「地域学校協働本部」地方自治体担当課一覧
地域学校協働本部担当
地方自治体名

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県

局（部）・課（室）・係
メールアドレス
都道府県
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.shochu1@pref.hokkaido.lg.jp
教育庁生涯学習課地域連携推進グループ
E-SHOGAI@pref.aomori.lg.jp
教育委員会生涯学習文化課生涯学習担当
DB0005@pref.iwate.jp
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
教育庁社会教育課
k.syakaikyouiku@pref.fukushima.lg.jp
教育庁総務企画部生涯学習課
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生涯学習推進課地域連携担当
a6975@pref.saitama.lg.jp
教育庁教育振興部生涯学習課学校・家庭・地域連携室
kysho2@mz.pref.chiba.lg.jp
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
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
富山県教育委員会 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
教育庁義務教育課
gimu@pref.fukui.lg.jp
教育庁社会教育課青少年教育担当
shakaikyo@pref.yamanashi.lg.jp
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
ｃ11260@pref.gifu.lg.jp
教育委員会社会教育課地域家庭班
kyoui_shakyo@pref.shizuoka.lg.jp
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
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
教育庁 市町村教育室 地域教育振興課 地域連携グループ
shichosonkyoiku-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp
教育委員会社会教育課社会教育班
syakaikyouikuka@pref.hyogo.lg.jp

電話番号

011-204-5753
017-734-9890
019-629-6176
022-211-3690
018-860-5184
023-630-3344
024-521-7799
029-301-5318
028-623-3404
027-226-4662
048-830-6979
043-223-4167
03-5320-6859
045-210-8347
025-280-5617
076-444-9647
076-225-1839
0776-20-0575
055-223-1774
026-235-7437
058-272-8752
054-221-3162
052-954-6780
059-224-2963
077-528-4654
075-414-5883
06-6944-6901
078-362-3782

「地域学校協働本部」地方自治体担当課一覧
地域学校協働本部担当
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
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

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
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.lg.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
教育庁社会教育･文化財課家庭･地域教育班
a50400@pref.yamaguchi.lg.jp
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
shogaigakushu@pref.kagawa.lg.jp
教育委員会事務局社会教育課 社会教育グループ
shakaikyo@pref.ehime.lg.jp
教育委員会事務局生涯学習課 学校・地域連携支援担当
310401@ken.pref.kochi.lg.jp
教育庁教育振興部社会教育課地域学校協働推進班
ksyakai@pref.fukuoka.lg.jp
県民環境部 まなび課 生涯学習・体験担当
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
教育庁 生涯学習課 生涯学習推進担当
ky-shogaigakushu@pref.miyazaki.lg.jp
教育庁社会教育課 生涯学習係
e-shougai@pref.kagoshima.lg.jp
教育庁 生涯学習振興課 生涯学習班
aa317004@pref.okinawa.lg.jp

電話番号
0742-27-9837
073-441-3721
0857-26-7521
0852-22-5428
086-225-7597
082-513-5012
083-933-4661
088-621-3147
087-832-3773
089-912-2933
088-821-4897
092-643-3887
0952-25-7313
095-894-3363
096-333-2699
097-506-5526
0985-26-7244
099-286-5336
098-866-2746

指定都市
札幌市
仙台市
さいたま市
千葉市
横浜市
川崎市

教育委員会 学校教育部 学びの連携推進室
kyo019120_11@city.sendai.jp
教育委員会事務局 生涯学習部 生涯学習振興課 家庭地域連携係
shogai-gakushu-shinko@city.saitama.lg.jp
千葉市教育委員会事務局学校教育部学事課
gakuji.EDＳ@city,chiba.lg.jp
横浜市教育委員会学校支援・地域連携課
ky-chiikirenkei@city.yokohama.jp
教育委員会 生涯学習部 生涯学習推進課
88syogai@city.kawasaki.jp

022-214-8438

教育委員会 地域教育推進課
chiiki.edu@city.niigata.lg.jp
静岡市教育委員会事務局教育局教育総務課 社会教育係
kyoikusomu@city.shizuoka.lg.jp
浜松市市民部創造都市・文化振興課
shogaigk@city.hamamatsu.shizuoka.jp

025-226-3277

048-829-1703
043-245-5927
045-671-3278
044-200-3304

相模原市
新潟市
静岡市
浜松市

054-354-2369
053-457-2413

「地域学校協働本部」地方自治体担当課一覧
地域学校協働本部担当
地方自治体名
名古屋市

局（部）・課（室）・係
メールアドレス

電話番号

教育委員会事務局生涯学習部スポーツ振興課少年スポーツ係
a3265@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

052-972-3265

教育委員会指導部教育活動支援担当
ua0013@city.osaka.lg.jp
教育委員会事務局 学校教育部 学校指導課 教務グループ
gakukyo@city.sakai.lg.jp
こども家庭局子育て支援部こども青少年課
kosodate_seisyonen@office.city.kobe.lg.jp
教育委員会 生涯学習部 生涯学習課 支援・育成係
manabi@city.okayama.lg.jp
教育委員会 学校教育部 指導第二課
kyo-sido2@city.hiroshima.lg.jp
北九州市教育委員会学力・体力向上推進室
kyou-kojo@city.kitakyushu.lg.jp
教育委員会教育支援部学務支援課学務支援係
gakumu.BES@city.fukuoka.lg.jp

06-6208-9171

京都市
大阪市
堺市
神戸市
岡山市
広島市
北九州市
福岡市

072-228-7436
078-322-5181
086-803-1606
082-504-2487
093-582-3445
092-711-4626

熊本市
中核市
旭川市
函館市
八戸市
青森市
盛岡市
秋田市

社会教育部社会教育課
shakaikyoiku@city.asahikawa.lg.jp
教育委員会生涯学習部生涯学習文化課
manabee@city.hakodate.hokkaido.jp
教育委員会教育指導課
shido@city.hachinohe.aomori.jp
教育委員会事務局文化学習活動推進課社会教育チーム
bunkagakushu@city.aomori.aomori.jp
盛岡市教育委員会事務局生涯学習課
edu.sgs@city.morioka.iwate.jp
子ども未来部子ども育成課放課後児童担当
ro-wfch@city.akita.lg.jp

0166-25-7190

教育委員会学校教育部学校教育推進課
gakkyo@city.koriyama.fukushima.jp
教育委員会事務局 生涯学習課 生涯学習係
shogaigakushu@city.iwaki.fukushima.jp
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

024-924-2431

教育委員会事務局教育部学校教育課指導担当
ky-gaku@city.takasaki.lg.jp
教育委員会教育総務部地域教育支援課地域教育支援担当
chiikikyoiku@city.kawagoe.saitama.jp
教育委員会学校教育部指導課
shido@city.koshigaya.lg.jp
川口市教育委員会学校教育部指導課
210.02000@city.kawaguchi.lg.jp
教育委員会生涯学習部社会教育課
shakaikyoikuka@city.funabashi.lg.jp

027-321-1293

教育委員会事務局学校教育部指導課
b301400@city.hachioji.tokyo.jp
教育委員会事務局学校教育部教育指導課
gu-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp

042-664-1135

0138-21-3445
0178-43-9519
017-718-1376
019-639-9046
018-888-5694

福島市
郡山市
いわき市
宇都宮市

0246-22-7543
028-632-2674

前橋市
高崎市
川越市
越谷市
川口市
船橋市

049-224-6086
048-963-9292
048-259-7661
047-436-2897

柏市
八王子市
横須賀市

046-822-8525

「地域学校協働本部」地方自治体担当課一覧
地域学校協働本部担当
地方自治体名

局（部）・課（室）・係
メールアドレス

電話番号

富山市
金沢市
長野市
岐阜市
豊橋市

教育委員会生涯学習課
syougaku@city.kanazawa.lg.jp
長野市教育委員会学校教育課 指導担当
gakukyou@city.nagano.lg.jp
岐阜市教育委員会 学校指導課
gakosido@city.gifu.lg.jp
豊橋市教育委員会 学校教育課 学事グループ
gakkoukyoiku@city.toyohashi.lg.jp

076-220-2441

教育委員会学校教育課
gakkou_k@city.toyota.aichi.jp
教育委員会事務局学校教育課
otsu2402@city.otsu.lg.jp
教育委員会事務局生涯学習課
shougaigaku@city.toyonaka.osaka.jp
教育管理部 地域教育青少年課 地域教育チーム
tiikikyo-82@city.takatsuki.lg.jp
教育委員会社会教育部社会教育課
shakaikyouiku@city.hirakata.osaka.jp
教育委員会社会教育部青少年スポーツ室
seishonen@city.higashiosaka.lg.jp

0565-34-6661

教育委員会社会教育課 企画担当
ama-syakaikyoiku@city.amagasaki.hyogo.jp
教育委員会社会教育部 社会教育課
k_shakyo@nishi.or.jp
教育委員会事務局青少年教育課育成係
seikyo@city.akashi.lg.jp
教育委員会生涯学習部生涯学習課総務振興担当
kyo-shinko@city.himeji.lg.jp
奈良市教育委員会事務局 学校教育部 地域教育課 地域学校連携係
chiikikyouiku@city.nara.lg.jp
教育委員会教育学習部 生涯学習課
shogaigakushu@city.wakayama.lg.jp
教育委員会事務局 生涯学習・スポーツ課 生涯学習係
kyo-gakuspo@city.tottori.lg.jp
教育委員会学校教育課小中一貫教育推進係
shochuikkan@city.matsue.lg.jp
教育委員会生涯学習部生涯学習課
edulife@city.kurashiki.okayama.jp

06-4950-0405

教育委員会教育部生涯学習課
kishogai@city.shimonoseki.lg.jp

083-231-7968

教育委員会教育局生涯学習課生涯学習係
syakyo01@city.takamatsu.lg.jp

087-839-2633

教育委員会教育政策課
kc-200200@city.kochi.lg.jp

088-823-9478

026-224-5081
058-241-2114
0532-51-2826

岡崎市
豊田市
大津市
豊中市
高槻市
枚方市
東大阪市

077-528-2633
06-6858-2582
072-674-7654
050-7105-8065
06-4309-3281

八尾市
尼崎市
西宮市
明石市
姫路市
奈良市
和歌山市
鳥取市
松江市
倉敷市

0798-35-3867
078-918-5057
079-221-2784
0742-34-5366
073-435-1138
0857-20-3362
0852-55-5324
086-426-3845

福山市
下関市
呉市
高松市
松山市
高知市
久留米市

「地域学校協働本部」地方自治体担当課一覧
地域学校協働本部担当
地方自治体名

局（部）・課（室）・係
メールアドレス

電話番号

長崎市
佐世保市
大分市
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
大分市教育委員会教育部社会教育課 地域子ども育成担当班
syakaikyoiku@city.oita.oita.jp
教育委員会生涯学習課放課後子ども教育係
45syogai@city.miyazaki.miyazaki.jp
鹿児島市教育委員会生涯学習課生涯学習係
sgaku-syogai@city.kagoshima.lg.jp

0956-37-6115
097-537-7039
0985-85-1834
099-813-0851

