
- 30 - 

 

(２) 社会教育 

⑤ふるさと意識を育て地域づくりに参加する青少年教育の推進 

取り組むべき主な施策 心を育む体験活動の推進 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 体験活動の推進、相談体制の充実 

≪事業目的・取組事項≫ 

青少年の健やかな成長を図るため、青少年が活動できる居場所づくりに努めるとともに、青少

年の活動要求に応え、世代間交流や地域交流活動の活性化を図る。 

青少年の悩みごと相談体制の充実を図るとともに、関係機関との協力により指導・助言を強化す

る。 

≪平成29年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

１．概要 

・青少年を対象とした事業や研修の実施 

・伊達市青少年指導センターとの連携による相談体制の充実 

２．実施状況 

・様々な体験や交流活動を図る「だてっ子遊び学びの教室」の開催 

・親子の交流を図る親子体験教室「親子クッキング」の開催 

・昔遊びなどをとおし社会性を養うことを目的とする「あそびましておめでとう」の開催 

・伊達市青少年指導センターが行う街頭指導時の指導・助言と情報を共有化することにより相談

体制の充実を図った。 

≪平成29年度の評価≫ 

・各種事業等は、子ども同士や異世代等とふれあう貴重な機会となり、各種交流や交流活動の活

性化を図ることができた。 

・青少年事業活動団体と継続した青少年教育事業の実施に向けた協議を行い、引き続き事業実施

へ向け協力を得ることが出来た。 

※青少年教育事業への参加者数   334名 

伊達市青少年指導センターとの連携により相談体制の充実を図ることができた。 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H27 H28 H29 

青少年教育事業 

への参加者数 
947人 422人 324人 334人 400人 

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・青少年事業を実施する上で、青少年団体の協力が必要不可欠であり、青少年の健やかな成長を

図るうえで何が必要な事業であるかを見極めながら継続した事業展開へ向け、引き続き検討が

必要である。 

・今後も伊達市青少年指導センターとの連携を図る。 

 



- 31 - 

 

取り組むべき主な施策 青少年団体活動の推進 達成度の評価 Ａ 

推 進 方 策 青少年団体及び指導者の育成、学習・交流活動の推進 

≪事業目的・取組事項≫ 

青少年団体及び青少年健全育成団体間の連携強化を図り、指導者の発掘と養成及び資質の向

上を図り、その活用を推進する。 

団体活動の活性化のため、野外活動等の事業を充実するとともに団体相互の交流や各種講座・

講習会などへの参加を促進する。 

≪平成29年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

１．概要 

・北海道が主催するリーダー養成講習会への派遣 

・青少年団体活動等の活性化 

・姉妹都市、歴史友好都市シニアリーダー研修交流会の開催 

２．実施状況 

・北海道教育委員会主催の養成講座「ジュニアリーダーコース」に青少年３名を派遣 

・伊達favoriteClub、スポーツ少年団及びボーイスカウトの活動に対し、財政的支援を実施 

・スポーツ少年団シニアクラブと情報交換を行うとともに、同クラブ会員を姉妹都市、歴史友好

都市シニアリーダー研修交流会へ５名を派遣 

≪平成29年度の評価≫ 

養成講座に青少年を派遣したことにより、今後の青少年のリーダーシップ及びコミュニケー

ション等の資質向上が図られた。 

また、各団体に財政的支援、助言を行うことにより、各団体の活性化が図られた。 

青少年健全育成に携わる各団体と連携して事業を実施することが出来た。 

その他、スポーツ少年団シニアクラブの会員の養成及び資質の向上を図ることができた。 

※道主催リーダー養成講習会及び姉妹都市・歴史友好都市 

シニアリーダー研修交流会参加者数       ８人 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H27 H28 H29 

北海道などが主催する各種リーダー養成

講習会及び姉妹都市・歴史友好都市シニ

アリーダー研修交流会参加者数 

６人 ９人 ８人 ８人 ７人 

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・青少年健全育成に関わる各団体との連携強化についての検討を進める。 

・リーダー養成講習会への参加の更なる促進を図る。 

・少子化に伴い青少年等団体が減少し、いかにして必要な事業を展開していけるか各団体と協力

連携が必要である。 
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⑥主体的な地域活動を推進するためのひとづくり・地域づくりの推進 

 

取り組むべき主な施策 生涯にわたる充実した学習機会の提供 達成度の評価 Ａ 

推 進 方 策 学習活動の促進、団体活動への支援 

≪事業目的・取組事項≫ 

 趣味や教養などの学習に加え、現代的課題や地域課題に関する学習内容について取り組む。 

 ボランティア団体等の育成及び活動の支援に努める。 

≪平成29年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

◎市民講座、だて市民カレッジ、マイプラン・マイスタディ事業受講者数：431名 

・学習意欲を喚起する「各種講座の開設」と「学習の場の提供」を目的とした、市民講座を開設

し、学習・実技講座を中心に８講座開設（受講者：128名） 

・だて市民カレッジは、一般教養講演を４講演、見学研修を１回開講（受講者：121名） 

・市民自らが企画し、広く市民に「学習の場」、「学習機会」の提供を実施する団体への支援を目

的とした、市民自主学習事業『マイプラン・マイスタディ事業』については、４件（参加者：

102名）の事業が実施された 

・市職員による宅配講座は101件実施（受講者3,278名） 

≪平成29年度の評価≫ 

 だて市民カレッジ、市職員による宅配講座では、市民の多様な学習ニーズに対し身近な話題と

なるテーマなどの学習機会を提供することができた。 

 市民講座は、受講後同好会サークルへと発展し学習活動を継続しているグループに発展するな

ど、生涯学習の活性化に繋がった。 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H27 H28 H29 

市民講座・市民カ

レッジの受講者数 
308人 355人 411人 431人 300人 

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・市民の多様な学習ニーズに対応するためには、講師等の発掘など情報収集が必要である。 

・市民周知の方法として新聞等を有効に活用することが必要である。 
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取り組むべき主な施策 高齢者が健やかで豊かに学ぶ機会の創出 達成度の評価 Ｃ 

推 進 方 策 学習機会の確保、社会参加活動の促進 

≪事業目的・取組事項≫ 

 高齢者を対象とした学習機会の提供を継続実施するとともに、仲間づくりや生きがいづくりを

進めるための団体・サークル活動の育成支援を推進する。 

 自治会や老人クラブ等への積極的な参加を促進する。 

 

≪平成29年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・平成29年度の長生大学（伊達及び有珠）の年度末時点の学生数は235名（うち、新入生は17名） 

・伊達長生大学、有珠長生大学とも関心の高いテーマや身近なテーマを中心に年間21日間の講義

10種類以上の実技講座を実施した。 

・北黄金貝塚公園の草刈作業や施設を訪問する慰問活動を合わせて計４回行った。 

 

≪平成29年度の評価≫ 

 １年を通して様々な学習や行事を実施することができたことにより、学生相互の研鑚と交流を

図ることができた。 

 また、学生がボランティア活動として、草刈や高齢者施設への慰問、青少年育成事業に参加し

たことにより、幅広い世代との地域交流を図ることができた。 

 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H27 H28 H29 

長生大学学生数 263人 271人 242人 235人 300人 

 

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・高齢社会において、心身の健康と生きがいは必要不可欠なものであり、学生の多岐にわたる学

習ニーズも考えながら講義等の内容を検討し学習計画を構築する必要がある。 

・長生大学の学生数が伸び悩んでおり、特に男性が少ないことから、男性が参加しやすい環境づ

くり（周知・プログラム内容）を検討する必要がある。 
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取り組むべき主な施策 家庭・地域の教育力の向上 達成度の評価 Ａ 

推 進 方 策 家庭教育に関する情報の提供、地域の教育力の向上 

≪事業目的・取組事項≫ 

 親同士、親子交流の場をつくり、子育ての指導・支援を行うとともに、子育ての悩みに対応で

きる環境の充実を図る。 

 関係機関、団体等と連携した次代の親となる若い世代を対象とした学習機会の充実を図る。 

≪平成29年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・伊達市ＰＴＡ連合会が行う研究大会に対する財政的支援 

  伊達市ＰＴＡ連合会研究大会（参加者：144名） 

   講演：演題「子どもの生きる力と大人の社会力」 

  講師：中谷 通恵 氏 

・家庭教育についての啓発として、「早寝早起き朝ごはん」運動（文部科学省作成リーフレット

を新1年生保護者に配布 

・家庭教育についての啓発として、広報だて8月号に家庭教育に関する記事を掲載 

 

≪平成29年度の評価≫ 

 伊達市ＰＴＡ連合会は「ＰＴＡ活動を通して、保護者と教師が信頼を深め、地域との行動連携

を目指しながら、豊かな心を育む地域社会をつくる。」ことを基本目標としており、継続して開

催している研究大会の内容充実によりＰＴＡ活動の充実を図ることができた。 

 「広報だて」に家庭教育に関する啓発記事を掲載することにより、広く市民に意識啓発するこ

とができた。 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H27 H28 H29 

ＰＴＡ連合会研究大

会における参加人数 
170人 114人 166人 144人 100人 

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・ＰＴＡ活動を継続的に実施するために財政的支援を行うことが必要である。 

・広く市民に意識啓発するためには、「広報だて」を活用した掲載を継続することが必要である。 

・地域ボランティアの参画による「地域の教育力向上」を図るため、コミュニティスクールの活

用や、昨年度から開設した放課後子ども教室の実施校拡大について検討を進める。 
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取り組むべき主な施策 図書館機能の充実 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 図書館活動の充実 

≪事業目的・取組事項≫ 

図書資料の充実に努めるとともに、各種事業を積極的に展開し読書普及に努め、図書館ボラン

ティアとの連携により図書館活動の拡充を図る。 

 図書館運営に際し、市民の意見要望等を反映するとともに、コンピューターシステム活用によ

り利用しやすい図書館づくりに努める。 

 学校や自治会との連携により地域へのサービス向上に努める。 

≪平成29年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・伊達市立図書館運営協力会を開催（計４回）し、図書館機能などの充実について提言 

・ボランティア団体の協力により、絵本読み聞かせ会、おはなし会、大人も楽しむおはなし会、

小学生のためのおはなし会などの行事・イベントを開催したほか、学校・ボランティア団体と

連携し、ブックスタート事業、読書感想文・感想画事業及び寄贈図書の小学校巡回事業を展開 

・図書館ネットワークサービス広域化事業（室蘭市・登別市との図書館サービス連携）を継続実

施 

≪平成29年度の評価≫ 

・学校とボランティアとの連携事業を継続し、読書活動の推進や図書館の利用を促進 

・図書館ネットワークサービス広域化事業を継続し、室蘭市・登別市の図書館が所蔵する図書資

料の相互貸出・返却サービス及び図書館情報システムを活用した検索・予約等サービスを提供 

・蔵書数及び図書館登録者数において指標を達成しているものの、年間貸出数が指標未達成 

 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H27 H28 H29 

図書館登録者数 9,874人 14,016人 14,845人 15,124人 13,000人 

蔵書冊数 115,266冊 119,874冊 121,447冊 119,809冊 120,000冊 

年間貸出冊数 173,752冊 164,865冊 163,635冊 151,763冊 175,000冊 
 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・利用者のニーズに合った図書資料の整備 

・学校・ボランティアと連携した図書館活動の継続 

・図書館ネットワークサービス広域化事業の継続 

・上記取組に係る周知活動の徹底 
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取り組むべき主な施策 男女共同参画社会の推進 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 男女共同参画に関する啓発 

≪事業目的・取組事項≫ 

 男女共同参画社会の形成に向け、家庭や地域における男女共同参画意識の醸成のための啓蒙、

啓発に努める。 

≪平成29年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・男女共同参画教養講演会（参加者：29名） 

  「アナウンサーの仕事と家庭・子育て」 

  フリーアナウンサー・北海道教育委員会委員  鶴羽 佳子 氏 

・国際女性デーに合わせパネル展を実施「育児と介護のダブルケア」 

・胆振女性リーダー養成研修に２名を派遣（埼玉県国立女性教育会館） 

・北海道立女性プラザ主催の「女性プラザ祭り2017」に市バスを利用し参加（参加者：13名） 

≪平成29年度の評価≫ 

 講演会等事業を開催することにより、男女共同参画社会の意識向上が図られた。 

 女性国内派遣研修事業では、女性リーダーの人材育成に寄与でき、受講した研修や知識を地域

活動に活かすことができた。 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H27 H28 H29 

男女共同参画推進 

講座受講者数 
17人 72人 70人 29人 45人 

 

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・男女共同参画社会をより一層推進するために、関係団体と連携が必要である。 

・講演会等の参加者が固定化している傾向にあり、若い世代にも共感を呼ぶような内容で年齢層

の拡大を図ることが必要である。 

・平成27年度より、女性国内派遣研修について三市合同事業から胆振教育局主催の胆振管内女性

リーダー養成研修に移行したが、これからも研修参加者の確保が必要である。 

 

 

  


