
令和２年度 第１回宝達志水町社会教育委員会議

《 送 付 資 料 》

■令和２年度 宝達志水町社会教育委員名簿

■議 題

（１）令和２年度宝達志水町教育行政の基本方針について

（２）令和２年度社会教育委員活動計画について

（３）令和２年度社会教育関係事業について

①県、町生涯学習事業

②令和２年度宝達志水町社会教育委員調査研究事業

③第５１回東海北陸社会教育研究大会

④公民館事業

（４）その他

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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令和２年度 宝達志水町社会教育委員 名簿

任期：令和３年３月３１日まで

役職（所属） 氏 名 備 考

委 員

（学識経験者）
向瀬 泰興

委 員

（学識経験者）
中村 卓史

委 員

（学識経験者）
美作 恭子

委 員

（学識経験者）
池田 義隆

委 員

（学識経験者）
平畠 靖子

委 員

（学識経験者）
豊田 睦子

委 員

（町ＰＴＡ連合会）
前田 菜穂

委 員

（町校長会）
西住 昭真
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（１）令和２年度宝達志水町教育行政の基本方針

近年、教育を取り巻く環境は、少子・高齢化や都市化、高度情報化などの中で大き

く変化し、家庭や地域の教育力の低下、児童生徒の規範意識や学力低下、いじめ、不

登校など、様々な課題に直面している中、地方教育行政に寄せられる住民の関心と期

待は大きく、これに応えるべく様々な改革が進められている。

宝達志水町教育委員会においては、このような動向を踏まえつつ、国、県の「教育

振興基本計画」を参酌し、宝達志水町教育振興基本計画を策定した。その実現を図り、

本町の未来を担う子ども達が、心身ともに健やかで、心豊かに育つため、必要な条件

整備に努めるとともに、郷土愛に満ちた住民の育成を目指し、本年度の重点施策を次

のように定める。

１ 学校教育の充実

確かな学力と豊かな人間性を基盤とした「生きる力」を身につけさせ、たくま

しい児童生徒の育成を目指した活力ある学校づくりの推進

（１）児童生徒の基礎学力の定着と活用力の向上を図る学校教育の推進

（２）豊かな心をはぐくみ、健やかな身体と体力の増進

（３）基本的生活習慣の確立と家庭学習の徹底

（４）障がいのある児童生徒の社会参加に向けた適切な指導及び支援の推進

２ 心の教育の充実

心豊かでたくましく生きる子どもたちの育成を目指した学校・家庭・地域の協

力・連携による体験を重視した心の教育の推進

（１）地域全体で子どもたちを育てる環境の整備

（２）家庭・学校・地域社会の連携強化による教育力の向上

３ 生涯学習の振興

人々が生涯にわたり、いつでも自由に学ぶことができる体制の整備と魅力的で

活力ある地域づくりの推進

（１）学習機会の拡充

（２）生涯学習情報の提供充実

４ 文化財の保護

本町が誇る各種文化財の保全・保存と公開・活用

（１）岡部家の保存・公開

（２）喜多家の保存・公開

（３）散田金谷古墳の保存・公開

５ スポーツの振興

健康で明るく、活力と積極性に富む人づくりの推進

（１）軽スポーツやニュースポーツを日常生活の中で楽しめる環境づくり

（２）スポーツを通じて、心身の健全な発達、豊かな人間関係の形成

重 点 施 策
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（２）令和２年度社会教育委員活動計画

◇その他

・宝達志水町宝達高校を支援する会 １回（５月中止・書面議決）

・青少年国際交流推進実行委員会 ２回（５月中止、２月中旬）

・宝達志水町青少年健全育成町民会議 ２回（５月中止・書面議決、２月下旬）

時 期 曜 会議・事業名 場 所 参加者

５月１４日

（書面開催）
木

石川県社会教育委員連絡協議会

第１回役員会（中止）
県 庁 役員

６月３０日

（書面開催）
火 第１回社会教育委員会議（中止）

生涯学習センター

さくらドーム 21
委員

６月下旬

（書面開催）

石川県社会教育委員連絡協議会

第２回役員会（中止）
県 庁 役員

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 ２日 水
石川県社会教育委員連絡協議会

第３回役員会兼第１回実行委員会
県 庁 役員

９月下旬
第２回社会教育委員会議

（地域連携に関する勉強会）

生涯学習センター

さくらドーム 21
委員

１０月１５日

～１６日

木

金

第５１回東海北陸社会教育研究大会

(中止）
愛知県東海市 委員

１１月１１日

～１３日

水

金
第６２回全国社会教育研究大会 新潟県長岡市 委員

１月１０日 日 令和３年町成人式 役 場 委員

７月１０日変更⇒

１月２１日 木
令和２年度石川県社会教育委員研究

協議会
金沢市 委員

２月 ３日 水 令和３年町立志式 宝達中学校 委員

２月中旬
石川県社会教育委員連絡協議会

第４回役員会
県 庁 役員

３月下旬 第３回社会教育委員会議
生涯学習センター

さくらドーム 21
委員
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（３）令和２年度社会教育関係事業

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＞ 小中学校入学前の子どもを持つ保護者

＜趣 旨＞ 冊子配付や講座実施により、家庭の教育力の向上をめざす。

入学時の保護者の不安を和らげるよう、気軽に相談できる機会を

提供する。

＜概 要＞ 肝心かなめの１年生塾（全小中学校が入学説明会等に併せて実施）

２ 家庭教育支援チーム「ひなたぼっこ」による啓発活動

＜事業主体＞ 生涯学習課

＜趣 旨＞ 核家族化や地域的つながりの希薄化により、家庭や地域の教育力

低下が指摘されているなかで、家庭だけではなく学校や地域全体

で子どもを育てていく環境づくりに努める。

＜事 業＞ ① 保育所入所児を対象に家庭教育支援チーム手作りの紙芝居等

実演により、子どもの生活リズムについて啓発する。

◇テーマ・・・「早寝・早起き・朝ごはん」

◇場 所・・・町内保育所（４か所）

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（相見保育所内）

◇活動日・・・未定

※（家庭教育支援チーム）元保育士や県子育てサポートリーダー養成講座修了者１０人

により構成され、平成２０年度から活動

平成２７年３月１２日、早寝早起き朝ごはん運動に対する文部科学大臣表彰を受賞

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

＜趣 旨＞ 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。

＜事 業＞ 応募資格：小、中学生の児童生徒と親（祖父母など家族含む）
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募集期間：５月１０日（日）～８月１３日（木）

２ 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

＜趣 旨＞ 「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。

＜概 要＞ ３・４・５歳児の保護者を対象に、７月から９月のうちの１か月間

「げんきいっぱいカード」を用いて、子どもと保護者が早寝・早起

き・朝ごはん・お手伝いについてチェックする。

３ 子ども読書活動推進計画

＜事業主体＞ 町立図書館

＜内 容＞ すべての子どもがそれぞれの発達段階において自主的に読書活動

を行うことができるように、また幼い頃から本に親しむことにより、

健やかに成長していけるように、子どもの読書環境の整備・充実を

図るもの。

・ブックスタート事業（0歳児に絵本のプレゼント）

・わらべうたの会（乳幼児と保護者対象のおはなし会）

・本の宝箱（小学生おすすめリスト）を新一年生に配布

・うちどく啓発を広報でＰＲ

・うちどく啓発事業

・計画の周知

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。

＜概 要＞ 学校支援ボランティアの登録 令和２年度 １９７人

支 援 内 容

学 習 支 援 総合的な学習の時間の指導、授業の補助

部活動支援 部活動の指導、補助

図書活動支援 図書室の整理、本の読み聞かせ等

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

学校行事支援 運動会や文化祭などの準備補助

安全指導支援 登下校時の通学路の安全指導
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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」を推進する。

＜概 要＞ 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）

※４月は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から事業を中

止した。

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、小中学校など。

＜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低下が問題と

なっており、９月１日から３０日まで県下一斉に大人が協力して青

少年に公共マナーを呼びかける等のキャンペーンを実施する。

＜概 要＞ 児童・生徒の登下校時、小・中学校周辺の交通の要所（全１２か所）

において、公共マナーや交通ルールに関する声かけを行う。

実施期間･･･９月１日(火)～８日（火）※街頭指導分担

対 象･･･参加児童及び保護者

【街頭指導箇所】ＪＲ敷浪駅前

【指導時間】 ７：１０～７：４０

その他事業

１ 青少年国際交流推進事業（派遣事業）

＜事業主体＞ 生涯学習課

＜趣 旨＞ 町の将来を担う青少年を海外に派遣し、外国の人々との親善交流や

海外生活等を通して青少年の国際感覚を養うとともに、国際化に対

応できる人材の育成を図る。

＜概 要＞ 中学生及び高校生をオーストラリアに派遣し、交流を図る。

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中

止した。

月日 9/1 9/2 9/3 9/4 9/7 9/8

氏名 向瀬 中村 美作 平畠 豊田 前田
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２ ＪＡＰＡＮ ＴＥＮＴ

＜事業主体＞ ＪＡＰＡＮ ＴＥＮＴ開催委員会

＜趣 旨＞ 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、県民との交流を行う。

＜概 要＞ 留学生等を受け入れる町内のホストファミリーを募集する。

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により事業縮小

となったため、ホストファミリー募集を中止した。

３ 親子のホッとネット大作戦 （インターネット等の適正利用推進事業）

＜事業主体＞ 石川県教育委員会事務局生涯学習課

＜対 象＞ 小・中・高等学校のＰＴＡ、教職員

＜趣 旨＞ インターネット利用に潜む危険から子どもを守るために、パンフ

レットの配付・情報学習会を行う。

＜事 業＞ ①啓発パンフレット等配付（７月・１２月）

②情報学習会

※11 月のいしかわ教育ウイーク等にあわせて各学校が実施

※多くの保護者が参加する機会を利用し、周知啓発を図る

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）

＜趣 旨＞ 成人を祝って式典を開催する。また新成人が旧交を温めることがで

きるように交流会を開催する。

＜概 要＞ 日時 令和３年１月１０日（日）午後２時～

場所 役場庁舎２階 大集会室

対象 平成１２年４月２日から平成１３年４月１日生まれの住民

登録者及び町内に住所を有しない町内中学校卒業者

内容 式典及び交流会

※令和２年度は宝達中学校の初めての卒業生が対象となる

ため、記念すべき式となるよう、実行委員会に式典・交流

会の企画・運営を担ってもらう。

５ 立志式

＜事業主体＞ 宝達中学校（生涯学習課）

＜趣 旨＞ 中学２年生の代表者に立志の決意を述べてもらい、参加者全員が誇

りと自覚を持ち、自身の「志」に向かって努力するよう促す。

＜概 要＞ 日時 令和３年２月３日（水）

場所 宝達中学校

対象 宝達中学校２年生

内容 式典及び記念講演会

※令和元年度までは町主催の行事であったが、令和２年度か

らは宝達中学校が主催の行事として実施する。
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令和２年度宝達志水町社会教育委員調査研究事業

＜事業主体＞ 町社会教育委員

＜趣 旨＞ 社会教育に関する調査研究及び学習を行い、社会教育行政に反映

できる役割を果たす。

＜概 要＞ ９月下旬第２回町社会教育委員会議にて実施する。

石川県社会教育委員連絡協議会関連事業

第５１回東海北陸社会教育研究大会

＜期 日＞ １０月１５日（木）～１６日（金）

＜会 場＞ 東海市芸術劇場 （愛知県東海市）

＜参加要請人数＞ ３人

公 民 館 事 業

1 基本方針

公民館は地域住民のために社会教育を推進する拠点施設として中心的な役割を果

たしており、「つどう」「まなぶ」「むすぶ」ことを促し、人づくり、地域づくりに貢

献している。

もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会

福祉の増進に寄与することを目的とする。

２ 重点（努力）目標

(1)地域の人たちが、文化、芸術、趣味、スポーツなど幅広く参加できる機会の

拡充を図り、生涯学習への意欲と心のふれあう地域連帯の高揚に努める。

(2)地域の情報を積極的に収集、できるだけ多くの人に発信することにより、地

域の行事や活動への参加促進の拠点となる公民館を目指す。

今年度課題事項

新型コロナウィルス感染症などの感染症予防対策等を講じ、安心して受講でき

る環境を確保工夫しつつ、各種行事を地域の人たちと力を合わせ考え造り上げ

ていく。
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３ 事業計画 公民館講座（予定）

【通年講座】

川柳教室（前期）

陶芸教室（後期）

【単発講座】随時

・歴史探訪・施設見学

ディスカバリーウオーク(春・秋)

大人の社会科見学

・姉妹都市を知る

（下呂ってこんなトコ、下呂市訪問）

・余暇の活用・手づくり教室、文化祭作品展示

（ポーセラーツ、カルトナージュ、フラワーアレンジメント、蓬莱切り絵など）

・料理教室

（ジビエ、季節料理）

・多文化共生事業・国際交流

（外国の料理づくり）

・子ども向け事業

（考古学教室、スターウォッチ、映画会など）

・世代間交流事業

ニュースポーツ大会

・親子交流事業

（映画会、お菓子づくり）

・地域づくり

講演会（新型コロナウイルスを知ろう、地域学習など）

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、６月末まで公民館各講座の開催を見合

わせました。当初の事業計画は大幅に変更や中止となる場合があります。

なお、６月１２日から１８日までディスカバリーウォーク(今浜と街道編)をケーブ

ルテレビで放送しました。７月に再放送の予定。
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一般会計における教育費、生涯学習課・文化財室関係費

千円 千円

千円 千円

千円 千円

生涯学習課・文化財室関係費

2 千円 千円 千円

5 千円 千円 千円

10 千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

主な内容

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

費目 令和２年度当初 割合 平成31年度当初 割合 伸び率

一般会計 8,053,000 100.0% 7,340,000 100.0% 9.7%

教育費 580,211 7.2% 862,497 11.8% -32.7%

生涯学習課・文化財室関係費 215,522 2.7% 513,841 7.0% -58.1%

款 事業名称 令和２年度当初 平成31年度当初 比較 伸び率

諸費 諸費 1,473 34 1,439 4232.0%

労働費 勤労青少年ホーム費 2,111 2,050 61 3.0%

教育費 社会教育総務費 74,549 77,346 △ 2,797 -4.0%

公民館費 14,230 13,637 593 4.0%

図書館費 26,253 25,551 702 3.0%

文化財保護費 18,959 99,135 △ 80,176 -81.0%

青少年育成費 500 346 154 45.0%

保健体育総務費 32,666 25,512 7,154 28.0%

体育施設費 44,781 270,230 △ 225,449 -83.0%

合　　　　     計 215,522 513,841 △ 298,319 -58.0%

事業名称 事業名 令和２年度当初 平成31年度当初 比較 伸び率

諸費 男女共同参画推進事業費 1,473 34 1,439 4232.0%

勤労青少年ホーム費 勤労青少年ホーム管理費 2,111 2,050 61 3.0%

国際交流事業費 6,247 7,077 △ 830 -12.0%

町PTA連合会活動事業費 130 130 0 0.0%

生涯学習センター管理費 12,827 16,476 △ 3,649 -22.0%

文化協会活動費 665 871 △ 206 -24.0%

文化祭開催事業費 95 95 0 0.0%

生涯学習センター整備事業費 658 0 658

公民館活動事業費 539 542 △ 3 -1.0%

宝たちビジネスアカデミー事業 275 82 193 235.0%

図書館管理運営費 4,286 4,493 △ 207 -5.0%

図書館活動事業費 820 697 123 18.0%

図書館図書等購入費 2,070 2,040 30 1.0%

岡部家維持管理事業費 5,613 7,341 △ 1,728 -24.0%

喜多家維持管理事業費 6,578 7,633 △ 1,055 -14.0%

埋蔵文化財センター管理運営事業費 4,725 82,072 △ 77,347 -94.0%

成人式・立志式開催事業費 362 224 138 62.0%

青少年育成センター運営事業費 138 122 16 13.0%

スポーツ推進員活動費 1,209 573 636 111.0%

町体育協会活動費 2,502 2,431 71 3.0%

ジュニアスポーツ活動費 485 485 0 0.0%

宝浪漫マラソン開催事業費 8,302 0 8,302

宝達山ヒルクライム開催事業費 1,022 0 1,022
東京2020オリンピック・パラ

リンピック聖火リレー事業費 3,421 0 3,421

体育施設管理運営費 32,557 270,230 △ 237,673 -88.0%

体育施設整備事業費 12,224 0 12,224

令和２年度　教育費予算の概要

社会教育
総務費

公民館費

図書館費

文化財保
護費

青少年育
成費

体育施設
総務費

体育施設費
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○宝達志水町社会教育委員設置条例

平成17年3月1日

条例第80号

(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条の規定により

社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

（定数及び委嘱基準）

第2条 法第18条の規定による委員の定数は、8人以内とする。

２ 委員は、次の各号に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員補充によって委嘱した委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

(回数)

第4条 法第17条の規定による定時の会議は、年3回とする。

(議長)

第5条 委員は、互選によって議長を定める。

(副議長)

第6条 副議長1人を置くものとする。

2 副議長は、議長が指名する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を

行う。

(会議)

第7条 会議は、議長が招集する。ただし、委員の定数の3分の1以上のものから臨時

に会議招集の請求があるときは、議長は、これを招集しなければならない。

第8条 会議の議決事項は、教育長を経て宝達志水町教育委員会(以下「教育委員会」

という。)に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この条例は、平成17年3月1日から施行する。
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○社会教育法（抜粋）
（昭和二十四年六月十日法律第二百七号）

第四章 社会教育委員

（社会教育委員の構成）
第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。

第十六条 削除

（社会教育委員の職務）
第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、
左の職務を行う。
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を
述べること。

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べること
ができる。

３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育
に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に
対し、助言と指導を与えることができる。

（社会教育委員の定数等）
第十八条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要
な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の
委嘱の基準については、文部科学省で定める基準を参酌するものとする。

第十九条 削除

【社会教育委員の役割】

社会教育委員は、「社会教育法」に規定され、宝達志水町の社会教育や生涯学習の

推進のための方策や方針について意見を述べるだけでなく、必要に応じて、社会教育

に関する計画の立案や調査研究を行うことによって、社会教育に関し、教育委員会に

対して助言をする役割を担っています。

社会教育委員は、学校教育や社会教育の関係者、PTA 関係者、学識経験者、家庭教

育の向上に資する活動を行う方々に委嘱され、地域において経験豊かで、社会教育に

優れた知見を有する方々の知識を社会教育行政に反映させていくことが期待されて

います。
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補足資料

《町事業》

月 日 行事・事業名 場 所

８月 ８日（土）

～ ９日（日）
石川県民体育大会【中止】 野々市市周辺

８月１４日（金）

～２４日（月）
青少年国際交流推進事業（派遣）【中止】

オーストラリア

ヌーサ

８月２０日（木）

～２３日（日）
ジャパンテント（町受入）【中止】 町内

９月 １日（火）

～ ８日（火）
グッドマナーキャンペーン

ＪＲ敷浪駅前
※街頭指導箇所は

全１２箇所

９月２７日（日） 宝浪漫マラソン２０２０ 町内

１０月１１日（日） 宝達山ヒルクライム２０２０ 宝達山

１１月 ２日（月）

～ ３日（火）
町文化祭

さくらドーム 21

役場庁舎

１月１０日（日） 町成人式 役場庁舎

２月 ３日（水） 立志式 宝達中学校


