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平成１５年度社会教育主事講習［Ｂ］実施要項

１ 趣 旨

社会教育法第９条の５の規定及び社会教育主事講習等規程に基づき、文部科学省より

委嘱を受け、社会教育主事となりうる資格を付与することを目的とした講習を実施する

もの。

２ 主 催

国立教育政策研究所

３ 対 象

社会教育主事講習等規程第２条の各号の一に該当する者。

４ 定 員

国立教育政策研究所社会教育実践研究センターを主会場として、衛星通信を活用した

５つの衛星通信会場でも受講できる。

なお、衛星通信会場における受講の詳細は、「10 衛星通信会場における受講につい

て」を参照のこと。

社会教育実践研究センター （主会場） １２０人

北海道立生涯学習推進センター （北海道会場） １０人

新潟県立生涯学習推進センター （新潟会場） １２人

島根県立生涯学習推進センター （島根東会場） ４０人

島根県立西部生涯学習推進センター（島根西会場） １０人

広島県立生涯学習センター （広島会場） ４０人

５ 期 間

平成１６年１月１９日（月）～２月２５日（水） ３８日間

６ 会 場

(1) 主会場

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター（主会場）

〒１１０－０００７ 東京都台東区上野公園１２－４３

電 話 ０３－３８２３－０２４１（内線６０４）

０３－３８２３－８４２０（直通）

ＦＡＸ ０３－３８２３－３００８
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(2) 衛星通信会場

北海道立生涯学習推進センター（北海道会場）

〒０６０－０００２ 北海道札幌市中央区北２条西７－１ かでる２・７

電 話 ０１１－２３１－４１１１

ＦＡＸ ０１１－２６１－７４３１

新潟県立生涯学習推進センター（新潟会場）

〒９５０－８６０２ 新潟県新潟市女池南３－１－２

電 話 ０２５－２８４－６１１０

ＦＡＸ ０２５－２８４－６０１９

島根県立生涯学習推進センター（島根東会場）

〒６９０－００１１ 島根県松江市東津田町１７４１－３

電 話 ０８５２－３２－５９３１

ＦＡＸ ０８５２－３２－５９３４

島根県立西部生涯学習推進センター（島根西会場）

〒６９７－００１６ 島根県浜田市野原町１８２６－１

電 話 ０８５５－２４－９３４４

ＦＡＸ ０８５５－２４－９３４５

広島県立生涯学習センター（広島会場）

〒７３２－００５２ 広島県広島市東区光町２－１－１４

電 話 ０８２－２６２－９１２９

ＦＡＸ ０８２－２６２－２４１５

(3) 宿泊研修会場（平成１６年２月２日(月）～２月４日(水)）

（主会場）

国立中央青年の家

〒４１２－０００６ 静岡県御殿場市中畑２０９２－５

電 話 ０５５０－８９－２０２０

ＦＡＸ ０５５０－８９－２０２５

＊必要経費

食事代：３,７５０円（２月２日昼食～２月４日昼食）

（朝食：４００円、昼食：５５０円、夕食：６５０円）

シーツ代：１６０円
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（北海道会場）

北海道立青年の家

〒０７４－１２７３ 北海道深川市音江町２－７－１

電 話 ０１６４－２５－２０５９

ＦＡＸ ０１６４－２６－３６００

＊必要経費

食事代：３,９００円（２月２日昼食～２月４日昼食）

（朝食：５００円、昼食：５００円、夕食：７００円）

使用料：一般(30歳以上)５５０円、勤労青年(29歳以下)２５０円、

大学生２００円

（新潟会場）

新潟県立青少年研修センター

〒９５３－００１２ 新潟県西蒲原郡巻町越前浜５５９７－１

電 話 ０２５６－７７－２１１１

ＦＡＸ ０２５６－７７－２１１４

＊必要経費

食事代：４，２００円（２月２日昼食～２月４日昼食）

（朝食：５００円、昼食：６００円、夕食：７００円）

シーツ代：１８０円

（島根東・広島会場）

国立江田島青年の家

〒７３７－２１２６ 広島県安芸郡江田島町津久茂１－１－１

電 話 ０８２３－４２－０６６０

ＦＡＸ ０８２３－４２－０６６４

＊必要経費

食事代：３,７５０円（２月２日昼食～２月４日昼食）

（朝食：４００円、昼食：５５０円、夕食：６５０円）

シーツ代：１４０円

（注）島根東会場と広島会場は合同で実施。

(4) 現地研修会場（平成１６年２月１８日(水)）

①主会場（コース選択制）

（Ａコース）

国際子ども図書館

〒１１０－０００７ 東京都台東区上野公園１２－４９

我孫子市生涯学習センター「アビスタ]

〒２７０－１１４７ 千葉県我孫子市若松２６－４
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（Ｂコース）

浦安市立中央図書館

〒２７９－０００４ 千葉県浦安市立猫実１－２－１

こどもの城

〒１５０－０００１ 東京都渋谷区神宮前５－５３－１

（Ｃコース）

国立科学博物館

〒１１０－８７１８ 東京都台東区上野公園７－２０

さわやかちば県民プラザ

〒２７７－０８８２ 千葉県柏市柏の葉４－３－１

（Ｄコース）

いちかわ情報プラザ

〒２７２－００２３ 千葉県市川市南八幡４－２－５－５０２

台東区生涯学習センター

〒１１１－８６２１ 東京都台東区西浅草３－２５－１６

（Ｅコース）

かながわ県民活動サポートセンター

〒２２１－０８３５ 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２

環境エネルギー館

〒２４４－０８１６ 神奈川県横浜市鶴見区末広町１－７－７

（Ｆコース）

足立区生涯学習センター

〒１２０－００３４ 東京都足立区千住５－１３－５

彩の国ビジュアルプラザ

〒３３３－００８４ 埼玉県川口市上青木３－１２－６３

（Ｇコース）

川越市立博物館

〒３５０－００５３ 埼玉県川越市郭町２－３０－１

いろは遊学館

〒３５３－０００４ 埼玉県志木市本町１－１０－１

②北海道会場

札幌市生涯学習総合センター「ちえりあ」

〒０６３－００５１ 北海道札幌市西区宮の沢１条１丁目１－１０

北海道環境サポートセンター

〒０６０－０８０７ 北海道札幌市北区北７条西５－５

札幌市男女共同参画センター

〒０６０－０８０８ 北海道札幌市北区北８条西３丁目 札幌エルプラザ内
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③新潟会場

西新潟市民会館

〒９５０－２０２２ 新潟県新潟市小針２－２４－１

新潟市西総合スポーツセンター

〒９５０－２１０１ 新潟県新潟市五十嵐１の町６３６８－４８

新潟県女性財団

〒９５０－０９９４ 新潟県新潟市上所２－２－２

④島根東会場

島根県立美術館

〒６９０－００４９ 島根県松江市袖師町１－５

斐川町立図書館

〒６９９－０６３１ 島根県簸川郡斐川長大字直江町４１５６

⑤広島会場

広島県立図書館

〒７３０－００３６ 広島県広島市中区千田町３－７－４７

広島市こども文化科学館

〒７３０－００１４ 広島県広島市中区基町５－８３

７ 講習を行う科目名、単位数、内容・テーマ、配当時間数、教育方法及び講師

別表１のとおり

８ 日 程

別表２のとおり

９ 受講申込み手続

(1) 受講希望者は、次の関係書類を添えて勤務地の都道府県教育委員会に提出すること。

なお、国立青年の家・少年自然の家等に勤務する者で、都道府県教育委員会との人

事交流により採用されている職員については、派遣元の都道府県教育委員会に提出す

ること。

ただし、公務員以外の者は、住所地の都道府県教育委員会へ提出することもできる。

① 受講申込書（様式１）

② 受講資格を証明する関係書類
a) 卒業・修了証書の写、又は卒業・修了証明書
b) 教育職員の普通免許状の写又は教育職員免許状授与証明書
c) 所属長が証明する勤務証明書（様式２）

（社会教育主事講習等規程第２条の第３、第４、第５号該当者）

＊ 関係書類が写の場合は、所属機関又は推薦機関の原本証明が必要。

③ 単位修得認定申請書（様式３）（該当者のみ）

（講習の科目代替については、同実施要項「12 科目代替について」を参照）

④ 単位修得証明書（様式４）（該当者のみ）

（講習の分割受講については、同実施要項「11 分割受講について」を参照）
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(2) 都道府県教育委員会は、前項の受講希望者について受講資格の有無を審査し、資格

があると認めた場合には、前記書類に必要事項を記入した推薦書（様式５）を添えて、

までに国立教育政策研究所社会教育実践研究セ平成１５年１２月５日（金）［必着］

ンターあてに送付するものとする。

なお、受講希望者が２人以上の場合は、推薦順位を記入すること。

10 衛星通信会場における受講について

衛星通信会場では、教育情報衛星通信ネットワーク（エル・ネット）を活用して「生

涯学習概論」(２単位）、「社会教育計画」(２単位）、「社会教育特講」(３単位)を受

講することができる。

また、以下の会場では、「社会教育演習」（２単位）も受講することができる（当該

科目を実施しない島根西会場の受講者希望者は、島根東会場での受講となる。）。

「社会教育演習」を行う会場

北海道立生涯学習推進センター（北海道会場）

新潟県立生涯学習推進センター（新潟会場）

島根県立生涯学習推進センター（島根東会場）

広島県立生涯学習センター （広島会場）

11 分割受講について

講習においては、科目ごとの分割受講のほか、年度を超えての分割受講を認める。

ただし、一つの科目を分割受講することはできない。

なお、既に他機関で社会教育主事講習の一部科目の単位を修得し、その科目の受講免

除を希望する場合は、「単位修得証明書」(様式４)（写でも可。ただし、所属機関又は

推薦機関において原本証明が必要）を提出すること。

12 科目代替について

(1) 次に掲げるものについては、「社会教育特講 ３単位」の単位修得に代替すること

ができる。

① 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター又は国立教育会館社会教育研修

所における以下の講座等の修了

ａ 「博物館職員講習」

ｂ 「図書館司書専門講座」

② 放送大学における社会教育主事講習の科目に相当する科目の修得

③ 文部科学省認定社会通信教育の「生涯学習ボランティアコース」の修了

(2) 大学において社会教育主事講習の科目に相当する科目の単位を修得した者は、これ

をもってこの講習におけるそれぞれの科目の単位修得に代替することができる。

ただし、「生涯学習概論」についての科目代替は認められない。
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(3) 科目代替を希望する受講希望者は、「単位修得認定申請書」（様式３）に必要事項

を記入の上、当該科目に相当する科目の単位修得証明書、研修講座の修了証書等を添

付すること。

なお、添付する証明書類については、写でも構わない。ただし、所属機関又は推薦

機関の原本証明が必要である。

13 受講者の選定及び決定の通知

国立教育政策研究所は、社会教育主事講習運営委員会の意見を基に受講者を選定し、

その結果を推薦のあった都道府県教育委員会に通知するとともに、受講者本人にも決定

を通知するものとする。

14 修了証書

社会教育主事講習等規程第３条に定めるところに従い、この講習において９単位以上

の単位を修得した者に対しては、受講終了後、修了証書を授与するものとする。

なお、修得単位が９単位に満たない者にあっては、修得した科目の「単位修得証明

書」（様式４）を交付するものとする。

15 受講に要する経費

受講に要する経費（交通費、食費、宿泊費等）は、受講者側の負担とする。

16 持参品

(1) 印鑑（認め印でよい）

(2) 運動着、運動靴（体育館用）、健康保険証

(3) 『生涯学習・社会教育行政必携－平成16年版－』

(4) 勤務地等の社会教育・生涯学習振興に関する資料（社会教育演習「事業計画立案の

実際」で使用。）

17 松戸宿舎の利用

受講者は、国立教育政策研究所社会教育実践研究センター松戸宿舎（宿舎の概要は、

インターネットを参照のこと。アドレスは、http://www.nier.go.jp/homepage/syakai/

matsudo/matsudo.htm）を利用することができる。利用希望者は、受講申込書に宿泊希

望期間を明記すること。

ただし、定員の関係上、利用できない場合がある。
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＜備 考＞

①所 在 地 〒２７１－００７６ 千葉県松戸市岩瀬４４２

②定 員 ５０人

③施設利用料等 宿舎使用料 １人１泊 ６００円

光 熱 水 料 １人１泊 ５９０円

雑 費 １人３泊まで ４００円

４泊～７泊 ４９０円

８泊～10泊 ８９０円

11泊～14泊 ９８０円

15泊～17泊 １,３８０円

18泊～21泊 １,４７０円

22泊～24泊 １,８７０円

25泊～28泊 １,９６０円

29泊～31泊 ２,３６０円

32泊～35泊 ２,４５０円

36泊～38泊 ２,８５０円

39泊以上 ２,９４０円

④持 参 品 洗面用具、ねまき、その他日用品

⑤交 通 費 ＪＲ常磐線 上野駅～松戸駅（約２０分） 片道２９０円

⑥入 所 開講式の前日から利用できる。

ただし、その場合遅くとも１８時までに入ること。

⑦そ の 他 松戸宿舎に関する問い合わせは、国立教育政策研究所社会教育実

践研究センター普及・調査係にすること。

18 その他

(1) この要項の内容に関する問い合わせは、国立教育政策研究所社会教育実践研究セン

ター普及・調査係にすること。

(2) この要項に定めるもののほか、講習実施に関することについては、必要に応じて国

立教育政策研究所社会教育実践研究センター長が定める。

(3) 講習期間中の万が一の事故や怪我に備えて、傷害保険等に加入するなどして、各自

の責任で万全を期すこと。


