
平成２７年度 

第３回 

宝達志水町社会教育委員会議 
＜日 時＞ 平成２８年３月２日（水）午後７時から 

＜場 所＞ 生涯学習センター「さくらドーム２１」 

２階 視聴覚室 

 

 

１ 開会あいさつ 

   社会教育委員会議議長 横山 尚 

   教育委員会教育長   勝二 信隆 

 

２ 議 題 

（１）平成２７年度宝達志水町社会教育委員活動報告について     ・・・ １ 

 

（２）平成２７年度社会教育関係事業報告について           

①県、町生涯学習事業                    ・・・ ２ 

（家庭教育事業、心の教育事業、青少年育成事業、その他事業） 

   ②公民館事業                  ※別冊   ・・・ ８ 

   ③県社会教育委員関係事業            ※別紙 

 

（３）平成２８年度宝達志水町社会教育委員活動計画（案）について   ・・・  9 

 

（４）平成 2８年度社会教育関係事業概要（案）について 

①県、町生涯学習事業                    ・・・１0 

   ②東海北陸社会教育研究大会（福井大会）     ※別冊 

   ③公民館事業                  ※別冊    

 

（５）その他                          

 

 

３ 閉 会 
 
 
 
 
 

宝達志水町町民憲章 
 

私たちの宝達志水町は、恵まれた自然の中で先人のたゆまぬ努力によって 

築かれた町です。 

この歴史と伝統を重んじ、活力に満ちたまちづくりをめざし、ここに町民 

憲章を定めます。 

一 豊かな自然を愛し、安全で住みよいまちをつくります。 

一 みんなで支え合う、魅力あるまちをつくります。 

一 健康を増進し、生きがいを持てるまちをつくります。 

一 教養を高め、うるおいのあるまちをつくります。 

一 産業を振興し、活力あるまちをつくります。 
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平成２７年度社会教育委員活動報告 
 

 

 

◇その他 

  ・「宝達山クリーン登山」実行委員会     １回（８月５日） 

・宝達志水町青少年健全育成町民会議    ２回（５月２９日、２月２６日） 

   ・宝達志水町青少年国際交流推進実行委員会 ３回（４月１３日、５月１９日 

                          ２月１７日） 

 

 

 

時 期 曜 会議・事業名 場 所 参加者 

５月１８日 月 
石川県社会教育委員連絡協議会 

第１回役員会 
県 庁 役員 

５月２２日 金 第１回社会教育委員会議 生涯学習センター 委員 

6月２６日 金 
石川県社会教育委員連絡協議会 

第２回役員会 
県 庁 役員 

７月２４日 金 
平成 2７年度石川県社会教育委員研

究協議会 
金沢市 委員 

９月 １日 

～８日 

火 

火 
グッドマナーキャンペーン 町 内 委員 

９月２５日  金 第２回社会教育委員会議 生涯学習センター 委員 

１０月９日 金 宝達山クリーン登山 宝達山 委員 

１０月２２日 

～２３日 

木 

金 
第４６回東海北陸社会教育研究大会 愛知県刈谷市 委員 

１月１０日 日 平成２8年町成人式 役 場 委員 

１月２９日 金 平成２8年町立志式 役 場 委員 

2月２３日 火 
石川県社会教育委員連絡協議会 

第３回役員会 
県 庁 役員 

３月２日 水 第３回社会教育委員会議 生涯学習センター 委員 



県・町生涯学習事業 
 

家庭教育事業 
 

１ 親学び講座「肝心かなめの１年生塾」 

＜事業主体＞ 県教育委員会 

＜対  象＞ 次年度に小学校入学の子どもを持つ保護者 

＜趣  旨＞ 小学校入学時の保護者の不安を和らげることを目的とし、町内小学

校で冊子配布や講座を実施した。 

＜概  要＞ （１）親学びアドバイザー養成研修会 

ア 「肝心かなめの一年生塾」のアドバイザーを養成 

イ 対象 退職教員、現職教員 

ウ 実施 平成２７年８月１９日（水） 

  石川県地場産業振興センター 

（２）肝心かなめの１年生塾 

・押水第一小学校 実施  ９月２９日（火）、参加１４人 

・相見小学校    〃   ９月２９日（火）、 〃  ９人 

・樋川小学校    〃  １０月 １日（木）、 〃 １８人 

・志雄小学校    〃  １０月 １日（木）、 〃 ２６人 

・宝達小学校    〃   ９月２９日（火）、 〃  ９人 
 
                            参加人数計 ７６人 

 

 

家庭教育事業 
 

２ 家庭教育支援チーム「ひなたぼっこ」による啓発活動 

（１）「早寝早起き朝ごはん」啓発運動 

＜内 容＞ 

元保育所や子育て支援サポーターによるメンバー手づくりの紙芝居やパクパ

ク人形劇をとおして、子どもたちに「早寝・早起き・朝ごはん」を啓発。 

 ＜場 所＞町内保育所 

実施日 実施場所 

2 月 １日（月） 宝達保育所 

2 月 1５日（月） 南部保育所 

2 月 1８日（木） 北大海第一保育所 

2 月２２日（月） 相見保育所 

2 月 2５日（木） 中央保育所 

 



         
              ＜紙芝居／パクパク人形劇／ペープサート劇＞ 

 

（２）家庭教育支援チームによる子育て相談 

＜場 所＞町子育て支援センター（相見保育所・南部保育所内）   

＜活動日＞毎週火曜日（年間４５回実施） 
 

心の教育事業 

１ 親子の架け橋一筆啓上「親子の手紙」 

＜事業主体＞心の教育推進協議会 

＜内 容＞ 

日頃、なかなか口にできない親子の思いを「短い手紙」に表現して、互いの気

持ちを理解することや、家族の話し合いを大切にする気運を高める。 

               

【応募数】 

＜石 川 県＞ ２８，４９６点（※前年度応募数 ２３，９６６点） 

＜宝達志水町＞    ８７９点（※前年度応募数    ７９２点） 

＜町内入賞数＞ 入選 豊田 賢生（志雄小学校 5年生） 

佳作 石崎 博斗（樋川小学校 4年生） 

 

 

２ 親子のホッとネット大作戦  

＜事業主体＞ 心の教育推進協議会 

＜対  象＞ 町内小・中・高等学校のＰＴＡ、教職員等 

＜趣  旨＞ インターネット利用に潜む危険から子供を守るために、教職員・Ｐ

ＴＡを対象にパンフレットの配布・講座・情報交換会を行った。 

＜事  業＞ （１）啓発パンフレット等配付 

7月に小・中・高等学校で配付 

（２）ホッとネット講座 

①情報交換会の講師養成 

②実施 平成２７年６月２８日（日） 内灘町文化会館 

（３）情報交換会 

・相見小学校   実施 １月２０日（水） 参加 ８９人 

・宝達中学校    〃  ９月１８日（金）  〃  ５９人 

・押水第一小学校  〃 １１月 １日（日）  〃  ４３人 

・宝達高等学校   〃 １１月 １日（日）  〃  １６人 

・志雄小学校    〃 １１月 ５日（木）  〃  ４５人 



・宝達小学校    〃 １１月 ８日（日）  〃  ５３人 

・樋川小学校    〃  ２月２６日（金）  〃 ２００人 

                             合計 ５０５人 

 

 

３ 子どもの生活リズム向上推進事業「げんきいっぱいカード」 

＜事業主体＞ 心の教育推進協議会 

＜内 容＞ 「早寝・早起き・朝ごはん」等、基本的生活習慣を盛り込んだ生活

記録カードに、保護者が幼児と共に記録することを通して、幼児の

望ましい生活習慣を育成しようとする気運を高める。 

 

【達成者数】 

＜石 川 県＞  ８，６００人 

＜宝達志水町＞     ６６人 

 

 

４ 学校支援ボランティア 

 ＜事業主体＞ 小・中学校 

＜趣  旨＞ 学校の教育活動について地域の教育力を生かす。学校・家庭・地域

が一体となって学校教育を支援し、地域ぐるみで子どもたちを育て

ていく。 

 ＜登録者数＞ 246人（3月２日現在） 

【内訳】 

支  援  内  容 登録者数 

学 習 支 援 総合的な学習の時間の指導、授業の補助 １６人 

部活動支援 部活動の指導、補助 ３人 

図書活動支援 図書室の整理、本の読み聞かせ等 １６人 

環境整備支援 花壇や植え込みの手入れ、草刈り、通学路の除雪等 ６８人 

学校行事支援 運動会や文化祭などの準備補助 ４人 

安全指導支援 登下校時の通学路の安全指導 139人 

合      計 246人 

 

 

５ あいさつ運動、愛のひと声運動 

＜事業主体＞ 町青少年健全育成町民会議・あいさつ運動推進委員会 

＜参加団体＞ 区、学校、保育所など 

＜趣  旨＞ 地域ぐるみで明るく健やかな青少年を育むため、家庭・学校・地域

が連携し、「あいさつ運動」「愛のひと声運動」を推進した。強化週

間として、下記４回を実施した（土・日・祝日を除く）。 

＜実施期間＞ 強化週間 

    ・４月 ６日（月）～ １３日（月） 

・６月 １日（月）～  ８日（月） 



        ・９月 １日（火）～  ８日（火） 

・１１月２日（月）～ １０日（火） 

 

 

６ グッドマナーキャンペーン 

＜事業主体＞ 心の教育推進協議会 

＜参加団体＞ 青少年健全育成町民会議、区長会、社会教育委員会議など、 

＜趣  旨＞ 青少年の公共マナーやルール等に対する規範意識の向上を目的と

して、９月１日から 30日まで各種団体が協力して青少年に公共マ

ナーを呼びかけるキャンペーンを実施した。また、９月１日から８

日までを重点期間と位置付けて、児童・生徒の登下校時、小・中学

校周辺の交通の要所において街頭指導を実施した。 

＜参加人数＞ １，７１２人 

 
青少年育成事業 

 

○宝達山クリーン登山 

 ＜実施主体＞ 宝達志水町教育委員会、社会教育委員、宝達高校、小・中学校 

＜後援団体＞ 参天製薬株式会社 

＜協力団体＞ 羽咋警察署、石川県猟友会羽咋支部 

＜趣  旨＞ 次代を担う子どもたちが、町の象徴である宝達山で自然保護活動や

環境保全活動を行うことにより、郷土への愛情や誇りを高めるとと

もに、小・中学生と高校生の協働の場を通して、社会性を養成する。 

＜実 施 日＞ 平成２７年１０月９日（金） 

＜参 加 者＞ （小学校５年）     （中学校１年）   （宝達高校） 

押水第一小２４人   宝達中 １１３人   １年 ７５人 

宝達小  １６人              ３年 ５９人 

    相見小  ２７人                 

    樋川小  ２７人 

   志雄小  ３１人               計 ３７２人  

 

＜活動内容＞ ・ゴミ拾い（東間、本間谷、上野コース） 

･･･小学校５年生、中学校１年生、宝達高校１・３年生 

・昼食準備（山頂公園）･･･宝達高校３年生 

 

  ※詳細は別紙報告書のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 



その他事業 
 

１ 青少年国際交流推進事業 

（１）派遣事業 

＜事業主体＞ 生涯学習課 

＜派 遣 先＞ オーストラリア連邦サンシャインコースト市（ヌーサ、ケアンズ） 

＜派遣人数＞ 中学生８名、引率３名 

＜派遣期間＞ 平成 2７年 8月 1４日（金）～8月 2４日（月） 11日間  

＜内 容＞ 

町内中学生がホームステイをしながら、体験入学を実施。滞在中は外国の人々と

の親善交流を通して国際感覚を養うとともに、オーストラリアの壮大な自然に触れ

ることができた。この事業を通して、外国人とのコミュニケーションの楽しさ感じ、

もっと海外に行って外国人と交流をしたいという声があった。 

 

     
＜ヌーサ国立公園にて／授業風景＞ 

  

（２）受入事業 

＜事業主体＞ 生涯学習課 

＜派 遣 元＞ オーストラリア連邦サンシャインコースト市（ヌーサ） 

＜受入人数＞ 研修生１５名、引率３名 

＜受入期間＞ 平成２７年９月２８日（月）～１０月４日（日） ７日間 

＜内  容＞ 

 オーストラリア ヌーサからの研修生が町内でホームステイをしながら、宝達中学

校で体験入学を実施。多くの生徒が生の英語に触れ、コミュニケーションの楽しさや

難しさを学ぶことができ、ヌーサ研修生はホームステイをしたことによって、日本の

食文化や言語を実際に体験でき、多くのことを学んで帰りました。 

 

    
＜宝達中学校教室での様子／お別れ式後の記念撮影＞ 

 

 

 



２ JAPAN TENT 

＜事業主体＞ JAPAN TENT開催委員会 

＜内 容＞ 

日本で学ぶ様々な国の留学生・研修生を石川県に招き、県全域を大きな交流の場

として、県民との交流を行った。ホストファミリー宅で過ごしながら日本の文化な

どに触れる機会を提供。 

＜受入期間＞ 平成 2７年８月２０日（木）～２３日（日）  

＜受入人数＞ ８名（7か国） 

 

     
＜ぶどう狩り／役場前で記念撮影＞ 

 

 

 

３ ＡＬＴの国際交流活動～英語で遊ぼう～ 

＜事業主体＞ 生涯学習課 

＜内 容＞  

小・中学校の授業がない時間を利用し、保育所の児童がＡＬＴ（外国語指導助手）

とゲームなどを通して触れ合い、楽しく英語に触れる機会を提供。 

＜場 所＞ 町内保育所５か所 

 

     
            ＜絵本読み聞かせ／色あてゲーム＞ 

 

 

４ 成人式 

＜事業主体＞ 生涯学習課（式典）、成人式実行委員会（交流会） 

＜日 時＞ 平成 2８年 1 月 1０日（日）午後 2時～  

＜場 所＞ 役場 2階 大集会室 

＜対 象＞ 平成７年 4月 2日から平成８年 4 月 1日生まれの住民登録者 

及び町内中学校卒業者 

 

 

 



＜成人者状況＞ 

地区名 該当者数（人） 参加者数（人） 参加率（％） 

押水地区 

北大海地区 3０ 2４ ８０．０ 

宝達地区 ２０ 1８ ９０．０ 

相見地区 4８ ４２ ８７．５ 

志雄地区 
樋川地区 3５ 3２ ９１．４ 

志雄地区 ４１ 3８ ９２．７ 

計 1７４ 1５４ ８８．５ 

 

 

     
  ＜式典／二十歳の決意・謝辞＞ 

 

 

５ 立志式 

＜事業主体＞ 生涯学習課 

＜日 時＞ 平成 2８年 1 月２９日（金）午前９時３０分～  

＜場 所＞ 役場 2階 大集会室 

＜対 象＞ 宝達中学校 2年生他２名 

＜内 容＞ 式典及び記念講演会 

＜記念講演＞ 講師 前原 智子氏（MRO北陸放送アナウンサー） 

         演題 「夢に向かって生きる  ～後悔しない生き方～」 

                       

     
＜式典／講演会＞ 

 

 

公民館事業 

 

○ 公民館事業報告   

別冊で説明 

   

 



平成２８年度社会教育委員活動計画(案) 
 

 

 

◇その他 

  ・「宝達山クリーン登山」実行委員会     １回（９月上旬） 

・宝達志水町青少年健全育成町民会議    ２回（５月下旬、２月下旬） 

   ・宝達志水町青少年国際交流推進実行委員会 ３回（４月下旬、５月下旬、 

                          ２月下旬） 

 

 

時 期 曜 会議・事業名 場 所 参加者 

４月下旬  第１回社会教育委員会議 生涯学習センター 委員 

５月下旬    
石川県社会教育委員連絡協議会 

第１回役員会 
県 庁 役員 

6月下旬  
石川県社会教育委員連絡協議会 

第２回役員会 
県 庁 役員 

７月２２日 金 
平成 2７年度石川県社会教育委員研

究協議会 
金沢市 委員 

９月 １日 

～８日 

木 

木 
グッドマナーキャンペーン 町 内 委員 

９月下旬   第２回社会教育委員会議 生涯学習センター 委員 

１０月７日 金 宝達山クリーン登山 宝達山 委員 

１０月１３日 

～１４日 

木 

金 
第４７回東海北陸社会教育研究大会 福井県敦賀市 委員 

１０月２６日 

～２８日 

水 

金 
第５８回全国社会教育研究大会 千葉県千葉市 役員 

１月８日 日 平成２９年町成人式 役 場 委員 

１月２７日 金 平成２９年町立志式 役 場 委員 

2月上旬  
石川県社会教育委員連絡協議会 

第３回役員会 
県 庁 役員 

2月下旬  第３回社会教育委員会議 生涯学習センター 委員 



平成２８年度社会教育関係事業概要(案)について 

 

家庭教育事業 
 

１ 親学び講座「肝心かなめの１年生塾」  

＜事業主体＞ 県教育委員会 

＜対  象＞ 次年度に小学校及び中学校に入学する子どもを持つ保護者 

＜趣  旨＞ 小学校入学時の保護者の不安を和らげることを目的とし、町内小学

校で冊子配布や講座を実施する。 

＜概  要＞ （１）親学びアドバイザー養成研修会 

（２）肝心かなめの１年生塾  

 

２ 家庭教育支援チーム「ひなたぼっこ」による啓発活動 

（１）「早寝早起き朝ごはん」啓発運動 

＜内 容＞ 元保育所や子育て支援サポーターによるメンバー手づくりの紙芝

居やパクパク人形劇をとおして、子どもたちに「早寝・早起き・朝

ごはん」啓発。 

 ＜場 所＞ 町内保育所 

（２）家庭教育支援チームによる子育て相談 

＜場 所＞ 町子育て支援センター（相見保育所・南部保育所内）   

＜活動日＞ 毎週火曜日（年間実施） 

 

心の教育事業 

 
１ 親子の架け橋一筆啓上「親子の手紙」 

＜事業主体＞ 心の教育推進協議会 

＜内 容＞ 日頃、なかなか口にできない親子の思いを「短い手紙」に表現して、

互いの気持ちを理解することや、家族の話し合いを大切にする気運

を高める。 

 

２ 親子のホッとネット大作戦  

＜事業主体＞ 心の教育推進協議会 

＜対  象＞ 町内小・中・高等学校のＰＴＡ、教職員等 

＜趣  旨＞ インターネット利用に潜む危険から子供を守るために、教職員・Ｐ

ＴＡを対象にパンフレットの配布等を実施する。 

 

３ 子どもの生活リズム向上推進事業「げんきいっぱいカード」 

＜事業主体＞ 心の教育推進協議会 

＜内 容＞ 「早寝・早起き・朝ごはん」等、基本的生活習慣を盛り込んだ生活

記録カードに、保護者が幼児と共に記録することを通して、幼児の

望ましい生活習慣を育成しようとする気運を高める。 

 



４ 学校支援ボランティア 

 ＜事業主体＞ 小・中学校 

＜趣  旨＞ 学校の教育活動について地域の教育力を生かすため、学校・家庭・

地域が一体となって学校教育を支援し、地域ぐるみで子どもたちを

育てる活動を推進する。 

 

５ あいさつ運動、愛のひと声運動 

＜事業主体＞ 町青少年健全育成町民会議・あいさつ運動推進委員会 

＜参加団体＞ 区、学校、保育所など 

＜趣  旨＞ 地域ぐるみで明るく健やかな青少年を育むため、家庭・学校・地域

が連携し、あいさつデ―を毎月 1日、及び「あいさつ運動」「愛の

ひと声運動」の強化週間を 4回程度実施する。 

 

６ グッドマナーキャンペーン 

＜事業主体＞ 心の教育推進協議会 

＜参加団体＞ 青少年健全育成町民会議、区長会、社会教育委員会議など、 

＜趣  旨＞ 青少年の公共マナーやルール等に対する規範意識の向上を目的と

している。 

＜内  容＞ ９月１日から30日まで各種団体が協力して青少年に公共マナーを

呼びかけるキャンペーンを実施する。 

９月１日から８日までを重点期間と位置付けて、児童・生徒の登下

校時、小・中学校周辺の交通の要所において街頭指導を行う。 

 

 

青少年育成事業 
 

○宝達山クリーン登山 

 ＜実施主体＞ 宝達志水町教育委員会、社会教育委員、宝達高校、小・中学校 

＜後援団体＞ 参天製薬株式会社 

＜協力団体＞ 羽咋警察署、石川県猟友会羽咋支部 

＜趣  旨＞ 次代を担う子どもたちが、町の象徴である宝達山で自然保護活動や

環境保全活動を行うことにより、郷土への愛情や誇りを高めるとと

もに、小・中学生と高校生の協同の場を通して、社会性を養成する。 

＜実 施 日＞ 平成２８年１０月７日（金） 

＜活動内容＞ ゴミ拾い（東間、上野コース） 

･･･小学校５年生、中学校１年生、宝達高校１・３年生 

 

 

その他事業 
 

 

１ 青少年国際交流推進事業 

（１）派遣事業 

＜事業主体＞ 生涯学習課 

＜派 遣 先＞ オーストラリア連邦サンシャインコースト市（ヌーサ、シドニー） 



＜派遣人数＞ 中学生及び高校生１０名、引率３名 

＜派遣期間＞ 平成２８年８月１２日（金）～８月２２日（月） 11日間  

（２）受入事業 

＜事業主体＞ 生涯学習課 

＜派 遣 元＞ オーストラリア連邦サンシャインコースト市（ヌーサ） 

＜受入人数＞ 未定 

＜受入期間＞ 未定 

 

２ JAPAN TENT 

＜事業主体＞ JAPAN TENT開催委員会 

＜内 容＞ 

日本で学ぶ様々な国の留学生・研修生を石川県に招き、県全域を大きな交流の場

として、県民との交流を行った。ホストファミリー宅で過ごしながら日本の文化な

どに触れる機会を提供。 

＜受入期間＞ 平成 2８年８月下旬 
 

３ ＡＬＴの国際交流活動～英語で遊ぼう～ 

＜事業主体＞ 生涯学習課 

＜内 容＞  

小・中学校の授業がない時間を利用し、保育所の児童がＡＬＴ（外国語指導助手）

とゲームなどを通して触れ合い、楽しく英語に触れる機会を提供。 

＜場 所＞ 町内保育所５か所 

 

４ 成人式 

＜事業主体＞ 生涯学習課（式典）、成人式実行委員会（交流会） 

＜日 時＞ 平成 2９年 1 月８日（日）午後 2時～  

＜場 所＞ 役場 2階 大集会室 

＜対 象＞ 平成８年 4月 2日から平成９年 4 月 1日生まれの住民登録者 

及び町内中学校卒業者 

 

５ 立志式 

＜事業主体＞ 生涯学習課 

＜日 時＞ 平成 2９年 1 月２７日（金）午前９時３０分～  

＜場 所＞ 役場 2階 大集会室 

＜対 象＞ 宝達中学校及び町内在住の中学 2年生 

＜内 容＞ 式典及び記念講演会 

＜記念講演＞ 未定 

 

東海北陸社会教育研究大会（福井大会） 
 

  別冊で説明 

 

 公民館事業 
 

 別冊で説明 


