
様式第２号（第３条関係） 

 

審 議 会 会 議 録 

会 議 名 称 平成 27 年度 第３回伊達市社会教育委員会議 

議 題 平成 28 年度社会教育関係事業計画ほか 

開 催 日 時 平成 28 年２月 26 日（金）18 時 25 分から 19 時 40 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 10名、教育委員会職員８名：出席者計 18 名 

※欠席委員２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 

 

２．教育長挨拶   道教委でも伊達市長の発信力は注目されており、社会教育事業に 

ついても注目されている。伊達市の社会教育事業に今後もご協力を 

お願いしたい。   

                  

３．議 事 

（１）報告第１号 会議等出席報告 

          市教委より、平成 27 年度（今年度）開催され出席した社会教育 

委員に関する会議（全４回）について報告。11 月に開催された胆振 

管内社会教育委員連絡協議会（胆社連）の研修会は、平成 28 年度 

（来年度）は胆社連事務局を伊達市が持つため地元開催となるの 

で、平日の日中の会議ですが、委員皆様の参加をお願いしたい。 

          

（２）報告第２号 平成 28 年度社会教育事業計画 

          市教委各担当職員より、次年度の主要事業の予算及び事業計画に 

ついて説明。 

 

≪質疑≫ 

〔Ａ委員〕 青少年事業とアートビレッジ事業で、絵画の同じような事業がある。 



〔市教委〕 今まではアートビレッジ事業として実施していたが、高レベルなものを 

     アートビレッジ、一般小中学生を対象としたものを青少年事業に整理した。 

〔Ｂ委員〕 関内パークゴルフ場のコース整備の考えはあるのか。 

〔市教委〕 指定管理者と協議した上で考えていきたい。 

〔Ｃ委員〕 旧体育館跡地にできた建物について教えてほしい。 

〔市教委〕 市民活動センターということで４月にオープンする総務課所管の施設で、 

様々な市民活動のほか、期日前投票等の臨時的な市の業務に使用する施設で 

す。 

〔Ｄ委員〕 スポーツ少年団への補助金だが、伊達市民ではない子どもたちが何名いる 

のか把握しているのか。また、その子どもたちも補助金の算定基礎になって 

いるのか。補助金自体を削減とは思っていないが、市教委の考えを教えてほ 

しい。 

〔市教委〕 全部で少年団は 27 団体あるが、補助金については、少年団本部に一括交 

付で本部から各少年団に再配分している。算定基礎は団員数や指導者人数で 

決まるが、伊達市民以外が何人いるかは把握していないが。推測ではあるが、 

伊達市民以外の団員は少ないと思われるし、団員のほとんどが伊達市民以外 

という団体はないと思う。 

〔Ｅ委員〕 総合文化館のスタートアップ事業はいつから行っていたのか。総合文化館 

の建設理由は、開拓記念館の老朽化によるものなのか。また、どのように活 

用していくのか。 

〔市教委〕 スタートアップ事業は今年度からで、カルチャーセンターでの模擬展示や 

12 月と１月に講演会を行いました。総合文化館の主な建設理由は、開拓記 

念館の老朽化と収蔵施設の整備です。活用については、１階が一般展示や修 

学旅行生の受け入れ等の多目的スペースで、２階が特別展示会場となる予 

定です。 

〔Ｅ委員〕 教育委員会が行っている合同表彰式だが、選考はどのように行っているの 

か。北海道表彰とか上がっていくようなものなのか。また、広報紙やメディ 

ア等で記事を見たことがないし、この会議でも表彰者についての情報提供が 

ない。広報紙等で取り上げられることで、励みになると思うのだが。 

〔市教委〕 伊達市が独自の表彰規定により行っている表彰で、小中学校や関係団体に 

推薦依頼を行い表彰している。独自の表彰であるため、北海道表彰等に上が 

っていく性質のものではない。条例で定める功労表彰等とは違い、規定に合 

致していていれば表彰するため、選考委員会は設置していない。広報紙掲載 

等に関しては指摘のとおりですので、紙面等関係もありますが、次回表彰に 

おいては検討します。 

 

４．その他 

〔市教委〕 胆社連より、一般社団法人全国社会教育委員連合存続のため、各市町村の 

社会教育委員から１任期２千円の任意寄付をお願いしたいので各委員にア 

ンケート調査を行い市町村で集約し報告してほしい旨の通知があったが、議 

長（伊達市社会教育委員会議議長）とも相談し、全国組織の存続を任意寄付 

に頼ることへの疑義とアンケート方法について問題があるということで、ア 

ンケート調査は行わず、その旨、胆社連に報告した。進展があれば、別途報 

告します。 

 

５．閉 会 

 



平成２７年度 

第３回伊達市社会教育委員会議 

 

 
開催日時：平成２８年２月２６日（金）午後６時３０分～ 

会  場：伊達市役所第２庁舎２階〔会議室１〕 
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４．そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．閉  会 



【報告第１号】 

 

 

会 議 等 出 席 報 告 

会 議 名 開催日〔開催場所〕 出 席 者 

会  議  内  容 

平成２７年度胆振管内社会教育委員

連絡協議会役員会及び総会 

平成２７年 ５月２２日 

〔室蘭市〕 

中澤議長（胆社連理事） 

佐藤事務局員 

①平成２６年度事業報告・決算報告、平成２７年度事業計画・事業予算について審議承認。 

②平成２９年度開催の全国大会（札幌市で開催）の進捗状況報告。 

③平成２７年度役員〔胆社連副会長：中澤議長、胆社連理事：森副議長、道社連評議員：中

澤議長〕 

④平成２８～２９年度役員〔胆社連会長：中澤議長、胆社連理事：森副議長、道社連理事：

中澤議長〕 

※胆社連及び道社連の役員については、充て職となっています。 

平成２７年度第３５回北海道社会教

育委員長等研修会 

平成２７年 ７月 ６日 

～７日〔室蘭市〕 
中澤議長 

①社会教育委員についてのオリエンテーション  

②講演（人間牧場主・年輪塾塾長：若松真一氏） ③分科会 

第５５回北海道社会教育研究大会（日

高大会）兼全国社会教育委員連合北海

道ブロック大会 

平成２７年１０月２２日 

～２３日〔浦河町〕 

中澤議長 

佐藤事務局員 

①平成２７年度北海道社会教育委員連絡協議会表彰  

②基調講演（百五銀行営業渉外部・まちの宝創造アドバイザー：岸川政之氏）  

③分科会 ④パネルディスカッション  

⑤記念講演（元女子ソフトボール日本代表監督：宇津木妙子氏） 

平成２７年度胆振管内社会教育委員連絡

協議会表彰式及び研修会兼平成２７年度

第４回胆振管内社会教育主事等研修会 

平成２７年１１月１７日 

〔室蘭市〕 

中澤議長 

小林委員、笠井委員 

佐藤事務局員 

①胆振管内社会教育委員連絡協議会表彰式  

②講演（百五銀行営業渉外部・まちの宝創造アドバイザー：岸川政之氏）  

③グループワーク 

 

 

 

平成２８～２９年度の胆社連事務局は伊達市（会長は中澤議長）となっています。胆社連

主催の研修会は伊達市で開催することになりますので、委員の皆様の積極的な参加をお願い

します。【伊達社教事務局より】 



【報告第２号】

事業名 新・継 事業費(千円)

【社会教育事業関係〔社会教育委員関係〕】

平成２８年度　社会教育事業計画〔総括表〕

担当課・係　生涯学習課社会教育係

事業内容

社会教育委員会議関係事業 継続
伊達市社会教育委員会議や伊達市で開
催される胆社連研修会への出席委員へ
の報酬の他、各種会議への出張旅費

508

北海道社会教育委員連絡協議
会負担金（年会費）

継続 社会教育委員数（12名）×3,000円 36

胆振管内社会教育委員連絡協
議会負担金（年会費）

継続 規約により市は20,000円 20



事業名 定員又は参

（会場） 加予定人数

道社連総会

札幌市

第１回社会教育委員会議

伊達市役所第２庁舎

第１回道社連理事会

札幌市

第２回社会教育委員会議

伊達市役所第２庁舎

胆社連研修会

カルチャーセンター

第３回社会教育委員会議

伊達市役所第２庁舎

第４回道社連理事会

札幌市
H29.02.未

中澤議長
佐藤事務局員

本年度事業実績報告(中間報告)
及び次年度事業計画のための意
見聴取

H28.10.未 全委員

※総括表の事業のうち、施設管理事業や補助金交付事業を除いた事業を記載

本年度事業実績報告及び次年度
事業計画(素案)の報告

H29.02.未 全委員

H28.10.未
中澤議長
佐藤事務局員 １泊

当番で伊達市で開催。内容未定 H28.11.未 全委員

平成２８年度　社会教育事業計画〔日程表〕

担当課・係　生涯学習課社会教育係

【社会教育事業関係〔社会教育委員関係〕】

全委員

胆社連第１回理事会及
び総会（室蘭市役所）

中澤議長
森副議長
佐藤事務局員

道社連総会、胆社連総会の報告
及び本年度事業計画の報告

H28.06.未

道社連理事に胆社連会長が当た
ることになっている。

H28.04.未
中澤議長
佐藤事務局員

役員改選年度であり、会長に中
澤議長、理事に森副議長が就任
予定

社会教育委員長等研修
会兼第２回道社連理事
会（札幌市）

北海道社会教育研究大
会兼第３回理事会
（富良野市）

事業概要 開催予定日 備考

H28.06.未
中澤議長
佐藤事務局員

H28.05.未

H28.07.未
中澤議長
佐藤事務局員 １泊



事業名 新・継 事業費(千円)

カルチャーセンター大ホール
音響設備更新事業

新規

ワイヤレスマイクの破損や受信機の故
障で大ホールのワイヤレスマイクが２
本しか使用できないことから、設備を
更新する。

4,612

カルチャーセンター建物診断
等業務委託料

新規

カルチャーセンターについては築２０
年が経ち老朽化が目立ってきたため、
建物診断及び中長期修繕計画を作成す
るための委託料

10,379

カルチャートイレ改修工事 新規

カルチャーセンターの全トイレをウォ
シュレット付き洋式トイレに改修し、
大ホール身障者トイレもオストメイト
対応に改修する。

10,466

児童生徒文化・スポーツ振興
事業補助金

継続
小中学生が出場する文化・スポーツの
大会（全道大会以上）への助成事業

6,000

カルチャーセンター維持管理
委託料（指定管理委託料）

継続
カルチャーセンターの指定管理に係る
委託料

101,321

男女共同参画社会づくり推進
事業

継続
男女共同参画に関する講演会等の開催
や、札幌市で開催される女性プラザ祭
（市バス利用）への参加

197

マイプラン・マイスタディ事業 継続
市内の団体やサークルが開催する講演
会等の講師謝礼金の上限２万５千円を
助成する事業

125

胆振女性リーダー養成研修事業 継続

（独)国立女性教育会館主催「男女共同参
画推進フォーラム」（埼玉県）に胆振管内
教育委員会連絡協議会の研修事業として、
市内で活躍している市民３名を派遣

241

高齢者教室事業 継続

伊達市長生大学〔伊達長生大学（６３歳以
上）、有珠長生大学（６０歳以上）〕を開設
し、学習・スポーツ・レクリエーション・ボラ
ンティア活動等を行っている。

511

平成２８年度　社会教育事業計画〔総括表〕

担当課・係　生涯学習課社会教育係

市民講座開設事業 継続
生涯学習の機会や学習活動を通じた仲
間づくりの機会の提供のため開設する
講座。全８講座を予定

328

【社会教育事業関係】

事業内容

だて市民カレッジ開設事業 継続

市民で構成される企画・運営委員会に
より生活に関わりのある地域的及び現
代的課題をテーマに専門知識を有する
講師を招へいして学習するもの。全５
回を予定

330



事業名 定員又は参
（会場） 加予定人数

市民講座（第１講座）

カルチャーセンター

市民カレッジ（第１講座）

カルチャーセンター
市民カレッジ（第２講座）

行き先：蘭越町

市民カレッジ（第３講座）

カルチャーセンター
胆振女性リーダー養成研修

カルチャーセンター

市民カレッジ（第４講座）

カルチャーセンター
市民カレッジ（第５講座）

カルチャーセンター

女性プラザ祭
札幌市（かでる２・７）
社会教育関係合同表彰式

カルチャーセンター

男女共同参画パネル展
カルチャーセンター
市民講座（第４～８講座）

カルチャーセンター
伊達市長生大学

◎伊達長生大学
活動拠点：カルチャーセンター
◎有珠長生大学
活動拠点：有珠白鳥館
年間約２０日の授業があり、講会や実
技講習（軽体操、ペン習字等）を行っ
ている他
、修学旅行（１泊）、見学旅行、運動
会、学芸発表会、ボランティア活動等
を行っている。

通年
伊達 257人
有珠  15人

※総括表の事業のうち、施設管理事業や補助金交付事業を除いた事業を記載

内容未定

カルチャーセンターロビーにてパ
ネル展を開催

H29.03.上 －

◎芸術文化表彰
◎スポーツ賞表彰
◎体力づくり運動功労者行賞
上記について、功績が顕著であっ
た個人・団体を表彰

H29.02.中 －

男女共同参画に関するイベントで
参加市民を集い市バスで参加

H28.11.上 33 市バス

市民講座（第３講座） コーヒーについて、意外に知られ
ていない知識・おいしいコーヒー
の淹れ方を学ぶ全３回の講座

H28.11.07
H28.11.14
H28.11.21

15
カルチャーセンター

内容未定 H28.10.下 60

内容未定 H28.09.下 60

埼玉県（比企郡嵐山町：国立女性
教育会館）で開催される「男女共
同参画推進フォーラム」に市民３
名を派遣する。

H28.08.下
(２泊３日)

3

内容未定 H28.08.下 60

参加市民を集い蘭越町周辺の文
化施設等を巡るバスツアー

H28.07.中 33 市バス

カルチャーセンター

内容未定 H28.06.未 60

平成２８年度　社会教育事業計画〔日程表〕

担当課・係　生涯学習課社会教育係

【社会教育事業関係】

事業概要 開催予定日 備考

家庭菜園教室で、春からの作付
のための全２回の講座

H28.04.15
H28.04.19

10

市民講座（第２講座）
木材を素材とし、小物を２作品
を作製する全４回の講座

H28.06.06
H28.06.13
H28.06.20
H28.06.27

7



事業名 新・継 事業費(千円)

伊達市文化協会補助金 継続
市内３１の文化団体が加盟する伊達市
文化協会への補助金

527

芸術文化振興事業補助金 継続

伊達市が共催事業として開催している文化
公演事業で、共催相手であるＮＰＯ法人伊
達メセナ協会と総合企画ＦＭＡに補助金を
交付

4,320

芸術文化賞受賞事業 継続
文化振興に貢献があった市内の団体及
び個人に対する授賞式に要する経費

70

芸術文化振興事業 継続

◎市内小中学生を対象としたカル
チャーセンター大ホールで開催する舞
台鑑賞会（巡回小劇場）
◎３市持ち回りで開催している舞台芸
術鑑賞事業（西いぶり定住自立圏文化
事業：平成２８年度は登別市で開催）
の負担金１００万円

2,957

市民総合文化祭経費 継続

伊達市文化協会加盟団体が中心となっ
た作品展や、市民音楽祭・ふるさと伊
達芸能まつりを１０月から１１月の
２ヶ月わたり開催

152

市民サークルまつり 継続

伊達市内で活動するサークルの作品を
一堂に展示。実行委員会形式で開催し
ており、会場使用料（カルチャーセン
ター使用料）は公用免除扱いで市費持
ち出しはない。

　　　-

3,126

平成２８年度　社会教育事業計画〔総括表〕

担当課・係　生涯学習課社会教育係

【芸術文化事業関係】

事業内容

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維持管理及び
各種事業に係る経費



事業名 定員又は参

（会場） 加予定人数

第38回小さな朗読会

宮尾登美子文学記念館

第39回小さな朗読会

宮尾登美子文学記念館

巡回小劇場（中学生）

カルチャーセンター

巡回小劇場（小低学年）

カルチャーセンター

巡回小劇場（小高学年）

カルチャーセンター

市民サークルまつり

カルチャーセンター

第40回小さな朗読会

宮尾登美子文学記念館

市民総合文化祭

カルチャーセンター

第41回小さな朗読会

宮尾登美子文学記念館

第42回小さな朗読会

宮尾登美子文学記念館

※総括表の事業のうち、施設管理事業や補助金交付事業を除いた事業を記載

西いぶり定住自立圏文化
公演（登別市市民会館）

西いぶり定住自立圏文化事業とし
て３市持ち回りで開催している文
化公演事業。平成２８年度は登別
市で開催されるが内容は未定

－

宮尾文学作品の朗読会 H28.11.未 30

宮尾文学作品の朗読会 H28.10.未 30

◎文化協会加盟団体の作品展示
◎市民音楽祭
◎ふるさと芸能まつり・・・等

H28.10.上～
H28.11.下

－

宮尾文学作品の朗読会と
講演会（または演奏会）

H28.09.未 70

市民サークルの作品展示等
H23.09.03～
H28.09.04

－

午後公演で、内容は劇団四季に
よるミュージカル。演目未定

H28.09.15 920 引率含む

午前公演で、内容はパフ・ファ
ミリーによる音楽ステージ

H28.08.25 960 引率含む

午後公演で内容は未定 H28.08.23 970 引率含む

平成２８年度　社会教育事業計画〔日程表〕

担当課・係　生涯学習課社会教育係

宮尾文学作品の朗読会 H28.07.未 30

宮尾文学作品の朗読会 H28.06.未 30

【芸術文化事業関係】

事業概要 開催予定日 備考



事業名 新・継 事業費(千円)

美術品等受託事業 継続
伊達市アートビレッジ文化館にて受託
等している絵画・美術品等の公開や管
理に係る経費

253

アートビレッジ文化館運営管
理費

継続
伊達市アートビレッジ文化館の維持管
理経費（電気・ガス・水道・灯油料金
及び清掃等の委託料）

7,742

19,072

平成２８年度　社会教育事業計画〔総括表〕

担当課・係　生涯学習課　社会教育係

【アートビレッジ事業関係】

事業内容

アートビレッジ事業 継続
伊達市アートビレッジ文化館の一部管
理及びアートビレッジ事業実施に係る
委託料



事業名 定員又は参
（会場） 加予定人数

岩崎淑コンサート

カルチャーセンター

※総括表の事業のうち、施設管理事業や補助金交付事業を除いた事業を記載

岩崎淑氏、若手演奏家とのコンサート H28.08.21 200

伊達音楽アカデミー
ピアニスト岩崎淑氏を講師に迎
えピアノ独奏、他の楽器とのア
ンサンブルに磨きをかけようと
する方を指導、レッスンを一般
公開

H28.08.19
H28.08.20

6

カルチャーセンター

リアリズム絵画セミナー 芸術監督野田弘志画伯、永山優
子氏、外部より講師を招聘しリ
アリズム絵画を志す人を対象と
した絵画指導を通年で実施

通年 15

アートビレッジ文化館

平成２８年度　社会教育事業計画〔日程表〕

担当課・係　生涯学習課社会教育係

絵画教室『野田・永山』塾 芸術監督野田弘志画伯、永山優
子氏による小、中、高校生、大
人を対象とした絵画指導を通年
で実施

通年 40
アートビレッジ文化館

【アートビレッジ事業関係】

事業概要 開催予定日 備考



事業名 新・継 事業費(千円)

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

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。

308

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

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

（仮称）伊達ジュニア美術セ
ミナー

新規
小中学生を対象に鉛筆・水彩デッサン
の体験教室を実施

379

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

110

【青少年事業関係】

588

成人式 継続
カルチャーセンターにて、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

233

平成２８年度　社会教育事業計画〔総括表〕

新春　みんなで百人一首 継続
北海道の文化遺産である下の句歌留多
を通して、世代間交流と親睦を目的に
１回開催予定

0

第20回姉妹・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
※Ｈ２８年度は宮城県亘理町にて開催

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

担当課・係　生涯学習課青少年・体育係

事業内容

だてっ子　遊び学びの教室 継続



事業名 定員又は参

（会場） 加予定人数

第１回だてっ子 遊び学びの教室

未定

第２回だてっ子 遊び学びの教室

未定

第３回だてっ子 遊び学びの教室

開拓記念館ほか

第４回だてっ子 遊び学びの教室

未定

第５回だてっ子 遊び学びの教室

未定

第６回だてっ子 遊び学びの教室

未定

成人式

カルチャーセンター

親子体験教室「親子クッキング」

保健センター

新春みんなで百人一首

武道館

あそびましておめでとう

未定

（仮称）伊達美術セミナー

未定

※総括表の事業のうち、施設管理事業や補助金交付事業を除いた事業を記載

鉛筆・水彩デッサンの体験教室 未定 未定 対象：
小中学生

昔遊びやニュースポーツを楽し
み、お雑煮を食べる。

H29.01.下 30人
対象：
小学生

百人一首を楽しむ H29.01.15 16チーム
対象：
市民

親子での体験事業 H28.11.下 12組

対象：
小学生

と
保護者

市民憲章朗読、成人の誓い、ビデオレ
ター、バンドコンサートなど。

H29.01.8 250人
対象：
新成人

第20回姉妹・歴史友好都
市シニアリーダー研修交
流会（宮城県亘理町）

亘理町・山元町・柴田町・新地町・伊
達市のシニアリーダーが一堂に会し体
験研修し、交流する。

H28.08.上 5人
対象：
中高生

体験交流（内容未定） 未定 30人
対象：
小学生

体験交流（内容未定） 未定 30人
対象：
小学生

体験交流（内容未定） 未定 30人
対象：
小学生

≪開拓期の伊達を知ろう≫
明治の伊達開拓当初の生活を体験する
（詳細未定）

H28.07.下～
H28.08.上

30人
対象：
小学生

平成２８年度　社会教育事業計画〔日程表〕

担当課・係　生涯学習課青少年・体育係

体験交流（内容未定） 未定 30人
対象：
小学生

体験交流（内容未定） 未定 30人
対象：
小学生

【青少年事業関係】

事業概要 開催予定日 備考



事業名 新・継 事業費(千円)

第29回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

0

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

96

スポーツ少年団本部創立50周
年記念事業補助金

新規

スポーツ少年団の設立50周年を祝し、記念
事業を行うことにより、更なる青少年のス
ポーツ活動の普及促進が図られ青少年の健
全育成及び体力向上を図る。

100

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

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

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。

2,600

胆振管内軽スポーツフェスタ
参加補助金

継続
胆振管内スポーツフェスタの参加を奨
励し、管内スポーツ・レクリエーショ
ンの普及と振興を図る。

60

スポーツ少年団補助金 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。

1,170

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

地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

まなびの里運営事業 継続

パークゴルフ場、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。

13,925

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

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

3,938

スポーツ施設運営事業 新規

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

128,000

3,127

平成２８年度　社会教育事業計画〔総括表〕

担当課・係　生涯学習課青少年・体育係

【体育事業関係】

事業内容

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。



事業名 定員又は参
（会場） 加予定人数

※総括表の事業のうち、施設管理事業や補助金交付事業を除いた事業を記載

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㎞ H28.06.下 400人

平成２８年度　社会教育事業計画〔日程表〕

担当課・係　生涯学習課青少年・体育係

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㎞ H29.02.未 600人

第29回春一番伊達ハーフ
マラソン大会（メイン会
場：だて歴史の杜公園）

ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞、小学
生駅伝

H28.4.17 4,000人

【体育事業関係】

事業概要 開催予定日 備考



事業名 新・継 事業費(千円)

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
設である伊達市開拓記念館が加盟

15

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

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

縄文都市連絡協議会負担金 新規
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

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

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

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

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

1,583

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
的として、活動費の一部を補助する。

81

記念館運営管理事業 継続
仙台藩一門の亘理伊達家由来の武具甲
冑や調度品の展示公開と展示施設の維
持管理費

5,644

埋蔵文化財収蔵庫維持管理事業 新規 改修中の埋蔵文化財収蔵庫の電気料 600

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

北黄金貝塚運営管理事業 継続
史跡内の草刈りや北黄金貝塚情報セン
ターの維持管理費

2,976

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するための収
蔵庫と発掘調査にかかる整理作業室等
を整備する国庫補助事業

16,502

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

976

市民生活文化伝承者認定事業 継続
生活に関わる伝統的なものづくりを行
う市民を顕彰する事業

28

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
と文化財の調査にかかる経費

699

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、縄文ロビー講座など。

2,122

（開基150周年記念）伊達市
開拓物語作成事業

新規

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。

1,729

平成２８年度　社会教育事業計画〔総括表〕
担当課・係　生涯学習課文化財係

【文化財事業関係】

事業内容

（仮称）総合文化館活用ス
タートアップ事業

継続
新たに建設予定の文化館について周知
するための講演会の開催と展示資料と
なる甲冑の修理費用

1,115



事業名 定員又は参

（会場） 加予定人数

若生貝塚発掘調査

若生貝塚

善光寺フォーラム

有珠善光寺

新・縄文ロビー講座

史跡北黄金貝塚公園

縄文の森づくり

史跡北黄金貝塚公園

七夕まつり

迎賓館
縄文キャンプ
史跡北黄金貝塚公園
だて噴火湾縄文まつり

カルチャー・北黄金貝塚
緑丘高校縄文学習
緑高・史跡北黄金貝塚公園

文化財防火デー
善光寺・三戸部家住宅
ひな祭り
伊達市開拓記念館
学術連携講演会
カルチャーセンター
スタートアップ講演会
カルチャーセンター
動物考古学セミナー
伊達市噴火湾文化研究所

※総括表の事業のうち、施設管理事業や補助金交付事業を除いた事業を記載

動物標本を用いて貝塚から出土し
た魚や動物の種類を鑑定する。

未定 20

東北大学と連携した講演会
（H28年度は伊達市で開催）

未定 80

文化館建設の周知のための博物
館講座

未定 200

重要文化財を火災から守るため
の消防訓練

H28.11.未 50

雛人形を鑑賞する無料開放日 H29.03.03 200

縄文文化を学び、楽しむイベン
トとして実施

H28.08.27～
H28.08.28

1,000

緑丘高校の敷地内の遺跡や市内
の遺跡について学習する。

H28.10.未 160

市有形文化財の迎賓館を活用
し、七夕イベントを行う

H28.08.未 100

石器づくりや竪穴住居での宿泊
をとおし、縄文文化を学ぶ。

H28.07.30～
H28.07.31

20 １泊２日

縄文文化の内容と発掘調査の最
新情報を提供する講座（４回）

H28.05～11 80

縄文の森づくりを行う事業の植
樹・下草刈り・収穫祭（３回）

H28.05～09 60

科研費事業で行う縄文遺跡の調
査

H28.04.18～
H8.04.22

20

国史跡善光寺跡での講演会とコ
ンサート

H28.05.未 500

平成２８年度　社会教育事業計画〔日程表〕

担当課・係　生涯学習課文化財係

【文化財事業関係】

事業概要 開催予定日 備考



事業名 新・継 事業費(千円)

図書資料整備経費 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３，０００冊他

5,416

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。
※対象は、中学生、高校生、短大生

　　　　　－

図書館あり方検討委員会事業 新規
有識者等による審議会を組織し、増改築を
視野に入れた今後の図書館のあり方につい
て、基本的な方針を決める。

525

地域文庫事業 継続

図書館遠隔地において、各地域と協働により
地域文庫に図書を寄託・巡回し、地域住民へ
の読書サービスの向上に努める。
※潮香園を含め、６地域に地域文庫を開設

　　　　　－

図書館運営協力会事業 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。
（平成１９年度設置）

64

ブックスタート事業 継続

１・２歳児に対し、絵本を通して読書への
関心・習慣化を図る。また、親子の触れあ
いを深めるきっかけを作るなど、幼児の健
全育成に資する。

555

伊東文庫巡回事業 継続
伊東氏から寄贈された新刊本等を市内全小
学校へ巡回し、児童の読書普及を図る。

　　　　　－

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

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、大人も楽しむ
お話し会、読書クイズ、仕掛け絵本・おす
すめ本展示・人形劇　他

63

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。

80

七夕飾りづくり＆
夏休み子ども工作教室

継続
◎七夕飾りづくり
◎夏休み子ども工作教室
本を見て、自分で作る楽しさを覚える。

17

文学散歩 継続
道内作家に縁のある土地や施設及び美術館
等の作品等を鑑賞し、作家の心の一端に触
れる。

5

2

平成２８年度　社会教育事業計画〔総括表〕

担当課・係　図書館　業務係

【図書館事業関係】

事業内容

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。小学生の子ども一日司書
体験、子ども向けの展示及び絵本の読み聞
かせ会等スペシャルを実施
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