
様式第２号（第３条関係） 

 

審 議 会 会 議 録 

会 議 名 称 平成 29年度 第３回伊達市社会教育委員会議 

議 題 

◎報告第１号 平成３０年度社会教育事業予算（案）及び事業計画に 

ついて 

◎報告第２号 だて歴史文化ミュージアムに関する条例（案）の説明 

◎質疑・意見交換 

開 催 日 時 平成 30年２月 21日（水）18時 30分から 19時 30分まで 

場 所 伊達市役所第２庁舎 ２階会議室１ 

出 席 者 

社会教育委員８名、教育委員会職員８名：出席者計 16名 

※欠席委員４名 

所管部課名 教育部生涯学習課 

公開非公開 

の別 

■ 公  開 傍聴者の人数 なし 

□ 非公開 非公開の理由 ― 

【会議概要】 

 

１．開 会（生涯学習課長） 

 ◆配付資料の確認 

 ◆本日配付の事業計画の総括表は平成 30年度予算額が書かれているため、本日の机 

上配付となった。※午前中に新年度予算の記者発表 

 

２．開会あいさつ（伊達市教育委員会教育長） 

 ◆昨日から本日の午前中にかけて胆振管内の教育長と教育委員が集る研修会があり 

出席してきた。研修内容は新学習指導要領についてで、世の中的に一番話題になっ 

ているのは小学校の外国語活動で、小学校５・６年生の外国語活動が３・４年生対 

象となり、５・６年生は「外国語事業」（英語）となることで、学校の先生たちは苦 

労している。 

◆新学習指導要領の根っこにあるのは「社会に開かれた教育課程」ということで、 

今回の研修会のテーマも社会に開かれた教育課程をどのように展開していくかとい 

うことであった。 

◆パネルディスカッションの中で、「今までの社会教育活動は社会教育側が学校教育 

側に伺いを立てて行っているようなところがあったが、社会教育委員の皆さんが学校 

教育を正面から捉え、学校教育に対してはっきりものを言う、どんどん学校教育に入 

っていく。これが全てではないが、一つのツール・切り口として進めていくことも必 

要ではないか」との話があった。社会教育委員の皆様の役割・お力添えが益々重要に 

なってくる。 



 ◆まだ教育長構想ではあるが、「だて学」というものを考えており、次期学習指導要 

領にぶつけて 2020年から小学校で実施しようと考えている。ふるさと教育について  

はどこの自治体の小中学校で行っており、内容的には歴史・文化・伝統・自然環境で 

あるが、「だて学」については、それらに加え財政・税・経済に踏み込んだ課題解決 

的な学習を小学校・中学校、設置者は違うが高等学校にも協力をいただき、市内の全 

ての学校で発達段階に応じて行っていきたいと考えている。 

◆「だて学」のゴールは、子どもたちが伊達市の歴史を学び、現場を知り、課題を見 

つけ出し、その課題を解決するにはどういう取り組みが必要なのか、住みたいと思う 

ようなまちづくり、ドリームではなくプランにまで構築させていくような教育活動を 

展開していきたいと考えている。 

◆社会教育委員の方にもこれらの事業や活動に積極的に関わっていただくとともに、 

時には学校教育の方にも遠慮なく踏み込んだ発言をしていただき、伊達市の未来を担 

う子どもたちの教育に力をかしてほしい。 

 

３．議事（ここからは、規則により議長が進行） 

 ◆議長より、全国社会教育研究大会（札幌市で開催）の参加協力及び今後 10年間の 

教育方針を決める教育振興基本計画策定委員会への協力に感謝。 

（１）報告第１号 平成３０年度社会教育事業予算（案）及び事業計画について 

◆事務局より資料〔平成 30年度社会教育事業計画書（総括表）、平成 30年度社会教 

育事業計画書（日程表）〕に沿って説明。 

≪補足説明≫ 

◎社会教育委員関係事業 

 ●平成 29年度は、伊達市が胆振管内社会教育委員連絡協議会（以下「胆社連協」） 

の事務局であり伊達市社会教育員会議議長が胆社連協会長であったことと、昨年 

開催された全国大会の実行委員でもあったことから、会議のための出張が多かっ 

たが、平成 30年度からは事務局が登別市となることから、出張が大幅に減った。 

◎生涯学習事業 

 ●今までは平日の日中開催だった市民講座を、今年度は日中働いている方が参加 

しやすいよう、一部の講座は夜間開催を考えている。 

●平成 30年度より、子育て支援課の放課後児童クラブ（学童保育）の事務が生涯 

学習課に移管されることになっており、昨年から実施している放課後子ども教室 

事業と一体化して進めて行く予定。 

 ◎文化芸術事業 

  ●宮尾登美子文学記念館を本年９月末をもって閉鎖し、隣接地に建設中のだて歴史 

文化ミュージアムの構成施設として改装工事を行い平成 31年春にリニューアルオ 

ープンの予定。 

 ◎青少年事業 

  ●だてっ子遊び学びの教室だが、年６回開催のうちの１回を大滝区との交流事業と 

いうことで、バスで子どもたちを大滝区に連れて行って事業を行う。また、演劇鑑 

賞事業ということで、札幌で上演されるシェイクスピアの「オセロ」の鑑賞（小学 

校高学年及び中学生を対象に募集）を計画している。 

 ◎図書館事業 

  ●図書館運営協力会より図書館の利用に関するＰＲ不足を指摘されていたので、広 

報紙・フェイスブック・ポスター等で市民周知を図る。 

●図書館あり方検討委員会からの提言を基に図書館運営方針を策定中。平成 30年 

度の早い段階で社会教育委員の皆さんにお示しできると思う。 

 

 



 〔質疑〕 

（委 員）歴史事業の能「摺上」上演について運営関係等の詳細を教えてほしい。 

（事務局）実行委員会形式で行い、主な財源は入場料で、他に北海道と伊達市が 200 

万円を補助する。有名な方が来るようで上演料もかなり高く、入場料（チケ 

ット）も高額になるようで販売に苦戦しそう。スポンサー集めも大変のようだ。 

（委 員）上演日は決まっているのか。 

（事務局）７月 22日と聞いている。 

（議 長）成人式の来賓案内が来ていたので成人式に出席したが、新成人を祝ってあげ 

るという気持ちが伝わってくる「いい成人式」だった。企画運営はどのように 

行っているのか。 

（事務局）新成人の有志からなる実行委員会を組織し、企画・事前準備・当日の司会等 

    の運営に関わっていただき、市教委はサポート的な役割である。 

例年、アトラクションはバンド演奏がメインだが、企画運営委員自らがバン 

ドメンバーと打ち合わせを行い曲目や演出に関わっている。また、中学校の先 

生方が出演しているビデオレターも実行委員が撮影を行い、今年については編 

集までも行った。 

（議 長）社会教育委員で成人式に出席していたのは、私と副議長だけだったので寂し 

かった。なかなかいいものなので、他の社会教育委員も是非出席してほしい。 

（委 員）洞爺湖マラソンには親子参加のエントリーがあるのに伊達のハーフマラソン 

では親子参加の種目がないのが残念。参加者も増えると思うので次年度以降に 

期待します。 

（委 員）図書館事業の研修生受入事業について、対象が中高短大生だが、就労体験と 

いうことなのか。 

（事務局）中高生が就労体験で、短大生がインターンシップでの受け入れです。 

 

（２）報告第２号 だて歴史文化ミュージアムに関する条例（案）の説明 

◆事務局より資料〔平成 30年２月 27日伊達市教育委員会定例会に提案予定議題「だ 

て歴史文化ミュージアム条例〕に沿って説明。 

≪補足説明≫ 

  ●だて歴史文化ミュージアム＝本館＋体験学習館（旧黎明観）＋宮尾登美子記念ア 

ートホール（旧宮尾登美子文学記念館）の３施設で構成される。 

●本館と廊下で繋がる黎明館は、現在商工観光課で所管しているが、教育委員会に 

移管する。藍染と刀鍛冶については指定管理者制度から市の委託という形に変更と 

なるが、今までと同様に使ってもらう。 

  ●宮尾登美子文学記念館は、ミュージアム開設時期に併せて、芸術・文化・学術の 

用途に特化した専用のホールにリニューアルし、ミュージアムの一部とする。 

  ●宮尾登美子文学記念館に収蔵してある資料等については、借用品については所有 

者に返却し、伊達市所有の物は１ヶ所に集約し宮尾登美子記念コーナーとして残す 

予定。 

 〔質疑〕なし。 

 

４．質疑・意見交換 

（委 員）ミュージアム関連の事業が増えたり、放課後児童クラブが市教委所管となっ 

たり大変だと思うが、職員の増はあるのか。 

（事務局）人事の事なので何とも言えないが、考えてくれているとは思う。 

（委 員）ミュージアムだが、来館者の対応にあたる学芸員の増強や外国人観光客への 

対応も必要だと思う。費用がかかると思うが、頑張ってほしい。 

 



（委 員）道の駅に立ち寄る人が非常に多いので、その方たちにミュージアムに来てい 

ただく方法を考える必要がある。 

（事務局）色々なことを考えていかなければと思っています。今でさえ駐車スペースが 

足りない道の駅の駐車場だが、ミュージアム目当ての人に多数来ていただけれ 

ばと思っている。 

（委 員）道の駅の駐車場整備・道路整備についてはどのようになっているのか。国道 

からの入口が１ヶ所しかなく不便である。ミュージアムへの集客にも多少の影 

響があるのでは。 

（事務局）道の駅への来訪者が多いことから、右折レーンが出来たものの結構渋滞が発 

生している。駐車場については、大型車用の駐車スペースを黎明観側に移す 

工事を実施中である。道の駅へのアクセス・駐車場の問題は、カルチャーセ 

ンターがあり、今の物産館オープンし、体育館もでき来訪者が多くなり、市 

の課題でもあるが、対策は難しいものがある。 

 

５．その他 

 ◆事務局より近々開催される事業についてのＰＲ 

 

（議 長）以上で第３回社会教育委員会議を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

平成２９年度 

第３回伊達市社会教育委員会議 
 

 

日時 平成３０年 ２月２１日（水）午後６時３０分～ 

会場 伊達市役所第２庁舎 ２階 会議室１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊 達 市 教 育 委 員 会 



会 議 次 第 

 

 

１．開    会  伊達市教育委員会  生涯学習課長 山 根 一 志 

 

２．開会あいさつ  伊達市教育委員会     教育長 影 山  則 

                                         

                                         

 

３．議事 

 

（１）報告第１号 平成３０年度社会教育事業予算（案）及び事業計画（案）について 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

（２）報告第２号 だて歴史文化ミュージアムに関する条例（案）の説明 

                                         

                                         

                                         

 

４．質疑・意見交換 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

５．そ の 他 

                                         

                                         

 

６．閉   会   



【参加者名簿】 
〔社会教育委員〕 

氏  名 就任年月日 備   考 

議 長 

小 林 浩 路 
平成２７年 ５月 １日 元教育部指導室指導員 

副議長 

森   美 洋 
平成１７年 ５月 １日 元伊達市地域子ども会育成連絡協議会 会長 

青 木 一 也 平成２８年 ６月 １日 伊達市ＰＴＡ連合会 会長 

伊 藤 成 子 平成１９年 ５月 １日 つどいサークル「ドロップ」代表 

笠 井 由喜子 平成２７年 ５月 １日 元不登校対策訪問アドバイザー 

北 越 政 則 平成２９年 ５月 １日 元青少年指導センター指導員 

吉 瀬 献 策 平成２８年 ５月 １日 北海道伊達緑丘高等学校 校長 

小 谷 洋 史 平成１９年 ５月 １日 伊達 favoriteCLUB 顧問 

佐 藤   誠 平成２８年 ６月 １日 伊達市文化協会 事務局長 

成 田 浩 司 平成２８年 ５月 １日 伊達小学校 校長 

早 坂   真 平成２９年 ５月 １日 伊達青年会議所 理事長 

渡 邊 ひとみ 平成２７年 ５月 １日 伊達市スポーツ推進委員 副会長 

 

 

〔伊達市教育委員会〕 

所  属 氏  名 

伊達市教育長 影 山  則 

教育部長 金 子 達 也 

生涯学習課長 山 根 一 志 

図書館長 浅 水 まゆみ 

社会教育係長 齋 藤   努 

社会教育係主査 佐 藤 悟 史 

文化財係長 青 野 友 哉 

青少年・体育係長 深 田 千 博 



平成３０年度　社会教育事業計画書〔総括表〕

事業名 【 社会教育委員関係事業 】

事業
区分

負担

新・継

36
社会教育委員１名あたり3,000円を道社
連協に負担

継続
北海道社会教育委員連絡協議
会負担金

事　業　名 事　業　概　要
事業費
（千円）

生涯学習課社会教育係担当課・係

運営
社会教育委員報酬及び費用弁
償

継続
社会教育委員が会議等に出席した際の
日当報酬及び旅費

325

負担
胆振管内社会教育委員連絡協
議会負担金

継続
市負担分 20,000円
町負担分　3,000円

20

運営 その他社会教育総務費 継続
機関紙購入費用や社会教育関係会議の
職員旅費等

88

の補助金→「補助」、会議負担金を除く事業負担金→「負担」
※事業区分の略表示：市民参加事業→「市民」、施設等運営管理事業→「運営」、団体や個人へ

－１－



継続

伊達市以外で開催される全道大会以上の文
化系部活動の大会に出場する小中学校の文
化系部活動に対し、補助対象経費の３分の
２を助成

運営 その他生涯学習推進経費 継続 事務費等

－２－

継続
大半が講師謝礼（＠5,000円）、ほか消耗品
費等

市民 だて市民カレッジ開設事業 継続 大半が講師謝礼、ほか消耗品費等

市民
男女共同参画社会づくり推進
事業

継続
著名人を招き講演会を開催。事業費の大半
が講演料

事業費
（千円）

432

事業
区分

事　業　名 新・継

平成３０年度　社会教育事業計画書〔総括表〕

事業名 【 生涯学習事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係

事　業　概　要

市民 市民講座開設事業

222

230

588

249市民
胆振女性リーダー養成研修事
業

継続
派遣する３名分の費用
※旅費、参加料等

運営 長生大学運営費 継続
大半が講師謝礼（＠5,000円）、ほか消耗品
費等

125

2,962

420

6,000補助
児童生徒文化・スポーツ振興
事業補助金

継続
全国大会に出場する児童・生徒が所属する
文化・スポーツ系部活動・少年団等に対し
部員・顧問等１人あたり20,000円を助成

80

運営 放課後子ども教室運営事業 継続

平成２９年度より伊達西小学校、平成３０
年度より長和小でも開設。事業費のほとん
どは、配置するコーディネーターや学習指
導員等の人件費

補助
マイプラン・マイスタディ
事業

継続

市民団体が、一般を対象とした講演会等を
開催する場合、講演料について上限25,000
円を助成
〔条件〕
①５名以上の市民団体であること。
②ポスター等で市民周知を行うこと。
③参加者が１０名以上見込まれること。

補助
伊達市立学校文化活動・全道
大会等参加費補助金

25,252運営 放課後児童クラブ運営事業費 新規

子育て支援課の所管事業であった放課後児
童クラブ（学童保育）が、平成３０年度よ
り生涯学習課に所管替となったことによ
る。



48,784

－３－

運営
カルチャーセンター大ホール
プロジェクター更新

新規
老朽化に伴う、舞台スクリーン投影用プロ
ジェクターの更新

1,561

運営
カルチャーセンター維持管理
委託料

継続
指定管理業務委託料（人件費、施設管理
費、小破修繕費等）
（委託先：NPO法人伊達メセナ協会）

101,358

運営 カルチャーセンター維持管理費 継続
指定管理費内で対応できない修繕や備品購
入のための予備費的な予算措置

910

運営
カルチャーセンター大ホール
メインスピーカー修繕

新規
ステージ横の左右のメインスピーカー
（ウーハー）の修繕

1,761

運営
カルチャーセンター大ホール
空調更新工事

新規 老朽化に伴う冷温水機の入替工事

運営 芸術文化賞授賞事業 継続 表彰盾作成費用 70

運営 その他芸術文化振興経費 継続 事務費等 56

補助 伊達市文化協会補助金 継続 伊達市文化協会への補助金 527

補助 芸術文化振興事業補助金 継続
伊達メセナ協会への補助金4,050,000円
総合企画ＦＭＡへの補助金　270,000円

4,320

運営 美術品等活用事業 継続
美術品の製作及び展示に要する費用や、保
管管理に要する保険料等

174

運営
シャーマンコレクション図録増
刷事業

新規

アートビレッジ文化館で寄託を受けている
シャーマンコレクションの図録を一般販売
用に4,000冊を増刷
※図録原稿の作成及び謹呈分500冊の印刷は
平成２９年度事業

5,435

運営 アートビレッジ事業 継続

アートビレッジ事業に要する委託費
（委託先：NPO法人噴火湾アートビレッジ）
※委託事業に伊達音楽アカデミー、岩崎淑
ピアノコンサート、絵画教室「野田・永山
塾」、リアリズム絵画セミナー、ジュニア
美術セミナー、幼児絵画教室が含まれる。

19,595

運営
アートビレッジ文化館運営運営
管理費

継続 建物管理に要する保守管理委託料等 8,799

運営 市民総合文化祭経費 継続 プログラム・ポスター印刷費等 158

運営
宮尾登美子文学記念館運営管理
費

継続
宮尾登美子文学記念館の運営管理に要する
経費（光熱水費、保守管理費等）

2,610

市民
芸術文化振興事業
（巡回小劇場経費）

継続
巡回小劇場に要する経費。３回分の公演料
とバス借上料が大半を占める。

3,606

負担
芸術文化振興事業
（西いぶり定住自立圏負担金）

継続
西いぶり定住自立圏文化事業負担金とし
て、伊達・室蘭・登別の３市が各
1,000,000円を負担

1,000

平成３０年度　社会教育事業計画書〔総括表〕

事業名 【 文化芸術事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係

事業
区分

事　業　名 新・継 事　業　概　要
事業費
（千円）



運営 特別展等開催準備経費（オープン事業） 新規
伊達市に縁のある画家の回顧展や市が所蔵する美術品
を展示する際に係る経費 1,816

－４－

運営
宮尾登美子記念アートホール改修工事実
施設計業務委託 新規

宮尾登美子文学記念館を芸術に特化した展示施設へ改
修するための実施設計費 1,977

運営 特別展等開催準備経費（開基150年） 新規
新ミュージアム開館後の特別展で他館からの借用品の
調整等に係る経費 1,977

運営 蝦夷三官寺北海道遺産登録推進事業 新規
有珠善光寺を含む蝦夷三官寺を北海道遺産とするため
の3市町との協議にかかる費用 138

運営 だて歴史文化ミュージアム運営管理費 新規 だて歴史文化ミュージアムの施設維持に係る経費 5,847

補助
伊達成実生誕450年記念能「摺上」上演
補助金 新規

伊達成実に縁のある能楽の上演を行う実行委員会に対
する補助金 2,000

運営 開拓記念館庭園の国指定史跡化事業 新規
旧伊達邸跡を国史跡とするための文化庁との協議に係
る費用 171

負担 北海道博物館協会負担金 継続
博物館の連携と情報共有を図るための道内の組織への
負担金。博物館類似施設の伊達市開拓記念館が加盟 15

補助 善光寺再整備事業補助金 新規
国指定史跡の再整備として屋根等の修理を行う善光寺
に対する補助金 7,000

負担 北海道縄文のまち連絡会負担金 継続
遺跡を活かしたまちづくりを推進する道内自治体の首
長が加盟する組織への負担金。伊達市が事務局を担っ
ている

10

負担 アイヌ民族文化祭負担金 継続
アイヌ文化の継承を目的とした文化祭の開催に対する
負担金 30

負担 縄文都市連絡協議会負担金 継続
縄文遺跡を活かしたまちづくりを推進する全国組織へ
の負担金 20

負担 北海道文化財保護協会会費 継続 道内の文化財を保護し、活用するための組織への会費 7

負担 全国史跡整備市町村協議会負担金 継続
国指定史跡を有する自治体間の連携と情報共有を図る
ための全国組織への負担金 40

負担 北海道町村文化財保存整備協議会負担金 継続
国及び道指定文化財を有する自治体間の連携と情報共
有を図るための全道組織への負担金 10

運営 指定文化財維持管理事業 継続 市指定史跡の草刈りと記念物である樹木の剪定費用 560

補助 伊達市仙台神楽保存会補助金 継続
伝統文化である仙台神楽の保存と継承を目的とした活
動費への補助金 81

運営 黄金小学校敷地内試掘調査事業 新規
黄金小学校の跡地利用の検討のため、埋蔵文化財の有
無を事前に把握する 1,372

運営 旧開拓記念館運営管理費 新規
旧開拓記念館・迎賓館の光熱水費及び機械警備、庭園
内樹木の剪定費用 1,277

市民 文化財審議会 継続
市指定文化財の登録・変更・廃止について審議する専
門家の会議 94

運営 北黄金貝塚運営管理事業 継続 史跡内の草刈りや施設の維持管理費 2,975

市民 縄文遺跡世界遺産登録推進事業 継続
北黄金貝塚を含む縄文遺跡の世界遺産登録にかかる資
料作成とPR事業への負担金及び会議旅費 1,446

市民 カムイノミ・イチャルパ祭開催経費 新規
噴火湾文化研究所内で保管している古人骨への慰霊の
ためにアイヌ文化の伝統儀式を行う 279

市民 噴火湾文化調査研究事業 継続
ニューズレター『噴火湾文化』の発行と文化財の調
査・公開活用、東北大学との連携講演会にかかる経費 83

運営 埋蔵文化財収蔵庫整備事業 継続
埋蔵文化財を適切に保管・整理・展示・活用するため
の設備を整備する国庫補助事業 5,014

市民 北黄金貝塚公開活用事業 継続
国史跡である北黄金貝塚の内容と縄文文化の価値につ
いて伝える各種事業を実施。修学旅行生への解説、だ
て噴火湾縄文まつり、動物考古学セミナーなど

1,538

市民 伊達市開拓物語作成事業 継続
伊達市の開拓とアイヌ民族との接触の歴史を正しく後
世に伝えるため、わかりやすい児童書を刊行する。内
容は専門家に監修を依頼する

3,400

事業
区分

事　業　名 新・継 事　業　概　要
事業費
（千円）

市民
だて歴史文化ミュージアム活用スタート
アップ事業 継続

現在建設中のミュージアムを周知するための講演会の
開催と展示資料となる古文書の修理費用 2,370

平成３０年度　社会教育事業計画書〔総括表〕

事業名 【 歴史事業 】 担当課・係 生涯学習課文化財係



－５－

補助 伊達favoriteCLUB補助金 継続
会員相互の交流、他団体、市民との交
流や学習会を通じ、青年活動の活性化
を図る。

100

補助 伊達市教護会補助金 継続
市内小中高校の校外指導機関と連携
し、非行の未然防止を図るために研修
し、指導体制の充実を図る。

200

補助 伊達ボーイスカウト活動補助金 継続
ボーイスカウト活動を促進し、社会
的・人間的成長を図る。

30

市民
姉妹・歴史友好都市シニア
リーダー研修・交流会

継続

姉妹・友好都市の少年団体シニアリー
ダーが一堂に会し、情報交換・交流を
行い相互の親睦を深め資質向上を図る
※平成３０年度は伊達市が当番

535

市民 成人式 継続
カルチャーセンターにて、新成人の実
行委員会で検討した、式典及びアトラ
クション等を実施

189

市民 親子体験教室 親子クッキング 継続
小中学生までの児童生徒と保護者が一
緒に体験することを通して、青少年の
健全育成を目的に１回開催予定

20

市民 あそびましておめでとう 継続

他校及び異学年の児童が昔遊びや
ニュースポーツ・レクリエーションを
通して、日ごろ接する機会の少ない遊
びへの興味・関心を高め社会性を養う
ことを目的に１回開催予定

41

事業
区分

事　業　名 新・継 事　業　概　要
事業費
（千円）

市民 だてっ子　遊び学びの教室 継続
様々な体験や交流活動を通して青少年
の健やかな成長を育むことを目的に年
６回開催予定

301
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事業名 【 青少年事業 】 担当課・係 生涯学習課青少年・体育係



－６－

運営
まなびの里サッカー場
人工芝周囲改修事業

新規
人工芝グラウンド周囲の未舗装部分にゴムチッ
プ舗装を施工し、メンテナンスの労力軽減と使
い勝手の向上を図る。

11,513

運営
まなびの里サッカー場
運営事業

継続
人工芝サッカー場及び研修施設により市民の健
康増進と生涯学習の推進並びに有珠地区の振興
を図る。

6,514

運営
スポーツ施設
運営管理委託事業

継続

指定管理者制度の導入等により、体育施設の効
果的運営を図る。
※総合体育館（温水プール含む）、館山野球
場、Ｂ＆Ｇ海洋センター、武道館、関内パーク
ゴルフ場

123,890

運営 学校施設開放事業 継続
学校体育施設を市民の利用に供するため、施設
の維持管理を行う。
※市内小中学校体育館及びグラウンド

3,535

運営
まなびの里パークゴルフ場
運営管理委託事業

継続
指定管理者制度の導入等により、パークゴルフ
場の効果的運営を図る。 6,720

補助
おおたき国際ノルディック
ウォーキング大会補助金

継続
おおたき国際ノルディックウォーキング大会の
経費を補助し、大会の円滑な運営を図る。 300

運営
春一番
伊達ハーフマラソン事業

継続
ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞、車いす、小学生駅伝
※平成30年度から生涯学習課に事務局を設置 0

補助 スポーツ大会出場奨励助成金 継続
各種団体・サークルの全道大会以上への出場に
対し助成をし、団体の活性化と育成を図る。 2,000

補助
おおたき国際スキーマラソン
大会補助金

継続
おおたき国際スキーマラソン大会の経費を補助
し、大会の円滑な運営を図る。 5,000

補助 スポーツ少年団活動補助金 継続
スポーツ少年団の活動を促進し、スポーツを通
した青少年の健全育成を図る。 1,176

補助 中体連事業運営補助金 継続
中学校の体育部活動を助成し、生徒の経費負担
を軽減することにより活動の奨励及び部活動を
通した青少年の健全育成を図る。

3,000

補助 伊達市体育協会補助金 継続
体育協会及び加盟団体の活動を促進し、各種ス
ポーツの振興を図る。 1,278

補助
地域体育振興会
連絡協議会補助金

継続
地域体育振興会の活動を促進し、地域住民の健
康増進を図る。 876

運営 健康づくり指導者養成事業 継続 ふまねっと講習の指導員を養成する経費を計上 96

運営
スポーツ推進委員
被服購入事業

継続
スポーツ推進委員の活動に必要な被服（ジャー
ジ上下、ポロシャツ）をスポーツ推進委員規則
に基づき２年に一度更新する。

562

事業
区分

事　業　名 新・継 事　業　概　要
事業費
（千円）

運営
スポーツレクリエーション・
健康運動普及振興事業

継続
スポーツ推進委員の配置、各種スポーツ大会へ
の参加を奨励し、市民のスポーツレクリエー
ション及び健康運動の普及と振興を図る。

2,981
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事業名 【 スポーツ事業 】 担当課・係 生涯学習課青少年・体育係



－７－

負担
図書館ネットワークサービス
広域化事業負担金

継続
伊達・室蘭・登別の３市による「西い
ぶり広域図書館情報システム」に係る
経費の伊達市負担分

470

負担 日本図書館協会会費 継続
全国の公共図書館等の連携、協力及び
支援を図る組織への会費

23

負担 北海道図書館振興協議会会費 継続
道内公共図書館等の活動の振興を図る
ための組織への会費

15

0

運営 図書資料整備 継続
図書資料の充実を図るため、新刊本や
各種資料を購入する。図書 3,150冊他

5,775

運営 図書館運営管理費 継続 図書館の維持管理等に係る費用 8,647

市民 研修生受入事業 継続

図書館業務を体験することにより、図
書館への理解を深めてもらう。また、
研修生の勤労観、職業観の育成等に資
する。
※対象：中学生、高校生、短大生

0

市民 ブックスタート事業 継続

保護者と１、２歳児が絵本を介して触
れあいができるよう絵本を手渡し、子
育て支援を行う。また、乳幼児期から
絵本に親しむことで読書への関心・習
慣化を図る。

497

市民
伊東文庫・堀内文庫巡回
事業

継続
伊東氏、堀内氏から寄贈された新刊本
を市内全小学校へ巡回し、児童の読書
普及を図る。

0

運営 図書館運営協力会 継続

図書館の運営及び事業の充実を図るた
め、市民１０名による審議会を組織
し、必要に応じ教育長へ提言等を行
う。

113

運営 地域文庫事業 継続

図書館遠隔地へ、各地域と協働により
地域文庫を開設し、図書を寄託・巡回
し、地域住民への読書サービスの向上
に努める。５地域に開設

市民
小中学生読書感想文・感想画
事業

継続
小中学生の読書感想文・感想画の募集
を通じ、読書の普及を図る。

105

市民 読書普及促進事業 継続
幼児や児童を対象に、絵本の読み聞か
せ会、おはなし会及び子ども映画会を
とおして、読書の普及を図る。

60

市民 夏休み子ども工作教室 継続
工作本を参考に、自分で工作すること
で「作る」楽しさを覚える。

12

市民 だて図書館まつり 継続

秋の読書週間に合わせて、読書の普及
と読書活動を推進する。講演会、小学
生のためのお話し会、読書クイズ、お
すすめ本展示、人形劇他を実施。

87

事業
区分

事　業　名 新・継 事　業　概　要
事業費
（千円）

市民 子ども読書まつり  継続

子ども読書週間に合わせて、子どもの
読書活動を推進する。小学生子ども一
日司書体験、子ども向け展示及び絵本
の読み聞かせ会等スペシャルを実施。

0
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事業名 【 図書館事業 】 担当課・係 図書館

















胆振管内社会教育委員連絡
協議会研修会・永年勤続表
彰式（登別市）

教育委員会連絡協議会・胆振管内社会教
育主事会・胆社連協による合同研修会と
なる予定。

H30.11.未
委員３名
＋市職員

平成３０年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

－１－

小林議長

胆振管内社会教育委員連絡
協議会理事会・総会
（カルチャーセンター）

上部機関である胆社連協の理事会及び総
会。この会議終了後、事務局が伊達市か
ら登別市に移る。

H30.05.中
小林議長
森副議長

生涯学習課社会教育係

開催予定日
定員又は
来場見込

備　考事業名（会場） 事　業　概　要

北海道社会教育委員連絡協
議会理事会・総会
（かでる２・７）

上部機関である道社連協の理事会及び総
会へ、道社連協理事の伊達市社教委議長
が出席

H30.04.未

事業名

北海道社会教育研究大会後
志大会
（ルスツリゾートホテル）

社会教育委員及び関係職員を対象
とした研修会

H30.10.12～
H30.10.13

（１泊２日）

委員１名
＋市職員

【 社会教育委員関係事業 】 担当課・係

北海道社会教育委員長等研
修会（かでる２・７）

伊達市社会教育委員会議総
会（第２庁舎会議室１） 通常総会 H30.05.下

社会教育委員及び関係職員を対象
とした研修会

H30.07.上
（１泊２日）

小林議長
＋市職員



平成３０年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

事業名 【 生涯学習事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

市民講座〔全８講座〕
（カルチャーセンター等）

※全８講座中、日程及び内
容が確定しているのは、右
の３講座。

「（仮称）お父さんの家庭菜園講
座」全３回

H30.04.18
H30.04.25
H30.05.09

15 夜間

「伊勢物語～平安貴族の世界にふ
れる～第参の巻」全６回

5/10、5/17
5/24、5/31
6/07、6/14

15

「『夜間開催！』おいしいコーヒー
を淹れてみませんか？」全４回

 9/27、10/04
10/11、10/18 20 夜間

だて市民カレッジ
〔全５講座〕
（カルチャーセンター等）
※全５講座中、日程及び内
容が確定しているのは、右
の１講座。

「（仮称）市バスツアー道立近代
美術館」
※ブリヂストン展とシャーマンコ
レクション展を見学

H30.06.13 30 市バス

胆振女性リーダー養成研修
（埼玉県比企郡嵐山町）

男女共同参画推進フォーラムに市民３名
を派遣※胆振管内教育委員会連絡協議会
主催事業

H30.08.下 3 ３泊４日

男女共同参画社会づくり講
演会
（カルチャーセンター）

講師、講演内容は未定。 H30.09.未 100

女性プラザ祭
（かでる２・７）

札幌市で開催されるイベントに市
民参加者を集い参加する。

H30.11.未 市バス

男女共同参画パネル展
（カルチャーセンター）

カルチャーセンターロビーにて開催※パ
ネルは北海道立女性プラザより借用。 H31.03.未

伊達市長生大学
（カルチャーセンター・有
珠白鳥館）

◎伊達長生大学(活動拠点：カルチャー)
と有珠長生大学(活動拠点：白鳥館)の２
ヶ所で開校。
◎年間２１日の学習日で、午前が講演、
午後から実技。
◎学習日以外の活動としては、修学旅
行、見学旅行、運動会、学芸発表会、ボ
ランティア活動を行っている。
◎任意加入の部活（市管理外）もあり、
独自に活動している。

通年

伊達西小放課後子ども教室

◎安全安心な居場所の提供、地域住
民等が参画した学習機会の提供、心
豊かで健やかに育まれる環境づくり
を目的に開設。
◎学習日４回/月
※１～２年：２回/月
　３～６年：２回/月
◎体験１回/月（全学年合同）

通年
全学年  352名

登録数   68名

長和小放課後子ども教室
同上
平成３０年６月開設予定

通年
全学年   92名
登録見込 50名

－２－



アートギャラリー北海道
河村泳静所蔵
フランク・シャーマン
コレクション（選）

道教委が主管する、道内の美術館がネッ
トワークでつながり、双方向で美術品を
紹介・発信する「アートギャラリー北海
道」事業。
伊達市が寄託を受けているシャーマンコ
レクションの展示会を北海道立近代美術
館と北海道立三岸好太郎美術館で開催。

〔近美〕
H30.04.21～
H30.06.24

〔三岸〕
H30.07.07～
H30.09.02

巡回小劇場事業
（カルチャーセンター）

◎市内小中学生を対象とした舞台
芸術鑑賞事業。

小学校低学年（内容未定）

小学校高学年（内容未定）

中学校（内容未定）

H30.07.02(AM)

H30.07.17(PM)

H30.07.19(PM)

        800

        820

        890

引率教諭を
除いた人数

－３－

ジュニア美術セミナー
（アートビレッジ文化館）

小学校４年生から高校生を対象とした絵
画教室。初心者には絵画に興味を持って
もらう、中級者にはレベル向上を目的に
２日間の開催を予定。

未定
※２日間

20

（新規）幼児絵画教室
（アートビレッジ文化館）

幼児（幼稚園年長児）を対象とした絵画
教室。マーブリング等の幼児でもできる
技法を使って、絵を描くことに興味を
持ってもらうことを目的に開催。今年度
は、試験的に京王幼稚園児を対象に実施
することとした。

H30.05.未～
H31.02.未

（回数未定）
70

絵画教室「野田・永山塾」
（アートビレッジ文化館）

芸術監督の野田弘志氏と画家の永山優子
氏による、小学生から一般（大人）を対
象とした絵画教室。

通年 40

リアリズム絵画セミナー
（アートビレッジ文化館）

リアリズム絵画を志す人を対象としたセ
ミナーで、芸術監督の野田弘志氏、画家
の永山優子氏、外部講師が指導。

通年 15

岩崎淑ピアノコンサート
（カルチャーセンター）

伊達音楽アカデミーの関連事業として行
うピアノコンサート。 H30.09.01 500

小さな朗読会
（宮尾登美子文学記念館）

宮尾登美子氏の随筆を中心とした朗読会
で今年度は３回を予定。
※平成３０年９月末をもって閉館。

６月、８月
９月を予定

　　 各　50

市民総合文化祭
（カルチャーセンター）

市内の文化団体３７団体（予定）が参加
する文化祭。

H30.10.06～
H30.11.25

(来場見込)
      8,000

伊達音楽アカデミー
（カルチャーセンター）

講師にピアニストの岩崎淑氏を招聘し、
ピアノレッスンほかの音楽指導を一般公
開で行う。

H30.09.01～
H30.09.02

6

市民サークルまつり
（カルチャーセンター）

市内のサークル団体１４団体（予定）が
参加する作品展示会。

H30.09.21～
H30.09.23

(来場見込)
        800

平成３０年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

事業名 【 文化芸術事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考



－４－

文化財防火デー
（善光寺・三戸部家住宅）

重要文化財を火災から守るための
消防訓練

未定 50

考古学カフェ2018（札幌駅
前通り地下歩行空間）

北海道縄文のまち連絡会の主催と
して札幌市で開催する道内各地の
遺跡を紹介するイベント

未定 10,000

学術連携講演会（東北大学
東北アジア研究センター）

東北大学と連携した市民向けの講
演会

未定 80

七夕まつり（迎賓館）
市有形文化財の迎賓館を活用した
七夕イベント

H30.08.04 100

スタートアップ講演会①
（カルチャーセンター）

文化館建設の周知のための博物館
講座

未定 200

スタートアップ講演会②
（カルチャーセンター）

文化館建設の周知のための博物館
講座

未定 200

だて噴火湾縄文まつり
（史跡北黄金貝塚公園）

縄文文化を学び、楽しむイベント
として実施

H30.08.25～
H30.08.26

1,000

緑丘高校縄文学習（緑丘
高・史跡北黄金貝塚公園）

緑丘高校の敷地内の遺跡や市内の
遺跡についての学習

H30.10.未 160

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

動物考古学セミナー（伊達
市噴火湾文化研究所）

動物標本や貝塚から出土した魚や
動物の骨を用いたワークショップ

未定 20

平成３０年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

事業名 【 歴史事業 】 担当課・係 生涯学習課文化財係



－５－

成人式
（カルチャーセンター）

市民憲章朗読、成人の誓い、ビデオ
レター、バンドコンサート等。
〔協力団体〕
伊達favorite CLUB
伊達市長生大学

H31.01.13 300

道南ジュニアリーダー
コース（ネイパル森）

道教委主催の中高生を対象とした宿
泊リーダー研修会で、伊達市からは
３名の高校生を派遣予定。

H30.07.下
（２泊３日）

3

姉妹・歴史友好都市シニ
アリーダー研修・交流会
（伊達市）

姉妹・歴史友好都市である、宮城県
亘理町、山元町、柴田町、福島県新
地町、伊達市の中高生シニアリー
ダーが一堂に会し研修・交流する。
※２年おきに伊達市で開催。次回の
伊達市開催は２０２１年

〔協力団体〕伊達シニアクラブ

H30.08.上
（２泊３日）

  30名前後

うち伊達市から
の参加者　６名

あそびましておめでとう
（みらい館）

小学生を対象とした事業。事業内容
については、昔遊び、ニュースポー
ツ、お雑煮昼食を予定。
〔協力団体〕
伊達シニアクラブ
つどいサークル「ドロップ」
伊達市長生大学

H31.01.下 40

平成３０年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

事業名 【 青少年事業 】 担当課・係 生涯学習課青少年・体育係

だてっ子
遊び・学びの教室
（会場未定）

小学生を対象とした体験交流事業
（内容未定）
〔協力団体〕
つどいサークル「ドロップ」他
※全６回開催予定

未定 各　40 

親子体験教室
「親子クッキング」
（会場未定）

小中学生とその保護者を対象とした
親子参加型の体験事業（内容未定）

H30.11.下 32人(16組)

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考



－６－

春一番伊達ハーフマラ
ソン（メイン会場：
だて歴史の杜公園）

ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞、車い
す、小学生駅伝

H30.04.15 4,000

おおたき国際スキーマ
ラソン（大滝総合運動
公園）

15㎞、7㎞、5㎞、3㎞ H31.02.未 600

おおたき国際ノル
ディックウォーキング
（大滝総合運動公園）

12㎞、6㎞、3㎞ H30.07.上 400

平成３０年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

事業名 【 スポーツ事業 】 担当課・係 生涯学習課青少年・体育係

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考



－７－

ブックスタート
　　　　・ステップ
(図書館)

２歳児を対象とした、絵本の読み
聞かせ及び絵本の配布を実施

年３回
５日間１クール
７・10・２月

延べ
　　　 181

地域文庫配本
(各地域文庫5箇所）

各地域文庫へ半年毎に２５０冊を
配本

各文庫
年２回入替

　　 －

ブックスタート
(保健センター）

保健センターで実施する乳幼児健
康栄養相談（１歳児対象）の際
に、絵本の読み聞かせ及び絵本の
配布を実施

   毎月１回

  乳幼児健康
  栄養相談日

延べ
　　　 172

絵本の読み聞かせ会
(図書館)

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊
び等を実施

毎月
第２、第４

水曜日

延べ
       530

保護者含

子ども映画会
(図書館)

子ども向け映画会の上映
毎月

第２、第４
土曜日

延べ
　　　 360

保護者含

小中学生読書感想文・
感想画表彰式(図書館)

小学生の部入賞者の表彰及び代表
3名による発表

H31.02.16
応募　 200
表彰　　48

おはなし会
(図書館)

小学校低学年向けのおはなし、絵
本の読み聞かせ等を実施

毎月
第１土曜日

延べ
　　　 120

保護者含

夏休み子ども工作教室
(図書館)

小学校低学年向けの工作教室 H30.07.27 　　　　20

だて図書館まつり
(図書館)

講演会、小学生のためのお話会、
読書クイズ、おすすめ本展示他

H30.10.26～
H30.11.04

期間計
　 　2,000

伊東文庫・堀内文庫巡
回事業(市内全小学校)

伊東氏、堀内氏からの寄贈児童書
を各校(１０校)に３週間程度巡回

H30.06.15～
H31.03.22

－

七夕飾りづくり
(図書館)

長さ４ｍの笹を設置し、子ども達
が期間中書いた短冊を飾る。

H30.07.05～
H30.08.07

期間計
　　 　200

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

子ども読書まつり
(図書館)

子ども一日司書、子ども向け展示他
H30.04.20～
H30.04.29

期間計
　 　1,800

平成３０年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

事業名 【 図書館事業 】 担当課・係 図書館





議案第 号 

   だて歴史文化ミュージアム条例 

  平成30年２月27日提出 

伊達市長 菊 谷 秀 吉 

 

だて歴史文化ミュージアム条例 

（設置） 

第１条 歴史、文化、芸術等に関する資料を総合的に収集し、保管し、及び展示し、並びにこれらに

関する調査研究及びその成果の普及を行うことにより、教育、学術及び文化の振興を図るため、博

物館法（昭和26年法律第2 8 5号）第18条の規定に基づき、だて歴史文化ミュージアム（以下「ミュ

ージアム」という｡)を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 ミュージアムの名称、構成施設及び位置は、次のとおりとする。 

名  称 構成施設 位  置 

だて歴史文化ミュージアム 本館 伊達市梅本町57番地１ 

体験学習館 

宮尾登美子記念アートホール 

（管理） 

第３条 ミュージアムは、伊達市教育委員会（以下「教育委員会」という｡)が管理する。 

（業務） 

第４条 ミュージアムは、次に掲げる業務を行う。 

(1) 歴史、文化、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料（以下「ミュージアム資料」とい

う｡)の収集、保管及び展示に関すること。 

(2) ミュージアム資料の調査及び研究に関すること。 

(3) ミュージアム資料に係る展示会、講座、体験学習会等の開催による教育普及に関すること。 

(4) ミュージアム資料に係る情報の収集、提供及び発信に関すること。 

(5) ミュージアム資料の解説書、目録並びに調査及び研究に係る報告書等の作成及び頒布に関する

こと。 

(6) その他ミュージアムの設置目的を達成するために必要な業務 

（職員） 

第５条 ミュージアムに、館長、学芸員その他必要な職員を置く。 

 （開館時間及び休館日） 

第６条 ミュージアムの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に認め

たときは、構成施設ごとにこれを変更し、又は別に休館日を設けることができる。 

(1) 開館時間 午前９時から午後５時まで 

(2) 休館日 

ア 月曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第1 7 8号）に規定する休

日（以下「休日」という｡)に当たるときは、当該日の直後の休日でない日 

イ １月１日から同月５日まで及び12月31日 

（観覧料） 



第７条 ミュージアムの常設展示又は特別展示を観覧する者（以下「観覧者」という｡)は、別表第１

に定める料金（以下「観覧料」という｡)を納入しなければならない。 

２ 市長は、別に定める場合に限り、観覧料を減額し、又は免除することができる。 

３ 観覧者は、観覧料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、

この限りでない。 

４ 市長は、既に納入された観覧料を還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、

観覧料を還付することができる。 

 （サービス利用料） 

第８条 ミュージアムで開催する体験学習に参加する者又はミュージアムのガイドを希望する者は、

別表第２に定める料金（以下「サービス利用料」という｡)を納入しなければならない。 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、サービス利用料について準用する。 

（利用の承認） 

第９条 ミュージアムの施設のうち別表第３の左欄に掲げる構成施設（以下「体験学習館等」とい

う｡)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受け

た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認（以下「利用承認」

という｡)をしないことができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) ミュージアムの施設、設備、備品、展示品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると

認められるとき。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定

する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると

認められるとき。 

(4) その他ミュージアムの管理運営上支障があると認められるとき。 

３ 教育委員会は、利用承認をする場合において、ミュージアムの管理運営上必要があると認めたと

きは、その利用について条件を付することができる。 

（利用の制限） 

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項若しくはその条件を変

更し、又は利用承認を取り消し、又は体験学習館等の利用の制限若しくは中止を命ずることができ

る。 

(1) 前条第２項各号のいずれかに該当するとき。 

(2) 利用承認を受けた者（以下「利用者」という｡)が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反

したとき。 

 (3) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。 

 (4) 利用者が、偽りその他不正な手段により利用承認を受けたとき。 

(5) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。 

(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。 

（施設使用料等） 

第11条 利用者は、別表第３に定める料金（以下「施設使用料等」という｡)を納入しなければならな

い。 



２ 第７条第２項から第４項までの規定は、施設使用料等について準用する。 

 （目的外の利用等の禁止） 

第12条 利用者は、利用承認を受けた目的以外に体験学習館等を利用し、又はその利用する権利を譲

渡し、若しくは転貸してはならない。 

（原状回復） 

第13条 利用者は、体験学習館等の利用を終了したとき、又は第10条の規定により利用承認を取り消

され、若しくは利用の中止を命じられたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第14条 故意又は過失によりミュージアムの施設、設備、備品、展示品等を汚損し、損傷し、又は滅

失した者は、その損害を市長に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認め

たときは、この限りでない。 

（入館の制限） 

第15条 教育委員会は、ミュージアムの管理運営上支障があると認めた者に対し、ミュージアムへの

入館を拒否し、又はミュージアムからの退館を命ずることができる。 

（委任） 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

 (1) 附則第３項、附則第６項（議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

（昭和39年条例第13号）第３条第12号の改正規定に限る｡)、附則第10項及び附則第11項の規定 

平成30年４月１日 

 (2) 附則第５項及び附則第６項（議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条

例第３条第24号の改正規定に限る｡)の規定 平成30年10月１日 

（準備行為） 

２ 利用承認の手続その他ミュージアムを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前にお

いても、行うことができる。 

（伊達市開拓記念館条例の廃止） 

３ 伊達市開拓記念館条例（平成12年条例第20号）は、廃止する。 

 （黎明観条例の廃止） 

４ 黎明観条例（平成20年条例第３号）は、廃止する。 

（宮尾登美子文学記念館・地域文化館条例の廃止） 

５ 宮尾登美子文学記念館・地域文化館条例（平成20年条例第４号）は、廃止する。 

（議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正） 

６ 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第３条第12号を次のように改める。 

  (12) 削除 

  第３条第24号を次のように改める。 

  (24) 削除 



７ 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第３条中第12号を削り、第13号を第12号とし、第14号から第21号までを１号ずつ繰り上げ、第22

号を削り、第23号を第21号とし、第24号を削り、第25号を第22号とし、第26号から第39号までを３

号ずつ繰り上げ、同条に次の１号を加える。 

  (37) だて歴史文化ミュージアム １年 

 （伊達市文化財保護条例の一部改正） 

８ 伊達市文化財保護条例（昭和45年条例第13号）の一部を次のように改正する。 

  本則（第７条を除く｡)中「または」を「又は」に改める。 

第７条中「または」を削り、「解除しようとするとき」の次に「、又は博物館法（昭和26年法律

第2 8 5号）第20条第２項の規定によりだて歴史文化ミュージアムの運営に関し必要が生じたとき」

を加える。 

（伊達市都市公園条例の一部改正） 

９ 伊達市都市公園条例（昭和61年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、同項

に次の１号を加える。 

(5) だて歴史文化ミュージアム だて歴史文化ミュージアム条例（平成 年条例第 号） 

 （伊達市情報公開条例の一部改正） 

10 伊達市情報公開条例（平成10年条例第33号）の一部を次のように改正する。 

  第23条中「、伊達市開拓記念館」を削る。 

（伊達市個人情報保護条例の一部改正） 

11 伊達市個人情報保護条例（平成16年条例第26号）の一部を次のように改正する。 

  第41条第２項中「、伊達市開拓記念館」を削る。 

別表第１（第７条関係） 

 観覧料 

展示の区分 料金の区分 料金 

常設展示 未就学児 無料 

小学生及び中学生 2 0 0円 

上記以外の者 3 0 0円 

特別展示 5,000円を超えない範囲内で市長が定める額 

別表第２（第８条関係） 

 サービス利用料  

サービスの区分 料金 

体験学習 3,000円を超えない範囲内で市長が定める額 

ガイド 1,000円を超えない範囲内で市長が定める額 

別表第３（第９条、第11条関係） 

 施設使用料等 

構成施設の区分 施設使用料 暖房料 

午前 午後 全日  

午前９時から 午後１時から 午前９時から １時間当たり 



 正午まで 午後５時まで 午後５時まで  

体験学習館（藍工房） 1,000円 1,300円 2,000円 200円 

宮尾登美子記念アート

ホール（アトリエ） 

１日 10,000円  

備考 

   １ 入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するものを徴収する場合は、施設使用料を10

割増しとする。 

   ２ 体験学習館（藍工房）を販売用藍染作品製作の目的で利用する場合は、施設使用料を５割

増しとする。 

   ３ 暖房料を徴収する期間は、10月20日から翌年４月30日までとする。ただし、市長が認めた

ときは、期間を変更することができる。 

   ４ 備付物件の使用料は、徴収しないものとする。 

５ 特別設備等を使用した場合は、市長の定めるところにより、その使用に係る実費相当額を

徴収することができる。 


