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平成 29年度 市民センター事業要求水準書 

平成  28年 10月  1日 

仙台市教育局生涯学習支援センター 

 

Ⅰ はじめに 

 市民センターは，「市民センターの施設理念と運営方針」に示された「市民との協働による市民

本位の生涯学習の支援拠点」「市民が主役の交流拠点」「地域づくりの拠点」としての３つの機能

を総合的に発揮しながら，市民ニーズに応じた多様な事業を実施することにより，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”を目指すとともに，市民が自ら地域課題に向き合

い，住み良い地域づくりに協働して取り組めるよう支援することとする。 

平成 29 年度事業を企画及び実施するにあたっては，以下を考慮することとする。 

 

（１）仙台市総合計画（基本計画） 

21 世紀半ばを展望した都市づくりの指針となる「仙台市総合計画」（平成 23 年 3 月策定）で

は，実際の取組を進める上での重視すべき視点として，「学びの重視」が挙げられている。市民

力を高め，暮らしの豊かさにつなげていくために，都市に内在するさまざまな学びを生活に取

り入れる仕組みを増やしていくとともに，学びにより高められた市民力を多面的に生かしてい

き，都市の活力につなげる必要性が示されている。 

また，「地域の重視」も挙げられており，市民協働による地域づくりを推進するため，地域の

実情やニーズを見極めながら，市民が地域と共に考え，主体的に地域の将来像を描き，実践す

ることができるよう，地域特性に応じたきめ細やかな地域づくりを進めていく重要性も示され

ている。 

なお，市民協働に関しては，平成 27 年 7 月に協働の基本理念等を定めた「仙台市協働による

まちづくりの推進に関する条例」が施行されている。 

 

（２）仙台市教育振興基本計画 

「仙台市教育振興基本計画」（平成 24 年 3 月策定）では，今後 10 年間で目指す本市の教育の

姿として「人がまちをつくり，まちが人を育む『学びのまち・仙台』」を築くこととしている。

この実現に向けた平成 24 年から 5 年間の取組として，市民センターには，充実した多様な学び

の機会を提供することや市民の主体的な学びを支えていくことが求められている。また，多く

の市民や様々な団体等の連携・協力を図るとともに，まちづくりにつながる社会教育を推進し

ながら，人と社会をつなぐ豊かな学びの創出や，学びのまちを支える基盤の充実等を行うこと

としている。 

 なお，平成 29 年度からの第２期計画については，現在検討委員会で審議中である。 

 

（３）仙台市教育の振興に関する施策の大綱 

「仙台市教育の振興に関する施策の大綱」（平成27年12月策定）は，平成27年4月に施行さ

れた地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に基づき，市長が教育施策の基本方

針を定めたものである。 

「大綱」の期間は平成32年度までとなっており，仙台市教育振興基本計画をベースとしなが

らも，本格的に到来する人口減少社会へ対応した教育，いじめ撲滅に向けた施策の総合的な推

進といった視点が加えられている。 

基本方針の一つ「市民の継続的な学びの創出と市民力の向上」では，市民の学びや交流を支

援することで市民の豊かな生活と活力ある地域づくりを目指している。 
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Ⅱ 平成 29年度事業について 

１．基本事項について 

（１）市民センター事業分類 

市民センター事業分類は，以下のとおりである。 

 

大分類 中分類 事業例 

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 

インリーダー研修会 

職場体験学習・社会教育実習等の受入 

若者と地域住民との交流を深める事業 

家庭教育に関する講座 

健康づくりに関する講座 

老壮大学 

自然・教養・文化に関する講座 

地域資源を活用した講座 

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 

学び直しに関わる講座 

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・減災に関する講座 

環境保全に関する講座 

男女共同参画に関する講座 

子育て支援に関する講座 

高齢化社会に対応した講座 

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 

学校支援地域本部と連携した事業 

地域の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 

地域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・専門機関との仲介・調整 
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（２）活動支援業務等について 

活動支援業務等は，講座等の推進と併せ市民センターの機能を果たすために重要なもので

あるという認識に立ち，日常の様々な場面において，地域住民や地域団体等との「顔の見え

る関係づくり」に努めるとともに，業務が館内で適切に共有されるよう配慮すること。 

また，地区館による自己評価，事業運営懇談会等における利用者による意見及び地区館事

業反省評価ヒアリング調査の結果を反映しながら，必要に応じて業務内容の見直し，改善に

努めること。 

①ボランティア・ジュニアリーダーの育成・支援，及びサークル活動・市民活動の支援に

ついて 

    主体的な活動が地域で多様に展開できるよう，ボランティア・ジュニアリーダーの育成・

支援，及びサークル活動・市民活動の支援を行うこと。なお，ジュニアリーダーの育成・

支援にあたっては，地域との交流を促進し，地域に根ざした活動の充実を図るような機

会づくりに努めること。 

   ②地域の各種団体と行政・専門機関との仲介・調整及びネットワーク化の支援について 

    市民による地域に根ざしたまちづくりを支援する立場として，地域の意見等を事業等に

つなげるために，学校や地域団体等と行政・専門機関等との仲介及び調整を行うこと。   

また，地域団体等と連携し，地域住民とともに地域課題に取り組むためのネットワーク

の構築を支援すること。 

③学習情報・地域情報の収集・提供・相談について 

市民センター事業と併せて，地域内の学校や区役所などの公共機関からのお知らせや催

し物の情報，地域団体や各種サークル・NPO などからの活動や募集に関する情報，地域

資源・地域課題に関する情報などを随時収集・整理し，地域住民からの学習相談への対

応や情報提供に活かすこと。 

また，上記で得られた情報を館内で共有化するとともに，市民の生涯学習支援に資する

地域の情報（歴史・文化・自然・行事・施設・団体・人材・地域課題等）を整理し，適

宜ふさわしい手段で市民に提供すること。 

④広報について 

市民センターだより等による情報発信を定期的に行うこと。 

また，市民センターが実施する講座の開催情報や講座レポート，地域情報などをホーム

ページ，またその他の方法により積極的に広報すること。 

⑤区役所との連携について 

     日頃から様々な機会において区役所との情報交換を緊密に行い，地域情報や地域課題の

共有等に努めること。 

 

 

（３）講座等の企画及び実施について 

〔※講座等：予め日時，回数等を決め，参加者を広く募集して行う主催・共催の講座等〕 

   市民センター事業の主要目的は，地域づくりにつながる「人づくり」である。講座等の企

画にあたっては，この目的を達成するため，アンケート調査や事業運営懇談会，行政・専門

機関との連携，活動支援業務等を通して地域情報の収集に努め，地域住民の学習ニーズと地

域課題を把握した上で，当該年度の地区館としての目標を定め，その実現に向けて講座等の

企画を行うこと。また，区役所と意見交換を行い，各区の地域特性や現況，地域づくりの考

え方等を踏まえながら，講座等を企画・実施すること。 

≪企画・実施にあたっての留意点≫ 

①適切な学習目標を設定するとともに，期待される学習成果が社会で発揮されるよう努め

ること。 
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②地区館が所在する区の区中央市民センターから必要に応じて支援を受けること。特に，

「Ⅱ２．重点事項について」に示す事業等を企画・実施するにあたっては，区中央市民

センターと連絡調整の上，行うこと。 

③上記の事業分類を考慮の上，全体としてバランスがとれるように十分配慮すること。ま                  

た，年度途中においても新たな事業を企画・実施できるようにすること。 

④講座等の企画数は，一館当たり年間 14 以上，その合計実施回数は，65 以上とする。必

須講座等については，別表を参照すること。なお，「地域力創造支援事業」として実施す

る事業については，企画数に含むことができることとする。ただし，必須講座には含め

ない。 

⑤「市民協働による地域づくり」に向け，町内会，地区社会福祉協議会，PTA，商店会等

の各種地域団体，NPO，地域包括支援センター等の地域に関わる団体・機関や，学校，

区役所等の公共機関との「顔の見える関係づくり」を十分意識しながら取り組むこと。 

⑥地区館による自己評価に加え，受講者アンケートや事業運営懇談会等における利用者に

よる意見及び地区館事業反省評価ヒアリング調査の結果を反映するとともに，区中央市

民センターの助言等も参考にしながら，必要に応じて事業の見直し，改善に努めること。 

 

 

２．重点事項について 

（１）区役所と連携した事業の実施 

地域課題等の解決をさらに進めていくため，区役所との連携を図り，総合計画の区別計

画やまちづくりの重点施策などに示されている重要な課題，各区の地域特性等を踏まえな

がら，事業を検討し，実施すること。その際は，各区中央市民センターと連絡調整し，区

役所と情報交換等を行うとともに，区役所による地域づくりの取組との連携体制や，地域

団体，市民活動団体等との連携体制の構築を図りながら進めること。特に，事業について

は，社会教育施設である市民センターの機能と役割を十分に踏まえ，「学びを通した人づく

り」の観点から取り組むこと。 

 

 （２）子どもの育ちを支える地域づくりに資する事業の実施 

    教育振興基本計画を受けて，「学びのまち・仙台」を築く将来の担い手である子どもに対

する地域の教育力の向上を図るため，市民センターの持つコーディネート機能を発揮し，

学校や地域団体等と連携しながら，地域全体で子どもの健やかな育ちを支える学びの環境

づくりに係る事業に取り組むこと。 

また，学校支援地域本部や学びのコミュニティづくり推進事業実施団体などとの情報共

有に努めること。 

 

（３）地域コミュニティの再生・活性化や防災・減災に対応した事業の実施 

震災経験を踏まえて，地域における支え合いの輪を広げていくため，地域団体等のネッ

トワークづくりを促進する事業や地域の将来像を共有する場づくりを進めるとともに，地

域コミュニティを支える担い手づくりを推進するため，市民センターの人材育成機能を発

揮し，学びを通した人づくりを推進する事業に取り組むこと。 

また，市民センターの持つコーディネート機能を発揮し，地域団体，公共機関等との日

頃から培ってきたネットワークを活かしながら，地域のコーディネーターとして，地域の

防災体制づくりの支援や地域における防災や減災に資する継続的な取組，新たな地域コミ

ュニティの再生・活性化に向けた取組を行うこと。 
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３．留意事項について 

（１）事業の実施にあたっては，小さな子どもを持つ親，若者，高齢者，障害者等をも含め，

だれもが参加しやすい環境づくりに配慮するなどの条件整備に取り組むこと。（託児付き

講座，手話通訳・要約筆記付講座，夜間・土日・祝日開催講座，出前講座など） 

 

（２）本市教育予算で行う重点事業（「住民参画・問題解決型学習推進事業」及び「子ども参画

型社会創造支援事業」）等の実施においては，事業の趣旨や地域の実情を十分に踏まえた

上で，地区館が積極的に参画できるよう配慮すること。 

     

（３）事業の企画や実施に求められる職員の資質や能力の向上のほか，事業に対する取組意欲

の増進や接遇の向上を目的とした研修等の充実を図るとともに，生涯学習支援センター

等において実施する研修にも積極的に参加できる環境を整えること。また，職員一人ひ

とりが，研修で得られた成果を事業で生かすよう努めること。 

 

 

 

 

Ⅲ 提出資料の作成 

１．事業企画については，各館ごとに別添「平成 29年度 市民センター事業計画総括表」に記

載すること。記載方法については，記載要領を参照。 【提出予定：平成 29年 3月】 

２．事業実績については，各館ごとに別添「平成 28年度 市民センター事業実績総括表」に記

載すること。記載方法については，記載要領を参照。 【提出予定：平成 29年 5月】 

３．事業に係る成果物（冊子，電子媒体等）を製作した場合には，その都度１部を生涯学習支

援センターへ提出すること。また，上記２の「事業実績総括表」を提出する際は，製作し

た旨を記載して提出すること。 

４．別添「懇話会等報告書」については，原則として 4 半期ごとに市民センター課において取

りまとめ，各区中央市民センター及び生涯学習支援センターへ提出すること。 

５．各講座の受講者アンケートの実施，その他統計資料の作成・提出については，別途，本市

と協議することとする。 
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≪必須講座等について≫ 

 

「市民センターの施設理念と運営方針」に基づき，「地区館の基本的な役割」を十分に発揮する

ため，以下の９項目について，各館の実施を必須とする。 

№ 講座等の種類 講座例 

１ 地域課題の共有を主な目的とした懇話会，事業運営懇談会等  

２ 把握した地域課題への対応やその解決を目的とした講座等 
項目 1で把握した課題に対応する講座 

など 

３ 市民の参画により講座の企画を行う会議等  

４ 地域住民が気軽に集い，楽しく交流ができる講座等 
ロビーコンサート，子育てサロン  

など 

５ 青少年の育成・交流の場を確保する講座等 

自然体験講座，ボランティア体験講

座，ジュニアリーダーと遊ぼう，子ど

もの居場所づくり など 

６ 
地域資源，魅力を学ぶ，又は発信する講座等 

（人材の育成も含む） 

地域発見講座，地元学講座，市民によ

る地域情報の発信 など 

７ さまざまな活動を担う人材を育てる講座等 

各種ボランティア養成講座，インリー

ダー研修，人材育成のためのスキルア

ップ講座など 

８ 地域の復興，防災・減災に対応した講座等  

９ 
地域の様々な機関・団体，学校及び市民センターとの相互の連

携を図る講座等 

学びのコミュニティづくり関連事業，

ＰＴＡや社会学級と連携した講座，町

内会・地域包括支援センター等地域の

機関・団体と連携した講座，地域防災

講座  など 

 

（※１）№1及び№3 以外の項目については目的，内容等によって，一つの講座等であっても二つの

項目が実施されたこととみなすことができる。 

 

（※２）「住民参画・問題解決型学習推進事業」及び「子ども参画型社会創造支援事業」に関連する

講座等に関しては，ねらい等に応じて，必須講座（No.1，3，4 を除く）とみなすことが

できる。また，上記（※１）と同様に一つの講座であっても二つの項目が実施された

こととみなすことができる。 

別表 


