
開 催 要 項

平成２５年度 地 域 生 涯 学 習 活 動 実 践 交 流 セ ミ ナ ー

＜研究テーマ＞ 『新しい公共』の担い手を育む社会教育行政の在り方

～住民の社会参画促進のための社会教育施策の展開について～

１ 目 的 本道における生涯学習活動の一層の推進を図るため、実践事例や成果の交流を通して、推進上の課題とその解決のための

具体的な方策について研修を深める。

２ 主 催 北海道立生涯学習推進センター、北海道社会教育主事会協議会

３ 期 日 平成２６年２月１３日（木）～１４日（金）２日間

４ 会 場 道民活動センタービル「かでる２・７」（かでるホール他）

５ 対 象 生涯学習・社会教育を担当する行政職員、図書館・博物館・青少年教育施設等の職員、生涯学習・社会教育関係の各種委員、

生涯学習関係団体の指導者、生涯学習実践者 等

６ 募集人数 ２００名

７ 内 容

（１）本セミナー趣旨、研修テーマ等の説明及び各ブロック研修等の報告［かでるホール］

＜進行＞ 北海道社会教育主事会協議会 ＜説明＞ 北海道立生涯学習推進センター

ブロック 主事会 市町村 報告者（敬称略） ブロック 主事会 市町村 報告者（敬称略）

道南 檜山 せたな町 小林 笑 道北 宗谷 幌延町 田村 浩希

道央 後志 寿都町 山本 将平 道東 釧路 厚岸町 三浦 博哉

・本セミナーについて、研修における企画立案及び2年間の研修サイクルについての説明

・各ブロック研修会について、内容及び研修のねらい等を報告

（２）ワークショップ１（事例発表〈３０分〉・協議１）NO１～７から１会場選択［各会場］

NO 区分 事業・取組名 予算規模（万円） 人口規模 市町村 管内

１ 青年 「過疎と行革に直面する中での『成人式』の事例」 事業：11～20 5千人以内 歌志内市 空知

２ 一般 第１５回生涯楽習フェスティバル 事業：11～20 5千～1万 蘭越町 後志

３ 少年 夏休みキッズナイト２０１３自然体験子ども 事業：31～50 1万～5万 浦河町 日高

チャレンジ～関係団体との連携を通して～

４ 地域 厚沢部町ふくしまキッズ受入事業 事業：0～5 5千人以内 厚沢部町 檜山

５ 青年 留萌管内高校生リーダー研修会 年間：6～10 5万～10万 管内規模 留萌

６ 成人 我がまち湧別町のお宝をたずねる旅 事業：0～5 5千～1万 湧別町 ｵﾎｰﾂｸ

７ 読書 地域住民との協働による子どもの読書環境の 年間：101以上 1万～5万 釧路町 釧路

充実に向けた取組について

・住民の社会参画促進を意識した、各管内における事業の取組の発表
・事例発表の感想交流及び「住民の社会参画促進における社会教育施策の展開について」の協議１

（３）ワークショップ２（事例発表〈３０分〉・協議２）NO８～１４から１会場選択［各会場］

NO 区分 事業・取組名 予算規模（万円） 人口規模 市町村 管内

８ 地域 いつヤメるか？今でしょ！「えにわ通学合宿」 事業：31～50 5万～10万 恵庭市 石狩

終わらせる勇気･･･それは地域を信じる心

９ 青年 青年ネットワーク創出事業「むかわ未来塾」その後 3カ年：101以上 5千～1万 むかわ町 胆振

１０ 高齢者 いきいき教室 年間：11～20 5千～1万 松前町 渡島

１１ 高齢者 高齢者教育の取り組み 年間：51～100 1万～5万 富良野市 上川

１２ 歴史 ユネスコ未来遺産“宗谷防人物語”をまちづくりに 年間：51～100 1万～5万 稚内市 宗谷

文化 活かした取組（稚内市歴史・まち研究会）

１３ 一般 新得町における全町教育の取組について 年間：51～100 5千～1万 新得町 十勝

１４ 青年 Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ Ｆｅｓ’２０１３ 事業：51～100 5万～10万 管内規模 根室

ｉｎ Ｎｅｍｕｒｏ～私たちで創り上げる地域の色～

・住民の社会参画促進を意識した、各管内における事業の取組の発表

・事例発表の感想交流及び「住民の社会参画促進における社会教育施策の展開について」の協議２

※各事例発表及び協議の全体での共有については、例年の全体会実施ではなく、セミナー実施後、当センターホーム

ページ<推進センター情報〉にて、内容を掲載することで代えさせていただきます。



（４）特別講演【道民カレッジ連携講座】（かでるホール）

「 限界集落からの脱却-主役は集落、行政は黒子 」

< 講師 > 石川県羽咋市教育委員会文化財室長 高野 誠鮮 氏
は くい じょうせん

１９５５年 石川県羽咋市生まれ。科学ジャーナリスト、テレビの企画・構成作家を経て、１９８４年から羽咋市

役所職員。平成１７年、過疎高齢化が問題となった同市神子原地区を、神子原米のブランド化とローマ法王への献上、

農家経営の直売所「神子の里」の開設による農家の高収入化などで４年後に“限界集落”の脱却に成功させ、「スー

パー公務員」と呼ばれる。ＴＢＳ「夢の扉」（２０１１年１０月２日）放送、テレビ東京「カンブリア宮殿」（２０１

２年１１月１５日放送）に出演。

８ 日 程

9:30 10:00 10:15 11:30 12:30 13:00 16:00 16:20 17:00

１日目 休憩 ワークショップ１ 休憩 ワーク２

２月１３日 受付 開講式 説明･報告 事例 協議１（途中休憩） 事例

（木） 昼食 発表 移動 発表

9:30 12:00 13:00 15:00 15:10

２日目 ワークショップ２ 休憩

２月１４日 協議２（途中休憩） 特別講演 閉講式

（金） 昼食

※宿泊先、食事等は各自で対応して下さい。

※特別講演につきましては、「道民カレッジ連携講座（２単位）」として実施します。

９ 申込み・問い合わせについて

（１）申込み締め切り １月３１日（金）１７：００まで

（２）別紙の参加申込書に必要事項を記入の上、下記連絡先へ電子メール・ＦＡＸ・郵送のいずれかでお申し込み下さい。

（３）開催要項・参加申込書は、当センターホームページの〈推進センター情報〉からダウンロードすることができます。

（http://manabi.pref.hokkaido.jp/）

１０ その他

（１）かでるホ－ル前にて、各市町村及び施設等の資料展示を行います。（展示を希望される方は、下記担当宛にご連絡ください。）

（２）道民活動センタービル「かでる２・７」について

○入口開錠は、朝8:30です。場所は、ＪＲ札幌駅より徒歩約１５分、北大植物園正門前です。

〇専用駐車場は、基本料金１時間３００円、超過料金３０分毎１５０円となっています。

（３）会場で撮影した写真、協議内容等は、本研修の記録として、報告書及び当センターホームページにて使用する場合

がございます。予めご了承願います。

【問い合わせ・連絡先】北海道立生涯学習推進センター（担当：澤田）

【住 所】〒060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目「かでる２・７」８階

【ＴＥＬ】011-231-4111（内線）36-329【ＦＡＸ】011-261-7431

【メールアドレス】kensyu@manabi.pref.hokkaido.jp


