
２　事業一覧
１　推進体制の整備・充実

事業名 趣　旨 主　な　内　容
県民総「行動
人」の推進

　本県の生涯学習ビジョンを実現するた
めに，県民が学んだことを行動に結び付
け社会に生かそうとする環境づくりを推
進する。

○�生涯学習支援システム「まなびサポート秋
田」の活用

○�行動人Ｗｅｂサイトによる「行動人」の紹
介

○�行動人交流集会
　11月15日　生涯学習センター

社会教育主事
有資格者養成
事業

　社会教育行政を担う社会教育主事有資
格者を確保していくため，若手教員を養
成する。

○社会教育主事講習
　７月中旬～８月上旬　弘前大学

２　学習への支援

事業名 趣　旨 主　な　内　容
読書が広がる
ホップ・ステ
ップ・ジャン
プ事業

　読書に親しむ多様な機会の提供により
新たに読書を始めたり読書の幅を拡げた
りする県民を増やすとともに，読書の楽
しさの発信ができる人材を育成し，県民
の読書習慣の向上を図る。

○ビブリオバトル中学生・高校生大会
　・10月19日（土）（大曲交流センター）
　・10月20日（日）（湯沢市役所）
　・10月26日（土）（横手市Ｙ2ぷらざ）
○世代別ボランティア養成講座
　・高校生及びパパ・ママ世代
　　８月８，９日（横手市Ｙ2ぷらざ）
○�超大型絵本のおはなし会・絵本作家のワー
クショップ（幼児～小学生）

　・８月24日（土）（湯沢文化会館）
○調べ学習講座（小学生・教員・司書）
　・大仙市立東大曲小学校

学校図書館活
性化支援

　読書環境の整備・充実に対して，研修
や情報提供，資料貸出などの支援をし，
魅力ある学校図書館づくりとその活用に
資する。

○学校図書館活性化の取組に関する情報提供
○�県立図書館や子ども読書支援センターによ
る資料の貸出

心を育てるセ
カンドスクー
ル推進事業

　少年自然の家を拠点にプロジェクトア
ドベンチャー（ＰＡ）を活用した道徳教
育の実践について，調査・研究や体験研
修会を実施し，道徳教育の指導力向上の
一助とする。

○�ＰＡを活用した道徳教育推進に関する調査
研究

　・ＰＡアドバイザーの配置
　・�道徳の授業に活用できるＰＡプログラム　

の検証
　・ＰＡ体験研修会（教員等対象）
　　夏季休業中（保呂羽山少年自然の家）

あきた県庁出
前講座

　県職員が県民の要請に応じて講師とし
て出向き，県民に学びの機会を提供する
とともに，県事業等の理解を図る。

○出前講座メニューの発行
○実施状況及びアンケートの取りまとめ

あきたスマー
トカレッジ事
業

　県民がいつでも，どこでも，だれでも
学ぶことができる環境を整備し，学んだ
成果を生かせるような学習機会を提供す
る。

○地域の魅力発信～おらほの地域自慢～
　・７月13日（仙北市クニマス未来館ほか）

生涯学習・社
会教育関係職
員研修

　生涯学習・社会教育関係職員に求めら
れる知識・技能や優れた実践事例を学び
専門職員としての資質・能力を高める。
また，市町村の生涯学習・社会教育に携
わる人材に対し，研修を実施することに
より，その資質・能力を高める機会とす
る。

○市町村新任職員研修
　・５月16日
○市町村職員専門研修
　①８月２日　②８月23日　③９月６日
　④10月12日
○公民館等職員専門研修
　①７月12日　②８月23日　③９月６日
　④10月12日
○社会教育委員研修　　５月予定
○生涯学習奨励員基礎講座
　①７月11日　②10月24日
※各講座とも会場は生涯学習センター

秋田県青少年
劇場

　青少年に対し，優れた舞台芸術の鑑賞
機会を提供することで，豊かな情操の涵

かん

養を図るとともに健全な成長に資する。

○優れた舞台芸術鑑賞機会の提供
　・ミニコンサート
　・演劇

文化芸術によ
る子供の育成
事業

　一流の文化芸術団体による実演芸術の
巡回公演を行うことや個人又は少人数の
芸術家を派遣することにより，子どもた
ちの豊かな創造力・想像力や，思考力，
コミュニケーション能力などを養うとと
もに，将来の芸術家や観客層を育成し，
優れた文化芸術の創造に資する。

○巡回公演事業
　�合唱，オーケストラ，ミュージカル，歌舞
伎，能楽，児童劇，演劇，邦楽

○芸術家の派遣事業
　�音楽，大衆芸能，文学，演劇，美術，生活
文化，舞踊，伝統文化，メディア芸術
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３　学校・家庭・地域の連携・協働

事業名 趣　旨 主　な　内　容

学校・家庭・
地域連携総合
推進事業

　学校と地域の連携・協働により地域全

体で未来を担う子どもたちの成長を支え

るため，地域学校協働本部を設置し，地

域学校協働活動推進員等のコーディネー

トにより地域学校協働活動を推進する。

また，保護者や地域住民等が学校運営に

参画するコミュティ・スクールの設置を

促進することで，地域学校協働本部との

両輪で子どもたちを支える取組の体制づ

くりを進める。

○連携協議会

　①５月27日（総合教育センター）

　②１月24日（生涯学習センター）

○総合推進事業関係者研修

　・�コーディネーター・地域連携担当教職員

等研修会

　　①６月21日（生涯学習センター）

　　②７月29日（近代美術館）

　・放課後支援者等研修会（浅舞公民館）

　　①６月11日　②11月12日

○家庭教育指導者研修（生涯学習センター）

　・サポーター養成講座

　　①７月18日（あさくら館）　②９月13日

　　③11月27日

　・リーダー養成講座

　　①５月29日　②８月20日　③10月23日

　　④11月27日

協働活動
（学校支援活動）

　学校と地域の連携・協働により，教員と地域住民が子ども一人一人に向き合う時間を

拡充するとともに，地域全体で子どもを育む環境を整備する。

放課後子ども
教室

　放課後等に学校の余裕教室等を活用し，地域住民の参画を得て児童を対象とした学習

活動や体験活動等を提供するとともに，放課後児童クラブとの一体型運営を推進する。

家庭教育支援
チーム

　地域人材がチームで家庭教育に関する学習機会等の提供や相談活動を行い，地域全体

で家庭教育を支える取組や体制づくりを推進する。

あきたわくわ
く未来ゼミ

　放課後や土曜日，長期休業中に，大学生や教員ＯＢをはじめとした多様な地域人材に

より，子どもたちの学習を支援する。

大人が支える！

インターネット

セーフティ事業

　　　　ｐ８

　社会全体で子どもをインターネットに

よる有害情報やトラブル等から守り，イ

ンターネットを健全に利用できるよう，

安全で安心な利用環境を整えるインター

ネットセーフティを推進する。

○運営協議会

○ネットパトロール

○教員研修

○県庁出前講座

○うまホキャンプ（ネット依存対策）

○各種サポーター養成講座

※「学・家・地」は，学校・家庭・地域連携総合推進事業　

月 日 曜 事業名 会　場 所　管

４ 18～25 市町村との協議に係る訪問① 各市町村施設 南教育事務所

５～３月 あきたわくわく未来ゼミ（高校生対象） 横手市Ｙ２ぷらざ 南教育事務所

５ 27 月 「学・家・地」連携協議会① 総合教育センター 生涯学習課

６ 11 火 「学・家・地」放課後支援者等研修会① 浅舞公民館 南教育事務所

６ 21 金 「学・家・地」コーディネーター・地域連携担
当教職員等研修会①

生涯学習センター 生涯学習課

７ 29 月 「学・家・地」コーディネーター・地域連携担
当教職員等研修会②

近代美術館 生涯学習課

７月中旬～
８月上旬　

社会教育主事講習 弘前大学 生涯学習課

８ ８，９ 高校生・パパママ読み聞かせ教室 横手市Ｙ２ぷらざ 南教育事務所

夏季休業中 ＰＡ体験研修会 保呂羽山少年自然の家 生涯学習課

10 19 土 ビブリオバトル大仙大会 大曲交流センター 南教育事務所

10 20 日 ビブリオバトル湯沢大会 湯沢市役所市民ホール 南教育事務所

10 26 土 ビブリオバトル横手大会 横手市Ｙ２ぷらざ 南教育事務所

10，11月 市町村との協議に係る訪問② 各市町村施設 南教育事務所

11 12 火 「学・家・地」放課後支援者等研修会② 浅舞公民館 南教育事務所

11 15 金 生涯学習・社会教育研究大会・行動人交流集会 生涯学習センター 生涯学習ｾﾝﾀｰ

１ 24 金 「学・家・地」連携協議会② 生涯学習センター 生涯学習課
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