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                     平成 27年度 生涯学習支援センター主要事業   

  

 

学びを支える人材育成推進事業 

H27予算額 １，２７１千円 

 

1  ねらい 

「教育振興基本計画」では、基本的方向の一つに、「『学びのまち・仙台』を支える基盤を充実させる」こと

を掲げ、その施策の一つとして、「学びを支える人材の育成」を挙げている。このような状況も踏まえ、生涯

学習支援センターでは、平成 26年度に引き続き、人材育成機能の強化を図ることとし、「学びを支える人材育

成事業」として、研修事業の充実と体系化を進めていく。 

 

2  概要 

(1)  職員を対象とした研修 

市民センターをはじめとする社会教育施設職員等を対象に、社会の変化や市民のニーズに迅速かつ柔軟に

対応するとともに、積極的に市民、地域と連携を図ることができるよう、専門性やコーディネート力など、

必要とされる力量の向上を図る。 

※生涯学習基礎研修、生涯学習応用研修（現代的課題対応、スキルアップ）等 

 

(2)  市民を対象とした研修 

   より多くの市民や団体等が学びの活動に参画できるよう、市民の学びを支えることを目指し、社会教育施

設や地域での学びの活動を支える人材の育成を進める。 

   ※託児ボランティアの各種研修、図書ボランティア研修 

 

(3)  市民と職員の合同の研修 

   学びを支える基盤の充実の一環として、生涯学習に関わるボランティアと社会教育施設職員が共に学ぶ場

を設け、情報の共有やネットワーク構築を図る。 

   ※学びを支えるボランティアフォーラム 

 

3  今後の展開等 

それぞれの研修について、受講者アンケート、講師の感想・評価等を踏まえながら、研修内容及び回数等を検討し

ていく。併せて、地域政策課、生涯学習課、学びの連携推進室、指定管理者等とも情報共有や協議等を行っていく。 
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平成 27年度 生涯学習支援センター主要事業 

子ども参画型社会創造支援事業 

H27予算額 ２,１２４千円 

1  ねらい 

子どもたちが，地域社会の構成員として積極的にまちづくりに参加し，社会・地域の一員として行動する

視点を持つことで，将来的に社会や地域で主体的に活躍できる人材育成を行う。 

2  概要 

地域の小学校中・高学年や中学生・高校生を対象に，子ども達の主体性を大切にしながら市民センター職

員等と協働で，専門家の支援を受け，地域の課題を発見し課題解決にあたる活動を実施する。 

(1)  各区中央市民センター実施事業 

   各区中央市民センターが拠点となり，子どもを対象にテーマを設定しながら，地域づくりに関わる様々な

取組を企画・実施する。 

○ 青葉区中央市民センター 

「Sendai Aoba Teens Club」 

   ○ 宮城野区中央市民センター 

「子ども参画型社会創造支援事業」 

   ○ 若林区中央市民センター 

「子どもボランティア事業」 

   ○ 太白区中央市民センター 

「エフエムたいはくキッズ情報局 2015」 

   ○ 泉区中央市民センター 

「アートフルいずみ ゆめ工房」 

 (2)  生涯学習支援センター実施事業 

事業担当者会(情報交換等)や各区中央市民センターで取り組んだ事業の成果報告会，石巻市子どもセン

ターとの交流会の実施等，各区における取組が円滑に進み，よりよい活動となるよう連絡調整を行う。ま

た，本事業のエッセンスを取りまとめたリーフレット等を作成し，地区館等へ提供するとともに，本事業

の趣旨の普及をねらいとする研修会等を実施することで，「子ども参画型」の事業が広く展開されるよう

にする。 

 

3  これまでの取組及び今後の予定 

本事業は仙台市公民館運営審議会からの提案である「市民センターを拠点とした新しいまちづくりの提案

―仙台プランー」に対応する事業として，平成 23年度から 25年度までの 3年間にわたり第 1期事業を実施

してきた。第 1期では，子どもたちがまちづくりに関わり，自分たちで企画したことをやり遂げることで活

動意欲が高まり，達成感や自己有用感を味わい，自分づくりにも寄与することができた。 

平成 26年度からは，第 1期の成果と課題を踏まえ，28年度までの 3年間を目途に第 2期として事業を実

施している。今後は，地区市民センターや学校等との連携を推進することでより多くの地域で本事業が展開

されることを目指し，事業を行っていく。 

平成 27年度 生涯学習支援センター主要事業 
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若者社会参画型学習推進事業 

H27予算額 ２，１９２千円 

1  ねらい 

地域課題の解決や復興まちづくりの担い手である主に 20代・30代を中心とした若者の「自分づくり」を支

援すると共に、若者の学びの成果を生かした地域づくり活動等への参画を促進することにより、様々な人々と

協働しながら身近な地域をより良くすることへの関心を高め、社会・地域の一員として自発的・主体的に行動

できる人づくりを推進する。 

2  概要 

(1)  各区中央市民センター実施事業 

   各区中央市民センターが拠点となり、若者を対象として地域課題に基づくテーマを設定した上で、地域づ

くりに関わる様々な取組を企画・実施する。 

○ 青葉区中央市民センター 

「若者によるまちづくり実践塾」 

   ○ 宮城野区中央市民センター 

「まいぷろ（Miyaginoku for Young Program）」 

   ○ 若林区中央市民センター 

「仙白園プロジェクト・人」 

   ○ 太白区中央市民センター 

「仙台学生ネットワーク事業「つながりんぐ」」 

   ○ 泉区中央市民センター 

「ICP（Izumi Community Project）」 

(2)  生涯学習支援センター実施事業 

   各区事業受講者を対象とした情報交換会や成果発表会を実施し、各区の事業内容の再確認・見直しの機会

を提供すると共に、受講者の参加意識の向上を図る。併せて、市民センターにおける本事業の普及・推進を

図るため、区中央市民センターが実践している本事業の成果と課題から重要なエッセンス及びノウハウを抽

出して各市内にフィードバックするとともに、区中央市民センターの事業が円滑に進むように後方支援を行

う。 

3  これまでの取組と今後の予定 

平成 22年度～平成 24年度の第 1期では、各区で、若者の自己肯定感を高めながら地域への関わりを促す事

業を企画・実施することにより、若者の地域づくりへの関心を一定程度高めることができた。 

  第 1期の成果と課題を踏まえた上で、平成 25年度から概ね 5年間を目途に第 2期として事業を継続実施し

ている。第 2期では、地域づくりへの関心をさらに高めながら、若者が事業を通じて達成感を味わうことによ

り、社会・地域に自発的・主体的に関わろうとする態度を身につけていくといった学びのプロセスを重視する。

また、世代間交流を促進しながら、高校生・専門学校生・大学生・社会人等、参加者のすそ野を広げていき、

第 1期の成果をさらに発展させる取組を行う。 
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平成 27年度 生涯学習支援センター主要事業 

住民参画・問題解決型学習推進事業 

H27予算額 ２,２７２千円 

 

1 ねらい 

  地域特性に応じた市民協働によるまちづくりを推進するため、住民と市民センター職員が協働で地域課題を

発見し解決につながる活動を実践することにより、そこでの様々な学びのプロセスを通して、地域づくりを担

う人材を発掘・育成する。 

 

2  概要 

(1)  各区中央市民センター実施事業 

   各区中央市民センターのコーディネートのもと、住民と市民センターの協働により、高等教育機関等の専

門家の助言（分析評価）を受けながら、地域課題を発見し、課題解決に向けた取組を企画・実践する。 

○青葉区中央市民センター 

地域元気クラブ 

○宮城野区中央市民センター 

地域の“絆” 再生プロジェクト「地域づくり講座」 

   ○若林区中央市民センター 

わたしのふるさとプロジェクト 

   ○太白区中央市民センター 

たいはく子育て支援ネットワーク事業 

   ○泉区中央市民センター  

泉区西部のまちおこし、居場所づくり 

 

(2)  生涯学習支援センター実施事業 

   本事業の方針を策定するとともに、各区における取組が円滑に進むよう連絡調整等にあたる。また、住民

協働による事業推進のため、本事業の成果及び課題を取りまとめて、市内の地区市民センター等へ提供する。

併せて、本事業の趣旨の普及をねらいとする研修会等を実施する。 

 

3  これまでの取組及び今後の予定 

本事業は仙台市公民館運営審議会からの提案である「市民センターを拠点とした新しいまちづくりの提案―

仙台プラン―」に対応する事業として、平成 23年度から 25年度までの 3年間にわたり実施してきた。人材育

成事業については、中長期的視点から取り組む必要があることから、各区における地域づくりを担う人材の発

掘及び育成を一層推進していくため、平成 26年度から 28年度までの 3年間を目途に、第２期として本事業を

実施しているところである。第２期においては、３年間の成果と課題を踏まえ、主に第１期の取組により抽出

した学習過程ごとのエッセンスの普及を目指していくこととしている。 
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平成 27年度 生涯学習支援センター主要事業 

学びのまち仙台市民カレッジ事業 

H27予算額 １，５１６千円 

 

1 ねらい 

地域づくりを牽引する人材を育成するため、地域で活動する市民等を対象に、地域課題の把握や解決、地域

の魅力の向上等において必要とされる知識やスキルを習得するための、より専門的な学習機会を提供する。ま

た、生涯学習に係る連携・協力を推進するため、調査研究や研修等を実施する。なお、市民センターにおける

就労支援である「学び直し」を 27年度より本事業の中で実施する。 

 

2  概要 

(1) 「地域づくり支援講座」 

 市民を対象に、市内外における先進事例の紹介や視察、講演等からなる講座を企画・実施し、地域づくりに

必要な知識やスキルを習得するための、より専門的な学習機会を提供することにより、地域づくりを牽引する

人材を育成する。 

 

（2）地域づくりへの関心・意欲を高めるための講座 

  市民を対象に、地域づくりへの関心・意欲を高めるための講座を実施することで、地域づくりに関わる人材

の発掘やその拡大等を目指す。 

 

（3）生涯学習に係る連携・協力の推進 

  大学等高等教育機関、民間企業、各種団体等との連携を強化するため、先進事例の収集や視察、有識者との

意見交換などの調査研究等を実施する。 

 

(4) 学び直し 

子育て後の女性等を対象に、就労に向けた学びの機会を提供するとともに、同じように就労を目指す受講者

同士の交流の機会を設けることにより、職業上の能力を高めるとともに個人が抱える就労に関する課題の解決

につなげる。  

 

3  これまでの取組と今後の予定 

「地域づくり支援講座」の前身である「地域づくり大学院」は、平成 23年度から 25年度までの 3年間にわた

り、市民と市民センター職員との共学や、演習を通じて学びを地域活性化につなげることをねらいとして実施

し、一定の成果を収めた。「地域づくり支援講座」及び地域づくりへの関心・意欲を高めるための講座では、

より多くの市民へ学びを提供すると共に、「地域づくりのエッセンス」を抽出して共有することで、地域活性

化につなげていく。また、学び直しは、22年度から幅広い世代を対象に事業を実施してきており、27年度は、

子育て世代の女性を対象とした支援等を中心に事業を実施する。 
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平成 27年度 生涯学習支援センター主要事業 

学習情報提供システム運営管理 

 

H27予算額 １６，４８１千円 

  

1  概要 

生涯学習支援センターと各市民センターを通信ネットワークで結ぶ「学習情報レファレンスシステム」の運

用を行う。各市民センターにおいてホームページによる講座情報の発信等の情報提供を行う。 

 

2  内容 

  平成 26年 11月にシステム更新を行い，新しい「市民センターホームページ」の運用を開始した。 

 これにより，閲覧者がより見やすく，わかりやすいデザインとし，各市民センターが主催する講座情報を容易

に検索できるようになった。一方で，操作方法の簡略化によりホームページ制作にかかる職員の負担を軽減し

た。 

  今後は，より一層の情報発信の強化と，「市民センターホームページ」の認知度向上を図ることとしている。

また，過去のデータベースから引き継いだサークル等の情報の活用方法を検討する。 

 

3  実施手法 

 ・ホームページ，学習情報データベースを活用したより積極的な情報発信 

 ・各市民センターへのパソコン等の配備 

 ・情報セキュリティの確保 

 ・操作研修 
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市民局地域政策課事業 

地域力創造支援事業 

Ｈ27予算額 ３，０００千円 

  

１ 事業目的 

地域のことを地域全体で考え、地域の力を結集した地域づくりに資する事業を実施し、地域の活性化を図る。 

 

２ 事業対象 

（１）事業内容 

町内会をはじめとした地域団体、学校、企業等が協働・連携し、コミュニティ形成や地域防災、安全安心、環

境美化、地域のセーフティネットづくり等をテーマとし、地域課題の発掘とその解決を図る事業を、市民センタ

ーの指定管理者である（公財）仙台ひと・まち交流財団が地区市民センターにおいて実施する。 

 祭りなど単発のイベントの開催、地域マップの作成等を事業の目的とするものは対象外とする。 

 

（２）構成団体 

 原則として３団体以上が協働・連携して実施するものとし、町内会（連合町内会または単位町内会、複数の参

画も可）を必須団体とする。 

 

３ 実施手法 

 地区市民センターの提案事業を、本市審査会を経て選定し、（公財）仙台ひと・まち交流財団に委託する。平

成 27年度は概ね１０事業を選定する。 

 １事業につき１年度あたり３０万円（消費税を含む）を上限とする。但し、人件費、飲食費、旅費、備品購入

費等は対象外とする。 

 平成２７年度から平成２９年度の３ケ年実施する。但し、事業提案、事業選定、事業報告等は１年度毎に行う。 

  

４ スケジュール 

 ３月上旬 事業提案書の受付 

 ３月中旬 審査会の開催、対象事業の決定 

 但し、平成 27年度については、４月中旬までに事業提案書の受付を行い、４月下旬に対象事業を決定、また、

年央の事業提案についても可能な限り対応する。 

 

５ 選定の状況 

 平成２７年４月下旬開催の審査会を経て、３事業を選定した。６月上旬開催予定の審査会を経て３事業を選定

する予定である。 

 

＜選定事業＞ 

 中山市民センター 花と緑のエコタウンづくり事業 

 高砂市民センター 新浜たんぼ学校 

 黒松市民センター 真美沢公園ネットワーク事業－真美沢公園元気プロジェクト－ 


