
様式第２号（第３条関係） 

 

審 議 会 会 議 録 

会 議 名 称 平成 28年度 第２回伊達市社会教育委員会議 

議 題 
平成 28年度社会教育事業実施状況中間報告及び 

平成 29年度事業計画策定のための意見交換 等 

開 催 日 時 平成 28年 10月 18日（火）18時 30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．開会あいさつ（伊達市教育委員会教育長）      

 

３．議    事 

（１）報告第１号北海道社会教育委員連絡協議会(道社連協)・全国社会教育委員連合 

(社教連)・平成 29年度開催全国大会関係報告 

（２）報告第２号 平成 28年度社会教育事業実施状況中間報告 

【事務局より一括説明】 

〔質疑〕 

（議 長）報告第１号について質問意見はありますか。 

（事務局）補足説明となりますが、社教連からの社会教育委員に対する寄付依頼につい 

ては、社教連が法人格を取得する際の条件が、留保資金の使い切りであり、 

あと数年で底をつくことから、昨年、寄付という話が出て、春の社教連総会で 

一部修正のうえ可決されました。 

（議 長）来年度に北海道で開催される全国社会教育研究大会については、伊達市から

も４名程度は参加しなければならないが、それに伴う予算措置については、各 

市町村へ道社連協から依頼文書が送られています。 

（議 長）次に、報告第２号について質問意見はありますか。【質問等なし】 

 

 



（３）協議事項 平成 29年度社会教育関係事業の事業計画算定にあたっての意見交換 

（委 員）第２回遊び学びの教室の参加者が２７名と少ない。子どもが興味を示すよう 

   な事業を考えてはどうか。たとえば、市内に点在する歌碑を回るなどは、安全対 

策に問題があるかもしれないが。 

（事務局）安全対策としては市バスの手配等が必要となるが、来年度は更に事業内容を 

検討していきます。 

（委 員）歌碑の他にも市内には数々の史跡があるが、それを活用してはどうか。 

（事務局）史跡を活用した事業ということであれば、市内の史跡を網羅した冊子がある 

ので、それを活用していきたい。また、インストラクター的な人材としては 

「くわの会」（歌碑等）、「オコンシベの会」（縄文関係）があります。 

（事務局）写メを活用したり、要所に職員を配置したスタンプラリー的なもの面白いか 

もしれない。予算や人員等も考慮し考えていきたい。 

（委 員）だて歴史文化ミュージアムを活用した事業展開はどう考えているのか。 

（事務局）開館が平成３０年秋で、特別展は５年位先まで考えている。開館まであと１ 

年あるので、その他の事業・イベントについては、社会教育委員の方の意見等 

を踏まえて、市民や子ども達を取り込んだものを考えていきたい。「ミュージ 

アム」という言葉には美術館という意味もあるので、この施設を伊達市の社会 

教育の核となるような施設にしたい。 

（委 員）ミュージアムの修学旅行生の入れ込み見込みはどの位か。 

（事務局）北黄金貝塚で年間８～９千人なので、同程度はと考えていますが、修学旅行 

とは別に、各小中学校と連携を図り、授業等での活用も考えています。 

（委 員）ミュージアムには学芸員を配置するのか。 

（事務局）できれば、専任の学芸員を１名配置したいと考えているが、人事に係わるこ 

となので、はっきり言えない部分があります。 

 

４．その他 

〔事務局からの情報提供〕 

   ①カルチャーセンター及び体育施設の料金改定について 

     パブリックコメントも終了していることから、主旨及び概要を説明。 

   ②秋に上陸した台風被害について 

     社会教育施設も被害を受けたが、開拓記念館以外はほぼ復旧の目途がつい 

た。開拓記念館は倒木本数が多く市の文化財でもあり、費用が莫大にかかるた 

め検討中。 

   ③近日開催されるイベントのお知らせ 

    ◎10/20ノーベル化学賞受賞者の講演会 ◎11/17市民講座（全４回） 

   ④１１月３０日に開催される社会教育委員研修会の案内 

 

５．閉    会 

 

 

 

 

 

 

 

 



（資料１） 

 

 

〔報告第１号〕北海道社会教育委員連絡協議会（道社連協）・全国社会教育委

員連合（社教連）・平成２９年度開催全国大会関係報告 
 

 

１．道社連協関係 

（１）第１回理事会（４月２２日：松岡氏〔当時胆社連協会長〕） 

   ①平成２７年度事業報告及び決算、平成２８年度事業計画及び予算の審議。 

   ②平成２８年度会議等スケジュールの確認。 

   ③役員改選 会長：大島氏（上川管内）、副会長：池田氏（宗谷管内）・田丸氏（釧路管内） 

（２）第２回理事会（６月１３日：中澤議長） 

①北海道社会教育研究大会についての打ち合わせ 

②道社連協表彰者の決定 

（３）第３回理事会（７月７日開催予定だったが中止） 

（４）臨時理事会（８月２５日書面理事会） 

   ①来年度の委員長等研修会は北海道開催の全国大会と兼ねることとし単独開催はしない。 

（５）道社連協総会（４月２２日：松岡氏〔当時胆社連協会長〕） 

（６）委員長等研修会（７月７日～８日：中澤議長、齋藤係長） 

 

 

２．社教連関係 

   社教連存続に関する社会教育委員からの寄付について、道社連協としては反対の立場で社教 

  連理事会に臨んだが、結果としては一部修正のうえ社教連総会で承認され、８月８日付け道社 

連協事務局長名で社会教育委員に寄付依頼の文書を配付するよう、伊達市教育委員会宛てに書 

類が届いております。 

 社会教育委員会議で委員の皆様にご説明したうえで配付いたします。 

 

 

３．平成２９年度開催全国大会（北海道大会）について 

  ◆開催日：平成２９年９月１１日（月）～１３日（水） 

       初日〔役員会等〕、２日目〔講演会・シンポジウム〕、３日目〔分科会〕 

◆会 場：札幌コンベンションセンター 

①全道に社会教育委員は約２，０００人いるが、札幌市で開催される全国大会には８００人の 

動員をかけるとのこと。胆社連協に何名の動員があるのかは確定していませんが、伊達市から 

も数名の参加者を出すことになると思います。 

※初日の動員はありませんが、２日目・３日目を日帰りか泊まりか等、何も決まっていません。 

②全国大会の役割分担で、胆社連協は「大会報告書の作成」の担当となっています。業務の性 

格上、作業のほとんどは市役所職員が行うこととなると思います。 



事業名

（会場）

全国大会打合会議

札幌市

第１回道社連協理事会

札幌市

道社連総会

札幌市

第２回道社連協理事会

札幌市

全国大会打合会議

札幌市

第１回社会教育委員会議

伊達市役所第２庁舎

第２回社会教育委員会議

伊達市役所第２庁舎

第３回社会教育委員会議

伊達市役所第２庁舎

第５回道社教連理事会

札幌市

出席者

（資料２）

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

H29.02.未 中澤議長

胆社連協と胆振管内社会教育主事
会と教育委員会連絡協議会が合同
で行う研修会。午前中に胆社連協
表彰式、午後から講演会と分科会
を予定。

H28.11.30

基調講演、パネルディスカッ
ション、分科会等

H28.10.13～
H28.10.14

基調講演、分科会等。
H28.07.07～
H28.07.08

中澤議長
齋藤係長 終了

終了

終了

中澤議長
齋藤係長 終了

全委員

　昨年は
　室蘭市
　で午後
　開催

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

H28.10.18 全委員

胆社連協役員会及び総
会（室蘭市役所）

中澤議長
山根課長
齋藤係長

終了

道社連、胆社連関係の報告及び
本年度事業計画の報告。

H28.06.28

本年度胆社連会長に就任する中
澤議長が出席※胆社連総会前の
ため、室蘭市と協議した。

H28.04.14
中澤議長
齋藤係長 終了

H28.04.22

H28.04.22 中澤議長 終了

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。

H28.05.18

〔報告第２号〕平成２８年度社会教育事業実施状況中間報告
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担当課・係　生涯学習課社会教育係

平成２８年度　社会教育事業計画〔日程表〕

事業概要 開催予定日 備考

　１３日は道社連理事として、
　１４日は胆社連会長として、
　両会議とも中澤議長が出席。
　※１泊２日で出張命令。

胆社連協表彰式・研修会
兼社会教育主事等研修会
兼社会教育行政担当者研
修会
（カルチャーセンター）

終了道社連総会の前に理事会が開催
されるが、中澤議長は胆社連総
会前のため、役職的には道社連
評議員であることから、総会の
み出席。

H28.06.13 中澤議長

社会教育委員長等研修
会（札幌市）

北海道社会教育研究大会
兼第４回道社連協理事会
（富良野市）

H28.06.14 中澤議長

―

【社会教育事業関係〔社会教育委員関係〕】

全委員 終了



事業名

（会場）

市民講座（第１講座）

カルチャーセンター

市民講座（第２講座）

カルチャーセンター

市民講座（第４講座）

カルチャーセンター

市民講座（第５講座）

カルチャーセンター

市民講座（第７講座）

カルチャーセンター

市民講座（第８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

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

胆振女性リーダー養成研修

埼玉県

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

伊達市長生大学

「春からの野菜づくりビギナー講座」
全２回

H28.04.15
H28.04.19

10人 終了

「伊勢物語～平安貴族の世界にふれ
る」
全５回

H28.06.02
H28.06.09
H28.06.16
H28.06.23
H28.06.30

13人 終了

【社会教育事業関係】

事業概要 開催予定日
定員又は参
加予定人数

備考

担当課・係　生涯学習課社会教育係

「着物の生地を使った小物づくり講
座」
全４回

H28.09.07
H28.09.14
H28.09.21
H28.09.28

12人 終了

「笑う門には福来る！～笑いヨガで心
も体も健康に～」全３回

H28.10.06
H28.10.13
H28.10.20

8人 実施中

市民講座（第３講座）

「木を使った小物づくり講座」全４回

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

10人 終了

カルチャーセンター

「ペーパーをレースのように華やかに
～パーチメントクラフト講座」全４回

H28.11.17
H28.11.24
H28.12.01
H28.12.08

 (定員10)  1
人

10/5現在
申込状況

「クリスマス／お正月飾り」全１回 H28.12.03 (定員25)
申込受付
これから

市民講座（第６講座）
「おいしいコーヒーを淹れてみません
か？」全３回

H28.11.07
H28.11.14
H28.11.21

 (定員20) 18
人

10/5現在
申込状況

カルチャーセンター

講　師：㈱伊達観光物産公社代表取締
役の大坪鐵雄氏　テーマ：「地域の活
性化について」

H28.08.18 14人 終了

講師：噴火湾文化研究所の伊達元成学
芸員
テーマ：「伊達市の歴史を読み直す」

H28.09.30 40人 終了

フルート奏者の大島さゆり氏を招い
て、講演及びフルート演奏

H28.06.29 35人 終了

参加市民を集い蘭越町周辺の文化施設
等を巡る市バスツアー

H28.07.14 25人 終了

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

H28.11.10 (バス定員33)

◎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

H29.02.中 －

講師：札幌学院大学法学部教授の伊藤
雅康氏
テーマ：「なぜ？なに？日本国憲法」

H28.10.21 26人
10/3現在
申込状況

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。

H28.08.25～
H28.08.28

2人 終了
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カルチャーセンターロビーにてパネル
展を開催

H29.03.上 －

◎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

通年
伊達 249人
有珠  17人

10/3現在



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

第40回小さな朗読会

宮尾登美子文学記念館

第41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

宝くじ文化公演（演劇）
「ザ・フルーツ」

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

市民総合文化祭

カルチャーセンター
経済センター２階

【芸術文化事業関係】

事業概要 開催予定日 備考

担当課・係　生涯学習課社会教育係

着物に関する短編随筆５編 H28.10.08 30人

〔内容調整中〕 H28.11.12 30人

宮尾文学作品の朗読会
随筆集『女のあしおと』より「浮
き沈み５０年」前編

H28.06.25 24人 終了

随筆集『女のあしおと』より
「浮き沈み５０年」後編

H28.08.20 28人 終了

㈱四季（劇団四季）
「エルコスの祈り」

H28.09.15
973人

(引率含む)
終了

約４００万円の公演料は、全額が自治
総合センターから補助があり、市の負
担は劇団に払う公演料以外の費用。チ
ケット売り上げの５０％を自治総合セ
ンターに納める。

H28.07.21 437人 終了

㈱スノー・ボール
「クラッシックってすばらしい！
本物を学ぼうコンサート」

H28.08.23
     953人
(引率含む)

終了

㈲パフ・ファミリーオフィス
「イキイキわくわく音楽祭」

H28.08.25
     922人
(引率含む)

終了

西いぶり定住自立圏文化
公演（登別市市民会館）

人形浄瑠璃「文楽」（２回公演）
※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。２，５００円／１
公演

H28.10.16 700人

市民サークルの作品展示等
H28.09.02～
H28.09.04

参加団体14
来場者 693

終了

◎文化関連団体の作品展示
◎市民音楽祭
◎ふるさと芸能まつり・・・等

H28.10.上～
H28.11.下

参加団体25
来場者
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事業名 定員又は参

（会場） 加予定人数

ヨーロッパ３００年を
奏でる室内楽の夕べ

カルチャーセンター

アートビレッジ文化館

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 22人

アートビレッジ文化館

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

担当課・係　生涯学習課社会教育係
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４人＋１組

岩崎淑（ピアノ）、高橋和歌
（ヴァイオリン）、民谷加奈子
（ヴィオラ）の３人によるコン
サート

H28.08.21 233人

カルチャーセンター

【アートビレッジ事業関係】

事業概要 開催予定日 備考

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人

終了

終了

終了



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

磯部彰氏講演会

防災センター

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①

カルチャーセンター

スタートアップ講演会②

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

科研費事業で行う縄文遺跡の調
査

H28.04.18～
H8.04.22

20人 終了

国史跡善光寺跡での講演会 H28.06.25 220人 終了

【文化財事業関係】

事業概要 開催予定日 備考

市有形文化財の迎賓館を活用
し、七夕イベントを行う

H28.08.06 100人 終了

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。

H28.08.27～
H28.08.28

17人 終了

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 48人 2回終了

縄文の森づくりを行う事業の植
樹・収穫祭（２回）

H28.05～09 16人 終了

市に文化財を寄贈した元東北大
教授の磯部氏による講演会。

H28.12.15 50人

重要文化財を火災から守るため
の消防訓練

H28.11.02 50人

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

420人 終了

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。

H28.10.14
H28.10.17

160人

200人

文化館建設の周知のための博物
館講座

H29.02.未 200人

雛人形を鑑賞する無料開放日 H29.03.03 200人

東北大学と連携した講演会
（H28年度は伊達市で開催）

H28.12.17 80人
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担当課・係　生涯学習課文化財係

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。

H29.02.未 20人

文化館建設の周知のための博物
館講座

H28.12.未



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

カルチャーセンター

第２回だてっ子 遊び学びの教室

開拓記念館周辺

第３回だてっ子 遊び学びの教室

なないろ児童館

第４回だてっ子 遊び学びの教室

関内小学校

第５回だてっ子 遊び学びの教室

旭町児童館

第６回だてっ子 遊び学びの教室

未定

だてジュニア美術セミナー

防災センター

親子体験教室「親子クッキング」

保健センター

成人式

カルチャーセンター

新春みんなで百人一首

武道館

あそびましておめでとう

みらい館

≪「お茶」と「お話し」≫
お茶や菓子を楽しみ、昔話や童話など
のお話しを聞く。

H28.06.23 55人 終了

【青少年事業関係】

事業概要 開催予定日 備考

担当課・係　生涯学習課青少年・体育係

≪星空観察≫
天体望遠鏡で星空を見て楽しんで
もらう。

H28.11.05 30人
対象：
小学生

≪小さな音楽会≫
声楽、リコーダー、琴など音楽を
体験する。

H28.10.01 40人 終了

≪伊達の開拓期を知ろう≫
明治の伊達開拓当初の生活をほん
の少し体験する

H28.07.26 27人 終了

鉛筆・水彩デッサンの体験教室
H28.08.01～
H28.08.02

22人 終了

≪絵画≫
絵を画く楽しんでもらう

H29.02.未 30人
対象：
小学生

≪クリスマス飾りづくり≫
クリスマス飾りを一から作る。

H28.12.03 30人
対象：
小学生

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。

H29.01.08 250人
対象：
新成人

親子での体験事業 H28.11.27 12組
対象：

小学生と
保護者

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。

H28.08.03～
H28.08.05

4人 終了
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昔遊びやニュースポーツを楽し
み、お雑煮を食べる。

H29.01.28 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



事業名 定員又は参

（会場） 加予定人数

【体育事業関係】 担当課・係　生涯学習課青少年・体育係
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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㎞ H29.02.12 600人

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㎞ H28.06.26 322人 終了

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 4,061人 終了

事業概要 開催予定日 備考



事業名 定員又は参

（会場） 加予定人数

子ども読書まつり 期間計

図書館 3,330人

七夕飾りづくり 期間計

図書館 142人

夏休み子ども工作教室

図書館 8人

文学散歩

札幌市 27人

だて図書館まつり 期間計

図書館 2,700人

小中学生読書感想文・
感想画表彰式

応募　200人

図書館 表彰式130人

伊東文庫巡回事業

市内全小学校

おはなし会 延べ

図書館 120人

絵本の読み聞かせ会 毎月第２・４ 延べ

図書館 水曜日 530人

子ども映画会 毎月第２･４･５ 延べ

図書館 土曜日 570人

地域文庫配本 各文庫

各地域文庫６か所 年２回入替

ブックスタート 毎月１回 延べ

保健センター
乳幼児栄
養相談日

229人

ブックスタート・ステップ ５日間を年３回 延べ

図書館 7・10・2月 172人

長さ４.５ｍの笹を設置し、子ども
達が期間中書いた短冊を飾る。

H28.07.01
～H28.08.09

終了

子ども一日司書、子ども向け展
示他

H28.04.23
～H28.05.15

終了

【図書館事業関係】

事業概要 開催予定日 備考

担当課・係　図書館業務係
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各地域文庫へ半年毎に２５０冊
を配本し、配架する。

保健センターで実施する乳幼児栄
養相談の際、絵本の読み聞かせや
絵本の手渡しを実施。対象は１歳
児で９５％近くが栄養相談に来庁
する。

絵本の読み聞かせや絵本の手渡
しを実施。対象は２歳児。

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手
遊び等を実施

子ども向け映画会の上映

伊東氏からの寄贈児童書を各校
に３週間程度巡回

H28.06.17
～H29.03.24

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

講演会、大人向けお話会、読書
クイズ、おすすめ本展示他

H28.10.21
～H28.11.06

小学生の部入賞者の表彰及び代
表３名による発表

H29.02.18

北海道立文学館、近代美術館見
学予定

H28.07.21 終了

小学校低学年向けの工作教室を
実施

H28.07.29 終了
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