
様式第２号（第３条関係） 

 

審 議 会 会 議 録 

会 議 名 称 令和元年度 第３回伊達市社会教育委員会議 

議 題 ◎令和２年度社会教育事業計画について 

開 催 日 時 令和２年２月書面開催 

場 所 書面開催 

出 席 者 

社会教育委員 12名、教育委員会職員９ 

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  

■ 非公開 非公開の理由 書面開催のため 

【会議概要】 

 

２月 27日（金曜日）に伊達市役所第２庁舎会議室１で会議を開催する予定で、 

社会教育委員等会議出席予定者に会議資料を事前配付していたが、新型コロナウ 

イルス対策で会議を書面会議に変更した。 

議案が報告事項のみであったことから、社会教育委員へは電話及び文書で書面 

会議としたことを連絡し、意見や提案がある場合については３月 13日（金曜日） 

までに事務局に文書で提出することとしていた。（意見等なし） 

 

 

 

 

 

※ 別紙「令和２年度社会教育事業計画〔日程表〕」については、２月上旬に作 

 成したことから、その後に発表された北海道及び国からの緊急事態宣言で、 

４月に実施予定だった事業は、ほぼ中止又は延期となっています。 

 

 

 

 

 



 
 

令和元年度 

第３回伊達市社会教育委員会議 
 

 

日時 令和 ２ 年 ２ 月２７日（木）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    教育部長 金 子 達 也 

                                         

                                         

                                         

 

 

３．議    事    令和２年度社会教育事業計画について 

（事業区分毎に担当者から説明し、後に委員からの質問をお受けします） 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

 

４．そ  の  他 

                                         

                                         

                                         

                                         

 

 

５．閉    会 



【参加者名簿】 

 
〔伊達市社会教育委員会議（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】 

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 

安孫子 孝 次 令和 元 年 ５月 １日 伊達メセナ協会 事務局長 

小 野 慎 史 令和 元 年 ５月 １日 伊達青年会議所 直前理事長 

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 

桑 井 美 彦 平成３０年 ５月２４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 

神    洋 平 平成３０年 ５月２４日 
伊達シニアクラブスポーツ少年団 

代表指導者 

登 坂 恭 之 令和 元 年 ５月 １日 
伊達市校長会 会長（伊達小学校 校

長） 

鳴 海 摩里子 令和 元 年 ５月 １日 伊達市スポーツ推進委員 

山 木 広 幸 平成３０年 ５月２４日 伊達市ＰＴＡ連合会 会長 

 

〔伊達市教育委員会〕 

所  属 氏  名 所  属 氏  名 

教育部長 金 子 達 也 図書館長 竹 迫 知 美 

生涯学習課長 山 根 一 志 図書館業務係長 竹 内 健 太 

社会教育係長 齋 藤   努 
だて歴史文化ミュージ

アム館長 
櫛 田 太 郎 

社会教育係主査 佐 藤 悟 史 
だて歴史文化ミュージ

アム学芸係長 
相 馬 輝 彦 

青少年・スポーツ係長 深 田 千 博 
  



社会教育委員関係事業 】

北海道社会教育委員長等
研修会
（かでる２・７）

第１回伊達市社会教育委
員会議
（第２庁舎会議室１）

◎R01年度事業実施報告
◎R02年度事業実施計画【確定版】

R02.05.下
　全社教委と
　関係職員

社会教育委員及び関係職員を対象と
した研修会
◆小林議長は研修会の企画委員

R02.07.06～
R02.07.07

（１泊２日）
小林議長 ＪＲ

第２回伊達市社会教育委
員会議
（第２庁舎会議室１）

◎R02年度事業実施報告（中間報告）
◎R03年度事業計画策定のための意見
　交換

R02.10.中

委員２名
＋市職員

公用車

令和２年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

－１－

胆振管内社会教育委員連
絡協議会理事会・総会
（登別市）

◎R01年度事業実施・決算報告
◎R02年度事業計画・予算報告
◆小林議長は胆社連協理事

R02.05.中
小林議長
＋市職員

公用車

開催予定日
定員又は
来場見込

備　考事業名（会場） 事　業　概　要

事業名

北海道社会教育研究大会
渡島大会（函館市）

社会教育委員及び関係職員を対象と
した研修会
◆道社連協の永年勤続表彰式がある
ため、受賞委員が優先出席

R02.10.08～
R02.10.09

（１泊２日）
委員２名 ＪＲ

【

　全社教委と
　関係職員

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（苫小牧市）

胆振管内の社会教育委員及び社会教
育関係職員が対象の研修会。

R02.11.未

第３回伊達市社会教育委
員会議
（第２庁舎会議室１）

◎R03年度事業実施計画ほか R03.02.下
　全社教委と
　関係職員

胆振管内社会教育委員連
絡協議会永年勤続功労者
表彰候補者推薦

勤続年数６年以上の社会教育委員を
胆社連協に推薦。
（該当なし）

北海道社会教育委員連絡
協議会永年勤続功労者表
彰候補者推薦

勤続年数１０年以上の社会教育委員
を道社連協に推薦。
◆伊藤委員、小谷委員が対象
◆道社連協の表彰枠の都合で昨年は
漏れたため、引き続き本年度も推薦

担当課・係 生涯学習課社会教育係

※会議や研修会に出席した委員には、既定の旅費及び日額報酬が支払われます。



－１

20 夜　間

だて市民カレッジ
〔第４講座〕
(カルチャーセンター)

(仮)「地域を盛り上げる活動につ
いて」
講師：紋鼈寺若院 奥田 正弘 氏

R02.09.未
（18:30～）

70

だて市民カレッジ
〔第２講座〕
（大滝区内）

(仮)「大滝再発見」
※木質ペレット工場等施設見学等

市民講座〔第２講座〕
(カルチャーセンター)

（仮）「堤中納言物語～平安後期
の『お話し』を楽しむ第２巻～」
全６回

R02.9.未 15

市民講座〔第３講座〕
(カルチャーセンター)

市バス
(公用車)

市民講座〔第６講座〕
（大滝区内）

（仮）「大滝区開催！「アロニア
染め講座」全２回
※伊達地区参加者は市バス送迎。
※会場は基幹集落センターが有力
で、定員は20名程度になる予定。

R02.10.未 20

（仮）「ロープワーク講座」 R02.7.未 15

市民講座〔第４講座〕
（カルチャーセン
ター・札幌コンサート
ホールkitara）

（仮）「芸術鑑賞講座～札幌交響
楽団」（全３回）
◎座学講座２回（カルチャー）
◎音楽鑑賞１回（キタラ）

R02.10.未 30 市バス

市民講座〔第５講座〕
(カルチャーセンター)

（仮）「『夜間開催！』おいしい
コーヒーを淹れてみませんか？
（上級編）」全４回

R02.09.未

だて市民カレッジ
〔第５講座〕
(カルチャーセンター)

(仮)「温泉学について」
講師：札幌国際大学名誉教授
　　　松田 忠徳 氏

R02.10.未
（13:30～）

70

〔市民講座と市民カレッジについては「伊達まちカードポイント付与対象事業」で、１講座２０ポイントを付与〕

R02.07.未 30 市バス

だて市民カレッジ
〔第３講座〕
(カルチャーセンター)

(仮)「SDGsの取り組みについて」
講師：伊達緑丘高等学校（教員・
生徒）

R02.08.未
（13:30～）

だて市民カレッジ
〔第１講座〕
(カルチャーセンター)
※大ホール又は視聴覚室

(仮)「クラシックギターで語る音
楽の魅力」
講師：ギタリスト 竹形 貴之 氏

R02.06.上
(13：30～)

未定

70

－２－

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

R02.08.下
　 市民 3名
　 職員 1名

３泊４日

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。

R02.11.上 30

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〔第１講座〕
(カルチャーセンター)

（仮）「『夜間開催！』鉢植え菜
園講座」全２回

４月又は10月
に２回開催

15 夜　間

令和２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

市バス

男女共同参画社会づく
り推進事業〔講演会〕
(カルチャーセンター)

男女共同参画社会づくりの啓発の
ために講演会。※あらうすカーニ
バルとコラボ予定。

R02.12.未 100

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。

R03.03.上 ―



令和２年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

事業名 【 生涯学習事業 】 －２ 担当課・係 生涯学習課社会教育係

－３－

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
が目的。
◎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）

長和小放課後子ども教
室

同上 通年

R02.01.末現在
 児童数68名
R02.02.13現在
 登録数18名

通年

R02.01.末現在
 児童数349名
R02.02.13現在
 登録数37名

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

大滝徳舜瞥学校（前期
課程）放課後子ども教
室

◎令和２年６月開設
◎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
が目的。
◎学習日２回/月
※１～２年：１回/月
　３～６年：１回/月
◎体験１回/月（全学年合同）

通年
R02.01.末現在
 児童数14名

新規開設

放課後児童健全育成事
業
（放課後児童クラブ）

市内全小学校の児童を対象に開設。
◆共働き等の理由で下校後に保育に
欠けた状態となる児童を対象に、保
護者から入所申請があった児童を受
け入れ
◆保育時間は、下校時刻から午後６
時半
◆休日保育は、さくら・あやめ児童
クラブで実施予定（令和元年度まで
は、ほしのこ児童クラブにて実施）
◆各児童クラブには、嘱託職員１名
と臨時職員１名以上を配置。
◆保育料は月額６，０００円
　※軽減あり
◆補食（おやつ）あり
◆令和２年度登録受付状況
◎伊達小
　　うめのこ児童クラブ　　　48名
　　さくら児童クラブ　　　　48名
　  あやめ児童クラブ　　　　48名
◎東小
    第１やまびこ児童クラブ　36名
　　第２やまびこ児童クラブ　34名
　　第３やまびこ児童クラブ　34名
◎西小・関内小
    ほしのこ児童クラブ　　　43名
　　かぜのこ児童クラブ　　　40名
　　きたのこ児童クラブ　　　41名
◎長和小
    ながわ児童クラブ　　　　15名
◎稀府小
    まれふ児童クラブ　　　　27名
◎有珠小
    うす児童クラブ　　　　　 9名
◎大滝徳舜瞥学校前期課程
    おおたき児童クラブ　　　 7名

　　　　　　　　 合計　　　430名

通年

R02.01末現在
全児童1,483名
※全寮制で児
童クラブがな
い星の丘小学
校を除く。

R02.02.18現在
登録数  363名
※期間通所児
童（長期休み
のみ通所）を
含む。



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(カルチャー)と有珠
長生大学(白鳥館)の２ヶ所を開校。
◎伊達長生大学は、年間21日の学習
日で、午前が講義、午後から実技。
◎有珠長生大学は午前中のみ開校
で、講義又は実技を行っている。
◎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。
◎伊達長生大学には任意加入の部活
(市管理外)もあり、独自に活動して
いる。

通年

R02.02.13現在
伊達　　235名
有珠　　 14名
合計　　249名

－４－

生涯学習事業 】 －３ 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

令和２年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

事業名 【

マイプラン・マイスタ
ディ事業

市民団体等が行う講演会等の講師
謝礼金の一部を市が負担する事業
◎負担上限 20,000円
◎予算額  125,000円
◎社会教育に関する講演会等
◎講演会等の参加対象が、主催団
体の会員限定ではなく、一般にも
開放されていることが条件。
◎令和２年より負担上限額を引き
下げ。25,000円⇒20,000円

通年
〔R01実績〕
５回125,000円

宅配講座事業

市職員が講師となり行う座学講座
◎全５６ジャンル（令和元年度講
座数）
◎参加者が５名以上であれば、自
治会や各種サークル等で申込可
◎会場費等は申請者が負担

通年

〔H29実績〕
101回3,278人
〔H30実績〕
 88回2,638人



◆㈱劇団め組
〔演劇〕ヴェニスの商人

R02.07.06(PM)

－１

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１７団体（予
定）が参加する作品展示会。

R02.09.04～
R02.09.06

(来場見込)
        800

市民総合文化祭2021
(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。

R02.10.02～
R02.11.22

(来場見込)
      8,000

オープンアトリエ
（宮尾登美子記念アー
トホール＝宮尾ＡＨ）

市内在住の若手画家による、作品
制作過程を公開するオープンアト
リエや作品展示、ワークショップ
を開催する。

R02.07.未～
R02.08.未

(１ヶ月程度)
―

巡回小劇場事業
〔中学校〕
（カルチャーセンター）

（935）

（昨年度参
観
人数）
※引率教員
を含む

巡回小劇場事業
〔小学校高学年〕
（カルチャーセンター）

◆少人数による音楽とバレエのス
テージprincipal(プリンシパル)
〔音楽〕音楽とバレエ「くるみ割
り人形」ダイジェスト

R02.07.21(PM) （851）

（昨年度参
観
人数）
※引率教員
を含む

ＮＨＫ地域実施全国放
送公開番組
（カルチャーセンター
大ホール）

西いぶり定住自立圏文
化事業「上方落語」
（登別市民会館）

◎西胆振６市町（室蘭市、登別市、
伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖
町）で実行委員会を組織し開催して
いる文化公園事業で令和元年度は伊
達市で開催。
◎３市からの負担金各100万円と売券
収入により開催経費を賄っている。
◎出演予定：桂 ざこば、桂 米團治
※伊達市民のチケット購入者につい
ては、先着30名を市バスで送迎

R02.07.26 700 ※市バス

NHK番組の「ベストオブクラシッ
ク(ＮＨＫ－ＦＭ)」の公開収録を
実施する。

R02.11.29 900

フランク・シャーマン
コレクション展
（宮尾ＡＨ）

寄託されているシャーマンコレク
ションの作品の展示を行う。

R02.09.未～
R02.10.未

(１ヶ月程度)
―

(要)
ミュー
ジアム
観覧券

令和２年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

事業名 【 文化芸術事業 】

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

－５－

担当課・係 生涯学習課社会教育係

巡回小劇場事業
〔小学校低学年〕
（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。
◆㈱劇団め組
〔演劇〕青い鳥

R02.07.06(AM) （781）

（昨年度参
観
人数）
※引率教員
を含む



―

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

岩崎淑コンサート
(カルチャーセンター)

ピアニスト岩崎淑氏による音楽コ
ンサートを開催予定。

R02.11.26 200

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、ピアノレッスンなどの音楽
指導を一般公開で行う。

R02.08.29～
R02.08.30

6

令和２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－２

現代写実絵画研究所絵
画教室
「野田・永山塾」
(アートビレッジ文化
館)

顧問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、顧問の野田弘志
氏、画家の永山優子氏、外部講師
が指導。

通年 15

－６－

北海道ジュニア美術セ
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

幼児絵画教室
(アートビレッジ文化
館)

幼児（幼稚園年中・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予定。

R02.05.未～
R03.02.未

（回数未定）
70

教育関係合同表彰式
(カルチャーセンター)

芸術文化表彰、青少年表彰、市民
スポーツ賞表彰、市民体力づくり
運動功績者行賞の合同表彰式
※H30、R01は青少年表彰の受賞者
なし。

R03.02.中



令和２年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

事業名 【 歴史事業 】

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

R02.08.未 1,000

事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考事業名（会場）

縄文こどもの日
(史跡北黄金貝塚公園)

ワークショップを通し、縄文文化
を学べるイベント

R02.05.未 100

緑丘高校の敷地内の遺跡や市内の
遺跡についての学習

160

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

R02.11.未 50

－７－

R02.09.未
緑丘高校縄文学習
（緑丘高・史跡北黄金
貝塚公園）

担当課・係 生涯学習課文化財係

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

R03.02.未 50
動物考古学セミナー
（伊達市噴火湾文化研
究所）



－８－

迎賓館　七夕まつり
（迎賓館）

市有形文化財の迎賓館を活用した
七夕まつり

R02.08.01～
R02.08.02

100

ミュージアムで自由研
究を完成させちゃお
う！！
(本館１階ラーニン
グ・スタジオ)

市内小学生向けの自由研究サポー
ト企画

夏・冬休み
期間中

50

歴史講演会
(本館１階ラーニン
グ・スタジオ)

市民向けの歴史講演会 R02.08.未 80 無料

迎賓館　ＧＷイベント
（迎賓館）

市有形文化財の迎賓館を活用した
ＧＷイベント

R02.05.02～
R02.05.06

1,500

亘理伊達家のお雛様
(本館２階特別展示場)

ひな祭りに合わせて、亘理伊達家
由来のお雛様などを展示する企画
展

R03.02.6～
R03.03.21

2,500
（要）
観覧料

伊達開拓民具展
(本館１階ラーニン
グ・スタジオ)

開拓に使われた農機具や生活道具
などを展示する。

R02.09.12～
R02.10.25

3,500 無料

亘理・山元・柴田・新
地－ふるさとの歴史と
絆－
(本館２階特別展示場)

姉妹都市・歴史友好都市の町と伊
達市とのつながりを歴史的経緯か
ら紹介する企画展

R02.11.01～
R02.12.27

2,500
（要）
観覧料

常設展拡大
（本館２階特別展示
場）

ミュージアム所蔵品を特別展示場
に拡大して展示する企画展

R03.01.06～
R03.01.31

1,500
（要）
観覧料

洛中洛外図－屏風と京
の文化－
(本館２階特別展示場)

洛中洛外図屏風亘理伊達本の公開
と、京と武家の文化を紹介する企
画展

R02.07.31～
R02.09.06

3,000
（要）
観覧料

発掘されたモシリ遺跡
(本館２階特別展示場)

数十年ぶりに発掘調査が行われた
モシリ遺跡。モシリ遺跡の概要と
重文出土品を紹介する企画展

R02.09.12～
R02.10.25

3,500
（要）
観覧料

多文化との出会い－ア
イヌ民族と亘理伊達家
中の関係秘話－
(本館２階特別展示場)

アイヌ民族と亘理伊達家中が築き
上げてきた関係に迫る企画展

R02.04.18～
R02.06.28

7,500
（要）
観覧料

奥州相馬氏野馬追図屏
風
(本館２階特別展示場)

伊達市では初公開となる「相馬野
馬追」を描いた屏風絵図の企画展

R02.07.07～
R02.07.26

1,500
（要）
観覧料

令和２年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

事業名 【 ミュージアム事業 】 担当課・係 だて歴史文化ミュージアム

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考



R03.01.10 300

大滝区の子どもたちと
の交流事業【国鉄胆振
線代替バス利用促進事
業】
（大滝区内予定）

沿線（倶知安～喜茂別など）の児
童生徒の交流を図る。

未定 未定

親子体験教室
「親子クッキング」
（保健センター）

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）

R02.11.下 32人(16組)

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〕
伊達シニアクラブスポーツ少年団
つどいサークル「ドロップ」
伊達市長生大学

R03.01.下 40

－９－

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。
※R02は伊達高校から派遣

R02.07.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（宮城県柴田町）

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〕
伊達シニアクラブスポーツ少年団

R02.07.29～
R02.07.31

（２泊３日）

  30名程度

うち伊達市から
の参加者　６名

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

令和２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・スポーツ係

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

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 



事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

－10－

担当課・係 生涯学習課青少年・スポーツ係

令和２年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

事業名 【 スポーツ事業 】

600

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、小学団体戦

R02.04.19 3,700

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㎞ R02.07.未 400

R03.02.未

事業名（会場）

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㎞



－11－

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

令和２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

研修生受入事業
（図書館）

図書館業務を体験することで図書
館への理解を深めてもらうととも
に、研修生の勤労観、職業観の育
成等に資する。対象は中学生以上
の生徒・学生。

随時 　　 －

ブックスタート・ス
テップ
（図書館）

読書啓発と子育て支援のため、２
歳児を対象に絵本の読み聞かせ及
び絵本の配布を実施する。

５日間１クール
を年３回実施
（7、11、3月）

延べ
　　 　 166

ブックスタート
（保健センター）

読書啓発と子育て支援のため、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
の配布を実施する。

隔月１回
延べ
　　 　 171

子ども映画会
（図書館）

子ども向け映画会の上映を行う。
毎月

第３土曜日
延べ
　　 　 180

保護者含

地域文庫配本
（各地域文庫４箇所）

図書館遠隔地にその地域と協働で
地域文庫を設置。半年に一度２５
０冊の図書を寄託・巡回し、地域
住民への読書サービスの向上に努
める。（４地域に開設）

各文庫
年２回入替

　　 －

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する。

毎月
第１土曜日

延べ
　　 　 120

保護者含

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
び等を実施する。

毎月
第２・４水曜日

延べ
        400

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を実
施する。

R02.07.31 　　　 　10

秋の読書週間
（図書館）

秋の読書週間に合わせて、小学生
のためのお話し会、読書クイズ、
おすすめ本展示、「本の森」、人
形劇等を実施する。

R02.10.30～
R02.11.08

期間計
　  　1,800

堀内文庫・伊東文庫巡
回事業
（市内全小学校等）

堀内氏、伊東氏からの寄贈児童書
を各校(９校)に３週間程度巡回

R02.06.上～
R03.02.下

－

みんなのおススメ本Ｐ
ＯＰコンテスト
（図書館）

市内小中学生等と市内高校生を対
象に、おススメ本POP作成を通し
て読書に対する興味や意欲の継
続・向上を目的として実施。

R02.06.中～
R02.12.上
表彰式

R02.12.中

応募　  400
表彰　 　15

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。

R02.07.04～
R02.08.07

期間計
　　  　250

春の読書週間
（図書館）

子ども読書週間に合わせて、小学
生子ども一日司書体験、子ども向
けの本の展示等を実施。
また、２日間限定で２階に「本の
森」を設置し、楽しみながら本に
触れ合ってもらう。

R02.04.24～
R02.05.03

期間計
　  　1,800





令和２年度主要事業一覧表【記者発表資料の抜粋】 
（単位：千円） 

項  目 事  業  内  容 予算額 

生涯学習推進費  市民講座開設事業（６講座）  

 市民の生涯学習推進のため、各種講座を開設し、市

民に学びの機会を提供する事業 

362 

 マイプラン・マイスタディ事業 

 市内の団体等が自主的に行う学習活動における講師

謝礼金を負担する事業 

125 

 だて市民カレッジ開設事業 

 市民参加型の「だて市民カレッジ企画運営委員会」が
中心となり、市民の学びの場を提供する事業 

352 

 長生大学運営費 

 伊達と有珠の長生大学の運営に係る、講師謝礼金な

どの経費 

576 

 男女共同参画社会づくり推進事業 

 家庭や地域における意識啓発を推進するための講演

会等に係る経費 

219 

 胆振女性リーダー養成研修事業 

 男女共同参画リーダーの資質向上と団体活動活性化の
ため、リーダー候補を国立女性教育会館に派遣する事業 

296 

 放課後子ども教室運営事業 

 放課後の子どもの安全・安心な居場所をつくり、地域
住民の参画を得ながら学習や様々な体験活動を行う事業 

2,887 

 放課後児童クラブ運営事業 

 保護者が就労等で児童の保育ができない場合に、安

全安心な居場所を確保し、適切な遊びや生活の場を与

えて、児童の健全な育成を図ることを目的とする事業 

21,385 

 児童生徒文化・スポーツ振興事業補助金 

 小中学生が参加する道外開催の全国規模の競技大会

への参加旅費に対する補助 

5,000 

 伊達市立学校文化活動・全道大会等参加費補助金 

 市立学校の教育活動の一環として行われる芸術や文

化部門の全国・全道大会に係る経費のうち、児童生徒

と引率者に係る分の一部を補助 

420 

文化振興費  市民総合文化祭経費 

 伊達市文化協会と共同で、市民が文化活動を実践し

てきた成果を発表する機会を提供する事業 

158 

 芸術文化振興事業 

 カルチャーセンター等で芸術観賞する機会の提供に

要する経費 

3,618 

 芸術文化賞授賞事業 
 伊達市芸術文化表彰規則に基づく表彰式に要する経費 

72 

 アートビレッジ事業 

 ＮＰＯ法人噴火湾アートビレッジへ、絵画教室や音

楽アカデミー等のアートビレッジ事業を委託するため

の経費 

19,804 

 アートビレッジ文化館運営管理費 

 アートビレッジ文化館の維持管理に要する経費 

8,247 

 



（単位：千円） 

項  目 事  業  内  容 予算額 

  伊達市文化協会補助金 

 文化振興のため、伊達市文化協会が行う運営や活動に

対する補助 

527 

 芸術文化振興事業補助金 

 市民に芸術文化の鑑賞機会を提供するために、伊達

メセナ協会及び総合企画ＦＭＡが主催する事業に対す

る補助 

4,320 

文化財保護費  北黄金貝塚運営管理費 

 体験学習用の材料や、情報センターの維持管理経費 

3,182 

 指定文化財等維持管理費 

 記念樹の剪定や史跡の維持管理経費 

2,580 

 縄文遺跡世界遺産登録推進経費 

 世界遺産登録に向けた推進会議や広報活動等に係る

経費 

1,766 

 噴火湾文化調査研究費 

 東北アジア研究センター学術連携講演会経費や埋蔵

文化財事前協議に係る経費 

1,998 

 北黄金貝塚公開活用事業 

 遺跡や出土品を活用し、公開講座等を実施するため

の経費 

2,394 

 北海道遺産蝦夷三官寺活用事業 

 蝦夷三官寺（伊達市：有珠善光寺、様似町：等澍院、

厚岸町：国泰寺）を活かした文化財保護の啓発と観光

振興への取組に係る経費 

477 

新規 アイヌ政策推進交付金活用事業 

 アイヌの伝統等に関する理解促進に資するための講

習会や視察経費 

1,429 

新規 歴史本「北の大地と生きる」増刷事業 

 歴史本の販売に要する増刷経費 

2,475 

青少年教育費 

 

 

 

 

 指導センター運営費 
 青少年の非行防止及び問題行動への指導、不審者等に
よる被害を抑止するため巡回街頭指導等を実施する事業 

1,742 

 青少年教育事業 

 様々な体験活動と他校異学年の児童が交流する場を

設け、子どもたちのこころとからだの健やかな成長を

促す事業 

439 

 姉妹・歴史友好都市シニアリーダー研修交流事業 

 宮城県亘理町ほか姉妹・歴史友好都市の中高生と研

修交流会を実施し、リーダーシップとコミュニケーシ

ョン能力の向上を図る事業 

638 

 成人式事業 

 伊達市成人式の主演者及び協力団体、実行委員会へ

の謝礼や、消耗品費、印刷製本費等、式典及びアトラ

クションの実施に要する経費 

241 

 伊達市教護会補助金 

 教護会が校外生活での生徒指導のため実施する巡視

活動及び情報交換会とそれらに付帯する事務経費に対

する補助 

200 



（単位：千円） 

項  目 事  業  内  容 予算額 

だて歴史文化ミ

ュージアム費 

 だて歴史文化ミュージアム運営管理費 

 施設の維持管理、収蔵品管理、広報、講演会等に係

る経費 

41,664 

 だて歴史文化ミュージアム特別展等開催経費  6,736 

カルチャーセン

ター費 

 カルチャーセンター運営管理委託料 

 だて歴史の杜カルチャーセンターの指定管理者への

運営管理委託料 

105,046 

スポーツ振興費  健康づくり指導者養成事業 

 スポーツ推進委員が認知症予防、運動機能改善に効

果がある「ふまねっと運動」の指導者資格を取得し、

ふまねっと運動の普及促進を図るための経費 

62 

 伊達市体育協会補助金 

 スポーツ振興と健康増進、競技力向上のため、体育

協会が加盟団体に対して実施する活動援助等事業に対

する補助 

1,278 

 地域体育振興会連絡協議会補助金 

 各地域体育振興会が住民の体力づくり、スポーツの

普及促進のため実施する各種事業に対する補助 

876 

 スポーツ少年団活動補助金 

 青少年のスポーツ普及促進と健全育成、指導者の育

成のために、スポーツ少年団が行う活動に対する補助 

1,170 

 中体連事業運営補助金 

 中学校体育連盟が実施する大会に出場する選手及び

引率者の参加経費等に対する補助 

3,000 

 スポーツ大会出場奨励助成金 

 市のスポーツ振興と普及促進のため、児童から大人

までを対象として、全道大会等の出場に要する経費等

に対する補助 

2,000 

 おおたき国際スキーマラソン大会補助金 

 市民のスポーツ意識の高揚と健康・体力づくり、国

際交流や地域振興を目的としたスキーマラソン大会開

催に対する補助 

5,000 

 おおたき国際ノルディックウォーキング大会補助金 

 市民のスポーツ意識の高揚と健康・体力づくり、国

際交流や地域振興を目的としたノルディックウォーキ

ング大会開催に対する補助 

300 

スポーツ施設費  まなびの里サッカー場維持管理費 

 スポーツ用器具等の消耗品、ナイター照明電気料、

人工芝グラウンドのメンテナンスをはじめとした施設

の維持管理に要する経費 

7,224 

 まなびの里パークゴルフ場運営管理委託料 

 まなびの里パークゴルフ場の指定管理者への運営管

理委託料 

7,601 

 ポーツ施設運営管理委託料 

 総合体育館（温水プール・トレーニング室含む）、武

道館、館山野球場、関内パークゴルフ場、アルトリパ

ークゴルフ場の指定管理者への運営管理委託料 

125,541 

新規 総合体育館プールフロア購入費  7,277 



 


