
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３回伊達市社会教育委員会議 

議 題 

◎北海道社会教育委員連絡協議会・全国社会教育委員連合・平成２９年  

 度開催全国大会関係報告 

◎平成２９年度社会教育事業計画 

開 催 日 時 平成 29年２月 15日（水）18時 30分から 19時 20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９名、教育委員会職員７名：出席者計 16名 

※欠席委員３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） 公務により教育長欠席との報告。 

 

２．開会あいさつ（伊達市教育委員会教育長）⇒教育部長代理 

  ◎議会は通っていないが予算の内示があり（予算が）固まりましたので、その報告 

をいたします。 

  ◎新規事業として、放課後子ども教室を開設する。 

  ◎新年度事業で、まだ固まっていないものもあるので、委員の皆様の意見を参考に

事業内容を決めていきたい。      

 

３．議    事（これより会議規則により議長が議事進行） 

（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 

〔事務局〕10月に開催した第２回会議で報告した以降に、新たに委員の皆様に報告す 

  る様なことはないが、緊急に報告が必要な事案が生じたときにはご連絡します。 

   報告第２号で詳しい説明がありますが、９月に札幌で開催される全国大会へは、 

  伊達市からは議長以下５名の委員の方に参加していただく予定です。 

（２）報告第２号 平成 29年度社会教育事業計画 

【資料を事前配付していたため、要点のみ事務局より一括説明】 

◎社会教育委員関係事業 

 ◆年２回発行される機関誌「社教情報」を市で一括購入し委員に配付する。  

  ◆全国大会参加の関係もあり、予算総額が１５万円ほど増になっている。 



  ◆全国大会へは議長と委員４名の合計５名が出席してもらうことになる。 

 ◎社会教育事業 

  ◆新規事業としては、西小学校で放課後子ども教室を開設する。 

  ◆学校教育課で所管していた伊達市立学校文化活動・全道大会等参加費補助金が生 

涯学習課に所管替えとなった。 

 ◎芸術文化事業 

  ◆西いぶり定住自立圏文化事業は、３市持ち回りで平成２９年度は伊達市で開催予 

定であったが、室蘭市からの要望で文化センター改修のこけら落とし公演という 

ことで、室蘭市で開催することになった。 

 ◎アートビレッジ事業 

  ◆平成 30年完成予定のだて歴史文化ミュージアムの開設に合わせて、ミュージア 

ムの展示室で展示するシャーマンコレクションの図録作成を 300万円程で行う。 

  ◆例年、夏の伊達音楽アカデミー合わせて開催している岩崎淑のピアノコンサート 

であるが、岩崎氏が毎年秋に開催しているミュージック・イン・スタイルという 

コンサートが今年では第 40回を迎えることとなり是非伊達市で開催したいとの 

申し出があったため、夏のコンサートは行わず 11月にミュージック・イン・ス 

タイルを開催する。 

 ◎文化財事業 

  ◆だて歴史文化ミュージアム活用スタートアップ事業として、開設前よりミュージ 

アムの周知のための事業で、平成 29年度は２回の講演会を予定。 

  ◆だて噴火湾縄文まつりは今年が 20回目の記念大会でもあるので、著名な講師を 

   呼びたい。 

  ◆一般公開していなかったアイヌの伝統儀式である「カムイノミ・イチャルパ祭」 

   を平成 29年度は公開で噴火湾文化研究所敷地内で開催する。 

  ◆伊達市が事務局となっている北海道縄文のまち連絡会が主催する考古学カフェ 

   2017を札幌駅の地下歩行空間で開催する。 

 ◎青少年事業 

  ◆青少年教育事業費ということで 289千円の予算を組んでいるが、実はジュニア美 

術セミナーの講師が亡くなったことから、新たな事業を展開する予定である。 

 ◎体育事業 

  ◆まなびの里パークゴルフ場運営管理に指定管理者制度を導入する。 

  ◆春一番伊達ハーフマラソン大会は今年が第 30回の記念大会。 

 ◎図書館事業 

  ◆事業自体は平成 28年度と大きく変わることはなく継続事業。 

  ◆平成 28年度に設置した「図書館あり方検討委員会」は、明日（2/16）に意見書 

   を教育長に提出し解散する。 

  ◆伊東文庫事業については、平成 29年度も同様に 10万円相当の図書寄贈を行う旨 

の連絡が来ているが、別の方からも同様の申し入れが来ている。 

※まず、小学生に見てほしいという寄贈者の意向で、図書寄贈→小学校へ巡回 

→図書館で収蔵ということになっている。 

 

 

 

 

 



【質疑】 

〔委 員〕西小学校が放課後子ども教室実施校に選ばれた理由は。 

〔事務局〕この事業は、放課後児童クラブと連携を図っていく事業で、放課後子ども総 

合プランに基づく事業である。学校規模及び学校と放課後児童クラブ建物との位置 

関係により西小学校と東小学校が候補に上がり、最終的には西小学校に決まった。 

試験的な開設であり、今後発生するであろう問題点等を整理し、最終的には西小学 

校以外の小学校でも開設する予定である。 

〔委 員〕世間では先生の過重労働が問題となっているが、先生への負担は増大しない 

のだろうか。 

〔事務局〕学校以外で開設するのが一番なのであるが、放課後の空き教室等を利用して 

の開設しか手段がない。基本的には教員への負担はなく、終業後に帰宅するか放課 

後児童クラブに行くか放課後子ども教室に行くかは個々の判断となる。最初のうち 

は混乱が発生するかもしれないが、教員への負担は発生させないようにする。 

〔委 員〕放課後に地域のボランティア等が将棋や囲碁を小学生に教えている活動があ 

るが、そういうのとは違うのか。 

〔事務局〕放課後子ども教室は、遊びや体験以外に学習というのもプログラムに入って 

いる。そういう活動を行っている学校については、放課後子ども教室を開設するに 

あたってはボランティアさんに協力してもらうことになると思う。 

〔事務局〕放課後子ども教室という事業は、元々が放課後にボランティアの方が児童と 

遊びや地域伝承活動等を通じた成功例を国が制度化したもので、今回は西小学校で 

試験的に開設することになっているが、児童・保護者・先生・地域の方に信頼・安 

心されるような教室にしていきたい。 

〔事務局〕放課後児童クラブは厚労省所管事業で「保育」が目的であり、放課後子ども 

教室は文科省所管事業で「教育」が目的である。放課後子ども教室への参加は自由 

なので、西小学校の全児童が希望した場合は嬉しい悲鳴というか受け入れが難しい 

が、全児童の３割程度が希望すると見込んでいる。安全対策としては、学習指導員 

のほかに、安全要員としての人員も配置することになっている。 

〔委 員〕近隣市町村で放課後子ども教室を開設しているところはあるのか。 

〔事務局〕この辺では登別市が導入しています。 

〔委 員〕近年、貧困家庭等で放課後の子どもの居場所がないと騒がれており、地域に 

よっては子ども食堂を開設していると聞くが。 

〔事務局〕自治体によって当然取り組みも変わってくる。こうしなければならないとい 

うこともないので、遊びに主体を置く自治体もあれば体験を主体にする場合もあ 

る。今回開設する西小学校については「学び」を主体に考えている。しかしながら、 

意見等を徴取した中で「体験」を主体にする等の変更も考えられる。 

〔委 員〕学校での勉強が終わった後に、放課後子ども教室で「学び」だと、子ども達 

は大変ですね。 

〔委 員〕子どもの居場所ということでは、旧ふたば保育所で児童館が開設されると聞 

いています。 

〔委 員〕生涯学習課で所管していたＰＴＡ連合会への補助金と学校教育課で所管して 

いた全道大会等参加費補助金の所管を取り換えた理由とは。 

〔事務局〕ＰＴＡ連合会への補助金については、ＰＴＡを社会教育団体という位置付け 

で生涯学習課が所管していたが、学校と関係が深い団体なので学校教育課で所管す 

ることとなった。また、学校教育課が所管していた全道大会等参加費補助金につい 

ては、児童・生徒等に関する文化・スポーツ関係に対する同様の補助金を生涯学習 

課で所管していたことから、生涯学習課が所管することとなった。 



〔委 員〕カムイノミ・イチャルパ祭は白老で建設中のアイヌ博物館とかの流れなのか。 

〔事務局〕それとは別で、元々は有珠で伊達アイヌ協会が行っていた祭事で、４年前か 

  ら一般公開はせず協会内部での事業として行っていた。以前は儀式の後、踊りを披 

露したり、伝統料理を振る舞ったりしていた。今年からは場所を噴火湾文化研究所 

に変え、アイヌの方だけでなく、一般の方でアイヌの儀式等に興味がある方も参加 

していただこうと思っている。 

〔事務局〕青少年事業として昨年開拓記念館で実施した歴史関係を学ぶ事業については 

  10月の社会教育委員会議で、参加者が少ない、歌碑巡り等もいいのではと指摘を 

受けていましたが、平成 29年度については一応市バスを確保はしています。ただ、 

歌碑巡りについては歌碑自体が道路に面した場所に立っているものが多く、バスで 

移動し歌碑を回るのは、児童の安全上難しいものがあると考えています。児童の安 

全を第一にということで考えたとき、伊達の歴史的なものの学習ということであれ 

ば、今年開拓記念館で行った開拓期に関する学習事業を趣向を変えて行うとか、縄 

文文化についての学習事業で北黄金貝塚を使うとか、新たに発掘を行う予定がある 

場所で時期が合えばそこで行うという方法もあります。２つは無理なのでいずれか 

一つと考えています。 

 

４．そ の 他 

〔事務局より社会教育委員への連絡事項２点〕 

  ◆２月２３日開催の教育関係合同表彰式への参加要請。 

  ◆今年の４月３０日で社会教育委員の任期が満了となる。次回のこの会議は５月下 

旬を予定しているので、このメンバーでの会議は今回が最後となりますが、再任 

は妨げないことになっていますので、よろしくお願いします。 

 

５．閉    会 

 

 



 

 

平成２８年度 

第３回伊達市社会教育委員会議 

 

 
日 時  平成２９年 ２月１５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   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２９年度社会教育事業計画について 

 

４．そ  の   他 

 

５．閉    会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度社会教育事業計画 
 

 

 

 

 

 

Ｐ．１～２  社会教育委員関係事業 

 

Ｐ．３～４  社会教育事業 

 

Ｐ．５～６  芸術文化事業 

 

Ｐ．７～８  アートビレッジ事業 

 

Ｐ．９～10  文化財事業 

 

Ｐ．11～12  青少年事業 

 

Ｐ．13～14  体育事業 

 

Ｐ．15～16  図書館事業 

 

 

 

 

 

 

伊 達 市 教 育 委 員 会 



　担当課・係

事業名

事業
区分

事　業　名 新・継
事業費
（千円）

運営
社会教育委員会議等出席委員
報酬

継続 484

運営
社会教育委員会議等出席委員
旅費

継続 81

運営
社会教育委員会議等出席職員
旅費

継続 79

運営 機関誌「社教情報」購入費 新規 21

運営 全国大会参加費 新規 30

負担
北海道社会教育委員連絡協議
会負担金

継続 36

負担
北海道社会教育委員連絡協議
会負担金

継続 20

伊達市社会教育委員会議議長
に関する旅費等

事　業　内　容

社会教育委員が会議に出席した場合に支
給する報酬。議長6,000円、委員5,600円
※伊達社教委会議、胆社連協総会　等

社会教育委員が会議に出席した場合に支
給する旅費。伊達市の旅費規程に基づき
支給する。

道社連協理事会や全国大会に参加する職
員に支給する旅費。

道社連協より斡旋がある機関誌の購入費
で２９年度からは市教委で一括購入し委
員に配付する。

全国大会に参加する委員４名、職員２名
分の参加費。
※議長分は道社連協が負担。

道社連協への負担金。
＠3,000円×12人（委員数）＝36,000円

平成２９年度　社会教育事業計画〔総括表〕

【社会教育委員関係事業】

胆社連協への負担金。
※市は一律20,000円

議長については、道社連協理事であるこ
とから、理事として出席する会議の旅費
や参加費は、道社連協が負担。

※事業区分の略表示については、市民参加事業→「市民」、施設等運営管理事業費→「運営」、
各種団体や個人への補助金→「補助」、負担金（会議負担金を除く）→「負担」とする。

－１－

生涯学習課社会教育係



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

H29.05.下 （全委員）

H29.09.下 （全委員）

H30.02.下 （全委員）

H29.05.中
議長
副議長

H29.04.下 議長

未定
議長
社教職員

公用車
出張

未定
議長
社教職員

公用車
出張

※例年開催している、北海道市町村社会教育委員長等研修会と北海道社会教育研究大会と胆社連協
研修会は、全国大会が開催されるため行われません。

第59回全国社会教育研究大
会北海道大会（札幌コンベ
ンションセンター）

H29.09.11～H29.09.13(2泊3日)
議長①＋職員①＝２名
H29.09.12～H29.09.13(1泊2日)
委員④＋職員①＝５名

H29.09.11
～H29.09.13

議長①
委員④
社教職員②

公用車
出張

－２－

第３回
伊達市社会教育委員会議
（伊達市役所第２庁舎）

胆振管内社会教育委員連絡
協議会総会
（カルチャーセンター）

北海道社会教育委員連絡協
議会総会
（札幌市：かでる２・７）

北海道社会教育委員連絡協
議会理事会
（札幌市：かでる２・７）

第59回全国社会教育研究大
会北海道大会実行委員会
（札幌市：かでる２・７）

３回程度開催予定で、胆社連協
会長である伊達社協議長とオブ
ザーバーで社教職員が出席。

胆社連協会長＝伊達社協議長
胆社連協理事＝伊達社協副議長
※事務局は伊達市

道社連協理事＝胆社連協会長
＝伊達社協議長
※議長の単独出張

５回程度開催予定で、道社連協
理事である伊達社協議長とオブ
ザーバーで社教職員が出席。

◎平成３０年度事業計画報告

平成２９年度　社会教育事業計画〔日程表〕

【社会教育委員関係事業】

事業名
（会場）

第１回
伊達市社会教育委員会議
（伊達市役所第２庁舎）

第２回
伊達市社会教育委員会議
（伊達市役所第２庁舎）

生涯学習課社会教育係

事業概要

◎委嘱状の交付
◎役員改選
◎平成２９年度事業計画報告

◎事業進捗状況報告
◎次年度事業計画策定に向けた
　意見交換



　担当課・係

事業名

事業
区分

事　業　名 新・継
事業費
（千円）

市民 市民講座開設事業 継続 328

市民 だて市民カレッジ開設事業 継続 292

市民 長生大学運営費 継続 511

市民
胆振女性リーダー
養成研修事業

継続 249

市民
男女共同参画社会づくり推進
事業

継続 230

運営 放課後子ども教室開設事業 新規 1,697

補助
児童生徒文化・スポーツ推進
事業補助金

継続 6,000

補助
伊達市立学校文化活動・全道
大会等参加費補助金

新規 420

補助
マイプラン・マイスタディ事
業

継続 125

補助 宅配講座 継続 0

事　業　内　容

学習機会の提供ということで、年５講座
を開設。第２講座は市バスによる見学研
修で、他の講座は道内の著名人を招いて
の講義（講演会）を開催する。

放課後の安全安心・学習機会の提供等を
目的に、試験的に伊達西小学校で開設
し、将来的には全小学校で開設する。

高齢者が自主的な学習活動を通して教養
を高め、社会的活動に参加する喜びと生
きがい意識の高揚を図ることを目的とし
た学習活動。

胆振管内教育委員会連絡協議会が主催
し、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」へ女性を派
遣し女性リーダーを養成することを目的
とした研修事業。

講演会及びパネル展の開催により男女共
同参画社会づくりの推進を図る。

平成２９年度　社会教育事業計画〔総括表〕

【社会教育事業】

道外で開催される文化・スポーツの全国
大会に出場する個人（団体）に対する補
助金（補助率は対象児童生徒に要する費
用の100％、H28実績９件2,142千円）

〔学校教育課からの引継事業〕
学校教育活動の一環として開催される芸
術文化部門の全国・全道大会へ出場する
市内小中学校に対する補助金
（補助率2/3：H28実績０件）

５名以上の構成員がいる市内団体で、住
民に広く周知し参加者が１０名以上見込
める学習会を開催する場合の講師謝礼金
の一部を助成する。
（補助率は講演料の100％で補助額上限
は25,000円、H28実績３件60千円）

参加者が市民５名以上の学習会に、市職
員を講師に派遣する事業。
（H28実績12件）

※事業区分の略表示については、市民参加事業→「市民」、施設等運営管理事業費→「運営」、
各種団体や個人への補助金→「補助」、負担金（会議負担金を除く）→「負担」とする。

－３－

生涯学習課社会教育係

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回を予定。



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

H29.04.18
H29.04.21

15

H29.05.18
H29.05.25
H29.06.01
H29.06.08
H29.06.15

15

H29.06.中 15

H29.09.上 15

H29.10.中 15

H29.11.中 15

H29.12.上 15

H29.12.中 25

第１講座(６月) 60
第２講座(７月) 30 市バス
第３講座(８月) 60
第４講座(９月) 60
第５講座(10月) 60

通年

伊達長生大学

 　　　　250

有珠長生大学

      　　18

H29.8.下
（３泊４日）

3

H29.09.下 100

H29.11.上 33

H30.03.上 ―

 H29年.06月
　～H30年03月

※今日は低学
年、明日は高
学年、明後日
は全体という
ような感じで
開設

伊達西小学校

児童数   350

－４－

平成２９年度　社会教育事業計画〔日程表〕

【社会教育事業】

事業名
（会場）

生涯学習課社会教育係

事業概要

市民講座〔第２講座〕
（カルチャーセンター）

市民講座〔第１講座〕
（カルチャーセンター）

家庭菜園教室で、春からの作付のた
めの全２回の講座

伊勢物語を通し、古典を味わうため
の全５回の講座

市民講座〔第５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）

市民講座〔第３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）

内容未定（講師選定・協議中）

市民カレッジ〔全５講座〕

市民講座〔第６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）

男女共同参画社会づくり講演
会（カルチャーセンター）

女性プラザ祭札幌市
（かでる2・7）

◎全５講座のうち、第２講座につい
ては、市バスで社会教育施設等を巡
る見学研修を予定。
◎第２講座以外は、カルチャーセン
ター開催で、講師は選定中。

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20日の授業〔講義や実技講習
（軽体操、コーラス等）〕
◎他に、修学旅行、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。

男女共同参画に関する内容について
講師を招聘し、講演会を実施する。

胆振女性リーダー養成研修
（埼玉県比企郡嵐山町：国立
女性教育会館）

埼玉県で開催される「男女共同参画
推進フォーラム」に市民３名を派遣

放課後子ども教室
（伊達西小学校）

◎小学生への、①放課後における安
全安心な居場所の提供、②地域住民
等が参画した学習機会の提供、③心
豊かで健やかに育まれる環境作りを
目的に、西小学校で開設⇒将来的に
は全小学校で開設
◎隔週で月7日、年66日
◎低中高学年毎に開設→各20日程度
◎全学年での合同開設→月１回程度

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

カルチャーセンターロビーにてパネ
ル展を開催

男女共同参画パネル展
カルチャーセンター



　担当課・係

事業名

事業
区分

事　業　名 新・継
事業費
（千円）

市民 巡回小劇場事業 継続 2,676

市民 市民総合文化祭事業 継続 152

市民 市民サークルまつり 継続 　　　－

運営
宮尾登美子文学記念館運営管
理事業

継続 2,926

補助 伊達メセナ協会補助金 継続 4,050

補助 伊達市文化協会補助金 継続 527

補助 総合企画ＦＭＡ補助金 継続 270

負担 西いぶり定住自立圏文化事業 継続 1,000

事　業　内　容

市内全小中学校の児童・生徒を対象とし
た舞台芸術鑑賞事業。
（公演委託料、送迎バス借上料等）

市内文化団体３７団体が参加する総合文
化祭。
（プログラム印刷費、消耗品等）

市内サークル団体１４団体が参加する作
品展示会。経費については、参加団体か
らの負担金で賄われている。

宮尾登美子文学記念館の運営管理に要す
る経費で、光熱水費等の維持管理費用
や、小さな朗読会の謝礼金も含まれる。

西胆振６市町による文化事業で、開催は
３市輪番で、29年度は室蘭市で札幌交響
楽団によるコンサートを予定。

国内外の優れた舞台芸術の鑑賞機会の企
画及び市民への芸術文化育成事業を行っ
ているメセナ協会への補助金。

平成２９年度　社会教育事業計画〔総括表〕

【芸術文化事業】

本市の文化振興及び文化団体の育成を目
的とする文化協会への補助金。

伊達市との共催でクラシックコンサート
を開催していることでのＦＭＡへの補助
金。

※事業区分の略表示については、市民参加事業→「市民」、施設等運営管理事業費→「運営」、
各種団体や個人への補助金→「補助」、負担金（会議負担金を除く）→「負担」とする。

－５－

生涯学習課社会教育係



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

H29.10.上
～H29.11.下

(来場見込)
     8,000

H29.09.01
～H29.09.03

(来場見込)
    　 800

H29.06.未
(土曜午後)

50

H29.08.未
(土曜午後)

50

H29.10.未
(土曜午後)

50

H29.11.未
(土曜午後)

50

H29.10.22 　　　　－

－６－

第44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）

宮尾作品の朗読会で今年最終回
は市内音楽家(団体)とのコラボ
でミニコンサートを開催。※内
容未定。

西胆振６市町による文化事業
で、開催は３市輪番。
〔内容〕札響コンサート

市民サークルまつり
（カルチャーセンター）

第42回小さな朗読会
（宮尾登美子文学記念館）

第43回小さな朗読会
（宮尾登美子文学記念館）

宮尾登美子文学作品の朗読会
※内容未定。

市内文化団体３７団体が参加す
る総合文化祭。

市内サークル団体１４団体が参
加する作品展示会。

宮尾登美子文学作品の朗読会
※内容未定。

第45回小さな朗読会
（宮尾登美子文学記念館）

西いぶり定住自立圏文化事
業（室蘭市文化センター）

宮尾登美子文学作品の朗読会
※内容未定。

平成２９年度　社会教育事業計画〔日程表〕

【芸術文化事業】

事業名
（会場）

生涯学習課社会教育係

事業概要

巡回小劇場
（カルチャーセンター）

市内全小中学校の児童・生徒を対象
とした舞台芸術鑑賞事業。
◎小学校低学年(ミュージカル)
　「ピノッキオの冒険」
◎小学校高学年(児童劇)
　「子象物語(小学校Ver)」◎小◎
中学生(児童劇)
　「子象物語(中学校Ver)」

H29.07.11(AM)

H29.07.12(AM)

H29.07.12(AM)

        930

        930

　　　  950

 
 引率教諭
 含む



　担当課・係

事業名

事業
区分

事　業　名 新・継
事業費
（千円）

運営 アートビレッジ事業 継続 19,595

運営 美術品等受託事業 継続 385

運営
アートビレッジ文化館運営管
理費

継続 7,614

運営
シャーマンコレクション図録
作成事業

新規 3,147

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
かかる経費

平成２９年度　社会教育事業計画〔総括表〕

生涯学習課社会教育係

【アートビレッジ事業】

事　業　内　容

美術・音楽を中心とした芸術文化活動を
推進するNPO法人噴火湾アートビレッジ
事業に係る経費

※事業区分の略表示については、市民参加事業→「市民」、施設等運営管理事業費→「運営」、

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）

伊達市アートビレッジ文化館にて受託
し、管理・公開しているシャーマンコレ
クションを平成30年度に北海道近代美術
館及び建設中のだて歴史文化ミュージア
ムで展示会を予定しておりこれに合わせ
て贈呈用の図録を作成する経費

各種団体や個人への補助金→「補助」、負担金（会議負担金を除く）→「負担」とする。

－７－



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

通年 40

通年 15

 H29.8.26
 ～H29.8.27

6

H29.11.29 500

絵画教室「野田・永山塾」
（アートビレッジ文化館）

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

平成２９年度　社会教育事業計画〔日程表〕

生涯学習課社会教育係

【アートビレッジ事業】

事業名
（会場）

事業概要

リアリズム絵画セミナー
（アートビレッジ文化館）

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

伊達音楽アカデミー
（カルチャーセンター）

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
公開する

ミュージック・イン・スタ
イル岩崎淑シリーズvol.40
（カルチャーセンター）

伊達音楽アカデミーで講師を務
めているピアニスト岩崎淑氏と
チェロ岩崎洸氏（淑氏の弟）・
ヴァイオリン岩崎潤氏（淑氏の
甥）によるコンサート

－８－



　担当課・係

事業名

事業
区分

事　業　名 新・継
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 3,126

市民 北黄金貝塚公開活用事業 継続 2,124

市民 伊達市開拓物語作成事業 継続 1,729

市民 噴火湾文化調査研究事業 継続 666

運営 埋蔵文化財収蔵庫整備事業 継続 12,003

市民
縄文遺跡世界遺産登録推進事
業

継続 1,987

市民
カムイノミ・イチャルパ祭開
催経費

新規 575

市民 文化財審議会 継続 94

運営 北黄金貝塚運営管理事業 継続 3,076

運営 記念館運営管理事業 継続 2,479

運営 指定文化財維持管理事業 継続 1,476

補助 伊達市仙台神楽保存会補助金 継続 81

負担
全国史跡整備市町村協議会負
担金

継続 40

負担
北海道町村文化財保存整備協
議会負担金

継続 10

負担 縄文都市連絡協議会負担金 継続 20

負担 北海道文化財保護協会会費 継続 7

負担
北海道縄文のまち連絡会負担
金

継続 10

負担 アイヌ民族文化祭負担金 継続 30

負担 北海道博物館協会負担金 継続 15

平成２９年度　社会教育事業計画〔総括表〕

【文化財事業】

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

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

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

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

市指定史跡の草刈りと記念物である樹木の剪
定費用

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

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

生涯学習課文化財係

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

道内の文化財を保護し、活用するための組織
への会費

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

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

事　業　内　容

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甲冑・古文書
の修理費用

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。

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。

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

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

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

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

※事業区分の略表示については、市民参加事業→「市民」、施設等運営管理事業費→「運営」、

－９－

各種団体や個人への補助金→「補助」、負担金（会議負担金を除く）→「負担」とする。

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。



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

H29.05.13 200

H30.03.未 200

H29.08.26～
H29.08.27

1,000

H29.10.未 160

H30.02.未 20

H29.未 80

H30.03.未 50

H29.06.25 100

H30.03.03 200

H29.08.05 100

H29.11.02 50

H29.05.20 10,000

平成２９年度　社会教育事業計画〔日程表〕

【文化財事業】

事業名
（会場）

カムイノミ・イチャルパ祭
（噴火湾文化研究所）

七夕まつり
（迎賓館）

生涯学習課文化財係

事業概要

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

市有形文化財の迎賓館を活用
し、七夕イベントを行う

文化館建設の周知のための博物
館講座（講師：久留島浩 国立歴
史民俗博物館館長）

文化館建設の周知のための博物
館講座（講師：未定）

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）

考古学カフェ2017
（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
で道内各地の遺跡を紹介するイ
ベントを札幌市で開催する

ひな祭り
（伊達市開拓記念館）

雛人形を鑑賞する無料開放日

だて噴火湾縄文まつり
（史跡北黄金貝塚公園）

緑丘高校縄文学習
（緑丘高・史跡北黄金貝塚
公園）

動物考古学セミナー
（噴火湾文化研究所）

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。

文化財防火デー
（善光寺・三戸部家住宅）

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講演会（H29
年度は仙台市で開催）

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。

重要文化財を火災から守るため
の消防訓練

縄文文化を学び、楽しむイベン
トとして実施

北海道博物館との共催によるカ
ムイタプコプ下遺跡の発掘調査
の成果報告会

科研費事業成果報告会
（カルチャーセンター）
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　担当課・係

事業名

事業
区分

事　業　名 新・継
事業費
（千円）

市民 だてっ子　遊び学びの教室 継続 95

市民
姉妹・友好都市シニアリー
ダー研修・交流会

継続 588

市民 成人式 継続 216

市民
親子体験教室
親子クッキング

継続 20

市民 あそびましておめでとう 継続 35

市民 青少年教育事業費 新規 289

補助 伊達市教護会補助金 継続 200

補助
伊達ボーイスカウト活動補助
金

継続 30

補助 伊達favoriteCLUB補助金 継続 100

事　業　内　容

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

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
※Ｈ29年度は福島県新地町にて開催

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

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

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

ジュニア美術セミナーに替わり、小中学
生を対象とした新規事業（内容未定）

平成２９年度　社会教育事業計画〔総括表〕

【青少年事業】

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。

ボーイスカウト活動を促進し、社会的・
人間的成長を図る。

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。

※事業区分の略表示については、市民参加事業→「市民」、施設等運営管理事業費→「運営」、
各種団体や個人への補助金→「補助」、負担金（会議負担金を除く）→「負担」とする。
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生涯学習課青少年・体育係



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

未定
（各回）
　　　　30

対象：
小学生

H29.08.上 5
対象：
中高生

H30.01.07 300
対象：
新成人

H29.11.下  (12組) 24
対象：
小学生と
保護者

H30.01.下 30
対象：
小学生

未定 未定
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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）

あそびましておめでとう
（みらい館）

青少年教育事業
（会場未定）

親子での体験事業

昔遊びやニュースポーツを楽し
み、お雑煮を食べる。

ジュニア美術セミナーに替わり
開催する新規事業（内容未定）

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。

平成２９年度　社会教育事業計画〔日程表〕

【青少年事業】

事業名
（会場）

だてっ子　遊び学びの教室
全６回
（会場未定）

姉妹・歴史友好都市シニア
リーダー研修交流会
（福島県新地町）

生涯学習課青少年・体育係

事業概要

体験交流（内容未定）

姉妹・友好都市である、亘理
町・山元町・柴田町・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。



　担当課・係

事業名

事業
区分

事　業　名 新・継
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 3,090

補助 学校施設開放事業 継続 3,808

運営
スポーツ施設運営管理委託事
業

継続 126,260

運営
まなびの里パークゴルフ場運
営管理委託事業

新規 6,747

運営
まなびの里サッカー場運営事
業

継続 10,543

運営 健康づくり指導者養成事業 継続 96

補助 伊達市体育協会補助金 継続 1,278

補助
地地域体育振興会連絡協議会
補助金

継続 876

補助 スポーツ少年団補助金 継続 1,170

補助 スポーツ大会出場奨励助成金 継続 2,000

補助 中体連事業運営補助金 継続 3,000

補助
胆振管内軽スポーツフェスタ
参加補助金

継続 60

運営
第29回春一番伊達ハーフマラ
ソン事業

継続 0

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 300

補助
おおたき国際スキーマラソン
大会補助金

継続 5,000

各種団体や個人への補助金→「補助」、負担金（会議負担金を除く）→「負担」とする。
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※事業区分の略表示については、市民参加事業→「市民」、施設等運営管理事業費→「運営」、

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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

ふまねっと講習の指導員を養成する経費
を計上

ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞、車いす、小学
生駅伝
※生涯学習課は実行委員会をサポート。

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

平成２９年度　社会教育事業計画〔総括表〕

生涯学習課青少年・体育係

【体育事業】

事　業　内　容

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。



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

H29.4.16 4,000

H30.02.未 600

H29.06.下 400

－14－

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㎞

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㎞

第30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㎞、車い
す、小学生駅伝

平成２９年度　社会教育事業計画〔日程表〕

生涯学習課青少年・体育係

【体育事業関係】

事業名
（会場）

事業概要



　担当課・係

事業名

事業
区分

事　業　名 新・継
事業費
（千円）

市民 子ども読書まつり 継続 0

市民
七夕飾りづくり＆
夏休み子ども工作教室

継続 11

市民 だて図書館まつり 継続 60

市民
小中学生読書感想文・感想画
事業

継続 129

市民 読書普及促進事業 継続 60

市民 ブックスタート事業 継続 531

市民 伊東文庫巡回事業 継続 0

市民 図書館運営協力会 継続 72

市民 研修生受入事業 継続 0

運営 地域文庫事業 継続 0

運営 図書資料整備 継続 5,709

運営 図書館運営管理費 継続 7,693

負担 日本図書館協会会費 継続 23

負担 北海道図書館振興協議会会費 継続 15

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 470

事　業　内　容

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。

○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。

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

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。

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。

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。

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

平成２９年度　社会教育事業計画〔総括表〕

【図書館事業】

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。

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）

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。６地域に開設

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

※事業区分の略表示については、市民参加事業→「市民」、施設等運営管理事業費→「運営」、
各種団体や個人への補助金→「補助」、負担金（会議負担金を除く）→「負担」とする。
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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

図書館の維持管理等に係る費用

図書館業務係

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

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



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

H29.4.22
　～5.14

期間計
　 　3,000

H29.7.1
　～8.8

期間計
　　 　130

H29.7.28 20

H29.10.20
　～11.5

期間計
　 　2,500

H29.6.19
　～

H30.3.24
　　　　－

H30.2.17
応募　 192
表彰式 100

毎月第1
土曜日

延べ
　　　 120

毎月第2.4
水曜日

延べ
       530

毎月第2,4,5
土曜日

延べ
       450

各文庫
年2回入替

　　　　－

毎月1回
乳幼児栄養

相談日

延べ
　　　 223

5日間の
1クールを

年3回
7,10,2月

延べ
       156

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。

絵本の読み聞かせや絵本の手渡
しを実施。対象は2歳児。

－16－

ブックスタート
(保健センター）

ブックスタート・ステップ
(図書館)

夏休み子ども工作教室
(図書館)

だて図書館まつり
(図書館)

地域文庫配本
(各地域文庫６箇所）

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

各地域文庫へ半年毎に250冊を配
本し、配架する。

伊東文庫巡回事業
(市内全小学校)

小中学生読書感想文・感想
画表彰式(図書館)

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

講演会、大人向けお話会、読書
クイズ、おすすめ本展示他

伊東氏からの寄贈児童書を各校
(10校)に3週間程度巡回

小学生の部入賞者の表彰及び代
表3名による発表

絵本の読み聞かせ会
(図書館)

子ども映画会
(図書館)

小学校低学年向けの工作教室を
実施

平成２９年度　社会教育事業計画〔日程表〕

【図書館事業】

事業名
（会場）

子ども読書まつり
(図書館)

七夕飾りづくり
(図書館)

図書館業務係

事業概要

子ども一日司書、子ども向け展
示他

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。



（新規事業）『放課後子ども教室』について 

 

 

 

学習指導を中心に、スポーツ・文化芸術体験、地域の方の参画を得た多世代間の交流事業等の様々

な活動を行う予定です。 

具体的内容として、低・中・高学年で曜日を分けて実施する「学習の日」には市が用意したプリン

ト学習を行い、学習習慣の定着を図ります。「遊び・交流・体験の日」（以下「体験の日」と記載する）

には、外部講師や地域の方の参画を得ながら、凧揚げや竹馬などの昔遊び、地域の大人や中・高校生

との交流活動及びお茶・お華などの伝統文化やスポーツの体験を実施します。 

 

 

 

 ○ 平成 29年 6月開始予定 

 ○ 月に 7回程度開催（長期休業期間も開催） 

  「学習の日」：月に 6回程度※ 

  「体験の日」：月に１回程度 

 ※「学習の日」は学年を 3区分し、区分ごと 

   月に２回程度実施（３区分×２回＝６回） 

 

 

 

○ 小学生 1年生から 6年生の全学年 

（全児童対象とした希望者）※事前に登録した児童のみが参加できる。 

 

 

 

○ 視聴覚室、エントランスホール、図書室、体育館、校庭 等 

※基本的には学校敷地内で事業を実施します。 

 

 

 

初年度である平成２９年度は教育委員会が直営で事業を実施します。 

体制としては、1事業日あたり４人程度のスタッフ（コーディネーター1名、学習指導員１名、安

全管理人 2名）を配置します。 

※「体験の日」は外部講師、保護者や地域の方などの参加も考えています。 

 

将来的に放課後子ども教室は、各学校の保護者や地域の方を中心とした『○○小放課後子ども教室

実行委員会（仮称）』を組織していただき、事業を運営していただく予定です【事業委託化】。 

 
遊び 
昔遊び（けん玉や
お手玉など）、 
自由遊びなど 

昔 遊 び 

２．実  施  日 

３．参 加 対 象 者 

４．実  施  場  所 

伝統文化体験 プリント学習 

５．運  営  方  法 

１．活  動  内  容 
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