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事業番号 平成30年度事業一覧 所管 掲載ページ

(1) 学校・家庭・地域の協働に
1 「地域のお宝」を学び地域活動を担う高校生育成事業 《企画》 P.8

よる未来を担う人財の育成
2 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》 P.8

3 子どもの読書活動推進事業 《企画》 P.9

ア 青少年の体験活動の充実 4 いじめ防止キャンペーン推進事業 《企画》 P.10

イ 地域が支えるキャリア教
5 障害者青年学級開設 《企画》 P.10

育の充実
6 障害者家庭教育学級開設 《企画》 P.10

ウ 子どもの読書活動の充実 7 子どもたちの成長を支える「地域のチカラ結集」推進事業 《地域》 P.10

エ 地域全体で子どもを育む
8 地域学校協働活動推進事業（県事業） 《地域》 P.12

活動の充実
9 放課後子ども教室推進事業費補助 《地域》 P.13

オ 家庭教育支援の充実 10 地域学校協働活動推進事業費補助 《地域》 P.13

11 あおもり家庭教育支援総合事業 《地域》 P.14

12 若者の社会参加促進事業 《地域》 P.15

13 大学生とカタル！キャリアサポート形成事業 《社セ》 P.15

14 高校生スキルアッププログラム推進事業 《社セ》 P.16

15 青森で生きる未来人材育成事業 《社セ》 P.16

16 青少年異年齢交流モデル事業(寺子屋ありす) 《社セ》 P.17

17 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.17

18 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.17

19 教員のためのチーム「学校・家庭・地域」連携講座 《社セ》 P.18

20 家庭教育応援隊養成講座 《社セ》 P.18

21 家庭教育支援動画制作普及事業 《社セ》 P.18

22 家庭教育相談事業 《社セ》 P.19

23 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.19

24 高校生の読書活動推進のための図書セット貸出事業 《図書》 P.19

25 梵珠少年自然の家主催事業 《梵珠》 P.19

26 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.22

27 自然体験活動支援事業 《種差・指定》 P.23

28 在学少年宿泊指導者研修 《種差・指定》 P.23

29 親子で学ぶ防災キャンプ事業 《種差・指定》 P.24

Ⅲ 平成30年度　社会教育施策

１　「平成30年度社会教育行政の方針と重点｣における施策・事業一覧

重　　　　　点
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(2) 活力ある地域コミュニティ
の形成に向けた人財の育成

30 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） 《地域》 P.25

31 パワフルＡＯＭＯＲＩ！創造塾 《社セ》 P.25

32 公民館等の防災・減災教育機能強化事業 《社セ》 P.25

33 生涯学習・社会教育関係研修講座 《社セ》 P.26

(3) 一人一人の主体的な学習と
34 特別支援学校を活用した生涯学習講座開設事業 《企画》 P.27

社会参加の推進
35 元気青森人を創造するｅラーニング推進事業 《社セ》 P.27

36 学習情報の収集・提供事業 《社セ》 P.27

ア 関係機関との連携による多
37 青森県視聴覚ライブラリー運営事業 《社セ》 P.27

様な学習活動の支援
38 あおもり県民カレッジ運営業務 《社セ・指定》 P.27

イ 学習成果を生かした社会参
39 インフォメーションプラザありすの運営 《社セ・指定》 P.28

加活動の支援
40 ボランティア活動支援機関連絡会議 《社セ・指定》 P.28

41 近代文学館　特別展開催事業 《図書》 P.28

42 近代文学館　企画展開催事業 《図書》 P.29

43 アウトリーチサービス推進事業 《図書》 P.29

(4) 社会教育推進のための
44

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.30

基盤整備
45 生涯学習・社会教育総合調査研究事業 《企画》 P.30

46 青森県社会教育委員の運営 《企画》 P.30

ア 社会教育推進体制の充実
47

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.31

イ 社会教育施設の機能の
48 社会教育主事派遣事業 《企画》 P.31

充実と活用の促進
49 社会教育主事有資格者育成派遣事業 《企画》 P.31

ウ 社会教育関係職員の養成
50 生涯学習専門講座派遣事業 《企画》 P.31

と資質の向上
51 社会教育主事等一般研修 《企画》 P.31

エ 社会教育関係団体等の
52

北海道・東北ブロック生涯学習・社会教育主管課長会議開
催費

《企画》 P.32

活動の支援
53 第60回全国社会教育研究大会開催費 《企画》 P.32

54 在学青少年育成費補助事業 《地域》 P.32

55 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) 《地域》 P.32

56 ボランティア関係者ネットワーク形成セミナー 《社セ》 P.33

57 公民館等の防災・減災教育機能強化事業(再掲) 《社セ》 P.33

58 生涯学習・社会教育関係職員研修講座(再掲) 《社セ》 P.33

59 県立図書館資料整備 《図書》 P.33

60 市町村立図書館等職員研修事業 《図書》 P.33

ア

イ

ウ

地域活動の実践者の育成

地域活動の指導者、コーディ

ネーターの養成

地域活動に関わる人財のネッ

トワーク形成の支援

【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
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