民部】

【仙台市教育局】

区拠点館（5館）

市拠点館

●若林区中央

市民センター

《補助執行》

支 援 ・ 助 言 ・ 指 導

●宮城野区

中央市民センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊市拠点館（図中の★）は全市的な市民センター事業の統括等を、区拠点館（図中の●）は各区内市民センター

事業の支援業務等を、市職員により行っている。 

市拠点館及び区拠点館については、地区館（図中の◆）としての機能も有しており、指定管理者がこの 6館 

を含む全 60館の地区館業務（生涯学習支援事業及び貸室管理等）を行っている。 

 

 

 

地区館（60館） 

公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団（指定管理者） 

青葉区内 

１７館 

◆青葉区 

中央市民ｾﾝﾀー  

柏木市民ｾﾝﾀｰ 

広瀬市民ｾﾝﾀｰ 

宮城西市民ｾﾝﾀｰ 

北山市民ｾﾝﾀｰ 

福沢市民ｾﾝﾀｰ 

旭ケ丘市民ｾﾝﾀｰ 

三本松市民ｾﾝﾀｰ 

片平市民ｾﾝﾀｰ 

大沢市民ｾﾝﾀｰ 

水の森市民ｾﾝﾀｰ 

貝ケ森市民ｾﾝﾀｰ 

落合市民ｾﾝﾀｰ 

中山市民ｾﾝﾀｰ 

折立市民ｾﾝﾀｰ 

吉成市民ｾﾝﾀｰ 

木町通市民ｾﾝﾀｰ 

宮城野区内 

１０館 

◆中央市民ｾﾝﾀｰ 

◆宮城野区 

中央市民ｾﾝﾀー  

高砂市民ｾﾝﾀｰ 

岩切市民ｾﾝﾀｰ 

鶴ケ谷市民ｾﾝﾀｰ 

榴ケ岡市民ｾﾝﾀｰ 

東部市民ｾﾝﾀｰ 

幸町市民ｾﾝﾀｰ 

田子市民ｾﾝﾀｰ 

福室市民ｾﾝﾀｰ 

若林区内 

６館 

◆若林区 

中央市民ｾﾝﾀー  

七郷市民ｾﾝﾀｰ 

荒町市民ｾﾝﾀｰ 

六郷市民ｾﾝﾀｰ 

若林市民ｾﾝﾀｰ 

沖野市民ｾﾝﾀｰ 

太白区内 

１４館 

◆太白区 

中央市民ｾﾝﾀー  

中田市民ｾﾝﾀｰ 

生出市民ｾﾝﾀｰ 

秋保市民ｾﾝﾀｰ 

馬場市民ｾﾝﾀｰ 

湯元市民ｾﾝﾀｰ 

西多賀市民ｾﾝﾀｰ 

八本松市民ｾﾝﾀｰ 

八木山市民ｾﾝﾀｰ 

山田市民ｾﾝﾀｰ 

茂庭台市民ｾﾝﾀｰ 

東中田市民ｾﾝﾀｰ 

柳生市民ｾﾝﾀｰ 

富沢市民ｾﾝﾀｰ 

泉区内 

１３館 

◆泉区 

中央市民ｾﾝﾀｰ 

根白石市民ｾﾝﾀｰ 

南光台市民ｾﾝﾀｰ 

黒松市民ｾﾝﾀｰ 

将監市民ｾﾝﾀｰ 

加茂市民ｾﾝﾀｰ 

高森市民ｾﾝﾀｰ 

松陵市民ｾﾝﾀｰ 

寺岡市民ｾﾝﾀｰ 

長命ケ丘市民ｾﾝﾀｰ 

松森市民ｾﾝﾀｰ 

桂市民ｾﾝﾀｰ 

南中山市民ｾﾝﾀｰ 

２．市民センターの組織及び事業の実施体制 
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３．仙台市市民センターの施設理念と運営方針（平成 20年 12月策定） （抜粋） 

  

  

（１）施設理念 

 

市民センターとは，次の３つの機能が一体となって運営される社会教育施設である。 

 

○ 市民の学びのプロセスに沿った学習支援のための諸機能を有し，あらゆるライフステ

ージに応じた市民一人ひとりの学びを総合的に支援する，市民との協働による市民本位

の生涯学習の支援拠点としての機能 

○ 子どもから高齢者までのあらゆる市民が集い交流し，多様な市民による様々な活動が

主体的に行えるよう支援する場や機能を持った市民のための市民が主役の交流拠点と

しての機能 

○ 学びを通して地域の人と人とをつなぎ，住みよいまちづくりにつながる人づくりを行

う地域づくりの拠点としての機能 

 

 

（２）運営方針 

 

○市民センター全体の事業目的 

市民センターは，それぞれの地域での市民ニーズに応じた多様な事業を実施することに

より，市民一人ひとりの主体的な生涯学習活動が充実し，その活動をきっかけとして仲間

が集い，交流が生まれ，その相互の交流を通して住みよい地域づくりにつながる自治活動

が活発になるなど，それぞれの地域社会のより良い形成に寄与する“人づくり”を目指す。 

 

○拠点館事業の主要な目的 

拠点館は，主に，本市における，あらゆる市民のライフステージごとの学習ニーズに対

応した，多様な生涯学習事業を計画的かつ体系的に推進する。さらには，指定管理者制度

の下で事業を受注している地区館に対して，その果たすべき業務の目的・目標を設定し，

定期的に事業を評価し必要な助言・指導を行うなど，発注者としての地区館事業へのマネ

ジメントを行い社会教育施設としての質の確保を図る。 

 

○地区館事業の主要な目的 

地区館は，主に，地域を基盤とし，地域づくりにつながる人づくりを行い，市民一人ひ

とりが「出会い・ふれあい・学びあう」ことでつながり，さらには市民自ら地域課題に向

き合い住み良いまちづくりに協働して取り組むことができるよう支援する。 

 

＜地区館の基本的な役割＞ 

① 地域住民本位の生涯学習拠点機能 

② 地域の交流・拠点機能 

③ 地域のコミュニティづくり機能 

   ④ 地域のコーディネート機能 

⑤ 地域の情報ステーション機能 
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４．市民センター事業体系 
 

＜事業区分＞ 

 

 

区 分 定       義 

家庭教育推進事業 

子育て世代が育児や家庭生活について学ぶことができたり，親子のふ
れあいを深めることをねらいとする事業 
（例）子育て支援講座／親子ふれあい教室／食育講座／ 

思春期親学／プレパパママ講座／絵本よみきかせ講座 

青少年健全育成事業                     

青少年が様々な体験を通じて学ぶ力を身につけることによって心身の
健やかな成長を培ったり，仲間づくりや親子・異世代の交流を図るこ
とをねらいとする事業 
（例）インリーダー研修／子どもの広場／キッズクッキング／ 

夏休みチャレンジ講座／子ども体験塾 

成人学習振興事業                     

幅広い教養を身につけたり，さまざまな課題を学習する機会を提供す
るとともに，共通の課題や関心を持つ市民（受講者）相互の仲間づく
りや交流を図ることをねらいとする事業 
（例）自然体験教室／エコライフ講座／裁判員制度講座／ 

男の料理教室／パソコン・デジカメ教室／社会教育実習生の受入 

高齢者学習振興事業                     

長寿社会の中で，高齢者が学習を通した仲間づくりや交流によって，
生きがいを持って社会生活を送ることができるようになることをねら
いとする事業 
（例）明治青年大学／老壮大学／健康づくり教室／介護予防教室／ 

シニアパソコン教室 

地域社会教育推進事業 

市民や地域の団体等がイベントや体験活動などを通して，地域住民と
の交流や地域活動の推進を図ることをねらいとする事業 
（例）市民センターまつり／地域懇談会／学びのコミュニティ関連事業／

地域防災教室／社会学級連携事業／地域(自然・伝統)を知る講座 

民間指導者育成事業 

自らの学習成果や経験を生涯学習ボランティアとして社会に生かす意
欲のある人材を養成したり，そのような活動を支援することをねらい
とする事業 
（例）各種ボランティア育成講座／各種ボランティア活動支援／ 

ジュニアリーダー育成支援／子ども広場サポーター養成講座 

学習情報提供・ 
学習相談事業 

生涯学習の推進に必要な人材や施設，学習機会，サークルなどの情報
を収集し市民に提供するとともに，学習相談に応じる事業 
（例）学習情報提供・相談／サークル活動支援／サークル体験／ 

市民センターだより発行／地域学習・人材情報収集 
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＜地区館事業体系＞ 

大分類 中分類 事業内容（例） 

01市民が様々な課題
に応じて学べるように
なる 

01市民がライフステージに応じた課題
について学べるようになる 

子育て支援に関する講座 

家庭教育に関する講座 

インリーダー研修会 

世代間の交流を進める事業 

老壮大学 

高齢化社会に対応した講座 

自然・教養・文化に関する講座 

健康づくりに関する講座 

地域の素材を学習する講座 

職場体験学習・社会教育実習等の受入 

02市民が，時代に応じた新しい課題に
ついて学べるようになる。 

国際化時代に対応した講座 

情報化時代に対応した講座 

防災に関する講座 

環境保全に関する講座 

男女共同参画に関する講座 

福祉に関する講座 

ボランティア・奉仕活動に関する講座 

02市民が，学習に必要
な情報を得ることで，
主体的に学べるように
なる 

01市民が，市民センターで学習相談・
情報提供を受けられるようになる 

学習（地域）情報の収集 

学習（地域）情報の提供・相談 

サークル活動支援 

02市民が，市民センターの講座情報を
いつでも得られるようになる 

市民センターだより・講座レポートの発行 

生涯学習情報誌の発行 

ホームページによる学習情報の発信 

03市民が学んだ成果
を地域に生かせるよう
になる 

01市民が，生涯学習ボランティアとして
活動できるようになる 

ジュニアリーダーの育成支援 

ボランティア養成講座 

ボランティア活動の支援 

02市民が，自らの知識や経験を生涯
学習事業に生かせるようになる 

市民による地域情報の発信 

市民が企画・運営する講座の実施 

生涯学習事業の企画の公募 

04市民が，地域で学び
の活動を広げるように
なる 

01学校，地域，市民活動団体が，地域
活動を通して，連携できるようになる 

学校と連携した事業 

地域の学習団体と連携した事業 

学びのコミュニティづくり推進事業 

02市民が，自らの学習活動を生かし
て，地域づくり・人づくりに参加できるよ
うになる 

まちづくりに参加する事業 

地域間交流事業 

03市民が，地域の人やほかの学習団
体と交流できるようになる 

市民センターまつり 

市民の学習発表会 

市民交流事業 

05市民が，質の高い
市民センター事業を受
けられるようにする 

01市民の意見が市民センターの運営
に反映できるようにする 

懇話会・事業運営懇談会等 

市民ニーズ・地域課題の把握 

地域の各種団体と行政・専門機関の連携の仲
介・調整 
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〔参考〕 仙台市市民センターにおける生涯学習事業の２０年の変化 

※： 各年度の特徴的な事業  

◎ 平成２年度 〔市直営〕４１館               網掛け： 各年度の最大数値 

目的 内容 事業例 述べ参加人数 開催回数 

幼児・児童・生
徒の健全育成 

子ども対象，子ども会
対象，託児 

リーダー養成研修会，わんぱ
く広場，スポーツ，映画 27,724 541 

家庭教育の振
興・家庭生活
の向上 

家庭教育，出産，育児 乳幼児学級，家庭教育学級 
 

11,542 345 

家庭生活，消費生活，
保健，生活技術 ※ 

生活学校，身近な法律・経
済，料理，着付け，あみもの，
ペン習字 

10,851 655 

市民意識・社
会連帯意識の
涵養 

社会参加，地域連帯，
郷土史，時事問題，社
会問題，社会見学 

青年教育，老壮大学，婦人学
級，地域活動，成人学級 100,625 671 

教養の向上と
情操の陶冶 

一般教養，人文・自然・
社会科学，国際理解 

成人学校，教養セミナー，老
壮大学 36,047 822 

芸術，芸能，趣味 ※ 美術，音楽，書道，短歌，映
画，舞踊，茶道，園芸 24,478 973 

スポーツ・レク
リエーション 

スポーツ・レクリエーシ
ョン，野外活動 

青年教室，スポーツ教室，レク
リエーション，キャンプ 20,203 652 

社会教育関係
団体，民間指
導者の育成 

各種ボランティア育成，
学習グループ育成，リ
ーダー研修 

託児ボランティア育成講座，グ
ループ研修会 4,434 200 

合計 235,904 4,859 

1館平均 5,754 119 

 

◎ 平成２４年 〔市直営+指定管理〕６０館 

事業区分 事業例 述べ参加人数 開催回数 

家庭教育推進
事業 

子育て支援講座，親子ふれあい教室，食育講座，思春
期親学，絵本読み聞かせ講座 8,678 315 

青少年健全育
成事業 

インリーダー研修，子どもの広場，キッズクッキング，夏
休み子どもチャレンジ講座，子ども体験塾 27,800 755 

成人学習振興
事業 

自然体験教室，エコライフ講座，男の料理教室，パソコ
ン・デジカメ教室，社会教育実習生の受け入れ 19,558 849 

高齢者学習振
興事業 

明治青年大学，老壮大学，健康づくり教室，介護予防
教室，シニアパソコン教室 48,977 759 

地域社会教育
推進事業 ※ 

市民センターまつり，事業運営懇談会，学びのコミュニ
ティ関連事業，地域防災教室，地域の絆づくり事業，社
会学級連携事業，地域（自然・伝統）を知る講座 

200,899 1,634 

民間指導者育
成事業 

各種ボランティア育成講座・活動支援，ジュニアリーダ
ー育成支援，市民企画会議 11,819 1,305 

合計 317,731 5,617 

1館平均 5,296 94 

 


