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県教育庁生涯学習課

中央地区担当

中央地区社会教育情報誌「つなぐ」No.４８号をお届けします。

中央地区は県生涯学習課の中央地区担当が４月２５日(月)の五城目町を皮切りに、５月１３日(金)ま

でかけて全９市町村の教育委員会を訪問をさせていただきました。お忙しい中でのご対応ありがとうご

ざいました。その際、各市町村の生涯学習・社会教育関係課室の紹介フォーム作成のお願いをし、重ね

てご迷惑をおかけしました。この度中央地区全市町村分がまとまりましたので、一覧で紹介します。

訪問の際にもお話ししましたが、人口減少と少子高齢化がこれまで以上に進むこれからの時代では、

近隣市町村同士の連携・協力がますます必要となってくると予想されます。この資料を、今年度の各市

町村間の連絡や連携にご活用くだされば幸いです。

なお、県生涯学習課の課員名簿や事務分掌も併せて紹介しますので、業務の参考にしてください。

ここ

生涯学習課は県庁第二庁舎６階の北東側にあります。

班 職 氏名(○は今年度転入） 電話 主な事務分掌

生涯学習課長 ○中田 善英 5180 課の総括
なか た よしひで

班の総括、教育委員会、議会、人事、服務、新秋田元気創造プラン、
主幹（兼）班長 ○小柳 秀隆

お やなぎ ひでたか

社会教育施設の在り方計画の策定、あきたの教育振興に関する基本計画

調 文化財保護室の予算・決算（政策予算）、文化財保護室の予算・決算（経
副主幹 山崎 忍

やまさき しのぶ

常予算）、条例・規則・規定の改正等、情報公開、広報、個人情報保護
整

生涯学習課の予算・決算（経常）、体験の風をおこそう運動・ニューノ
・ 副主幹 鈴木菜穂子

すず き な お こ

ーマルに対応した体験活動構築事業資金、社会教育施設環境整備事業
企 5181

生涯学習課の予算・決算（政策予算）、社会教育施設の維持修繕、社会
副主幹 佐々木朋子

さ さ き とも こ

画 教育施設の維持修繕、社会教育施設のあり方計画の策定 等

生涯学習課の予算・決算（政策）、生涯学習課補助金交付要綱、指定管
班 副主幹 ○檜森 亮一

ひ もり りよういち

理者制度、社会教育施設の維持修繕、社会教育関係団体補助 等

後援・共催名義等、秋田県青少年劇場、文化庁「文化芸術による子供育
主事 栗林 晃

くりばやし あきら

成総合事業」、社会教育施設の維持修繕、成人教育、高齢者教育 等

班の総括、新秋田元気創造プラン、あきたの教育振興に関する基本計画、
副主幹（兼）班長 ○黒澤 勤

くろさわ つとむ

秋田市との連携事業等、文化振興課との連携、学芸員の採用 等

近代美術館、農業科学館、ミュージアム活性化事業（近代美術館）・博
主任学芸主事 ○森川 勝栄

もりかわ かつえい

物館登録、文化功労者表彰（秋田県・地域）、地域婦人連絡協議会 等

5183 ミュージアム活性化事業（総括、県立美術館）・県立美術館、学芸員の
学芸主事 奈良 香

な ら かおり

研修等、著作権の照会、男女共同参画、ユネスコ、施策の概要作成 等

生涯学習推進本部、障害者のための生涯学習、生涯学習奨励員協議会、
学芸主事（兼）社会教育主事 糸田 和樹

いと だ かず き

あきた県庁出前講座、教育機関等のセカンドスクール的利用の推進 等
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秋田県教育庁生涯学習課
〒 010-8580
秋田市山王三丁目１－１

秋田県庁第二庁舎６階

℡：018-860-5180～4 Fax：018-860-5816
E-mail：Kyou-shougai@pref.akita.lg.jp
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班の総括、議会資料、新秋田元気創造プラン、あきたの教育振興に関す
副主幹（兼）班長 佐々木達也

さ さ き たつ や

る基本計画、あきた未来総合戦略 等

学校図書館活性化支援、市町村子ども読書活動推進計画、叙位・叙勲表
副主幹（兼）読書活動指導監 阿部 光教

あ べ みつたか

彰、各種文部科学大臣表彰、社会教育施設財産処分、ＰＴＡ 等

社 読書活動推進本部事業、子どもの読書活動推進、家庭教育、図書館・文
副主幹 貝田 晴絵

かい た はる え

学資料館、子どもの読書活動文部科学大臣表彰 等
会

関係職員会議、市町村訪問、教育事務所連絡会議、社会教育委員の会議
主任社会教育主事 佐々木泰生

さ さ き やす お

教 等、秋田型教育留学推進事業、主任指導主事等代表者会議 等

社会教育主事講習の運営、派遣社会教育主事、あきた白神体験センター、
育 社会教育主事 田口 圭

た ぐち けい

青年関係団体 等5184
・ 障害者の生涯学習、市町村主管課長会議、社会教育主事有資格者の養成

社会教育主事 長崎 雪子
ながさき ゆき こ

及び認定、社会教育アドバイザー 等
読

学校・家庭・地域連携総合推進事業、中央地区の社会教育・生涯学習、
社会教育主事 渡辺 智一

わたなべ ともかず

書 県公民館連合会 等

青少年教育、ニューノーマルに対応した体験活動構築事業、少年自然の
推 社会教育主事 加藤 琢大

か とう たくひろ

家、体験の風をおこそう運動、県社会教育主事連絡協議会 等

進
社会教育主事 ○進藤 尊信 社会教育主事講習の運営、コミュニティ・スクール、生涯学習センター

しんどう たかのぶ

班
インターネットの健全利用の推進、社会教育関係職員研修、生徒指導、

社会教育主事補 ○佐藤 賢輝
さ とう まさ き

県社会教育委員連絡協議会 等

社会教育
松野 紳一 中央地区の社会教育・生涯学習全般にわたる助言、情報収集・提供 等
まつ の しんいち

アドバイザー

五城目町派遣（※五城目町教育委員会 学校教育課）
社会教育主事 北 條 宏

ほうじよう ひろし

学校・家庭・地域連携総合推進事業、秋田型教育留学推進事業 等

主管課名：教育委員会生涯学習室
℡：018-888-5810 Fax：018-888-5811
E-mail：ro-edlf@city.akita.lg.jp

職（☆社会教育主事） 氏名（○今年度新） 主な事務分掌

生涯学習室長 ○佐藤 洋平 室の総括

室長補佐 ○長谷川 基 室長の補佐業務 議会対応 関係機関等の総合調整

副参事 松田 晴美 企画振興担当の総括 関係機関等の連絡調整 二十歳(はたち)のつどい

☆副参事 山田 誠 学習推進担当の総括 ＩＣＴ教育の推進

主査 久米 正輝 生涯学習奨励員 高齢者教育支援 所管施設の管理

主事 近藤 彩 庶務 家庭教育支援 視聴覚教育の推進

生涯学習・社会教育計画名（実施年度） 第６次秋田市社会教育中期計画（R4～ R8年度）

子ども読書活動推進計画名（実施年度） 第３次秋田市子ども読書活動推進計画(R4 ～ R8 年度)

生涯学習奨励員設置状況 会長名 加藤 長二郎 委嘱人数 １２０人

今年度の重点（目玉）事業

成年年齢引き下げに伴い、「新成人のつどい」を「二十歳（はたち）のつどい」に名称を変えて
開催する予定です。新型コロナウイルス等の状況を見ての開催とはなりますが、今年度も無事開催
できるよう、準備中です。二十歳の方々の思い出に残るイベントとなるよう、職員一丸となって、
盛り上げていきたいと思います。
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主管課名：教育委員会教育総務課生涯学習班
℡：0185-24-9133 Fax：0185-24-9156
E-mail：syougaigakusyu@city.oga.lg.jp

職（☆社会教育主事） 氏名（○今年度新） 主な事務分掌

教育総務課長 ○村井千鶴子 課の総括

主幹 ○伊藤 直子 班の総括 公民館・図書館 社会教育委員

☆副主幹 船橋 強太 子ども家庭地域連携推進事業 青少年育成

主事 澤田 信 成人式 家庭教育支援 連合婦人会

主事 高橋 彩里 生涯学習奨励員 放課後子ども教室 予算経理

生涯学習・社会教育計画名（実施年度） 第４次男鹿市生涯学習推進計画（R3～ R7年度）

子ども読書活動推進計画名（実施年度） 第３次男鹿市子ども読書活動推進計画（R3～ R7年度）

生涯学習奨励員設置状況 会長名 佐藤 カツ子 委嘱人数 ２１人

今年度の重点（目玉）事業

今年度から「公民館を拠点とした３つの市民運動」が始まります。
「読書」「あいさつ」「体力づくり」の３つの運動を学校、家庭、地域で推進します。公民館図

書の充実、毎月１日「笑顔であいさつデー」での挨拶運動、公民館利用者へのラジオ体操の推進（教
育委員会は朝礼で行っています！）などで、元気なまちづくりを目指します。

主管課名：教育委員会文化スポーツ課
℡：018-853-5363 Fax：018-853-5277

E-mail：shougaigakushuu@city.katagami.lg.jp

職（☆社会教育主事） 氏名（○今年度新） 主な事務分掌

文化スポーツ課長 ○石井 幸子 生涯学習及び社会教育全般に関すること

☆課長補佐(兼)班長 鷹島 綾子 生涯学習全般及び社会教育の推進に関すること

主席主査 ○佐藤 洋平 補助金に関すること（社会教育団体及び文化財関係団体）

主事 目黒 美玖 生涯学習奨励員協議会に関すること

生涯学習・社会教育計画名（実施年度） 第３次潟上市生涯学習推進計画（H30～ R4年度）

子ども読書活動推進計画名（実施年度） 第２次潟上市子ども読書活動推進計画（H30～ R4年度）

生涯学習奨励員設置状況 会長名 伊藤 博 委嘱人数 １５人

今年度の重点（目玉）事業

市民センター「かたりあん」で行われる「芸術文化振興事業」では、市民が芸術文化に触れる・
親しむ機会を提供し、そこで得た体験を通して新しい自分を発見し、生きる喜びを実感してもらえ
る事業を目指しています。
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主管課名：教育委員会生涯学習課
℡：018-852-4411 Fax：018-852-4414
E-mail：g-syogai@town.gojome.lg.jp

職（☆社会教育主事） 氏名（○今年度新） 主な事務分掌

生涯学習課長 越高 博美 課の総括

☆課長補佐 佐々木 丈 課長の補佐及び課内の連絡調整

主査 門間田鶴子 高齢者学級 二十歳のつどい 生涯学習奨励員

主査 伊藤 祐子 放課後子ども教室 国際理解教育 地域図書室

係長 ○猿田 和孝 施設管理

専門員 山田 広美 文化財関係

主事 本間 敬博 体育関係

主事 ○工藤 弘世 公民館事業関係

生涯学習・社会教育計画名（実施年度） 五城目町生涯学習振興基本計画（H28～ R7年度）

子ども読書活動推進計画名（実施年度） 第２期五城目町子ども読書活動推進計画（R1～ R5年度）

生涯学習奨励員設置状況 会長名 草皆 宏子 委嘱人数 ６人

今年度の重点（目玉）事業

・Ｒ３実施の「舘ノ下遺跡本発掘調査」の報告書作成
・地域図書室「わーくる」開室１周年記念事業
・全町体育祭
・「モルック」や「ボッチャ」等のニュースポーツの推進

主管課名：教育委員会事務局（公民館）
℡：018-874-4424 Fax：018-874-2924
E-mail：kyouiku@town.akita-ikawa.lg.jp

職（☆社会教育主事） 氏名（○今年度新） 主な事務分掌

教育委員会事務局長 湊 和樹 生涯学習班の総括

☆事務局次長 ○若狹 善友 生涯学習班の統括補佐

主事 石川 知里 副読本に関すること 放課後子ども教室に関すること

主事 遠藤 凌雲 社会体育に関すること

主事 ○髙橋 丞 生涯学習に関すること

生涯学習・社会教育計画名（実施年度） 単年度計画

子ども読書活動推進計画名（実施年度） 第２次井川町子ども読書活動推進計画（H30～ R4年度）

生涯学習奨励員設置状況 会長名 森田 千枝子 委嘱人数 １０人

今年度の重点（目玉）事業

・洲埼遺跡に関する副読本作成…町内で発掘された洲埼遺跡を紹介する副読本「洲埼遺跡を探る」
を作成し、井川義務教育学校の７～９年生に配付しました。この副読本は総合的な学習の時間に
活用するほか、町図書館でも貸し出します。

・放課後子ども教室…地域住民の協力のもと、児童を対象とした勉強やスポーツ・文化芸術等の体
験学習を提供します。
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主管課名：教育委員会教育課
℡：018-875-5812 Fax：018-875-5950
E-mail：syakyo@town.hachirogata.lg.jp

職（☆社会教育主事） 氏名（○今年度新） 主な事務分掌

教育課長 齊藤 嘉生 課の総括 公民館長兼務

課長補佐 鎌田 憲明 図書館関係 図書館長兼務

課長補佐 渡部祐一郎 公民館関係 生涯学習関係 家庭教育関係

主任 廣島由紀子 図書館関係 読書推進

主任 鎌田 大輝 公民館関係 文化財関係

生涯学習・社会教育計画名（実施年度） 単年度計画

子ども読書活動推進計画名（実施年度） 第２次八郎潟町子ども読書活動推進計画（H30～ R4年度）

生涯学習奨励員設置状況 会長名 藤井 博 委嘱人数 １６人

今年度の重点（目玉）事業

学校・家庭・地域連携総合推進事業
学校運営協議会及び地域学校協働活動推進員の設置２年目となる今年度は、学校、推進員、社会

教育担当がより一層の連携を図り、学校・家庭・地域が一体となった教育支援の充実を推進する。

主管課名：教育委員会生涯学習班
℡：0185-45-2611 Fax：0185-45-2661
E-mail：edu_lifelong@vill.ogata.lg.jp

職（☆社会教育主事） 氏名（○今年度新） 主な事務分掌

教育次長 ○宮田 雅人 教育委員会事務局の総括

主査 小林 豊 公民館担当

主事 竹田 美輝 公民館担当

主事 ○高橋 真也 博物館担当

主事 太田 翼 体育館担当

生涯学習・社会教育計画名（実施年度） 単年度計画

子ども読書活動推進計画名（実施年度） 大潟村子ども読書推進計画（R2～ R6年度）

生涯学習奨励員設置状況 会長名 福田 政美 委嘱人数 ９人

今年度の重点（目玉）事業

①ホストタウン推進事業 ②大潟村文化財保護審議会設立準備事業
③東北ボート選手権大会実施事業 ④東北高校駅伝徒競走大会実施事業
⑤新体育館等整備事業
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主管課名：教育委員会生涯学習課生涯学習推進班
℡：0184-32-1332 Fax：0184-33-2202
E-mail：syogai@city.yurihonjo.lg.jp

職（☆社会教育主事） 氏名（○今年度新） 主な事務分掌

生涯学習課長 長谷川潤一 課の総括

生涯学習推進班長 藤原智彩子 班の総括 議会対応 予算 社会教育委員

主事 佐々木薫子 生涯学習奨励員 青少年育成 二十歳を祝う会

社会教育指導員 ○打矢 敏昭 学校・家庭・地域連携総合推進事業 読書活動

生涯学習・社会教育計画名（実施年度） 由利本荘市生涯学習推進・社会教育中期計画(R2～ R6年度）

子ども読書活動推進計画名（実施年度） 第３次由利本荘市子どもの読書活動推進計画（R3年度～）

生涯学習奨励員設置状況 会長名 伊藤 雅人 委嘱人数 ７０人

今年度の重点（目玉）事業

「二十歳を祝う会」の開催
本市は当該年度に２０歳を迎える市民を対象に、成人式に替わり「二十歳を祝う会」を開催します。

旧友や地域とのつながりを再認識できる会を目指し、実行委員と共に会の内容等について協議を進
めてまいります。

主管課名：教育委員会生涯学習課
℡：0184-38-2171 Fax：0184-38-4925
E-mail：kyouiku-sg@city.nikaho.lg.jp

職（☆社会教育主事） 氏名（○今年度新） 主な事務分掌

生涯学習課長 山田 高 課の総括

副主幹(兼)班長 ○佐々木妙子 社会教育計画策定 放課後子ども教室

副主幹 児玉 譲 芸術文化協会 市民文化祭 施設管理

主事 須藤 美穂 生涯学習奨励員関係 家庭教育支援

主事 ○三浦 柚那 青少年健全育成市民会議 学校支援活動

生涯学習・社会教育計画名（実施年度） 第３次にかほ市生涯学習・社会教育計画（H30～ R4年度）

子ども読書活動推進計画名（実施年度） 第２期にかほ市子ども読書活動推進計画（R1～ R5年度）

生涯学習奨励員設置状況 会長名 小松 富士雄 委嘱人数 ３０人

今年度の重点（目玉）事業

今年度は新規事業として、スマホ教室の開催を計画しています。キャッシュレス決済や、ＱＲコ
ードの読み取りなど、あらゆるものがデジタル化していくこの時代に対応できるよう、まずは操作
方法などの基本的なところからサポートし、「誰一人取り残されないデジタル化」を目指します。


