
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育 

令和４年度 生涯学習計画 



 

 

１  基本方針 

１市１町からなる管内であることを生かし，それぞれが進める地域コミュニティづくりの

方向性や課題を把握するともに，適切な指導・助言等を行い，その推進の支援に努める。 

家庭・地域社会・教育現場・行政による連携のより一層の強化・深化を図り，それらが協

働することにより，それぞれが担う教育環境（「学びと実践の循環」が生まれる場）の向上

に努める。 

 

２  重点事項  ※＜＞は，教育庁生涯学習課 主要施策との関連 
 

 

 

 

①社会教育推進体制の充実 

 ・生涯学習・社会教育主管課長等会議や県社会教育主事連絡会議，県生涯学習課・教

育事務所連絡会議に基づく市町への情報提供及び助言 

 ・管内に配置された派遣社会教育主事への助言 

 ・市町サポート事業との連携・支援 

 ・市町教育委員会の要請に応じた公民館訪問の実施 

②社会教育関係職員研修の充実 

 ・各研修会開催の情報提供及び参加促進 

 ・社会教育主事講習受講者及び有資格者研修受講者への支援 

③社会教育関係団体活動の促進 

 ・社会教育関係団体の活動状況の把握と助言 

○協働教育推進総合事業の推進 

 ・協働教育研修会及び地域連携担当者研修会の開催 

 ・放課後の子供たちの居場所（放課後子供教室等）の視察及び助言 

 ・特色ある事業の視察及び情報収集と情報発信（共有・啓発） 

 ・各研修会開催の情報提供及び参加促進 

①家庭教育支援体制の充実 

 ・管内家庭教育･子育て支援関係機関･団体の連携推進 

②家庭教育支援者等の養成と活動促進 

 ・市家庭教育支援チームの活動状況の把握（視察）及び情報発信 

 ・町家庭教育支援チームの設立支援 

 ・子育てサポーター養成講座による人材育成 

 ・「みやぎの学ぶ土台づくり」圏域別親の学び研修会の開催 

 ・宮城県版親の学びのプログラム「親のみちしるべ」の普及・啓発 

・各研修会開催の情報提供及び参加促進 

①青少年の体験活動の充実 

 ・自然の家が行う青少年長期自然体験活動及びセカンドスクールの情報提供 

②青少年活動団体指導者の育成 

 ・ジュニア・リーダー（以下「ＪＬ」）中級研修会の開催 

 ・市町が行うＪＬ初級研修会と自然の家が行うＪＬ上級研修会の視察及び支援 

 ・ＪＬ活動の情報発信（教育長会議・校長会議・教頭会議等） 

 

Ⅰ Ⅰ 

 

 管内社会教育の基本方針と重点事項及び努力事項  

 

（４）青少年活動支援の充実 ＜主要施策５＞ 

（１）社会教育の推進 ＜主要施策２＞ 

（２）家庭・地域・学校による協働教育の推進 ＜主要施策３＞ 

（３）家庭教育支援の充実 ＜主要施策４＞ 



 

 

３  努力事項  ※＜＞は，教育庁生涯学習課 主要施策との関連 
 

 

 

 

 

 

③青年の地域活動支援 

 ・地方青年文化祭開催に向けた実行委員会組織の設立支援及び活動支援 

 ・県青年文化祭及び県青年体育大会の情報発信 

①生涯学習情報の提供 

 ・講師･指導者の情報提供(ポスター・チラシ・公民館便り等の掲示，ＨＰへの掲載等) 

 ・社会教育拠点施設（公民館等）に対する情報収集と情報発信（共有・啓発） 

②学習機会の充実・生涯学習支援者の育成と活用 

 ・「みやぎ県民大学推進事業（学校等開放講座）」情報の提供（チラシの掲示等） 

①青少年の文化芸術活動の充実 

 ・学校や社会教育施設における芸術公演の開催情報の提供 

【県】巡回小劇場・青少年劇場小公演 

【文化庁】巡回公演事業・芸術家の派遣事業等 

②文化芸術活動を担う人材・団体の育成 

・地方音楽会等の県主催による芸術・文化事業の開催情報の提供 

①市町の子供読書活動の支援 

・各事業開催の情報提供及び参加促進 

①社会教育施設（図書館・美術館・博物館等）の利用促進 

 ・各事業開催の情報提供 

・特色ある事業の視察及び情報発信（共有・啓発） 

②自然の家の機能充実の支援 

 ・主催事業の視察と情報発信 

 ・管内（県市町）の社会教育主事等部会での情報交換 

③公民館の機能充実の支援 

 ・特色ある事業の視察及び情報収集と情報発信（共有・啓発） 

①生涯スポーツ推進の基盤づくり 

・総合型地域スポーツクラブの設立・運営の支援（新規設立の見込み：南三陸町） 

・宮城ヘルシーふるさとスポーツ祭後継事業「みやぎスポーツＤＡＹ２０２２」開催

情報の提供及び運営協力 

②地域と連携した生涯スポーツの推進 

・市町教育委員会主催による生涯スポーツイベントの開催情報の提供 

・既存の総合型地域スポーツクラブの視察及び情報収集と情報発信 

 【気仙沼市】「なんでもエンジョイ 面瀬クラブ ＮＥＯ」 

「唐桑総合型地域クラブ・カラット」 

③生涯スポーツ施設活用の促進 

・市町の生涯スポーツ施設におけるイベントの開催情報の提供 

・学校施設開放事業の利用状況等の把握 

（２）みやぎの文化育成支援 ＜主要施策６＞ 

（３）子供の読書活動の推進 ＜主要施策７＞ 

（５）生涯スポーツの振興 

（４）社会教育関係施設の機能充実 ＜主要施策８＞ 

（１）生涯学習推進基盤の確立 ＜主要施策１＞ 



対　　象 目　　的 予定会場 時期

管内市町生涯学習・社会教育主管課長，
公民館長，図書館長，
志津川自然の家研修班長　等

　県の社会教育施策の周知と理解
を図るとともに，各市町の社会教
育・生涯学習の充実及び振興策に
ついて情報交換を行う。公民館事
業等訪問について理解を図る。

気仙沼
中央公民館

4月26日

管内市町社会教育主事，
社会教育指導員，
志津川自然の家社会教育主事，
図書館司書　等

　管内の各機関が行う社会教育施
策の具体について情報交換を行う
とともに，より効果的な事業推進
のための協議を行う。

気仙沼
合同庁舎
本吉公民館

4月28日
9月15日
11月18日
2月16日

管内市町の青少年活動支援担当者，
ジュニア・リーダーサークル担当者，
志津川自然の家ジュニア・リーダー上級研
修会担当者　等

　管内の各機関がジュニア・リー
ダー育成のために行う初級・中
級・上級等の研修会等の具体につ
いて情報交換を行うとともに，よ
り効果的な事業推進のための協議
を行う。

本吉公民館

小泉公民館

5月26日
7月21日
11月4日

管内市町の家庭教育担当者，
幼児教育担当者，子育て支援担当者，
志津川自然の家「学ぶ土台づくり」事業担
当者　等

　保健福祉行政と教育行政の連携
を図ることによって，管内の家庭
教育と子育てを支援する体制を整
備する。

気仙沼
合同庁舎

5月19日
2月9日

管内市町の社会教育拠点施設 　公民館等の社会教育拠点施設を
訪問し，管内の生涯学習・社会教
育の振興に資する。

管内市町の
社会教育
拠点施設

通年

［学校教育］
管内市町の指導主事
［社会教育］
志津川自然の家研修班長
教育事務所社会教育主事
※必要に応じて市町派遣社会教育主事を加
える

　市町及び教育事務所が協議し，
学校教育と社会教育が一体となっ
て管内教育の推進体制を整備す
る。

気仙沼
合同庁舎

5月17日
2月10日

対　　象 目　　的 予定会場 時期

管内小中学校の地域連携担当者,
公民館等の協働活動担当者

　地域連携を担当とする教員が，
協働教育に関する知識と理解を深
めるとともに，地域連携の必要性
や地域連携担当としての役割を理
解し，その資質の向上を図る。

気仙沼
合同庁舎

5月13日
1月26日

管内市町教育委員会のＣＳ担当者及び
地域学校協働本部関係者，
公民館等の協働活動担当者

　未来を担う子供たちの学びや成
長を地域全体で持続的に支えるた
めに，これまで作り上げてきた地
域と学校をつなぐ「連携・協働」
の仕組みを更に強化・活性化する
とともに，「地域学校協働活動」
及びそれと一体的に推進する「コ
ミュニティ・スクール」について
の理解を深める。

本吉公民館 11月22日

Ⅱ　社会教育事業の概要

管内地域連携担当者研修会

管内協働教育研修会

１　管内で開催する主な事業

社会教育拠点施設訪問

（１）教育事務所が主催・主管する事業等　※＜＞は教育庁要害学習課　主要施策との関連

　①重点事項１『社会教育の推進』関係　＜主要施策２＞

事業名

管内生涯学習・社会教育関
係者会議

①主管課長・公民館長等部
会

管内生涯学習・社会教育関
係者会議

②社会教育主事等部会

管内生涯学習・社会教育関
係者会議

③青少年活動支援担当者部
会

管内家庭教育・子育て支援
関係者合同会議

管内教育行政間連携会議

※指導主事の計画による

　②重点事項２『家庭・地域・学校による協働教育の推進』関係　＜主要施策３＞

事業名



対　　象 目　　的 予定会場 時期

子育て中の親や保護者を応援したいという
志を持ち，子育てサポーターとしての活動
を希望する者，
本講座を受講して未修了の者，
宮城県家庭教育支援チーム員，
各市町村家庭教育支援チーム員，
各市町村行政担当者（保健福祉部及び生涯
学習・社会教育担当）等

　主に幼児や小学生，中学生の子
どもを持つ親に対して，子育てや
しつけ等について気軽に相談に応
じたりアドバイスを行ったりする
人材を養成する。

本吉公民館

小泉公民館

本吉公民館

6月8日

6月15日

6月22日

就学前の子どもの保護者（実施施設），
家庭教育・幼児教育関係者，
子育て支援関係機関，
開催施設近隣の幼保施設・小学校職員等

　宮城県幼児教育推進指針みやぎ
の学ぶ土台づくりの周知と，推進
指針に基づく施策の円滑な展開が
図られるよう，４つの基本方向か
ら設定したテーマに基づき，子育
て（幼児教育）について学ぶ機会
や，参加者同士が交流しながら新
たな「気付き」を得る機会を提供
する。

波路上
   保育所

鹿折
 こども園

あさひ
   幼稚園

6月7日

6月24日

9月7日

対　　象 目　　的 予定会場 時期

中学２年～高校生等(初級修了後，１０時間
の活動実績を有する者）

　ジュニア・リーダーとして必要
な知識・技能・態度を身に付けさ
せ，ジュニア・リーダー活動への
実践力を高めさせる。

志津川
自然の家

7月
16日･17日

管内を基盤に活動している青年で，趣旨に
賛同する者
※助言者として市町教育委員会担当者等

　地方青年文化祭を企画し，その
実施方法等について協議し，その
準備を行う。

本吉公民館 5月19日
6月16日
7月14日
8月4日
9月1日
9月22日
10月20日

管内を基盤に活動している青年
※来場者として県民

　地域の青年が一同に会し，文化
活動の発表やフェスティバル的な
内容を展開することにより，地域
住民と一体となった青年活動の活
性化と豊かな地域社会づくりに寄
与する。

気仙沼
中央公民館

［準備］
10月8日
［当日］
10月9日

対　　象 目　　的 予定会場 時期
小泉小学校 9月8日

条南中学校
中井小学校

10月4日
10月5日

県民
※実施市町の事業形態による

　広く県民に対して優れた音楽の
鑑賞機会を提供し，文化活動に参
加する喜びを体験させることによ
り，芸術鑑賞能力の向上と創作活
動意欲を喚起し，豊かな情操の涵
養に資する。

気仙沼
市民会館

2月12日

津谷小学校

面瀬中学校

10月26日,
10月27日

11月2日

事業名

みやぎの文化育成支援事業
①宮城県巡回小劇場

　⑤努力事項２『みやぎの文化育成支援』関係　＜主要施策６＞

「学ぶ土台づくり」圏域別
親の学び研修会

　④重点事項４『青少年活動支援の充実』関係　＜主要施策５＞

事業名

ジュニア・リーダー中級研
修会

地方青年文化祭

事業名

　③重点事項３『家庭教育支援の充実』関係　＜主要施策４＞

子育てサポーター養成講座

みやぎの文化育成支援事業
③地方音楽会

文化芸術による子供育成総
合事業
②芸術家の派遣事業

みやぎの文化育成支援事業
②青少年劇場小公演

地方青年文化祭実行委員会

実施校の児童・生徒 　県内の青少年に対し，かおり高
い文化芸術を身近に鑑賞する機会
を提供し，豊かな情操を養い，青
少年の豊かな人間形成を図るとと
もに，地域の文化芸術の振興に寄
与する。

文化芸術による子供育成総
合事業
①巡回公演事業

　子供たちの豊かな創造力・想像
力や，思考力，コミュニケーショ
ン能力等を養うとともに，将来の
芸術家や観客層を育成し，優れた
文化芸術の創造につなげる。

実施校の児童・生徒



対　　象 目　　的 予定会場 時期

管内各中学校の校内選考を経た代表
※視聴者として会場生徒

　学校，家庭，地域社会や友人等
との関わりの中での体験を通し
て，考えたことや感じたことなど
を発表したり，同世代の生徒の考
えや意見を聞いたりする機会を提
供し，健全育成に資する。

唐桑中学校 9月2日

対　　象 目　　的 予定会場 時期

実施市町の成人（高齢者を含む） 　体力等の調査により，県民の健
康・体力向上に寄与する。

未定 未定

事業名

体力・運動能力調査

（３）市町委託事業

（２）教育事務所が共催・後援・協力する事業等

事業名

少年の主張
気仙沼・本吉地区大会



対　　象 目　　的 予定会場 時期

市町村社会教育関係職員，
公民館等社会教育施設職員，
社会教育主事等の社会教育関係職員
※ 基礎講座は，初任・初級者層対象（3年
未満の職員）

※社会教育講座は，3年以上の職員対象

　生涯学習の理念や社会教育施設
の役割等に関する講話やワーク
ショップ等をとおし，社会教育関
係職員としての基礎的・基本的知
識や技能の修得や地域課題の解決
に積極的に取り組もうとする態度
を養う。

県庁講堂 5月25日
（仮）

市町村社会教育関係職員，
公民館等社会教育施設職員，
社会教育主事等の社会教育関係職員

※初任・初級者層対象（3年未満の職員）

　社会教育・生涯学習を推進する
上で必要な学習プログラムの開発
の基礎知識と作成するポイントを
学ぶ。また，企画・立案・評価・
改善につなげるための要点を理解
し，プログラム作成を行い，今後
の実践に生かす力を養う。

県庁講堂他 6月3日
（仮）
7月12日

市町村社会教育関係職員，
公民館等社会教育施設職員，
社会教育主事等の社会教育関係職員

※社会教育講座は，3年以上の職員対象

　社会教育推進，公民館等社会教
育施設運営の工夫・改善を図るた
めの取組事例を参考にしながら，
実務に役立つ学びのコーディネー
ト力，ファシリテート力等を高め
る。

県庁講堂 9月6日

市町村社会教育関係職員，
公民館等社会教育施設職員，
社会教育主事等の社会教育関係職員

　地域の実態や学習ニーズに応じ
た社会教育事業の開発方法や地域
力の向上を目指す取組方法等のプ
ロセスや実践的手法を養う。

県庁講堂 12月15日

市町村社会教育関係職員，
公民館等社会教育関連施設職員，
社会教育主事，
コミュニティづくりに関わる関係部局等職
員，大学等の教育機関，
ＮＰＯや民間団体，
企業の関係者，
コミュニティづくりに関心のある方

　地域のコミュニティづくりに関
わる多様な主体が協働し，社会全
体の向上を目指す気運を高めるた
めに，事例研究やワークショッ
プ，シンポジウム等を通じて学び
を深めるとともに，ネットワーク
の構築を図る。
　地域の実態や学習ニーズに応じ
た社会教育事業の開発方法や地域
力の向上を目指す取組方法等のプ
ロセスや実践的手法を養う。

県庁講堂 公民館等職
員研修会と

兼ねる

県内市町村職員，小中学校，高等学校，特
別支援学校，NPOや民間団体等の社会教育主
事の資格を有する方

　社会教育主事講習を受講した方
を対象に，社会教育主事講習で学
んだことを今後の業務に生かすと
ともに，有資格者同士のつながり
づくりを行う。

県庁講堂 8月19日
（仮）

社会教育委員，公民館職員，社会教育関係
職員等

　今日的課題に関する講話や各地
区の事例発表を聞くことにより，
社会教育委員や社会教育関係職員
の知見を広めるとともに，社会教
育委員としての資質向上を図る。

県庁講堂 9月9日

学校教職員，公民館・市民センター等の職
員，図書館・美術館・博物館等の職員，行
政職員，民間事業者等

 著作権に関する基礎的な理解を
深め，もって著作権制度の知識や
意識の向上を図る。

オンライン 未定

対　　象 目　　的 予定会場 時期

実施市町村関係者(市町村担当者，教育委員
会職員，教職員，コーディネーター，学校
支援ボランティア等）

　家庭・地域・学校が協働して子
供を育てる必要性の理解とコー
ディネーターとしての知識・技能
などの資質を高める。
　事業関係者同士の情報交換を行
い，事業の推進に役立てる。

県庁

石巻合庁
（仮）

6月 1日
7月25日

6月 2日
（仮）
7月26日
（仮）

地域コーディネーターとしての経験を積
み，総合的な調整役としての活動が期待さ
れる方，行政職員等

 地域コーディネーター相互の
ネットワークを構築し，活動の充
実に向けて助言等を行う統括コー
ディネーターの養成を図る。

県庁 11月29日

協働教育コーディネーター研
修会・連絡会議

（１）主要施策２『社会教育の推進』関係

事業名

社会教育基礎講座・社会教育
講座

学習プログラム講座

ファシリテーション講座

社会教育関係職員・公民館等
職員研修会

コミュニティづくり研修会

社会教育主事有資格者研修

社会教育委員研修会

著作権セミナー

（２）主要施策３『家庭・地域・学校による協働教育の推進』関係

事業名

協働教育統括コーディネー
ター研修会・連絡会議

２　教育庁生涯学習課の主な事業



放課後子供教室指導者，
放課後児童クラブ指導員，
行政担当者等

　放課後子供教室に関わる指導者
の資質の向上を図るとともに，関
係者等の情報交換・情報共有を図
ることで，放課後の児童の健全育
成を推進する。

宮城スタジ
アム会議室

9月14日

放課後子供教室指導者
放課後児童クラブ職員
（子ども総合センターと共催）

　安全管理方策，子供との接し
方，活動プログラムの企画・実施
方策等の研修を行うことで，放課
後子供教室指導者の資質向上を図
る。

県内
３会場

(仙台市他)

未定

学校の教職員，県内市町村（仙台市を除
く）担当者・コーディネーター及びみやぎ
教育応援団団員

 企業やＮＰＯと学校や各市町村
の情報交換をとおしてネットワー
クを形成し，地域学校協働活動の
さらなる円滑な推進を図る。

セキスイ
アリーナ

大崎合庁

 7月 6日

8月 8日

地域学校協働活動推進事業関係者,
放課後子供教室関係者，
放課後児童クラブ関係者子育てサポーター
等

 地域の子供たちに，多様な体験
の場を提供できるよう，地域活動
支援の方法や地域支援活動に対す
る理解を深める。

本公
　

栗原合庁

大河原合庁

5月25日

6月21日

9月21日

対　　象 目　　的 予定会場 時期

　子育て中の親や保護者を応援したいとい
う志を持ち，子育てサポーターとしての活
動を希望する者，本講座を受講して未修了
の者，宮城県家庭教育支援チーム員，各市
町村家庭教育支援チーム員，各市町村行政
担当者（保健福祉部及び生涯学習・社会教
育担当）等

　主に幼児や小学生，中学生の子
どもを持つ親に対して，子育てや
しつけ等について気軽に相談に応
じたりアドバイスを行ったりする
人材を養成する。

県内
５会場

5月中旬
　～

6月下旬

　県主催「子育てサポーター養成講座」を
修了した者，各市町村主催「子育てサポー
ター養成講座」を修了した者，本講座を受
講中で未修了の者，各市町村行政担当者
（保健福祉部及び生涯学習・社会教育担
当）

　各市町村において子育てサポー
ターの中心的役割を果たし，家庭
教育講座等での学習内容の提供や
演習のファシリテートを行う人材
を養成する。

県庁  9月 8日
10月 6日
11月10日
12月 8日

宮城県子育てサポーターリーダー養成講座
を修了した者，宮城県家庭教育支援チーム
員及び協議委員，各市町村家庭教育支援
チーム員，協働教育推進総合事業担当者，
各市町村行政担当者（保健福祉部及び生涯
学習・社会教育担当）

　子育てサポーターリーダーが互
いに，また，各市町村行政担当者
（保健福祉部及び生涯学習・社会
教育担当）及び協働教育推進総合
事業担当者（コーディネーター，
家庭教育サポートチーム代表者，
派遣社会教育主事等）等とのネッ
トワーク形成の方法を構築し，各
地域における家庭教育支援の振興
と充実に資する。

東北
歴史博物館

 7月7日

宮城県家庭教育支援チーム員及び協議委
員，各市町村行政担当者（保健福祉部及び
生涯学習・社会教育担当）

　親の「学び」と「育ち」を促進
するとともに，市町村家庭教育支
援チームの活動を充実させること
をねらいとして，宮城県家庭教育
支援チームの活動に必要な実践的
スキルの習得を図り，各地域にお
ける家庭教育支援活動の向上に資
する。

県庁 5月12日
8月25日
2月 2日

各市町村行政担当者（保健福祉部及び生涯
学習・社会教育担当）

　市町村の家庭教育支援関係職員
が，子育て及び家庭教育の現状や
家庭教育支援の目的，課題の改善
を図る事業の企画方法や子育てサ
ポーター等の地域人材との連携方
法について，講義及び先進事例研
究，グループセッション，情報交
換等を通して研修し，各市町村で
の実践方策の構築に資する。

県庁  4月27日

県内のお父さん，ＰＴＡ関係者　等 　各小中学校区において組織され
た「おやじの会」等のネットワー
クの推進とお父さんたちの家庭教
育支援・学校教育支援の充実を図
る。

未定 未定

宮城県放課後子供教室指導者
等研修会・連絡会議

放課後児童クラブ指導員等ブ
ロック研修会

「みやぎ教育応援団」
マッチング会議

地域活動指導者養成講座

（３）主要施策４『家庭教育支援の充実』関係

事業名

子育てサポーター養成講座

子育てサポーターリーダー養
成講座

子育てサポーターリーダー
ネットワーク研修会

宮城県家庭教育支援チーム連
絡会議・研修会

市町村子育て・家庭教育支援
関係職員研修会

父親の家庭教育参画支援事業



対　　象 目　　的 予定会場 時期

中学２年～高校生等(中級修了後，１０時間
の活動実績を有する者）

　ジュニア・リーダーによる発展
的な活動についての理解を深めさ
せ，自主的な活動意欲を高めさせ
る。

蔵王
自然の家
志津川
自然の家

12月24日
　　～26日
12月24日
　　～26日

中学２年～高校生等(初級修了後，１０時間
の活動実績を有する者）

　ジュニア・リーダーとして必要
な知識・技能・態度を身に付けさ
せ，ジュニア・リーダー活動への
実践力を高めさせる。

蔵王
自然の家
(大河原
合同庁舎)
松島
自然の家

花山青少年
自然の家
(大崎
合同庁舎)
松島
自然の家

志津川
自然の家

大河原管内
7月9日
　　～10日

仙台管内
8月16日
　　～17日
北部管内
7月28日
　　～29日

東部管内
8月18日
    ～19日
気仙沼管内
7月16日
    ・17日

中学生，高校生，大学生　等   中高生等がこれまでそれぞれの
地域で実践してきた青少年活動や
地域活動について発表したり，交
流したりすることで地域活動の活
性化を図る。

エスポール
みやぎ
（宮城県青
年会館）

1月15日
(調整中)

各市町村行政担当者（生涯学習・社会教育
担当）

　市町村の家庭教育支援関係職員
が，青少年教育における現状や課
について，講義及び情報交換等を
通して研修し，各市町村での青少
年教育の充実を図る。

東北歴史博
物館

5月10日

学校教職員・公所職員・社会教育青少年教
育関係者　等

　各種研修会を通して，ＭＡＰの
考え方や手法を学校の教育活動や
地域における青少年教育活動等に
おいて，効果的に活用できる指導
者を育成する。

〈体験会〉
志津川
自然の家
 蔵王
自然の家
〈講習Ⅰ〉
花山青少年
自然の家
〈講習Ⅱ〉
松島
自然の家
〈講習Ⅲ〉
松島
自然の家

5月27日
　

9月27日
　

8月 1日
　　～ 2日

8月16日
　　～18日

8月17日
　　～19日

対　　象 目　　的 予定会場 時期

子供の読書活動推進を担う市町村職員　等 未定 10月～11月
（予定）

宮城スタジ
アム会議室

7月27日

石巻合庁 8月9日

対　　象 目　　的 予定会場 時期

幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特
別支援学校のＰＴＡ役員　等

　学校及び家庭・地域における教
育のあり方についての理解を深め
るとともに，児童生徒の健全な育
成を図る上での諸問題について研
究協議し，自主的な地域活動を積
極的に推進する指導者の拡充と資
質の向上を図る。

名取市
文化会館

7月29日

市町村青少年教育関係職員研
修会

事業名

子供読書活動指導者
養成講座

「みやぎ子供読書活動推進計画」
に基づき，地域で核となって子供
の読書活動を牽引する担い手の育
成を図る。

みやぎ子供読書活動推進担い
手交流会
（２講座）

子供の読書活動支援に関心のある県民，関
係職員　等

（４）主要施策５『青少年活動支援の充実』関係

事業名

ジュニア・リーダー上級研修
会

ジュニア・リーダー中級研修
会

中高生等未来会議

MAP事業における各種研修会

（６）『成人教育活動支援』関係

事業名

ＰＴＡ指導者中央研修会

（５）主要施策７『子供の読書活動の推進』関係



ＰＴＡ関係者，
医療関係者，
幼稚園教職員関係者　等

　すべての人々の人権が真に尊重
される社会の実現を目指し，広く
人々の人権に対する理解と認識を
深め，人権に関わる問題の解決に
資することができるよう，社会教
育において，人権に関する学習活
動を総合的に推進しながら，指導
者養成及び資質の向上を図る。

未定 5月～2月

対　　象 目　　的 予定会場 時期

地域におけるスポーツ活動の指導者  生涯スポーツの推進に必要な知
識・技能・施策の展開方法につい
て研修し，指導者の資質の向上を
図る。

グランディ
21

5月31日

地域スポーツ活動を支援する市町村担当
者・指導者

　総合型地域スポーツクラブの創
設・育成の観点から，クラブ設置
や運営に係る諸問題を研究協議
し，関係者の資質の向上を図る。

セキスイ
アリーナ

11月8日

スポーツ推進委員 　生涯スポーツ推進について協議
し，スポーツ推進委員の資質の向
上を図る。

未定 未定

未定 未定

未定 未定

未定 未定

実行委員 　宮城ヘルシーふるさとスポーツ
祭（後継事業）の実施方法等につ
いて協議し，共通理解を図る。

未定 4月15日
7月22日
10月28日
1月27日

県民 　県民一人ひとりのスポーツ活動
への参加意欲を喚起し，スポーツ
の価値を共有しながら，全ての県
民がライフステージに応じてス
ポーツ・レクリエーションに親し
み，豊かな県民生活のより一層の
充実に資する。

グランディ
21

9月23日

市町村生涯スポーツ担当者 未定 4月22日

教育事務所担当者 未定 4月15日
10月28日

３　企画部スポーツ振興課（スポーツ振興班）の主な事業
事業名

生涯スポーツ活動指導者研修
会

生涯スポーツ担当者研修会

人権教育指導者研修会

　生涯スポーツの振興の推進者と
しての研修を深め，資質の向上を
図る。

市町村生涯スポーツ担当者会
議

　県スポーツ推進計画に基づき，
県生涯スポーツ振興事業について
共通理解を図る。

スポーツ推進委員

宮城県スポーツ推進委員協議
会理事会・総会

宮城県スポーツ推進委員研究
大会

東北地区スポーツ推進委員協
議会理事会・総会・研修会

全国スポーツ推進委員研究協
議会

教育事務所生涯スポーツ担当
者会議

宮城ヘルシーふるさと祭実行
委員会

みやぎスポーツＤＡＹ2022
（宮城ヘルシーふるさと祭後
継事業）



Ⅲ 主な社会教育関係団体等一覧 

 

№ 団  体  名 会 長 等 名 問合せ先（事務局等） 

1 気仙沼・本吉地方社会教育委員連絡協議会 （R4気仙沼市） 市教育委員会 0226-22-3442 

2 気仙沼・本吉地方子ども会育成会連絡会 （R4気仙沼市） 市教育委員会 0226-22-3442 

3 気仙沼・本吉地区スポーツ推進委員協議会 山 内 貞 行 町教育委員会 0226-46-1341 

4 気仙沼・本吉地方体育協会連合会 阿 部 和 夫 市総合体育館 0226-21-3421 

5 気仙沼・本吉地方スポーツ少年団連絡協議会 守 屋 守 武 市総合体育館 0226-21-3421 

6 気仙沼・本吉地方文化財保護委員連絡協議会 山 内    繁 市教育委員会 0226-22-3442 

7 気仙沼・本吉地区文化協会連絡協議会 齋 藤  敏 市教育委員会 0226-22-3442 

8 気仙沼市家庭教育支援チーム 星  美 保 市教育委員会 0226-22-3442 

9 気仙沼市婦人会連絡協議会 鈴 木 玲 子 市教育委員会 0226-22-3442 

10 気仙沼市ＰＴＡ連合会 （R4事務局校） 松岩中学校 0226-22-7158 

11 南三陸町ＰＴＡ連合会 （R4事務局校） 名足小学校 0226-36-2009 

12 宮城県国公立幼稚園協議会気仙沼支部 （R4事務局園） 松圃幼稚園 0226-32-3186 

13 気仙沼地区私立幼稚園ＰＴＡ連合会 （R4事務局園） 葦の芽幼稚園 0226-24-0583 

14 気仙沼市老人クラブ連合会 村 上  敏 福寿荘 0226-23-1022 

15 南三陸町老人クラブ連合会 小 山 幸 七 町社会福祉協議会 0226-46-4516 

16 気仙沼市国際交流協会 小野寺 靖忠 市地域づくり推進課 0226-22-3409 

17 南三陸町国際交流協会 山本 富士男 町企画課 0226-46-1371 

18 気仙沼ユネスコ協会 荒 木 英 夫 市教育委員会 0226-22-3442 

19 気仙沼市レクリエーション協会 阿 部 正 一 栃 木 芳 将 080-5572-3794 

20 NPO法人なんでもエンジョイ面瀬クラブ「NEO」 藤 田 敏 秋 小 池 良 光 0226-25-7117 

21 唐桑総合型地域クラブ「カラット」 畠 山 拓 男 千 葉 一 子 
0226-32-3900 

(中井公民館) 

22 宮城県社会教育協会気仙沼支部 中 井 充 夫 畠 山 三 弘 
0226-22-6966 

（気仙沼小） 

 



〠

ＴＥＬ： 0226-24-1611

ＦＡＸ： 0226-24-1448

ＴＥＬ： 0226-22-3442

ＦＡＸ： 0226-23-0943

ＴＥＬ： 0226-46-1341

ＦＡＸ： 0226-46-1344

〠

ＴＥＬ: 0226-25-8119

（相談専用） 0226-24-0766

ＦＡＸ: 0226-25-8902

ＴＥＬ: 0226-25-7740

ＦＡＸ: 0226-46-5348(学務係）

〠

ＴＥＬ： 0226-46-9044

ＦＡＸ： 0226-46-9045

ＴＥＬ： 0226-36-3115

ＦＡＸ： 0226-36-3399

ＴＥＬ： 0226-22-6778

ＦＡＸ： 0226-22-0964

ＴＥＬ： 0226-22-3426

ＦＡＸ： 0226-24-1226

〠

ＴＥＬ： 0226-22-6778

ＦＡＸ： 0226-22-0964

ＴＥＬ： 0226-25-7845

ＦＡＸ： 0226-25-7847

ＴＥＬ： 0226-42-4785

ＦＡＸ： 0226-42-2528

ＴＥＬ： 0226-46-1351

ＦＡＸ： 0226-46-1344

〠

ＴＥＬ： 0226-24-1611

ＦＡＸ： 0226-24-1448

南三陸町教育支援センター

☆　青少年健全育成支援機関（２）

所　　在　　地 問合せ先

リアス・アーク美術館 988-0171
気仙沼市赤岩牧沢138-5

riasark.m@nifty.com

  放送大学宮城学習センター気仙沼視聴学習室

問合せ先

seiiku@kesennuma.miyagi.jp（相談専用）

（総合スポーツ・宿泊施設）

気仙沼市本吉町津谷新明戸136

mt-tosho@kesennuma.miyagi.jp

所　　在　　地

気仙沼市魚市場前1-1

988-8502

（唐桑コミュニティ図書館）

気仙沼市唐桑町馬場143-1

kr-tosho@kesennuma.miyagi.jp

南三陸町志津川字新井田165-1

tosyokan@town.minamisanriku.miyagi.jp

所　　在　　地

☆　図　書　館　（４）

986-0725
南三陸町志津川字沼田56

☆　美　術　館　（１）

施　設　名

（はまなすの館内）

気仙沼市南町海岸1-11

問合せ先

南三陸町図書館

（生涯学習センター内）
986-0727

気仙沼図書館唐桑分館

（旧河北ビル３階）

988-0535

本吉図書館

施　設　名

気仙沼市笹が陣3-30

tosho@kesennuma.miyagi.jp
988-0073

施　設　名

（気仙沼図書館内）

988-0381

施　設　名 所　　在　　地 問合せ先

986-0781
szseinn@pref.miyagi.lg.jp

宮城県志津川自然の家

 Ⅳ　社会教育行政及び社会教育施設一覧

☆　社会教育行政機関（3） 令和４年３月１日現在

gakusyuu@town.minamisanriku.miyagi.jp

問合せ先市 町 教 育 委 員 会

南三陸町教育委員会

生涯学習係（生涯学習センター内）

988-8502

所　　在　　地

南三陸町志津川字新井田165-1
986-0727

気仙沼・本吉地域
広域行政事務組合教育委員会

（リアス・アーク美術館内）
988-0171

生涯学習課（旧河北ビル２階）

気仙沼市魚市場前1-1

kyosho@kesennuma.miyagi.jp

気仙沼市教育委員会

気仙沼市赤岩牧沢138-5

riasark.m@nifty.com

988-0073 気仙沼市笹が陣3-30

勤 労 青 少 年 ホ ー ム「サン・パル」

（気仙沼市産業部商工課）
988-0017

気仙沼市教育サポートセンター
k-sapo@kesennuma.miyagi.jp

気仙沼図書館

（コドヨノ友好こども館）

南三陸町歌津字枡沢28-1988-0423

 

南三陸町戸倉字坂本88-1

☆　研修支援施設 （４）

gakumu@town.minamisanriku.miyagi.jp

平成の森（指定管理）

mailto:tosyokan@town.minamisanriku.miyagi.jp
mailto:szseinn@pref.miyagi,jp
mailto:gakusyuu@town.minamisanriku.miyagi.jp
mailto:riasark.m@nifty.com


〠

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

ＴＥＬ： 0226-28-9671

ＦＡＸ： 0226-28-9675

988-0278 ＴＥＬ： 0226-44-2816

988-0801 ＴＥＬ： 0226-29-5008

986-0782

988-0453 ＴＥＬ： 0226-46-1341

988-0455 ＦＡＸ： 0226-46-1344

988-0451

986-0782

ＴＥＬ： 0226-46-4310

ＦＡＸ： 0226-48-5033

ＴＥＬ： 0226-25-9703

ＦＡＸ： 0226-25-9703

ＴＥＬ： 0226-24-5755

ＦＡＸ： 0226-22-9292

〠

ＴＥＬ： 0226-22-6616

ＦＡＸ： 0226-22-6617

ＴＥＬ： 0226-42-2210

ＦＡＸ： 0226-42-2528

ＴＥＬ： 0226-22-3442

ＴＥＬ： 0226-47-1131

ＦＡＸ： 0226-47-1132

〠

ＴＥＬ: 022-225-8477

南三陸町スポーツ交流村文化交流ホール
986-0725 南三陸町志津川字沼田56

「ベイサイドアリーナ」（指定管理）

☆　博物館類似施設　（１４）

施　設　名 所　　在　　地 問合せ先

（町教委生涯学習係）

シャークミュージアム・氷の水族館
988-0037 気仙沼市魚市場前7-13

　（「海の市」内）　

みなみさんりく発掘ミュージアム

☆　主な文化施設（４）

0226-32-3029

魚竜館

shiminkaikan@city.kesennuma.ig.jp

施　設　名 所　　在　　地 問合せ先

宮城いきいき学園気仙沼・本吉校

（気仙沼中央公民館内） ※ 本部：宮城県社会福祉協議会　いきがい健康課

気仙沼市内の脇1-16-6

南三陸町歌津字管の浜194

問合せ先

大谷鉱山歴史資料館 気仙沼市本吉町高瀬ヶ森58-16

ひころの里

（松笠屋敷・シルク館）（指定管理）
986-0782 南三陸町入谷字桜沢442

郷土文化保存伝習館

所　　在　　地施　設　名

988-0073

☆　高齢者学習支援　（１）

八瀬地域郷土文化保存伝承館

唐桑半島ビジターセンター

南三陸町入谷字桜沢265-2

南三陸・海のビジターセンター 986-0781
南三陸町戸倉字坂本21-1

center@kawatouminovisitorcenter.jp

気仙沼市笹が陣4-2

ＴＥＬ： 0226-36-2816

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館 988-0246 気仙沼市波路上瀬向9-1

988-0554 気仙沼市唐桑町崎浜4-3

昇仙の杜（弥生公園）

気仙沼市民会館

はまなすの館 気仙沼市本吉町津谷新明戸136

（はまなすホール・美術館・図書館・イベント広場）
988-0381

motoyoshi-ko@kesennuma.miyagi.jp

気仙沼市上東側根14

（気仙沼市教委生涯学習課）
気仙沼市早稲谷141988-0865

（本部）

0226-25-7622

南三陸町戸倉字沖田69-2

南三陸町歌津字峰畑10-2

986-0781

吉野沢仮収蔵庫 南三陸町歌津字吉野沢61－24

988-0025

自然環境活用センター

（戸倉公民館内）

鹿折金山資料館

南三陸町入谷字童子下190-１

民俗資料館

津波体験館

988-0451 南三陸町歌津管の浜57-1
　（「みなさん館」内）　



〠

ＴＥＬ： 0226-22-6760

ＦＡＸ： 0226-22-6761

988-0073

988-0053 ＴＥＬ： 0226-23-3262

ＴＥＬ： 0226-22-6937

ＦＡＸ： 0226-22-6947

988-0801

988-0816

ＴＥＬ:

ＦＡＸ:

988-0169

ＴＥＬ:

ＦＡＸ:

988-0864

988-0844

ＴＥＬ:

ＦＡＸ:

ＴＥＬ:

ＦＡＸ:

ＴＥＬ:

ＦＡＸ:

ＴＥＬ： 0226-32-4530

ＦＡＸ： 0226-32-4075

ＴＥＬ:

ＦＡＸ:

ＴＥＬ:

ＦＡＸ:

ＴＥＬ： 0226-42-2606

ＦＡＸ： 0226-42-4780

ＴＥＬ: 0226-42-2652

ＦＡＸ: 0226-42-4241

ＴＥＬ： 0226-44-2003

ＦＡＸ： 0226-44-3760

ＴＥＬ: 0226-46-1341

ＦＡＸ: 0226-46-1344

ＴＥＬ: 0226-46-9920

ＦＡＸ: 0226-46-9921

ＴＥＬ:

ＦＡＸ:

ＴＥＬ： 0226-36-2071

ＦＡＸ： 0226-36-2550

気仙沼分館

条南分館

白山分館

浦島分館

水梨分館 気仙沼市赤岩迎前田１２７

月立分館

落合分館

気仙沼市内の脇1-16-6

気仙沼市田中前4-8

気仙沼市松崎高谷299

matsuko@abeam.ocn.ne.jp

気仙沼市切通100

hashikami-ko@kesennuma.miyagi.jp

988-0535

988-0563

986-0781戸倉公民館

988-0853

988-0222

988-0124

chuo-ko@kesennuma.miyagi.jp
988-0025

気仙沼市笹が陣3-5 

988-0381
気仙沼市本吉町津谷新明戸136

motoyoshi-ko@kesennuma.miyagi.jp

(歌津総合支所内）

歌津公民館

koizumi-ko@kesennuma.miyagi.jp

oya-ko@kesennuma.miyagi.jp

南三陸町志津川字新井田165-1

shizugawa-km@town.minamisanriku.miyagi.jp

南三陸町戸倉字沖田69-2

togura-km@town.minamisanriku.miyagi.jp

南三陸町入谷字水口沢12-1

iriya-km@town.minamisanriku.miyagi.jp

南三陸町歌津字管の浜60

utatsu-km@town.minamisanriku.miyagi.jp

気仙沼市唐桑町中井92-1

気仙沼市本吉町三島34-1

気仙沼市本吉町平貝29-1

986-0782

988-0451

986-0727

988-0511

988-0333

988-0273

nakai-ko@kesennuma.miyagi.jp

988-0604

気仙沼市唐桑町馬場181-1

oshima-ko@kesennuma.miyagi.jp

気仙沼市廻舘110

気仙沼中央公民館　

鹿折公民館

松岩公民館

（指定管理）

 （指定管理）

面瀬公民館

気仙沼市中みなと町5-12
988-0007

niitsuki-ko@kesennuma.miyagi.jp

気仙沼市上東側根２７８－６

気仙沼市前木９８

omosehureai@k-macs.ne.jp

shishiori-ko@kesennuma.miyagi.jp

気仙沼市長磯船原20

気仙沼市小々汐９１－５６

988-0114

（生涯学習センター内）

本吉公民館

（農村環境改善センター内）

小原木公民館

小泉公民館

（鹿折ふれあいセンター内）

新月公民館

階上公民館

大島公民館

所　　在　　地 問合せ先

☆　公 民 館 等 (17)

施　設　名

0226-32-3900

0226-22-7189

0226-28-2614

気仙沼市唐桑町舘68

koharagi-ko@kesennuma.miyagi.jp

気仙沼市塚沢65

入谷公民館

唐桑公民館

中井公民館

大谷公民館

志津川公民館

karakuwa-ko@kesennuma.miyagi.jp

連絡先＝気仙沼中央公民館

連絡先＝鹿折公民館

連絡先＝松岩公民館

連絡先＝新月公民館

0226-24-9393

0226-22-6818

0226-27-2305

気仙沼市松崎浦田143-1

0226-32-3261

0226-46-5103

mailto:shizugawa-km@town.minamisanriku.miyagi.jp
mailto:togura-km@town.minamisanriku.miyagi.jp
mailto:iriya-km@town.minamisanriku.miyagi.jp
mailto:utatu-km@town.minamisanriku.miyagi.jp


〠

ＴＥＬ： 0226-21-3421

ＦＡＸ： 0226-21-3424

ＴＥＬ： 0226-42-3111

ＦＡＸ： 0226-42-3147

988-0535 ＴＥＬ： 0226-32-4530

ＴＥＬ： 0226-47-1131

ＦＡＸ： 0226-47-1132

〠

ＴＥＬ： 0226-21-3421

ＦＡＸ： 0226-21-3432

ＴＥＬ： 0226-22-3442

ＦＡＸ： 0226-23-0943

988-0025

ＴＥＬ： 0226-22-3409

ＴＥＬ： 0226-28-2614

ＴＥＬ： 0226-32-4530

ＴＥＬ： 0226-42-2210

ＴＥＬ： 0226-42-3111

ＦＡＸ： 0226-42-3147

ＴＥＬ： 0226-22-3442

ＴＥＬ： 0226-32-4811

ＴＥＬ： 0226-47-1131

ＦＡＸ： 0226-47-1132

ＴＥＬ： 0226-36-3115

ＦＡＸ： 0226-36-3399

ＴＥＬ： 0226-46-1341

ＦＡＸ： 0226-46-1344

大曲コミュニティセンター

気仙沼市本吉総合体育館

（市教委生涯学習課）

ＴＥＬ： 0226-24-3885

（町教委生涯学習係）

988-0381
気仙沼市本吉町津谷新明戸136

「ケー・ウエーブ」（指定管理）

気仙沼市赤岩牧沢44-180

k-wave@k-macs.ne.jp
988-0171

施　設　名 所　　在　　地

　　（テニスコート２面）　
988-0532 気仙沼市唐桑町石浜56

（野球場・テニスコート）

施　設　名

水梨コミュニティ広場

　　市営テニスコート 

（４面）

（本吉公民館）

（唐桑総合支所保健福祉センター）

988-0534

988-0163 気仙沼市赤岩迎前田127

988-0171 気仙沼市赤岩牧沢44-180

唐桑運動場

（バスケットボール・スケートボード・フリークライミング）

気仙沼市営野球場

南運動公園 気仙沼市内の脇2-200-1

988-0851 気仙沼市下八瀬435-3

気仙沼市九条1988-0064

（テニスコート・自然公園）

松原公園

（野球場・陸上競技場）

南三陸町歌津字枡沢28-1

（大島公民館）
988-0613 気仙沼市高井149-3

（市教委生涯学習課）
気仙沼市赤岩牧沢138-6

大島みどりのふれあい広場

本吉山田大名広場

気仙沼市唐桑町宿浦1-1

　気仙沼市本吉総合体育館

　　（テニスコート２面）　（指定管理）
気仙沼市本吉町津谷新明戸136988-0381

気仙沼市本吉町宮内44-1

(唐桑公民館)

988-0344

 （指定管理）

南三陸町志津川字助作202-1

気仙沼市総合体育館（指定管理）

moto.taikyou@adagio.ocn.ne.jp

気仙沼市総合体育館

988-0171

　　（テニスコート２面）　

☆　主な屋外運動施設　（１６）

☆　主な屋内運動施設　（４）

986-0754

　　スポーツ交流村（指定管理）

気仙沼市唐桑体育館 気仙沼市唐桑町馬場181-1

（野球場・多目的運動場）
988-0423

林際町民プール

（旧林際小学校跡地）

問合せ先

（市地域づくり推進課）

所　　在　　地

986-0725 南三陸町志津川字沼田56

　　平成の森（指定管理）

986-0782 南三陸町入谷字山の神平10-1

問合せ先

福祉の里　燦さん館

南三陸町スポーツ交流村総合体育館

「ベイサイドアリーナ」（指定管理）
986-0725 南三陸町志津川字沼田56

 五右衛門ヶ原運動場



〠

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

ＴＥＬ： 0226-28-2626

ＦＡＸ： 0226-28-2627

ＴＥＬ： 0226-46-9221

ＦＡＸ： 0226-46-8120

施　設　名 所　　在　　地 問合せ先

☆　その他の野外活動施設　（３）

（唐桑ビジターセンター）

（休暇村気仙沼大島）

　神割崎キャンプ場

（指定管理）
986-0781 南三陸町戸倉字寺浜81-23

気仙沼市外畑16988-0603
気仙沼大島キャンプ場

988-0554 気仙沼市唐桑町崎浜４
宮城県御崎野営場

（指定管理）

0226-32-3029


