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平成３０年１月１８日

仙台市市民センターの拠点館事業について

資料３
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市民センターとは・・・

３つの機能が一体となって

運営される社会教育施設

１．市民センターの施設理念

③地域づくり
の拠点

②交流の拠点

①生涯学習
の支援拠点

市民センター

①生涯学習
の支援拠点

②交流の拠点

③地域づくりの
拠点

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

http://sozaidas.com/sozai/010401bldg/seethrough/010401bldgl17st-trans.png


１）市拠点館（生涯学習支援センター）の基本的な役割

２．運営方針–市民センターの役割

１ 市民センターにおける生涯学習事業体系の策定と行動計画の立案、及び全市にわた
る生涯学習事業の推進

２ 生涯学習推進のための専門性の向上

３ 市民一人ひとりのニーズに
対応した生涯学習支援体制
の充実

●学習活動のネットワーク化とリーダー等の養成
●生涯学習に関する関係機関等との連携・協力の推進
●生涯学習情報の計画的体系的な収集と提供

４ 指定管理者制度下での指定管理業務のマネジメントの推進

５ 職員の育成 ●職員研修の体系化と専門研修の充実
●職員への助言及び指導及び支援体制づくり

２）区拠点館（区中央市民センター）の基本的な役割

１ 区内の生涯学習事業の推進 ●区内の生涯学習事業の推進と地域リーダーの育成
●区内の市民の学習・グループ活動への支援

２ 区内地区館事業への支援 ●関係諸団体との連携の推進
●家庭及び地域での教育力向上、ジュニアリーダー
の育成支援

●地区館職員の育成

３ 指定管理者制度下での区内地区館業務のマネジメントの推進
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３．市拠点館（生涯学習支援センター）の基本的な役割

１．市民センターにおける生涯学習事業体系の策定と行動計画の立案

★仙台市教育振興基本計画における市民センター事業の位置づけ
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基本的方向１ 学校教育：心豊かでたくましい子どもを育てる

基本的方向２ 生涯学習：学びにあふれ交流するまちをつくる
ミッション１ 人と社会をつなぐ多様な学びの機会の充実

施策１…ライフステージに応じた学びとネットワークづくりの支援
高等学校開放講座の実施

施策２…市民センターにおける地域に根ざした学び・交流の場の提供
市民センター運営管理・講座の実施

ミッション２ 多様な社会教育施設による多彩な学びの充実
ミッション３ 学びの成果を生かし人と人がつながる仕組みづくり

施策１…市民の生涯学習を支援するボランティアの育成と学びの還元の場の提供
託児ボランティア／地域情報発信サポーター

ミッション４ 豊かな資源を活用した学びの提供・魅力の発信

基本的方向３ 地域・家庭：ともに子どもを育て、豊かな学びをつくる
ミッション１ 地域とともに歩む学校づくりの推進
ミッション2 親子のふれあいの機会や家庭教育を考える場の提供
ミッション3   地域を支える人づくりと地域づくりへの貢献

施策１…地域の学びを支える人材の育成
学びのコミュニティづくり推進／住民参画・問題解決型学習推進／
子ども参画型社会創造支援／若者社会参画型学習推進／
学びのまち・仙台 市民カレッジの実施／ジュニアリーダー育成支援／
社会教育施設職員研修の実施／地域コーディネートリーダー研修の実施

基本的方向４ 教育環境：学びを支える確かな土台づくりを進める
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３．市拠点館（生涯学習支援センター）の基本的な役割



★事業評価の実施
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３．市拠点館（生涯学習支援センター）の基本的な役割

※各種評価に際しては、利用者アンケートや受講者アンケート、ならびに事業運営懇話会での意見等の活用も図っている。

指
定
管
理
事
業

(

地
区
館
事
業
）

市
直
営
事
業

(

拠
点
館
事
業
）

指定管理者 仙台市

4 重点３事業評価
【自己評価】

2 事業反省評価

・事業反省評価会の開催 ・事業反省評価ヒアリング
【自己評価】 【内部評価】

3 教育委員会による点検評価
【自己評価】

1 指定管理者評価制度

・指定管理者セルフモニタリング ・訪問調査モニタリング

【自己評価】 ・各種報告書等に基づく評価
【内部評価】

報告書等提出

５ 公民館運営審議会

による評価

【外部評価】

公民館運営審議会

公表

公表

学識経験者

意見

助言

参照

参照

有識者

公表
仙台市市民センター
事業評価報告書

（H29.3.23）

共有



★学びのまち・仙台 市民カレッジ

全市域の市民を対象に、社会ニーズや現代的課題に対応した、専門的で質の高い学習の機会を創出。

学びを通した市民力の育成と、学習成果が地域や社会に還元されるような仕組みづくりの促進。

学びのまち仙台 市民カレッジ事業

地域づくり・人材育成系

仙台再発見

リレー講座

地域づくり

支援講座

基礎講座

応用講座

教養・キャリアアップ系

ライフマネジメント

講座

現代的課題講座

市内高等学校

企画講座

市民プロデュース

防災・減災講座

地域コーディネート

リーダー講座

市民団体

プロデュース講座
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３．市拠点館（生涯学習支援センター）の基本的な役割

１．全市にわたる生涯学習事業の推進



★明治青年大学
地区市民センターの老壮大学等を修了した高齢者が学習をさらに深め、

豊かな社会生活を営めるよう、学習意欲の向上が図れるような学習会や

大学祭などを学生による運営委員会を中心に企画・運営。

★若い青年教室
仙台市内に在住または勤務している知的障害者青年の仲間づくりや生活上

の基本的知識・技能の習得に繋がる学習機会を提供。

29年度は、34名の教室生を対象に9回の講座を実施。

★高等学校開放講座
市立高校（4校）の専門的な学習資源を活用し、市民の生活上・職業上の

知識・技術等の習得を図る。

また講座のサポート役として高校生が参加し、市民と生徒の交流を図る。
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３．市拠点館（生涯学習支援センター）の基本的な役割



★現代的課題対応研修

市民センター職員等社会教育施設職員を対象に、生涯学習応用研修の一環

として実施。現代的課題について知識を深めるとともに、対応力の向上を

図る。

★重点三事業（市民参画型事業）に係る支援及び成果報告会

各区中央市民センターで実施の重点三事業について、外部の助言者からア

ドバイスを得る機会を設定し、事業内容のブラッシュアップを図る他、成

果報告会を開催し、地区市民センター職員等に向け、本事業の成果と課題

や抽出した事業実施のためのエッセンスやノウハウをフィードバックする。

２．生涯学習推進のための専門性の向上
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３．市拠点館（生涯学習支援センター）の基本的な役割



３．市民一人ひとりのニーズに対応した生涯学習支援体制の充実

●学習活動のネットワーク化とリーダー等の養成

●生涯学習に関する関係機関等との連携・協力の推進

●生涯学習情報の計画的体系的な収集と提供

★学びのコミュニティづくり推進 ★地域コーディネートリーダー研修

子どもの健やかな育ちを支援 子どもを育む地域力を高める

する活動を通して、地域に関 視点に立ち、地域内のコミュ

わる様々な団体のネットワー ニケーションやネットワーク

クづくりを進め、地域の教育 の活性化を目指して、地域で

力の向上を図る。 核となる人材を育成する。

★託児ボランティア ★ジュニアリーダー育成支援

市民センターの託児付講座の 中学生・高校生のボランティア

託児室を運営する託児ボラン 活動を通して、「学びを通した

ティアの養成、フォローアッ 人づくり」や「地域を支える人

プ研修、託児ボランティアグ づくり」を図る。

ループに係る調整等を実施。 10

３．市拠点館（生涯学習支援センター）の基本的な役割



★学都サテライトキャンパスへの支援

大学等の高等教育機関の連携組織である「学都仙台コンソーシアム」のうち「サテライトキャンパス

部会」で実施する公開講座「学都仙台サテライトキャンパス」や部会構成校が独自に実施する市民向

け公開講座について、市民が円滑に講座を受講できるよう、広報及び情報提供等の支援を行っている。

★社会教育実習（東北学院大、宮城教育大、等）

社会教育を専攻し、今後、社会教育を支えていく可能性のある

学生に対し、現状及び実務の学習機会を提供し、生涯学習社会

の進展に寄与する。

★学習情報提供

地域情報や学習情報等を集積し、広く市民が活用できるよう、

ホームページや紙媒体等にて公開。

★地域情報発信サポーター

収集した生涯学習情報や地域資源情報、発掘した地域づくりに

携わる人材等を市民に向けて発信する「地域情報発信サポータ

ー」を養成するとともに活動の支援を実施。
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３．市拠点館（生涯学習支援センター）の基本的な役割



４．指定管理者制度下での指定管理業務のマネジメントの推進

★市民センター事業要求水準書の作成

★指定管理者評価制度に基づく評価

（訪問調査モニタリング、事業反省評価ヒアリング）

★日常的な連絡、調整
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３．市拠点館（生涯学習支援センター）の基本的な役割



★職員研修体系

★社会教育施設職員研修

市民センター等の社会教育施設職員を対象に、社会の変化や市民のニーズに対応しながら、積極的に市

民及び地域と連携するために必要な専門性やコーディネート力などの向上を図る7種20研修を実施。

・市民センター新任職員研修

・市民センター館長研修

・生涯学習基礎研修

・生涯学習応用研修～スキルアップ研修、現代的課題対応研修～

・社会教育推進研修

・事例発表研究研修

・学びを支えるボランティアセミナー

５．職員の育成

●職員研修の体系化と専門研修の充実

●職員への助言・指導及び支援体制づくり
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３．市拠点館（生涯学習支援センター）の基本的な役割



★事業担当者会

生涯学習支援センター及び各区中央市民センターの事業担当者

（主に社会教育主事）が集まり、主として各区で取り組む教育

重点事業等についての意見及び情報の交換を行い、よりよい事

業の推進を図る。

★ジュニアリーダー担当者会

ジュニアリーダー育成支援に係る市民センター職員を対象とし

て、ジュニアリーダー及びその活動に関する理解を深めるとと

もに、育成及び支援業務の内容について確認を行う。

★学習情報提供相談事業検討会

生涯学習支援センター及び各区中央市民センターの当該事業の

担当者が集まり、学習情報提供のあり方や情報システムに関す

る課題について協議・検討を行う。

14

３．市拠点館（生涯学習支援センター）の基本的な役割



４．区拠点館（区中央市民センター）の基本的な役割

１．区内の生涯学習事業の推進

●区内の生涯学習事業の推進と地域リーダーの育成

●区内の市民の学習・グループ活動への支援

★ＮＰＯ・ボランティア・企業等との共催・連携事業

せんだい日本語講座、子供のための日本語講座（青葉区）

学びのリーダー活用講座「まなびごっこ」（若林区）

若林区歳時記情報発信事業（若林区）

コミュニティＦＭ連携学習情報提供事業（太白区）
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★嘱託社会教育主事(※)協議会各区部会との共催・連携事業

家庭教育講座（青葉区）

Ｅボート・スズムシ（宮城野区）

若林ものづくり体験教室

「つくって遊ぼう！つくって食べよう！」（若林区）

地域連携ネットワーク事業（太白区）

みんなでジャンプ！（泉区）

※嘱託社会教育主事制度・・・社会教育と学校教育との密接な連携により,社会教育の振興を図るため、
市立学校に勤務する教職員のうち社会教育主事有資格者を「嘱託社会教育主事」に委嘱する本市独自の制度。



★重点三事業（市民参画型事業）

子ども参画型社会創造支援

・Sendai Aoba Teens Club（青葉区）

・進め！みやぎのキッズもりあげ隊（宮城野区）

・チャイルドボランティア「チャボ！」（若林区）

・エフエムたいはくキッズ情報局（太白区）

・子どもまちづくり企画室（泉区）

住民参画・問題解決型学習推進

・地域元気クラブ（青葉区）

・地域の“絆”再生プロジェクト（宮城野区）

・わたしのふるさとプロジェクト（若林区）

・太白親子でスポフェス（太白区）

・ちいきいきいきプロジェクト（泉区）

若者社会参画型学習推進

・若者によるまちづくり実践塾（青葉区）

・まいぷろ（宮城野区）

・仙白園プロジェクト・人（若林区）

・つながりんぐ（太白区）

・Ｉ・Ｃ・Ｐ（泉区）
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★その他の事業（例）

子供のための日本語講座（青葉区）

宮城野学講座、みやぎのカルタ（宮城野区）

家庭教育講座、ワカチュウ子どもランド、

「ボッチャ」普及事業、まなびごっこ（若林区）

ながまち学びネット、

地域の教育力を高めるボランティア活動推進事業、

太白区ミドルリーダーＢＯＰＯ（太白区）

長谷倉川と遊ぼう！（泉区）
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２．区内地区館事業への支援

●関係諸団体との連携の推進

●家庭及び地域での教育力向上、ジュニアリーダーの育成支援

●地区館職員の育成

★地域学校連携事業

嘱託社会教育主事研究協議会各区部会との共催により、地域連携担当教員と地区市民センター

職員とが情報交換・情報共有を行える場を設定することにより、地域連携の推進を支援し、地

域の教育力の向上を図る。

★区館長会等の開催

区内地区市民センター館長、区中央市民センター職員の他、区役所の関係職員等による区館長

会を区ごとに月１回程度実施し、意見交換・情報交換を行う。
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４．区拠点館（区中央市民センター）の基本的な役割



★インリーダー研修会

嘱託社会教育主事研究協議会各区部会との共催により、子ども会活動の充実を

図るため、子ども会のリーダーとして活躍する児童及び世話人を対象に、子ど

も会活動についての知識やレクリエーションなどの実技を学習するための研修

会を実施している。

★ジュニアリーダー初級研修会の開催及び育成支援

新たにジュニアリーダーを志す中・高生に対し、青少年のボランティア活動を

通して、地域の子ども会活動の活性化を図るために必要な基本的な知識と技術

を習得する研修会を実施。区内ジュニアリーダーによる定例会を開催し、技術

向上のための研修会を開催するなど、育成を図る。併せて、ジュニアリーダー

サークルの活動支援拠点となっている地区市民センターへの支援を行う。

★区連絡会

区内の地区市民センター職員を対象に、施設管理や事業推進に関し、意見交換

及び情報交換を行う場として月1回程度開催している。

★職員研修会（宮城野区）

地区市民センター職員を対象に、職員の資質向上や実践力、事業企画力の向上を図ることを目的と

し、地区市民センターのニーズに合った研修を開催している。
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４．区拠点館（区中央市民センター）の基本的な役割



３．指定管理者制度下での区内地区館業務のマネジメントの推進

★指定管理者評価

・訪問調査モニタリング

・各種報告書等に基づく評価

★事業反省評価

・事業反省評価ヒアリング

★事業の実施に向けた助言等

★区館長会、区連絡会の開催

（再掲）

20

４．区拠点館（区中央市民センター）の基本的な役割


