
（平成30年3月30日現在）

領域 対 　　象 機 関 ・ 団 体 大　　会　　等 開  催  日 開　催　地

社会教育主事・ 管内社会教育主事会 道南ブロック研修会 9/26（水）～27（木） 日高町（門別地区）

社会教育関係職員等 道央ブロック研修会 未定 石狩管内

道東ブロック研修会 9/20（木）～21（金） 帯広市

道北ブロック研修会 9/27（木）～28（金） 富良野市

教育庁生涯学習課
（生涯学習・施設Ｇ）

人権教育指導者研修会 12/7（金） 札幌市（かでる２・７）

道立生涯学習推進センター 北海道社会教育セミナー 5/31（木）～6/1（金） 札幌市（かでる２・７）

生涯学習推進専門講座 未定 未定

課題対応型学習活性化セミナー（道央会場） 11/8（木）～9（金） 倶知安町

課題対応型学習活性化セミナー（道南会場） 5/18（金） 函館市（渡島合同庁舎）

課題対応型学習活性化セミナー（道東会場） 6/28（木） 中標津町（中標津町総合文化会館）

課題対応型学習活性化セミナー（道北会場） 10月（予定） 稚内市

ICT活用セミナー 未定 未定

地域生涯学習活動実践交流セミナー 2/14（木）～15（金） 札幌市（かでる２・７）

北海道教育大学 社会教育主事講習 7月下旬～8月中旬 札幌市 他

社会教育実践研究センター 社会教育主事講習　Ａ 7/23（月）～8/24（金） 社会教育実践研究センター他

社会教育主事講習　Ｂ 1/21（月）～2/27（水） 社会教育実践研究センター他

青少年リーダー 教育庁生涯学習課 ジュニアリーダーコース　（砂川） 8/10（金）～12（日） ネイパル砂川

ジュニアリーダーコース　（深川） 9/15（土）～17（月） ネイパル深川

ジュニアリーダーコース　（森） 8/1（水）～3（金） ネイパル森

ジュニアリーダーコース　（北見） 8/6（月）～8（水） ネイパル北見

ジュニアリーダーコース　（足寄） 10/6（土）～8（月） ネイパル足寄

ジュニアリーダーコース　（厚岸） 7/30（月）～8/1（水） ネイパル厚岸

社会教育団体 ＰＴＡ会員 道ＰＴＡ連合会 日本ＰＴＡ北海道ブロック研究大会 10/6（土）～7（日） 旭川市

定期総会 6/16（土） 札幌市（ポールスター）

道高ＰＴＡ連合会 北海道高等学校ＰＴＡ連合会総会 6/16（土） 帯広市

北海道高等学校ＰＴＡ連合会研究大会 6/16（土）～17（日） 帯広市

北海道特別支援教育関係ＰＴＡ連絡協議会総会 5/19（土） 札幌市

北海道特別支援教育関係ＰＴＡ研究大会 9/8（土）～9（日） 小樽市

女性団体 道女性団体連絡協議会 北海道女性大会 9/14（金）～15（土） 洞爺湖町（洞爺湖文化センター）

社会教育委員 社会教育委員連絡協議会 第57回北海道社会教育研究大会 10/12（金）～13（土） 留寿都村（ルスツリゾートホテル）

第３８回北海道市町村社会教育委員長等研修会 7/9（月）～10（火） 札幌市（かでる２．７）

公民館職員等 公民館協会 第62回北海道公民館大会 10/11（木）～12（金） 名寄市

全道公民館職員研修会 7/6（金） 札幌市（かでる２．７）

博物館・図書館職員等 博物館協会 第57回北海道博物館大会 7/19（木）～21（土）（予定） 七飯町（予定）

ミュージアムマネジメント研修会 10月頃（予定） 倶知安町（予定）

北海道図書館振興協議会 第60回北海道図書館大会 9/13（木）～14（金） 札幌市（札幌市教育文化会館）

（事務局：道立図書館） 全道図書館新任職員研修会 6/14（木）～15（金） 札幌市（札幌市中央図書館）

全道図書館中堅職員研修会 7/5（木）～6（金） 江別市（道立教育研究所）

青少年及び 北海道青年団体協議会 全道青年大会（体育） 6/30（土）～7/1（日） 長沼町、栗山町

青少年団体等 北海道青年祭（文化） 5月下旬 札幌市

全道青年研究大会 1月下旬 札幌市

出前「しゃべり場」 未定 未定

北海道環境生活部 青少年健全育成大会・少年の主張全道大会 9/7（金） 札幌市（かでる２・７）

北海道子ども会育成連合会 子ども会育成研究協議会 10/6（土）～7（日）（予定） 釧路管内（予定）

総会及び所長研究協議会 5/9（水）～10（木） 美瑛町（国立大雪青少年交流の家）

職員研修会 未定 未定

領域 対　　象 機関・団体 研　修　会　等 開　 催 　日 開　催　地

上記及び下記対象者
等

コーディネーター等養成研修会

旭川市（上川合同庁舎）

函館市（渡島合同庁舎）

後志、日高、オホーツク管内（予定）

帯広市（十勝総合振興局）7/19（木）（予定）、10/18（木）（予定）

地域学校協働活動推進管内別研修会

教育庁義務教育課
（子ども地域支援G）

地域学校協働活動推進研修会（道南）

地域学校協働活動推進研修会（道北）

7/3（火）（予定）、10/17（水）（予定）

7/11（水）（予定）、10/19（金）（予定）

7/5（木）（予定）、10/26（金）（予定）

道庁赤レンガ庁舎、本庁舎、別館西棟

各管内で開催日を設定

※第２回地域学校協働活動推進研修会と兼ねて実施する。

平成30年度社会教育にかかわる大会・研修会等の開催日程一覧（予定）

社会教育主事

社会教育主事の資格
取得を目指す方

特ＰＴＡ連絡協議会

青少年

北海道青少年教育施設協議会

学校・
放課後等・
家庭教育支

援

地域学校協働活動推
進事業関係者

【社会教育・生涯学習関連事業等】

地域学校協働活動推進研修会（道央）

地域学校協働活動推進研修会（道東）



（平成30年3月30日現在）

領域 対 　　象 機 関 ・ 団 体 大　　会　　等 開  催  日 開　催　地

コミュニティ・スクール推進協議会（空知） 未定 未定

コミュニティ・スクール推進協議会（石狩） 未定 未定

コミュニティ・スクール推進協議会（後志） 未定 未定

コミュニティ・スクール推進協議会（胆振） 未定 未定

コミュニティ・スクール推進協議会（日高） 未定 未定

コミュニティ・スクール推進協議会（渡島） 未定 未定

コミュニティ・スクール推進協議会（檜山） 未定 未定

コミュニティ・スクール推進協議会（上川） 未定 未定

コミュニティ・スクール推進協議会（留萌） 未定 未定

コミュニティ・スクール推進協議会（宗谷） 未定 未定

コミュニティ・スクール推進協議会（オホーツク） 未定 未定

コミュニティ・スクール推進協議会（十勝） 未定 未定

コミュニティ・スクール推進協議会（釧路） 未定 未定

コミュニティ・スクール推進協議会（根室） 未定 未定

教育委員会職員、学校
関係者、団体、企業、
保護者等

教育庁生涯学習課
（社会教育・読書推進G）

「子ども・地域サポート事業全道フォーラ
ム」

未定 札幌市

学校図書館活用促進事業（後志） 未定 共和町（予定）

学校図書館活用促進事業（胆振） 未定 未定

学校図書館活用促進事業（檜山） 未定 今金町（今金小学校）（予定）

学校図書館活用促進事業（上川） 未定 未定

学校図書館活用促進事業（根室） 未定 別海町

読書活動活性化フォーラム（石狩） 8/31（金） 北広島市（芸術文化ホール）

読書活動活性化フォーラム（渡島） 10/10（水） 函館市（渡島合同庁舎）

読書活動活性化フォーラム（留萌） 未定 未定

読書活動活性化フォーラム（オホーツク） 10/17（水） 網走市（オホーツク総合振興局）

読書活動活性化フォーラム（釧路） 11/5（月）若しくは11/12（月） 釧路市（釧路市中央公民館）

北海道スポーツネットワーク会議 1月下旬（予定） 札幌市

総合型地域スポーツクラブカンファレンス 1月下旬（予定） 札幌市

北海道スポーツ推進委員協議会 北海道スポーツ推進委員協議会 北海道スポーツ推進委員研究協議会 10／11（木）～12（金） 深川市（文化交流ホール「み・らい」ほか）

心の教育推進フォーラム（胆振） 未定 胆振管内

心の教育推進フォーラム（十勝） 未定 十勝管内

領域 開　催　日 開　 催 　地 主　催　者

スポーツ 11/15日（木）～11/6日（金）
鹿児島県
（鹿児島アリーナほか）

（公社）全国スポーツ推進委員連合

8/24(金）～25（土） 新潟県長岡市・上越市 （公社）日本ＰＴＡ全国協議会

8/20（月）～21（火） 佐賀県（佐賀市・唐津市・鳥栖市・嬉野市） （一社）全国高等学校ＰＴＡ連合会

女性 10/4（木）～5（金） 岐阜県 全国地域婦人団体連絡協議会

社会教育委員 10/24(水）～26（金） 青森市（青森市文化会館） 全国社会教育委員連合

公民館 11/1（木）～２（金） 東京都（日本青年館） （公社）全国公民館連合会

博物館 11/28（水）～30（金） 東京（予定） 日本博物館協会

図書館 10/19（金）、20（土） 国立オリンピック記念青少年総合センター 日本図書館協会

青年団体 未定 未定 日本青年団協議会

領域 開　催　日
5/24（木）～5/25（金）

3/7（木）～3/8（金）

6/5（火）～6/8（金）

6/18（月）～6/29（金）

9/4（火）～9/7（金）

10/3（水）～10/5（金）

11/6（火）～11/9（金）

10/15（月）～10/19（金）

12/12（水）～12/14（金）

領域 対 　　象 機 関 ・ 団 体 大　　会　　等 開  催  日 開　催　地
新任社会教育主事研修会 4/18(水）～20（金） 札幌市（かでる２．７）

新任社会教育指導班主査等研修会 4/18(水）～19（木） 札幌市（かでる２．７）

社会教育指導会議 4/20（金） 札幌市（かでる２．７）

社会教育主幹会議 年2回実施予定 札幌市（かでる２．７）

道立青少年体験活動支援施設社会教育
主事等研修会

年2回実施予定 札幌市（かでる２．７）

第１０４回全国図書館大会

第４０回全国公民館研究集会

【社会教育関係団体全国大会】
大　　会　　名

第５９回全国スポーツ推進委員研究協議会

第６６回日本ＰＴＡ全国研究大会

第６８回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会

第６７回全国地域婦人団体研究大会

第６０回全国社会教育研究大会

第６６回全国博物館大会

ＰＴＡ

スポーツ
環境生活部

文化・スポーツ課

人権啓発活動 関係者、一般 北海道心の教育推進会議

備　考

社会教育
及び

生涯学習

メディア教育指導者講座

文部科学省と共催

文部科学省と共催

文部科学省と共催

センター主催

文部科学省と共催

博物館学芸員専門講座

センター主催

文部科学省と共催

文部科学省と共催

文部科学省と共催

研　　修　　名
全国生涯学習センター等研究交流会

新任図書館長研修

教育庁生涯学習課

道教委
社会教育主事等

道教委社会
教育主事

第６９回全国青年大会

教育庁総務課

【北海道教育委員会社会教育主事の会議・研修】

【国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター研修事業等】

博物館長研修

社会教育主事専門講座

地域教育力を高めるボランティアセミナー

公民館職員専門講座

図書館司書専門講座

学校運営協議会関係
者
市町村職員
CSを担当する教職員
コーディネーター及び
コーディネーターを目
指すもの
地域連携を担当する教
職員

教育庁義務教育課
（子ども地域支援G）

教育庁生涯学習課
（社会教育・読書推進G）

学校図書館担当教員
等

教育庁生涯学習課
（社会教育・読書推進G）

教育委員会職員・市町
村立図書館等職員、学
校司書・学校図書館等
職員、関係機関・団体
等

スポーツ指導者及び目指
す人


