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県教育庁生涯学習課では、生涯学習・社会教育に関するホームページを開設しています。主な内容は以下の

とおりです。  

 

タ  イ  ト ル 内        容  

お知らせ  
生涯学習課が主催する、または関わる研修会や大会などの催し

やコンクールを紹介しています。  

社 会 教 育 行 政 の方 針 と

重点  
当該年度の社会教育の方針と重点を紹介しています。  

事業内容  生涯学習課及び所管施設の事業を紹介しています。  

附属機関  生涯学習課所管の附属機関について紹介しています。  

各種調査・公募等  
生 涯 学 習 課 が実 施 する調 査 や公 募 などについて掲 載 していま

す。  

社会教育施設紹介  
生涯学習課が所管する県立社会教育施設を紹介しています。そ

れぞれの施設のＨＰにリンクしています。  

刊行物  生涯学習課が刊行した出版物を掲載しています。  

 

 ホームページ「あおもりの生涯学習─楽しむ 高める 生かす─」のご案内 
https://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/aomorimanabi-e_shogai.html 事業番号 令和３年度事業一覧 所管 掲載ページ

1 社会教育を核とする地域ネットワーク活用促進事業 《企画・地域》 P.55

2 子どもの読書活動推進事業 《企画》 P.57

3 いじめ防止キャンペーン推進事業 《企画》 P.59

4 特別支援学校における家庭教育支援事業 《企画》 P.60

5 学校を核とした地域づくり推進事業 《地域》 P.61

6 地域学校協働活動推進事業（県事業） 《地域》 P.62

7 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助 《地域》 P.65

8 あおもり家庭教育支援総合事業 《地域》 P.65

9 大学生とカタル！キャリア形成サポート事業 《社セ》 P.68

10 高校生スキルアッププログラム推進事業 《社セ》 P.69

11 青森で生きる未来人財育成事業 《社セ》 P.69

12 青少年社会参加活動・創作活動モデル団体研究事業 《社セ》 P.70

13 教員のためのチーム「学校・家庭・地域」連携講座 《社セ》 P.71

14 あおもり家庭教育力向上事業 《社セ》 P.72

15 家庭教育支援動画制作普及事業 《社セ》 P.73

16 家庭教育相談事業 《社セ》 P.74

17 子どもの読書活動推進のための図書セット貸出事業 《図書》 P.75

18 県立図書館協力用図書緊急貸出事業 《図書》 P.75

19 梵珠少年自然の家主催事業 《梵珠》 P.76

20
種差少年自然の家主催事業
（自然と遊ぼう、子どもの祭典）

《種差・指定》 P.78

21 自然体験活動支援事業 《種差・指定》 P.80

22 在学少年宿泊指導者研修 《種差・指定》 P.80

23 親子で学ぶ防災キャンプ事業 《種差・指定》 P.81

24 「地域の思いをつなぐ」若者育成事業 《企画》 P.82

25 社会教育を核とする地域ネットワーク活用促進事業（再掲） 《企画・地域》 P.83

26 若者の社会参加促進事業 《地域》 P.83

27 パワフルＡＯＭＯＲＩ！創造塾 《社セ》 P.85

28 地域の今と未来をつなぐ教育支援コーディネーター等研修 《社セ》 P.86

29 生涯学習・社会教育関係職員研修講座 《社セ》 P.87

Ⅳ 令和３年度の実績

１　令和３年度事業一覧
重　　　　　点

学校・家庭・地域の協働に
よる未来を担う人財の育成

地域学校協働活動の促進

地域が支えるキャリア教育
の充実

子どもの読書活動の充実

家庭教育支援の充実

青少年の体験活動の充実

活力ある持続可能な地域づく
りに向けた人財の育成

地域活動の実践者、コーディ
ネーターの養成

次代の地域を担う若者の育成

地域活動に関わる人財のネッ
トワーク形成の支援

多様な働き方を可能にする学
び直しの機会の充実

(1)
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イ
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エ
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(2)

ア

イ

ウ

エ
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30 特別支援学校を活用した生涯学習講座開設事業 《企画》 P.89

31 障害者の生涯学習支援事業 《企画》 P.89

32 元気青森人を創造するｅラーニング推進事業 《社セ》 P.90

33 学習情報の収集・提供事業 《社セ》 P.90

34 青森県視聴覚ライブラリー運営事業 《社セ・指定》 P.91

35 あおもり県民カレッジ運営業務 《社セ・指定》 P.91

36 インフォメーションプラザありすの運営 《社セ・指定》 P.93

37 近代文学館特別展開催事業 《図書》 P.93

38 近代文学館企画展開催事業 《図書》 P.94

39 アウトリーチサービス推進事業 《図書》 P.94

40
生涯学習推進基盤整備事業（生涯学習推進本部、青森県生涯
学習審議会）

《企画》 P.95

41 生涯学習・社会教育総合調査研究事業 《企画》 P.96

42 青森県社会教育委員の運営 《企画》 P.96

43
市町村の社会教育に関する現状調査及び「青森県の社会教育
行政」の作成

《企画》 P.97

44 社会教育主事有資格者育成派遣事業 《企画》 P.97

45 生涯学習専門講座派遣事業 《企画》 P.97

46 社会教育主事等一般研修 《企画》 P.97

47 在学青少年育成費補助事業 《企画》 P.98

48 社会教育を核とする地域ネットワーク活用促進事業(再掲） 《企画・地域》 P.98

49 ボランティア関係機関養成講座 《社セ》 P.98

50 生涯学習・社会教育関係職員研修講座（再掲） 《社セ》 P.98

51 県立図書館資料整備 《図書》 P.98

52 電子図書館システム導入事業 《図書》 P.99

53 図書館地区別研修 《図書》 P.99

54 市町村立図書館等職員研修事業 《図書》 P.100

(3)

ア

イ

生涯を通じた学びと社会参
加の推進

高齢者や障害者を始めとす
る多様なニーズに応じた学
びの機会の充実

学習成果を生かした社会参
加活動の支援

(4)

ア

イ

ウ

エ

社会教育推進のための基盤
整備

社会教育推進体制の充実

社会教育施設の機能の充実
と活用の促進

社会教育関係職員の養成と
資質の向上

社会教育関係団体等の活動
の支援

【所管凡例】

《企画》生涯学習課企画振興グループ 《地域》生涯学習課地域連携推進グループ 《社セ》県総合社会教育センター

《図書》県立図書館 《梵珠》県立梵珠少年自然の家

《社セ・指定》県総合社会教育センター指定管理者事業 《種差・指定》県立種差少年自然の家指定管理者事業

- 54 -


