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【会議概要】 

◎新型コロナウイルス対策で会議を書面開催とした。 

◎転出等により３名の社会教育委員が退任したことから、４月に開催した教育委員 

会定例会での承認を経て、新たに３名の方に社会教育委員を委嘱し、委嘱状を郵 

送した。 

◎議決案件がなかったことから、資料郵送の際に意見書を同封し、今後の事業等へ 

の意見を求めた。 

 

【提出意見】 

◆令和２年度については、全ての事業を実施することは無理としても、コロナの収 

束状況を見ながら、「密」を回避した事業開催を求める。 

◆「だて学」に重点を置いた事業。 

◆まちの歴史や文化についての学習機会の提供や情報配信をしていると思うが、ど 

れだけの市民が、わが町の歴史や文化に愛着や誇りを持っているのだろうか。多 

くの市民が愛着や誇りを持てる「まちづくり」を推進してほしい。 
 

 

 



令和２年度第１回伊達市社会教育委員会議【書面会議】 
 

 

 

コロナウイルス感染拡大防止対策として、第１回会議を書面会議といたしました。 

報告事項のみで議決事項はありませんが、意見等がございましたら別紙「書面会議

意見書」により報告願います。 

 

 

【送付書類】 

◎令和２年度教育行政執行方針 

◎令和元年度社会教育事業実施報告書 

◎令和２年度の社会教育事業について【現状報告】 

◎令和２年度社会教育事業計画書〔日程表〕※２月の第３回会議で示した当初予定 

◎伊達市社会教育委員の退任及び就任について 

◎令和２年度社会教育関係者名簿 

◆書面会議意見書 

 

 

 

ご意見がある場合は、同封いたしました意見書を６月１２日（金） 

までに伊達市教育委員会（社会教育係）に提出してください。 

 

 

 

 
令和 ２年 ５月２９日 

 

伊達市教育委員会 教育長 影 山 𠮷 則 
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 Ⅰ はじめに 

 

 令和２年第１回伊達市議会定例会の開会にあたり、教育行政の執

行に関する主要な方針について申し上げます。 

 

 我が国は、急速に進行する少子高齢化や地域社会の変容とともに、

価値観が多様化し、グローバル化も急速に進むなど、将来を見越す

ことが困難な社会になっております。 

教育を取り巻く環境も複雑多様化しており、令和２年度から国の

教育改革の根幹をなす新しい学習指導要領がスタートし、国を挙げ

て子どもたちの学力・体力、ひいては、これからの社会を力強く生

き抜いていくための高い人間力を育む、新しい学びが求められてお

ります。 

とりわけ10年後には、今ある仕事の半分以上がＡＩ（Artificial 

Intelligence 人工知能）に置き換わることが予想され、今後は、機

械にできないことができる人が一層求められてくることから、必要

な情報や知識をスピード感を持って整理し、活用することで、新し

いことに挑戦して学び続けることのできる「戦略的学習力（Learning 

Strategies）」が最も必要なスキルであると言われております。 

 

このような中、本市を持続的に発展させていくためには、「第２ 

次伊達市教育振興基本計画」において基本理念として定めた「自 

立・協働・創造」を本市教育のスローガンに掲げ、ＳＤＧｓ 

（Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標）において

進められるグローバルな課題解決を視野に入れ、ローカルに活躍で

きるような人材育成や環境整備が、これまで以上に重要になると考

えております。 

また、超高齢社会の到来により、市民一人ひとりが生涯にわたり、

いつでもどこでも学ぶことができ、その学びの成果を活かすことの

できる生涯学習社会を基盤として、学校教育や社会教育等のあらゆ
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る学びの連携を図った取組の充実及び改善も一層重要になると考え

ております。 

伊達市教育委員会といたしましては、「第２次伊達市教育振興基本

計画」に基づいた各種教育施策に取り組むとともに、市長が主宰す

る総合教育会議において協議を行うなど、市をはじめ、学校、家庭、

地域や関係機関、団体等との連携をさらに強化して教育行政を推進

してまいります。  
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 Ⅱ 教育行政に臨む基本姿勢 

 

 ここで、今後の教育行政に臨む基本姿勢について申し上げます。 

 

教育を取り巻く現状と課題を踏まえ、「第２次伊達市教育振興基 

本計画」において「自立・協働・創造」を基本理念として定めると

ともに、基本理念の目指す方向性について、「自立」におきまして 

は、「夢を志に高め、たくましくしなやかに、生涯を通じて挑戦し 

続ける人の育成」を目指し、「協働」におきましては、「共に学び育

ちあう絆を強くし、地域が人を育み、人が地域を創る社会の実現」

を、「創造」におきましては、「郷土の歴史と文化を継承・発展させ､

新しい価値観を創出する人の育成」を目指すこととしたところであ

ります。 

 

以上のことを基本姿勢として、自らが伊達市の将来を創り出して

いくという主体性を持った人づくり、郷土の歴史や文化を誇りに思

い、生涯にわたり生きがいを持って活躍できる学びづくりのため、 

学校教育におきましては、 

「社会を生き抜く力を育む教育の推進」として、地球規模の視野

で考え、地域の視点で行動できる「グローカル」な人材や、これか

らの地域社会を担う人材の育成に向けたキャリア教育及びふるさと

創生教育の一環として、「だて学」の実践を進めてまいります。 

併せて、特別の教科「道徳」の充実による「豊かな心を育む教育

の推進」のほか体力向上、食育及び健康教育を目的とした「健やか

な体を育む教育の推進」を図ってまいります。 

また、「地域とともにある学校づくりの推進」として、コミュニ 

ティ・スクールの取組により、地域住民や保護者が主体的に学校運

営に参画し、学校と地域が一体となって子どもたちを育むなど、地

域総がかりの教育と学校を拠点とした地域づくりを推進してまいり

ます。 
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「信頼される教育環境の整備」としては、一定規模の集団の中で

多様な考え方に触れ切磋琢磨できるなど、児童生徒の教育環境をよ

り良いものにするため、地域や学校の実情等を考慮しながら伊達市

立学校の再編等を進めてまいります。 

 

社会教育におきましては、 

「ふるさと意識を育て地域づくりに参画する青少年教育の推進」とし

て、時代の変化に順応できるたくましさと高い社会参画意識や地域への

愛着を持った心身共に健全な人として成長できるよう、市民団体と協力

し様々な体験活動や交流の場となる青少年教育事業の充実を図ってまい

ります。 

また、「共に支えあう地域づくりを目指す社会教育の推進」として、

「市民講座」や「市民カレッジ」を実施するとともに、放課後に安全・

安心な居場所を設け、地域住民が関わり合いながら、子どもたちにスポ

ーツ・文化活動等の機会を提供するほか、学習習慣を身に付けさせるこ

となどを目的として、「放課後子ども教室」や「放課後児童クラブ」を

開設いたします。 

 

歴史・文化芸術におきましては、 

「特色ある地域文化の推進」として、芸術鑑賞事業や文化芸術活

動への支援等を通じて、地域の特性を活かした多様な文化芸術の充

実及び発展に努めてまいります。 

また、「歴史文化を活かしたまちづくりの推進」として、ユネスコ世

界文化遺産に推薦された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産の

一つである国指定史跡の北黄金貝塚について、周知活動により、早期の

世界文化遺産登録に向けて市民への意識啓発に努めるとともに、幅広い

年代の市民が郷土の歴史文化に親しみをもってもらえるようにだて歴史

文化ミュージアムの充実を図り、歴史文化を活かしたまちづくりの担い

手となるような取組を行ってまいります。 

 



 - 5 - 

スポーツにおきましては、 

「豊かな心身を育むスポーツの振興」として、生涯を通じてスポ

ーツ・レクリエーションに親しめるよう、健康づくり事業やスポー

ツ教室の開催、子どもから高齢者まで親しめる環境づくりやスポー

ツ団体の育成、各種大会の開催等をスポーツ施設の指定管理者や関

係団体等と連携し支援してまいります。 

 

 

 以上を基本姿勢として、教育行政を執行してまいります。 
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 Ⅲ 推進項目 

 

 それでは、令和２年度の推進項目と主要な施策について申し上げ

ます。 

 

１ 学校教育 

 

 第一は、学校教育についてであります。 

 

 社会を生き抜く力を育む教育の推進 

 

地球規模の視野で考え、地域の視点で行動できる「グローカル」

な人材や、これからの地域社会を担う人材の育成を目指し、「だて

学」の実践を進めてまいります。実践に向けては、学校運営協議会

や地域住民等とも連携を深め、インプット（入力型）中心の学習活

動から、体験で得た知識や学んだことを基に、自分なりの課題解決

方策を地域住民等にアウトプット（発信型）する学習活動を行うな

ど、工夫や改善を図ってまいります。 

 

変化の激しいこれからの時代を、子どもたちがしなやかに生き抜

いていくためには、知識を創造したり活用したりすることを通じて、

得た知の力を実感できる学習の実現が必要です。同時に、知識や経

験を基に将来を予測し主体的に判断する探求の力や、情報や情報手

段を主体的に選択して活用していく力も求められております。 

子どもたちに必要な資質や能力を育成していくために、「全国学

力・学習状況調査」や「伊達市学力テスト」の結果を基にした具体

的な改善策を立てるとともに、北海道の各種事業を活用して「主体

的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を進め、基礎的な

知識や技能の確実な習得と活用の力を育んでまいります。また、学

習場面でのＩＣＴ（Information and Communication Technology  
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情報通信技術）の活用を進め、子どもたちの情報活用能力を育んで

まいります。 

 

特別支援教育につきましては、一人ひとりの教育的ニーズに応じ

た教育の場を提供し、自立や社会参加に向けた教育を進められるよ

う、伊達高等養護学校や医療、福祉、保健等の関係機関との連携の

もと、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の作成及び活

用を通じて、長期的な視点で教育的支援を行う取組を推進してまい

ります。 

また、小学校、中学校及び義務教育学校に特別支援教育支援員や

介護員を障がいの程度に応じて適切に配置するとともに、特別支援

教育に関する研修機会を充実させ、児童生徒個々の教育的ニーズに

応じたきめ細かな支援を行ってまいります。 

 

国際理解教育につきましては、外国語指導助手を学校へ派遣し、

外国語を用いて対話する機会の充実を図ってまいります。 

また、児童生徒が外国の文化や習慣に触れられる「イングリッシ

ュ・キャンプ」を実施し、実践的なコミュニケーション能力やチャ

レンジ精神を身に付けるようグローバルな人材の育成を推進してま

いります。 

 

プログラミング教育につきましては、プログラミング的思考の育

成に向けた研修機会を充実させ、指導計画の作成や改善を進めてま

いります。 

また、情報モラル教育につきましては、情報技術や情報発信が他

者や社会に及ぼす影響や情報モラルの必要性に関する指導等に加え、

ネットトラブルの未然防止に向けた指導を充実させ、望ましい情報

社会の創造に参画しようとする態度を育んでまいります。 

 

安全・防災教育につきましては、本市は、定期的に噴火を繰り返
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す有珠山を擁しており、また、日本各地で相次ぐ自然災害に備え、

児童生徒が、災害時に自ら適切な行動が出来るよう、地域と共に、

実践的な避難訓練等を実施し、防災意識の向上を図ってまいります。 

 

 豊かな心を育む教育の推進 

 

子どもたちが将来、自立した人間として主体的に判断し、他者と

より良く生きていくためには、学校教育全体を通じて基盤となる道

徳性を養うことが重要です。道徳教育の要である特別の教科「道徳」

では、問題解決的な学習のほか体験的な学習を取り入れるなど、指

導方法の改善に向けた取組を充実させ、「考え、議論する道徳」の実

現を図ってまいります。  

また、いじめを生まない雰囲気や環境を醸成するためにも、道徳

教育と人権教育との関連を図り、お互いの違いを認め、理解し合い

ながら、自分と同じように他者も尊重できる態度を養う取組を進め

てまいります。 

 

いじめへの対応につきましては、「子どもたちをいじめの被害者・

加害者・観衆・傍観者にしない」、「いじめは許されない」の観点か

ら、伊達市いじめ防止基本方針に基づき、教育相談やアンケート調

査、北海道教育委員会と学校によるネットパトロール等を通じて、

児童生徒の変化や状況を把握し、未然防止、早期発見及び早期対応

に努めてまいります。  

また、市、北海道教育委員会、学校、家庭、地域、関係機関等と

連携を深め、いじめの問題に対し総合的かつ適切に対応してまいり

ます。 

さらに、児童生徒の人間関係の構築や社会で生き抜く力、表現力

や共感力を向上させ、さらには学校生活においていじめの未然防止

にもつなげていくために、プロの指導者によるワークショップを中

学校で実施し、他者との関わり方を学ぶとともに、協働作業による
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達成感を味わうことができる取組を進めてまいります。 

 

不登校対策につきましては、個々の児童生徒にあった支援策を策

定し、学校を中心として組織的かつ計画的に不登校児童生徒への支

援を実施することが重要であります。各校における支援策を基盤と

して、学校と教育委員会が連携し、スクールソーシャルワーカーの

配置、不登校児童生徒サポートハウス「こどもの国フェニックス」

を活用した取組の充実を図り、社会的自立や学校復帰に向けた支援

に取り組んでまいります。 

また、児童生徒の悩みや生徒指導は、教職員だけでの対応や解決

が難しい事例も増えてきております。子どもたちが安心して笑顔で

学校に通うためには、学校における日常的な教育相談や家庭との連

携等により、子どもたちの変化を早期に発見し対応することが重要

であります。こうした、児童生徒の様々な悩みに対しては、引き続

きスクールカウンセラーを活用した教育相談体制の充実を図るとと

もに、各校における組織的な対応が徹底されるよう、生徒指導や教

育相談にかかわる研修機会を充実させ、児童生徒の置かれている状

況のほか抱えている問題や悩みに応じて適切に対応してまいります。 

 

 健やかな体を育む教育の推進 

 

体力向上につきましては、「全国体力・運動能力、運動習慣等調

査」や「伊達市体力テスト」の結果を基にして体力向上プランを立

てるとともに、体育科を中心とした教科指導の工夫や改善、運動意

欲の向上を図ってまいります。また、軽スポーツやニュースポーツ

等の関係団体とも連携を進め、運動を苦手とする子どもたちの健全

な心身の育成を強化してまいります。 

 

食育・健康教育につきましては、学校を中心として組織的かつ計

画的に食の指導に取り組むことが重要であり、児童生徒の望ましい
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食習慣の定着を図るため、栄養教諭の派遣事業を継続するとともに、

食育センターを有効に活用しながら食育の取組の充実を図ってまい

ります。 

学校給食につきましては、地場産品を活用した給食の提供に努め

るとともに、より安全・安心な給食運営に努めてまいります。 

また、食育センターの活用策の一つとして、市内道立高等学校へ

の給食（試食）の販売を試験的に行い、将来の市内道立高等学校へ

の昼食提供のあり方を検討してまいります。 

さらに、運営にあたる特別目的会社が実施する自主事業により、

市民の健康増進等に資する取組を充実させてまいります。 

 

 がん教育の充実につきましては、がんに関する理解を深めるため、

食生活はもとより生活習慣が健康に及ぼす影響や予防等について、

保健体育の授業や外部講師による「出前授業」も活用し、取組を進

めてまいります。 

 

 地域とともにある学校づくりの推進 

 

コミュニティ・スクールにつきましては、各学校運営協議会にお

いて学校経営方針や教育活動等について熟議するとともに、地域住

民や保護者が主体的に学校運営に参画し、学校と地域が一体となっ

て子どもたちを育むなど、地域総がかりの教育と学校を拠点とした

地域づくりを推進してまいります。 

また、学校運営協議会委員の資質や能力の向上及び各校の学校運

営協議会の情報交換や連携推進を目的とした研修会を実施してまい

ります。 

 

 子どもたちが地域の文化芸術や伝統芸能に触れることは、地域の

歴史や良さを知り、豊かな情操を育む上で重要であります。「だて学」

の一環として、関係団体や学校との連携のもと、地域の文化芸術や
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伝統芸能に携わる人材や団体、だて歴史文化ミュージアム等の活用

を推進し、子どもたちがふるさと伊達市の良さを体感し、豊かな情

操が育まれるよう取組の充実を図ってまいります。 

 

異校種間の連携・接続につきましては、子どもたちが進級や進学

する際に、一人ひとりの持つ良さや可能性が十分に発揮されるよう、

異なる学校種にわたって教育を見通し、指導内容の連続性及び系統

性を重視した連携を推進するとともに、引き続き、市内道立学校と

の教科指導を中心とした連携の充実を図ってまいります。 

 

幼児教育につきましては、「アプローチカリキュラム」及び「スタ

ートカリキュラム」の充実を図るため、関係機関等と連携し、子ど

もや保護者の負担軽減に向けた取組を展開してまいります。 

 

子どもたちにとって最大の教育環境は学校の教職員です。教職員

は教育公務員として、子どもたちの人格形成に大きな影響を与える

立場であり、最も身近な大人の一人として、自ら研鑽を深め続ける

ことや高い倫理観が求められます。 

教職員の資質・能力の向上につきましては、市内教職員の指導力

の向上や指導体制の充実を目的とした「伊達市教育実践交流・研修

会」を開催してまいります。また、各校において日常的に学び合う

校内研修の充実はもとより、北海道教育委員会等が行う研修事業へ

の参加促進を働きかけてまいります。 

教職員の服務規律保持につきましては、学校教育が児童生徒や保

護者はもとより地域住民との信頼関係の上に成り立っていることを

自覚したうえで、教育のプロとして高い倫理観を保持し、また、育

成するため、校内研修等の充実及び改善を図ってまいります。 

また、教職員の働き方改革につきましては、平成 30 年に「伊達市

立学校における働き方改革～アクション・プラン～」を策定し、昨

年８月には「伊達市立学校の部活動の在り方に関する方針」を策定
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いたしました。引き続き、学校、家庭、地域及び教育委員会が緊密

に連携し、教職員が教育活動に専念できる環境の整備に努めてまい

ります。 

 

 信頼される教育環境の整備 

 

学校施設につきましては、老朽化が進む校舎や設備の改修箇所を

把握するとともに、「伊達市学校施設長寿命化計画」に基づく計画的

な改修を実施するなど、安全・安心な教育環境の確保に努めてまい

ります。 

 

学校の安全対策につきましては、引き続き「交通安全推進会議」

を実施し、保護者、学校、警察による安全に係る取組を継続すると

ともに、スクールガードリーダーや地域住民の見守り活動団体と連

携し、子どもの安全確保の充実に努めてまいります。 

 

伊達市立学校の再編につきましては、子どもたちが将来にわたり

活躍できるよう、学力向上を図り、心身共に大きく成長するために

は、一定規模の集団の中で多様な考え方に触れ、切磋琢磨できる環

境を整備することが必要です。「第２次伊達市教育振興基本計画」の

中で示した「原則、１学年２学級以上の学校を適正規模」とし、子

どもたちの教育環境の充実を図ってまいります。 
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２ 社会教育 

 

 第二は、社会教育についてであります。 

 

 ふるさと意識を育て地域づくりに参画する青少年教育の推進 

 

次の時代を担う青少年には、時代の変化に順応できるたくましさ

と高い社会参画意識、地域への愛着を持った心身共に健全な人とし

て成長できるよう、市民団体と協力し様々な体験活動や交流の場と

なる青少年教育事業の充実を図ってまいります。 

 また、この地域のリーダーとして活躍できる人材の育成のため、

青少年団体と連携し各種研修や交流事業への参加を促進してまいり

ます。 

さらに、模範となる行いを顕彰し青少年の誇りと自信を高め、豊

かな心と実践力の育成に努めてまいります。 

 

 共に支えあう地域づくりを目指す社会教育の推進 

 

市民への生涯にわたる学習機会の提供につきましては、年齢や性

別を問わず「市民講座」や「市民カレッジ」等の各種講座に多くの

市民が参加できるよう、今後も実施日時等を工夫するとともに、特

に市民講座につきましては、カルチャーセンターの指定管理者と連

携するなどし、更なる講座内容の充実を図ってまいります。 

高齢者が健康で心豊かな生活を送ることができるよう、「長生大学」

への参加を促進するとともに、学習内容の工夫及び改善を図り、学

習活動の活性化に努めてまいります。 

また、ふるさと創生教育「だて学」との連携を図り、市民講座、

市民カレッジ、長生大学に「オトナのだて学」と冠した講座等を開

設し、広く市民の方にも学んでいただけるよう取り組んでまいりま

す。 
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「放課後子ども教室」につきましては、放課後に安全・安心な居

場所を設け、地域住民が関わり合いながら、子どもたちにスポーツ・

文化活動等の機会の提供や、学習習慣を身に付けさせることを目的

として実施しております。今後、実施校を増やし、最終的には全て

の小学校で開催することとしております。 

また、「放課後児童クラブ」につきましては、事業の充実及び改善

を進めるとともに、「放課後子ども教室」との連携を図りながら、児

童や保護者にとってより良い放課後等の居場所づくりとして取り組

んでまいります。 

 

図書館につきましては、平成 30 年度に策定いたしました「伊達市

立図書館運営基本方針」に則り、図書館の整備について研究を進め

てまいります。 

特に、世代に応じた図書資料を充実させ、市民の生涯学習活動を

支援するほか、学校やボランティア団体と連携して「ブックスター

ト事業」、「小学校児童書巡回事業」、「みんなのオススメ本ＰＯＰコ

ンテスト」等の事業を通じて読書活動の推進を図ってまいります。 

また、図書が児童生徒に与える影響力を考慮し、家庭、地域、学

校等がそれぞれの役割を果たして子どもの読書活動を推進するため

の相談窓口としての機能を充実させるとともに、小学校、中学校及

び義務教育学校はもとより市内道立学校図書室との連携を深めてま

いります。  
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３ 歴史・文化芸術 

 

 第三は、歴史・文化芸術についてであります。 

 

 特色ある地域文化の推進 

 

文化芸術につきましては、ＮＰＯ法人伊達メセナ協会等の関係団

体と連携の上、カルチャーセンター等を活用し、質の高い文化芸術

の鑑賞機会を提供するとともに、小中学生に対しては、創造性や感

性を育むための舞台芸術を鑑賞する機会の提供を行う「巡回小劇場

事業」を継続実施してまいります。 

文化芸術活動の普及につきましては、市民が文化芸術活動を発表

し、展示できる場として、伊達市文化協会との共催事業である「伊

達市民総合文化祭」の開催を通じ、活動の活性化に資する支援を進

めるとともに、ＮＰＯ法人噴火湾アートビレッジと連携し、アート

ビレッジ構想を踏まえた事業の充実を進めてまいります。 

また、本市の伝統文化・郷土芸能につきましては、伊達市さんさ

時雨保存会や伊達市仙台神楽保存会をはじめとした関係団体と学校

の教育活動等との連携を進めるなどして、その普及及び継承に努め

てまいります。 
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 歴史文化を活かしたまちづくりの推進 

 

本市には、太古の昔から現代まで語り継がなければならない特色

ある歴史と文化があります。この郷土の歴史と文化を市民の誰もが

理解し、誇りに思えるようなまちづくりを進めてまいります。 

 

世界文化遺産として、ユネスコに推薦された「北海道・北東北の

縄文遺跡群」の構成資産の一つである国指定史跡の北黄金貝塚につ

きましては、周知活動により早期の世界文化遺産登録に向けて市民

への意識啓発を図るとともに、市民有志が中心となって実施する「だ

て噴火湾縄文まつり」の開催のほか、子ども体験学習イベントや縄

文文化にまつわる映画の上映会の開催等を通じて、幅広い年代の市

民が郷土の歴史文化に親しみ、それを活かしたまちづくりの担い手

となるような取組を行ってまいります。 

また、北海道遺産に選定された蝦夷三官寺の一つである有珠善光

寺につきましては、厚岸町及び様似町と連携して、その歴史文化的

価値と観光的魅力を広く伝える取組を行ってまいります。 

 

だて歴史文化ミュージアムにつきましては、貴重な文化財を適切

に保存し、縄文文化からアイヌ文化、そして明治期における仙台藩

亘理伊達家臣団の移住がもたらした武家文化を知り、現在に至るま

での多文化共生の意義を学ぶことができる施設として、博学連携の

強化や「だて学」の探求促進を図るとともに、周辺地域の博物館、

美術館、観光施設等とも積極的に連携し、市内はもとより市外から

の誘客にも努め、来館者にとって魅力ある施設運営の充実を図って

まいります。さらに、ガイド養成やセミナーの開催、イベント企画

等に市民が主体的に参画し、交流できる活動拠点とするなどして、

新たなコミュニティの創出とまちづくりに関わる担い手の育成に努

めてまいります。 
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４ スポーツ 

 

 第四は、スポーツについてであります。  

 

 豊かな心身を育むスポーツの振興 

 

超高齢社会となった現代において、健康・体力づくりへの関心は

ますます高まりをみせており、健康保持増進のためであることはも

ちろんのこと、生きがいづくりのためにもスポーツ・レクリエーシ

ョン活動の充実が求められております。 

生涯を通じてスポーツ・レクリエーションを楽しめるよう、健康

づくり事業やスポーツ教室の開催、子どもから高齢者まで親しめる

環境づくりやスポーツ団体の育成、各種大会の開催等をスポーツ施

設の指定管理者やスポーツ推進委員、伊達市地域体育振興会連絡協

議会等の関係団体と連携し支援してまいります。 

また、より多くの市民のスポーツ施設の利用促進に向け、施設の

指定管理者と連携して市民の要望を取り入れるなどして、健康・体

力づくりに関する情報発信と健康意識の啓発に努めてまいります。 
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 Ⅳ むすび 

 

 以上、令和２年度の教育行政に臨む基本姿勢等について申し上げ

ました。 

 

 伊達市教育委員会といたしましては、本市をはじめ、あらゆる地

域や世界を舞台に活躍する資質及び能力を持った人材の育成を目標

として教育活動を進めていくとともに、市民一人ひとりが生涯にわ

たり豊かに学ぶことができるよう、学校、家庭、地域はもとより、

関係機関や団体等との連携を図りながら、本市教育のより一層の充

実及び発展に全力で取り組んでまいります。 

 

 市議会議員の皆さま並びに市民の皆さまのご理解とご協力を心か

らお願い申し上げます。 



－１－

令和元年度　社会教育事業実施報告書

開催日 参加人数 備　考事業名（会場） 事　業　概　要

事業名 【 社会教育委員関係事業 】 担当課・係

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
（伊藤委員、小谷委員）を道社連協
に推薦。※表彰枠があるため、今年
度表彰となるかは不明。

R01.05.13に胆
社連協事務局へ
提出済み

　小林議長
　(職)齋藤

公用車

委員10名
職員８名

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）

前段で永年勤続表彰を行い、その後
に講演会が開催された。
講師：ＮＰＯ法人札幌オオドオリ
　　　大学　学長　猪熊梨恵氏
「マチの魅力が人をつなげる－学び
と気付きのその先へ－」

R01.11.15

〔資料２〕

第１回伊達市社会教育委
員会議
（第２庁舎会議室１）

◎委嘱状交付　◎役員改選
◎H30年度事業実施報告
◎R01年度事業実施計画【確定版】

R01.06.21
委員８名
職員９名

社会教育委員及び関係職員を対象と
した研修会

R01.07.08～
R01.07.09

（１泊２日）

　小林議長
　(職)佐藤

公用車

第２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（中間報告）
◎R02年度事業計画策定のための意見
　交換

R01.11.19

北海道社会教育委員長等
研修会
（かでる２・７）

　小林委員
　(職)佐藤

公用車

同社連協の表彰枠の都合
で次年度以降に持ち越し

生涯学習課社会教育係

第３回伊達市社会教育委
員会議
（第２庁舎会議室１）

◎R02年度事業実施計画ほか
⇒新型コロナ対策で書面会議に変更

R02.02.27
⇒書面会議

委員―名
職員―名

胆振管内社会教育委員連
絡協議会理事会・総会
（登別市）

◎H30年度事業実施・決算報告
◎H31年度事業計画・予算報告
※第１回伊達社教委会議前のため、
前任期時議長の小林委員が出席

R01.05.28
　小林委員
　(職)佐藤

公用車

北海道社会教育研究大会
十勝大会（帯広市）

社会教育委員及び関係職員を対象と
した研修会

R01.10.10～
R01.10.11

（１泊２日）

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）



事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考

100
だて市民カレッジ
〔第５講座〕
（カルチャーセンター）

「防災情報の活用と胆振の気象の特徴」
講師：ＮＨＫ札幌の気象キャスター
気象予報士・防災士　浜崎慎二氏

R01.11.02
(土13：30～)

だて市民カレッジ
〔第２講座〕
（カルチャーセンター
　集合・解散)

「『だて再発見』～１５０年を迎えた伊
達市の魅力を再発見してみませんか～」
※大高酵素や食育センター等を見学

市民講座〔第１講座〕
（カルチャーセンター）

「『夜間開催！』お父さん・お母さ
んの家庭菜園講座」全２回
※夜間開催

H31.04.18
H31.04.25

12

令和元年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 生涯学習事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係－１

市民講座〔第８講座〕
（カルチャーセンター）

「新春を彩るオリジナル正月飾り」
全１回

R01.12.14 20

市民講座〔第５講座〕
（カルチャーセンター・
北海道四季劇場）

「舞台芸術の魅力！劇団四季『リト
ルマーメイド』鑑賞講座」全３回
（座学２回、舞台鑑賞１回、各回土
曜日開催）

　9/21、9/28
 10/05

市民講座〔第２講座〕
（図書館）

「堤中納言物語～平安後期の『お話
し』を楽しむ～」全６回

5/21、5/28
6/04、6/11
6/18、6/25

座学　　 32
市バス　 31

市民講座〔第６講座〕
（カルチャーセンター）

「『夜間開催！』おいしいコーヒー
を淹れてみませんか？」全４回
※夜間開催

R01.07.31
R01.08.07

         13
(うち送迎１)

12

16

市民講座〔第３講座〕
（カルチャーセンター）

「はじめてのてん刻教室～自分の名
前を刻印してみよう！～」全４回

6/03、6/10
6/17、6/24

14

R01.07.09 26 市バス

市民講座〔第９講座〕
（カルチャーセンター）

「ドローンを学ぼう！！～ドローンにつ
いての基礎知識と飛ばし方～」全１回
講師：日本航空専門学校職員
　　　那須雅人氏
⇒新型コロナ対策で中止

R02.02.29
⇒中止

　　　　―

だて市民カレッジ
〔第１講座〕
（カルチャーセンター）

「自然体で音楽を聴く」
講師：札幌交響楽団
フルート首席奏者　高橋聖純氏
※中高生（吹奏楽部・フルート）を
対象にワークショップを開催。

R01.06.02
(日13：30～)

63

市民講座〔第７講座〕
（カルチャーセンター）

「おしゃれなクリスマスドア飾り」
全１回

R01.11.30 20

市民講座〔第４講座〕
（花café Aivalley）

「大滝区開催！『赤いはちみつの秘
密』」全２回
※大滝区では初開催
※現地集合or公用車送迎(伊達地区)

－２－

※市民講座と市民カレッジは、「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。

だて市民カレッジ
〔第４講座〕
（カルチャーセンター）

「デザインするということ」
講師：札幌大谷大学芸術学部美術
　　　学科准教授　島名毅氏

R01.09.14
(土13：30～)

35

 9/27、10/ 4
10/11、10/18

だて市民カレッジ
〔特別講座〕
（有珠善光寺）

「北海道遺産 有珠善光寺の文化財」
講師：北海道大学アイヌ先住民研究
センター客員教授　佐々木利和氏
※市役所発無料バス送迎

R01.10.12
(土13：30～)

          64
(うち送迎24)

だて市民カレッジ
〔第３講座〕
（カルチャーセンター）

「北海道開拓と士族移住」
講師：北海道博物館
　　　学芸主幹　三浦泰之氏

R01.08.27
(火18：30～)

58



令和元年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 生涯学習事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係－２

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考

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　　各学年２回/月
◎体験１回/月（全学年合同）

 R01.05末現在
 児童数 69名、登録 15名

 R01.05末現在
 児童数349名、登録 38名

－３－

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：オクラホマ藤尾仁志氏
進行：太細真弥氏（ＮＨＫ札幌放送
　　　局キャスター）
※「あらうすカーニバル」（サーク
ル団体や飲食店）とのコラボ開催。

R02.01.25

 　　　 150

※講演会を聞
いていた人数
で、来場者は
この数倍

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、市民４名が参加。

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

R01.08.28～
R01.08.31

　　　　　3
（男１、女２）

３泊４日

同上 通年

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
※パネルは冊子「男女共同参画」の
表紙をパネル化
⇒新型コロナ対策で中止

R02.03.上
⇒中止

       ―

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ヶ所で開校。
◎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。

通年

 受講料支払者数
 　　　伊達　241名
　　　 有珠   13名
　 　　合計　254名

R01.11.07 4 公用車

通年

長和小放課後子ども教室



令和元年度　社会教育事業実施報告書

【関連事業】

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～18:30
◆休日保育⇒ほしのこ児童クラブ
◆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
◆新年度登録受付状況
◎伊達小：うめのこ児童クラブ50名
　　　　　さくら児童　クラブ47名
　  　　　あやめ児童クラブ　48名
◎東小・黄金小
    第１やまびこ児童クラブ　37名
　　第２やまびこ児童クラブ　35名
　　第３やまびこ児童クラブ　36名
◎西小・関内小
    ほしのこ児童クラブ　　　38名
　　かぜのこ児童クラブ　　　37名
　　きたのこ児童クラブ　　　36名
◎長和小：ながわ児童クラブ　18名
◎稀府小：まれふ児童クラブ　27名
◎有珠小：うす児童クラブ　　19名
◎大滝小：おおたき児童クラブ 7名

通年

登録児童数
　435名（年度当初）
　229名（年度末）
※例年は、年度当初と年
度末の人数は大差はない
が、コロナの影響で、約
半数が２月末から３月に
かけて退所した。

全児童1,507名(年度当初)

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考

事業名 【 生涯学習事業 】

－４－

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代
を助成する事業
〔助成上限25,000円×５回分〕
◎対象事業：生涯学習・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。

通年
〔R01実績〕
申請５団体
延参加者140

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
◎参加者が５名以上であれば、自治
会に限らずグループで申し込み可
◎会場費等は申請者が負担

通年
〔R010実績〕
89回 2,742人

担当課・係 生涯学習課社会教育係－３



伊達１５０年記念事業
ほくでんファミリーコン
サート
（カルチャーセンター）

札幌交響楽団によるクラシックコン
サート
※入場整理券配付　6/21～
　（カルチャー、北電室蘭営業所）

R01.07.23 888

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考

伊達１５０年記念事業
渡辺元佳オープンアトリ
エ（宮尾登美子記念アー
トホール＝宮尾ＡＨ）

宮尾ＡＨをオープンアトリエとし、彫刻
家の渡辺元佳氏を招き、作品制作過程の
一般公開とワークショップを開催する。
製作した作品は市に帰属するという内容
で委託契約。
　オープニングイベント 　    6/7
　渡辺元佳展「NEW BRANCHES」 6/8～30
　大手門前の兜の前立て除幕式 8/3

R01.06.07～
R01.06.30

1,315

令和元年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 文化芸術事業 】 －１ 担当課・係 生涯学習課社会教育係

◆未来塾パートナー
　音楽「日本一のカスタネット奏
　　　　者と仲間たち」

R01.07.17(AM)
　　　　781
 ※引率含む

－５－

巡回小劇場事業
〔小学校高学年〕
（カルチャーセンター）

◆劇団四季
　ミュージカル「はだかの王様」
※劇団四季の社会貢献活動『こころ
の劇場』による無料公演

R01.09.06(PM)
        851
 ※引率含む

だて歴史文化ミュージア
ムオープニングイベント
フランク・シャーマンコ
レクション展
（本館・宮尾ＡＨ）

４月３日のだて歴史文化ミュージア
ムのオープンに合わせて本館と宮尾
ＡＨの２会場で開催。

H31.04.03～
R01.05.26

本館・宮尾ＡＨ
延べ入館者

　　 　7,488

(要)ミュー
ジアム観覧
券

野本醇展（宮尾ＡＨ）
伊達市に２７０点余りの作品（絵
画）を寄付し紺綬褒章を受賞された
(故)野本醇氏の功績を讃えた作品展

R01.10.11～
R01.11.04

1,121

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
レクション展示会
（札幌市）

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〕
①H31.03.30～
　　R01.05.26
②R01.06.08～
　　R01.07.28

〔三岸〕
　R01.07.13～
　　R01.09.04

①＋②
  ＝ 20,224人

三岸
  ＝  3,346人

巡回小劇場事業
〔中学校〕
（カルチャーセンター）

R01.09.04(PM)
        935
 ※引率含む

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。
◆未来塾パートナー
　音楽「フィリアアンサンブル」

伊達１５０年記念事業
大藪雅孝展（宮尾ＡＨ）

伊達１５０年記念事業
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
て開催したピアノコンサート。

R01.08.31
販売枚数305枚
入場者数141名

伊達１５０年記念事業
西いぶり定住自立圏文化
事業
（カルチャーセンター）

西胆振３市が各100万円を拠出し、３
市持ち回りで行う舞台芸術鑑賞事
業。R01年度は伊達市が当番市。
内容：劇団四季「エビータ」
チケット販売　7/27～
Ｓ席8,800円、Ａ席7,500円、Ｂ席6,000円
Ｃ席4,000円、Ｄ席3,500円

R01.10.10
発行券数874枚
販売枚数825枚
入場者数819名

販売率
94.9％

伊達市にゆかりのある(故)大藪雅孝
氏(東京芸術大学美術学部教授)の作
品展。同氏は市教委主催の絵画セミ
ナーに講師で来ていただいていた。

R01.07.26～
R01.09.16

1,920
(要)ミュー
ジアム観覧
券



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。

R01.08.31～
R01.09.01

　6組　7人

幼児絵画教室
「ペイントキッズ」
(アートビレッジ文化館)
※伊達保育所が対象施設
の時は保育所で実施

幼児（幼稚園等の年長児）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。京王幼稚園・虹の橋保
育園・有珠保育所・くるみ保育所・
つつじ保育所・伊達保育所の６ヶ所
の児童を対象として実施。

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考

令和元年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 文化芸術事業 】 －２ 担当課・係 生涯学習課社会教育係

通年 48

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１６団体が参加
する作品展示会。
出 展 者  ２０６名
出展作品  ８１５点

R01.09.11～
R01.09.14

629

わくわく音楽会
（コスモスホール）

ピアノとクラシック歌手（ソプラ
ノ・バリトン）による演奏会

R02.01.18 100

市民総合文化祭
（カルチャーセンター）

市内の文化団体３５団体が参加。
R01.10.11～
R01.11.24

6,024

R01.05.09～
R02.02.17

547

北海道ジュニア美術セミ
ナー
（伊達市防災センター）

小学校４年生から高校生を対象とし
た絵画教室で以下の目的で開催。
◎初心者には絵画に興味
◎中級者にはレベル向上

R01.07.30～
R01.07.31

5

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。
※全４回

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（３コー
ス）。

画家育成コース　　　　　　８名
大人の写実絵画コース　　３0名
現代写実絵画研究コース　　２名

－６－

芸術文化表彰
〔教育関係合同表彰式〕
(カルチャーセンター)

令和元年中に芸術文化の分野で優秀
な成績を修めたものに芸術文化賞、
芸術文化奨励賞を授与。
例年、青少年・スポーツ係所管の青
少年善行表彰、青少年団体活動者表
彰、優良勤労青少年表彰、伊達市民
スポーツ賞、市民体力づくり運動功
績者行賞と合同表彰式ということで
表彰しているが、令和元年度表彰で
は、青少年部門の３賞の対象者はい
なかった。

R02.02.18

芸術文化賞　　　　　　２名
芸術文化奨励賞　　　　５名
青少年善行表彰　　　　０名
青少年団体活動者表彰　０名
優良勤労青少年表彰　　０名
伊達市民スポーツ賞　７８名
市民体力づくり運動　　５名
功績者行賞
　　　　　　　合計　９０名



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

R01.08.31～
R01.09.01

　　約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

R01.09.17
R01.10.01

140

R01.10.15
R01.11.15

50 開催日変更
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

動物考古学セミナー
(伊達市噴火湾文化研究所)

－７－

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
⇒新型コロナ対策で一般参加を取り
やめ、規模を縮小し専門家のみの参
加で開催した。

R02.02.28～
R02.03.01

13 縮小開催

担当課・係 生涯学習課文化財係

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考

事業名 【 歴史事業 】

令和元年度　社会教育事業実施報告書



事　業　概　要

令和元年度　社会教育事業実施報告書

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

開催日 参加人数 備　考事業名（会場）

－８－

8,176

R01.10.04～
R01.12.01

ミュージアム所蔵品を特別展示場に
拡大して展示

R01.12.27～
R02.02.02

伊達150年記念事業「伊
達政宗と伊達成実展」と
もに駆け抜けた時代
（本館２階特別展示場）

R02.01.15～
R02.02.16

1,354

ミュージアムパートナー
展「伊達の刀剣」
（本館２階特別展示場）

刀剣甲冑保存会や市民が所有する刀
剣類を展示

R01.10.04 52

武者まつりの時期に合わせて祭りの
歴史を展示

R01.07.30～
R01.09.16

3,541

R02.02.11～
R02.03.22
R02.02.26

564

「常設展示の拡大展」
（本館２階特別展示場）

特別講演②
（本館１階ラーニング・
スタジオ）

「亘理伊達家のお雛様」
（本館２階特別展示場）

特別講演①
（本館１階ラーニング・
スタジオ）

特別展【「伊達政宗と伊達成実展」と
もに駆け抜けた時代】での特別講演
講師：高橋あけみ氏（仙台市博物館副
　　　館長兼学芸普及室長）

観覧料
300円

だて歴史文化ミュージアムのオープ
ン時の企画展

H31.04.03～
R01.06.23

「伊達成実展」東国随一
の猛将の生涯
（本館２階特別展示場）

朔北に挑む「伊達邦成と
家老・田村顕允展」
（本館２階特別展示場）

観覧料
300円

仙台市博物館所蔵の伊達政宗の甲冑
（重要文化財）を展示

5,311
観覧料
300円

749
観覧料
300円

3,288
　特別観
　覧料
　 800円

562
観覧料
300円

明治期の移住に関する企画展
R01.07.02～
R01.09.16

R01.12.10～
R01.12.22

無料

特別展【「伊達政宗と伊達成実展」と
もに駆け抜けた時代】での特別講演
講師：大石学氏（独立行政法人日本芸
　　　術文化振興会監事）

R01.11.23 61 無料

ひな祭りに合わせて亘理伊達家のお
雛様を展示
⇒新型コロナ対策で２月２７日より
臨時休館

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
夕イベント

R01.08.03～
R01.08.04

90

迎賓館 一般開放
（迎賓館）

市有形文化財の迎賓館を活用した
ゴールデンウィークイベント

H31.04.27～
R01.05.06

1,466

①６/12～７/21
②９/23～12/27

7,196

「だてまちガイダンスパ
ネル展」
（本館１階ラーニング・
スタジオ）

伊達の歴史・文化・産業等を解説す
るパネル展

「武者まつり歴史展」
（本館１階ラーニング・
スタジオ）

「伊達の開拓民具・まち
の歴史」
（本館１階ラーニング・
スタジオ）

明治期から戦後までの農具や生活道
具などの展示



演劇作品づくり体験
（カルチャーセンター）

第４回だてっ子遊び・学び
の教室
（関内小学校）

《星空・天体観察》
星の話と天体望遠鏡での天体観測
講師：久保武士氏
協力：つどいサークル「ドロップ」

  　   31人

うち伊達市か
らの参加者
 　 　 12人

悪天候
のため
中止

第６回だてっ子遊び・学び
の教室(カルチャーセン
ター)

《心ときめく小さな音楽会》
ロビーコンサート
⇒新型コロナ対策で中止

R02.02.29
⇒中止

0

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２名の
高校生（緑丘高）を派遣。

伊達地域の児童が大滝区を訪問し、大滝
区の良さやを大滝区児童との交流を目的
とした事業で、国鉄胆振線代替バスを活
用することで、代替えバスの利用促進と
公共交通への理解を深める。内容は、バ
スの乗り方講座、レクリエーション、ノ
ルディックウォーキング
協力:伊達シニアクラブスポーツ少年団、
伊達市スポーツ推進委員(大滝区の委員)

R01.09.28

R01.11.24 32(16組)

国鉄胆振線代替バス利用促
進事業（大滝基幹集落セン
ター及び大滝総合運動公
園）

※企画課企画調整係との合
同事業

－９－

≪クリスマスをテーマにした作品作り≫
講師：つどいサークル「ドロップ」 R01.12.07 18

《じぶんだけのスペシャル伊達マントを
つくろう！》段ボール等での作品作り
講師：彫刻家　渡辺元佳氏
協力：つどいサークル「ドロップ」

R01.06.22

R01.07.13 25

R02.01.12 241

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(ケーキ作り)
講師：菓子処「久保」久保武士氏

69

第３回だてっ子遊び・学び
の教室
（噴火湾文化研究所）

≪遺跡発掘体験≫
若生町の発掘調査現場で出土した土器等
の洗浄作業体験
講師：伊達市学芸員　永谷幸人
協力：つどいサークル「ドロップ」

第５回だてっ子遊び・学び
の教室(カルチャーセンター)

2

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:伊達シニアクラブスポーツ少年団

R01.08.07～
R01.08.09
（2泊3日）

  　   24人

うち伊達市か
らの参加者
 　 　　3人

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：伊達市長生大学
　　　伊達favoriteCLUB

姉妹・歴史友好都市シニア
リーダー研修・交流会（宮
城県山元町）

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考

29

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。内容は、昔遊
び、ニュースポーツ、お雑煮昼食交流、
レクリエーション。
協力：伊達市長生大学、つどいサークル
「ドロップ」、伊達シニアクラブスポー
ツ少年団

R02.01.25 35

12

《地図のワークショップ》
司会者（講師）を中心に参加者との意見
交換や討論を通じての演劇作品作り。
講師：劇作家　藤田貴大氏

R01.08.07

第１回だてっ子遊び・学び
の教室
（カルチャーセンター）

《「お茶」と「お話し」を楽しもう》
茶道体験の後、童話等のお話し
講師：武者ますみ氏
協力：つどいサークル「ドロップ」
　　　サークル「お話しの森」

第２回だてっ子遊び・学び
の教室
（カルチャーセンター）

R01.05.27

R01.10.19 0

R01.07.29～
R01.07.31
（2泊3日）

令和元年度　社会教育事業実施報告書

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　概　要 開催日 参加人数 備　考

第20回おおたき国際ノル
ディックウォーキング
（大滝総合運動公園）

12㎞、6㎞、3㎞ R01.07.07

エントリー数
    　435人
出走者数
    　407人

第32回春一番伊達ハーフ
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、
小学生団体戦（3ｋｍ）

H31.04.14

エントリー数
    3,785人
出走者数
    3,418人
完走者数
    3,318人

R02.02.09

エントリー数
    　457人
出走者数
    　408人

事業名（会場）

第30回おおたき国際ス
キーマラソン
（大滝総合運動公園）

スキーマラソン　20㎞
歩くスキー　7㎞、5㎞、3㎞

令和元年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 スポーツ事業 】 担当課・係 生涯学習課青少年・スポーツ係

－10－



みんなのおススメ本
      ＰＯＰコンテスト

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。

H31.04.19～
H31.04.28

春の読書週間（図書館）
旧：子ども読書まつり

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。

堀内氏、伊東氏からの寄贈児童書を
各校(１０校)に２週間程度巡回

R01.06.07～
R02.04.20

堀内文庫・伊東文庫巡回
事業（市内全小学校等）

担当課・係 図書館

R01.07.08～
R01.08.07

 期間計
　 　 　263

 応募　 602
 表彰　　16

募集
 6/18～9/15
審査
10/25～11/3
表彰式 12/21

　　 －

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。

秋の読書週間（図書館）
旧：だて図書館まつり

毎月
第２・４水曜日

 延べ
        325

保護者含

夏休み子ども工作教室
（図書館）

小学生向けにPOP作成教室を行う。 R01.08.09 1

小中学生読書感想文・感
想画事業（図書館）

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。小学
生の部のみ表彰及び発表を実施。

表彰式
R02.02.15

 応募　 265
 表彰　　49

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
 　　　  71

保護者含

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、人形劇等のほか、春の
読書週間に実施した「本の森」を各
ボランティア協力のもと行う。

R01.10.25～
R01.11.03

1,642

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

５日間１クール
を年３回実施
（7、11、2月）

 対象　 172
 延べ　  79

R01.08.27～
R01.08.31

R01.11.14～
R01.11.15

大学生1名
中学生2名

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

毎月
第３土曜日

 延べ
　　　  174

保護者含

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。

毎月１回
 対象　 158
 延べ　 133

地域文庫配本
（各地域文庫５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２５０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

　　 －

子ども映画会（図書館） 子ども向け映画会の上映

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

－11－

研修生受入事業
（図書館）

ブックスタート・ステッ
プ（図書館）

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考

1,645

令和元年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 図書館事業 】

























◆令和２年度の社会教育事業について【現状報告】 

 

 コロナウイルス感染拡大防止措置として、令和２年２月２７日（木）より一時解除はあり

ましたが市主要施設の臨時休館、各種事業の中止・延期が続いております。 

 以下は、確定しておりました秋までの社会教育事業の中止又は延期とした事業一覧です。 

事  業  名 実施予定日 中止又は延期 備 考 

第１回伊達市社会教育委員会議 ５月 （書面会議） ― 

胆振管内社会教育委員連絡協議会総会 ５月 （書面会議） ― 

市民講座 04/01～08/31 中止 
９月以降大幅変

更で開催予定 

だて市民カレッジ 04/01～08/31 中止 
９月以降大幅変

更で開催予定 

放課後子ども教室（西小、長和小、大滝） 04/01～08/31 中止 
コロナ収束後

開始 

長生大学通常学習 04/01～08/31 中止 
コロナ収束後

開始 

長生大学学習外活動（部活動） 04/01～09/30 中止 
コロナ収束後

開始 

若手画家オープンアトリエ ７月～８月 中止 ― 

フランク・シャーマンコレクション展 ９月～10月 延期 未定 

西いぶり定住自立圏文化事業「上方落語」 

（登別市民会館） 
07/26 中止 ― 

巡回小劇場 

（小学校低学年、小学校高学年、中学生） 
07/06、07/21 中止 ― 

伊達音楽アカデミー 08/29～08/30 中止 ― 

現代写実絵画研究所 

絵画教室「野田・永山塾」 
通年 当面中止 ６月から開始 

アートビレッジ事業（ペイントキッズ・ジ

ュニア美術セミナー等幼児小中高生対象） 
04/01～08/31 中止 

コロナ収束後

開始 

縄文こどもの日 ５月 中止 ― 

だて噴火湾縄文まつり 08/29～08/30 延期 未定 

北海道伊達緑丘高等学校縄文学習 ９月 延期 未定 

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～ 
04/18～06/28 延期 05/19～08/23 



事  業  名 実施予定日 中止又は延期 備 考 

奥州相馬氏野馬追図屏風 07/07～07/26 中止 ― 

洛中洛外図～屏風と京の文化～ 07/31～09/06 延期 09/12～11/15 

発掘されたモシリ遺跡 09/12～10/25 中止 ― 

伊達開拓民具展 09/12～10/25 延期 11/07～12/27 

旧伊達邸ガイドツアー 05/02～05/06 中止 ― 

歴史講演会 ８月 中止 ― 

迎賓館 ＧＷイベント 05/02～05/06 中止 ― 

迎賓館 七夕まつり 08/01～08/02 中止 ― 

ミュージアムで自由研究を完成させちゃ

おう！！ 

夏・冬休み 

期間中１１ 

夏：中止 

冬：未定 
― 

だてっ子遊び・学びの教室 04/01～08/31 中止 
９月以降大幅変

更で開催予定 

道南ジュニアリーダーコース 7月下旬 延期 秋に実施予定 

姉妹・歴史友好都市シニアリーダー研修・

交流会 
07/29～07/30 中止 ― 

伊達ハーフマラソン 04/19 中止 ― 

おおたき国際ノルディックウォーキング 07/05 中止 ― 

春の読書週間 05/01～05/03 中止 ― 

おはなし会（毎月第１土曜日） 04/01～08/31 中止 
コロナ収束後

開始 

絵本の読み聞かせ会（毎月第２・４土曜日） 04/01～08/31 中止 
コロナ収束後

開始 

子ども映画会（毎月第３土曜日） 04/01～08/31 中止 
コロナ収束後

開始 

 

 多くの社会教育事業は、事前に講師との打ち合わせや等で準備に数か月を要することから、

教育委員会の方針としては、８月末までは行わないこととしています。 

 コロナの収束が見えた時点で、９月からの事業再開に向けての準備を進めていきますが、 

「３密」を考慮した事業内容や、市民講座等の複数回開催事業は事業回数の減少等、例年と 

比べると内容・回数とも大幅に変わることとなります。 



※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。

担当課・係 生涯学習課社会教育係

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

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

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

 この事業計画書は新型コロナウイルスが大規模拡散する前に作成したもので、本年２月に書面会
 議とした社会教育委員会議でお配りしたものです。「◆令和２年度の社会教育事業について【現
 状報告】」と併せてご確認ください。



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 ―

担当課・係 生涯学習課社会教育係

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 】

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

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

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～）

（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

－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)



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。

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

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

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

－３－

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



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

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 】 －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

－４－

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



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

担当課・係 生涯学習課社会教育係

－５－

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

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

（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

－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）

◆㈱劇団め組
〔演劇〕ヴェニスの商人

R02.07.06(PM)



－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

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

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

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

―

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）

担当課・係 生涯学習課文化財係

－７－

R02.09.未
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

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

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

令和２年度　社会教育事業計画書〔日程表〕

事業名 【 歴史事業 】



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

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

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

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

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

－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



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 

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

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 【 青少年事業 】

－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

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

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



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㎞ 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）

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 】

－10－

事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考



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

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

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

－

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

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

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）

－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





令和２年度 社会教育関係者名簿 

 

【社会教育委員名簿】（任期満了：令和 ３年 ４月３０日） 

氏  名 初就任年月日 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 

○新  須 藤 克 志 令和 ２年 ５月２９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 

○新  滝 澤 敏 哉 令和 ２年 ５月２９日 伊達市ＰＴＡ連合会 会長 

鳴 海 摩里子 令和 元 年 ５月 １日 伊達市スポーツ推進委員 

○新  吉 川 修 一 令和 ２年 ５月２９日 伊達市校長会 会長(伊達小学校 校長) 

 

【伊達市教育委員会担当職員】 

所  属 氏  名 所  属 氏  名 

教育長 影 山 𠮷 則 図書館業務係長 片 平 道 生 

教育部長 星   洋 昭 
だて歴史文化ミュージ

アム学芸係長 
相 馬 輝 彦 

生涯学習課長 山 根 一 志 青少年・スポーツ係長 菊 地 祐 二 

図書館長 竹 迫 知 美 社会教育係長 齋 藤   努 

だて歴史文化ミュージア

ム館長（生涯学習課参事） 
櫛 田 太 郎 

社会教育係主査 

（事務局担当） 
佐 藤 悟 史 



◆伊達市社会教育委員の退任及び就任について 

 

 昨年は委嘱期間の更新の年であったことから、任期は令和元年５月１日から令和３年４月 

３０日の２年間ですが、推薦団体の役員変更等により委員１２名のうち３名の方が退任され 

ました。 

【退任委員】 

◎桑 井 美 彦 氏（北海道伊達緑丘高等学校 校長） 

◎登 坂 恭 之 氏（伊達市校長会 会長） 

◎山 木 広 幸 氏（伊達市ＰＴＡ連合会 会長） 

  

 なお、５月２８日に開催されました伊達市教育委員会定例会において、新たに３名の方が 

委員に就任されました。なお、任期につきましては、令和２年５月２９日から令和３年４月 

３０日（残任期間）となります。 

【新任委員】 

◎須 藤 克 志 氏（北海道伊達緑丘高等学校 校長） 

◎吉 川 修 一 氏（伊達市校長会 会長） 

◎滝 澤 敏 哉 氏（伊達市ＰＴＡ連合会 会長） 

 

 

 

伊達市社会教育委員に関する条例            平成 12年３月 29日条例第 23号 

改正 平成 26年３月 20日条例第 10号 

 

伊達市社会教育委員の定数及び任期に関する条例（昭和 24年条例第 26号）の全部を改正 

する。 

（設置） 

第１条 社会教育法（昭和 24年法律第 207号。以下「法」という。）第 15条の規定に基づき、 

伊達市に社会教育委員（以下「委員」という。）を置く。 

（定数） 

第２条 委員の定数は、12人以内とする。 

２ 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに 

学識経験のある者の中から、伊達市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は２年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者 

の残任期間とする。 

（解嘱） 

第４条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中であってもこれを 

解嘱することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例施行の際、現に改正前の伊達市社会教育委員の定数及び任期に関する条例の規 

定により委嘱を受けていた委員の任期は、平成 13年４月 30日までとする。 

附 則（平成 26年３月 20日条例第 10号） 

この条例は、平成 26年４月１日から施行する。 


