「地域未来塾」地方自治体担当課一覧
学校支援地域本部担当
地方自治体名

北海道

局（部）・課（室）・係
メールアドレス
都道府県

電話番号

教育庁学校教育局義務教育課子ども地域支援グループ
kyoiku.tiikisien1@pref.hokkaido.lg.jp

011-204-5753

教育庁生涯学習課協働教育班
kyou-shougai@pref.miyagi.jp
教育庁生涯学習課社会教育・読書推進班
kyou-shougai@pref.akita.lg.jp
教育庁文化財・生涯学習課生涯学習振興室
yshogaku@pref.yamagata.jp

022-211-3690

教育庁総務企画部生涯学習課 振興Ｇ
shogaku1@pref.ibaraki.lg.jp
教育委員会生涯学習課ふれあい学習担当
syougai-gakusyuu@pref.tochigi.lg.jp
教育委員会・生涯学習課・企画情報係
kigakushu@pref.gunma.lg.jp
教育局市町村支援部家庭地域連携課総務・企画・連携推進担当
a6975@pref.saitama.lg.jp

029-301-5318

教育庁地域教育支援部生涯学習課地域支援担当
ml-sy-gakosien@section.metro.tokyo.jp
教育局生涯学習部生涯学習課社会教育グループ

03-5320-6859

青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県

018-860-5184
023-630-3344

福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県

028-623-3404
027-226-4662
048-830-6976

千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県

045-210-8347

syakyou@pref.kanagawa.lg.jp
教育庁生涯学習推進課青少年家庭教育係
ngt500060@pref.niigata.lg.jp
教育委員会 生涯学習・文化財室 青少年教育班
ashogaigakushu@pref.toyama.lg.jp
教育委員会 生涯学習課 青少年家庭教育担当
e540101@pref.ishikawa.lg.jp

025-280-5617

教育委員会事務局文化財・生涯学習課生涯学習係
bunsho@pref.nagano.lg.jp
環境生活部環境生活政策課生涯学習係

026-235-7437

076-444-9647
076-225-1839

福井県
山梨県
長野県
岐阜県

058-272-8752

c11260@pref.gifu.lg.jp

静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府

教育委員会生涯学習課家庭教育・地域連携支援グループ
syogaigakushu@pref.aichi.lg.jp
教育委員会事務局小中学校教育課小中学校教育班
shochu@pref.mie.jp
教育委員会事務局 生涯学習課 地域・家庭教育係

052-954-6780
059-224-2963
077-528-4654

ma06@pref.shiga.lg.jp
教育庁指導部社会教育課振興担当
syakai@kyoto-be.ne.jp

075-414-5883

教育委員会社会教育課社会教育班
syakaikyouikuka@pref.hyogo.lg.jp

078-362-3782

大阪府
兵庫県

「地域未来塾」地方自治体担当課一覧
学校支援地域本部担当
地方自治体名
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県

局（部）・課（室）・係
メールアドレス
教育委員会事務局人権・地域教育課地域教育係
jinchi@office.pref.nara.lg.jp
教育庁生涯学習局生涯学習課
e5006001@pref.wakayama.lg.jp
教育委員会事務局 小中学校課 学校・家庭・地域連携推進担当

電話番号
0742-27-9837
073-441-3721
0857-26-7521

shouchuugakkou@pref.tottori.lg.jp
教育庁社会教育課社会教育グループ
shakaikyoiku@pref.shimane.lg.jp
教育庁 生涯学習課 社会教育班
syogai@pref.okayama.jp
教育委員会事務局 教育部 生涯学習課 生涯学習振興係
gakusyu@pref.hiroshima.lg.jp

0852-22-5428

教育委員会 生涯学習課 学校・家庭・地域連携担当
syougaigakusyuuka@pref.tokushima.lg.jp
教育委員会事務局 生涯学習・文化財課

088-621-3147

086-226-7597
082-513-5012

山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県

087-832-3773

shogaigakushu@pref.kagawa.lg.jp
教育委員会 生涯学習課 社会教育グループ
shougaigaku@pref.ehime.jp
教育委員会事務局 小中学校課 総務担当
310301@ken.pref.kochi.lg.jp

089-912-2933

県民環境部 まなび課 生涯学習・体験担当

0952-25-7313

088-821-4735

福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県

manabi@pref.saga.lg.jp
教育庁 生涯学習課 社会教育推進班
s40040@pref.nagasaki.lg.jp
教育庁教育総務局社会教育課 社会教育指導係
shakaikyouiku@pref.kumamoto.lg.jp
教育庁 社会教育課 生涯学習推進班
a31510@pref.oita.lg.jp

095-894-3363

教育庁 生涯学習振興課 生涯学習班
aa317004@pref.okinawa.lg.jp

098-866-2746

096-333-2699
097-506-5526

宮崎県
鹿児島県
沖縄県

指定都市
札幌市
仙台市
さいたま市
千葉市
横浜市

横浜市教育委員会学校支援・地域連携課
ky-chiikirenkei@city.yokohama.jp

045-671-3278

教育委員会 学校支援課
gakko@city.niigata.lg.jp

025-226-3263

川崎市
相模原市
新潟市
静岡市
浜松市

「地域未来塾」地方自治体担当課一覧
学校支援地域本部担当
地方自治体名

局（部）・課（室）・係
メールアドレス

電話番号

名古屋市
京都市

教育委員会事務局指導部学校指導課
gakkousidouka@edu.city.kyoto.jp

075-222-3801

大阪市
堺市
神戸市
岡山市
広島市
北九州市
福岡市
熊本市
中核市
函館市
旭川市
青森市
秋田市

子ども未来部子ども育成課放課後児童担当

018-888-5694

ro-wfch@city.akita.lg.jp

盛岡市
郡山市
いわき市
宇都宮市
前橋市

教育委員会事務局生涯学習課家庭教育・地域人材グループ
u4606@city.utsunomiya.tochigi.jp
教育委員会事務局 学校教育課 教育企画係

028-632-2674
027-898-5865

gakkoukyouiku@city.maebashi.gunma.jp

高崎市
川越市
越谷市
船橋市
柏市
八王子市
横須賀市
富山市
金沢市
長野市

長野市教育委員会家庭・地域学びの課 青少年担当
manabi@city.nagano.lg.jp

026-224-5085

「地域未来塾」地方自治体担当課一覧
学校支援地域本部担当
地方自治体名

局（部）・課（室）・係
メールアドレス

電話番号

岐阜市
豊橋市

豊橋市教育委員会 教育部 生涯学習課 青少年教育グループ
shogaigakushu@city.toyohashi.lg.jp

0532-51-2846

教育委員会学校教育課

0942-30-9217

岡崎市
豊田市
大津市
豊中市
高槻市
東大阪市
枚方市
姫路市
尼崎市
西宮市
奈良市
和歌山市
倉敷市
福山市
下関市
呉市
高松市
松山市
高知市
久留米市

gakkyo@city.kurume.fukuoka.jp

長崎市
大分市
佐世保市
宮崎市
鹿児島市
那覇市

教育委員会社会教育課指導係
syakai@city.sasebo.lg.jp

0956-37-6115

