
８　教育・文化系

テーマ 事業名 目的・概要 連携団体

1 教育
北部ブロック生徒指導連絡協議会
（Ｓ５７～）

北海道・東北地区における生徒指導上の諸問題について、情報交換及び研究協議を行い、連携を強化するとともに生徒
指導の充実を図る。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、札幌市、仙台市

2 教育
東北・北海道地区教育センター協議会（Ｓ４
８～）

東北・北海道地区の教育研究機関相互の連絡連携を密にし、研究研修活動の進展を図り、教育の振興に寄与する。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

3 教育
北海道・東北ブロック生涯学習・社会教育主
管課長会議

北海道・東北６県の生涯学習・社会教育行政の有効かつ効果的な展開を図るため、当該主管課長等が一堂に会し、講話
研修、研究協議及び情報交換を実施する。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

4 教育 東北・北海道青少年行政主管課長会議 青少年問題の総合的な研究協議や情報交換を行い、青少年対策の推進に資する。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

5 教育 公立大学等の教育・研究資源の広域的活用
北海道・北東北の各道県が設置する公立大学等（地方独立行政法人を含む。）に対し、各大学の代表が参加するラウン
ドテーブルの設置を呼び掛け、大学が持っている教育・研究資源の相互活用など、各大学の連携による人材育成方策な
どについて検討を進める。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

6 教育 ９都道府県私学主幹課長会議 各県の抱える課題について、対応策を協議するもの(500校以上の私立学校を所管する都道府県）
北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知
県、大阪府、兵庫府、福岡県

7 教育
東北地区教育研究所連盟
（Ｓ３４～）

東北に設置される教育研究所の連絡連携、成果の交換をなし、教育研究調査の充実促進を図る。 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

8 教育 北東北産学官ネットワークの形成
産学官連携のための仕組みづくりを検討するとともに、三県の大学、公設試験研究機関、民間企業間の情報ネットワー
クの構築や、研究者データベースの整備を行うことにより、産学官連携による共同研究の推進や新事業創出の促進等を
図る。

青森県、岩手県、秋田県

9 教育 児童向け啓発冊子の作成等
三県が協力して児童向け啓発冊子を作成するとともに、その内容のデータベース化について検討を進める。また、環境
に関する教材についての研究を進める。

青森県、岩手県、秋田県

10 教育 高校生の理数系分野に係る取組の推進 高校生の理数系分野に対する興味・関心と能力を引き出すための取組について検討を進める。 青森県、岩手県、秋田県

11 教育 被災市町村職員確保支援事業
全国からの派遣により職員を確保するため，平成25年度から被災３県合同で被災市町村の首長と３県職員が，各都道府
県庁，各都道府県市長・町村会を訪問して派遣を要請している。

岩手県、宮城県、福島県

12 教育
県境隣接地域県立高等学校入学志願取扱協定
（H12～）

県外県立高校への入学志願の取扱いについて協定したもの。 岩手県、宮城県、福島県

13 教育
隣接県公立高等学校入学志願者協定（本県と
他県との個別協定）

隣接県との間において、隣接地域の範囲や公立高等学校入学志願者の取り扱い（入学許可制限枠の適用の有無等）につ
いて、個別に協定を締結し、各県の円滑な業務実施を目的とする。協定については、毎年協定を締結する県（栃木、茨
城）、内容の変更時に改訂等を行う県（山形・宮城）とがある。

山形県、宮城県、栃木県、茨城県、福島県

14 教育 県境隣接地域県立高等学校入学志願取扱協定 県外県立高校への入学志願の取扱いについて協定したもの。 宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県

15 教育 尾瀬子どもサミット
３県知事による「尾瀬サミット」の合意に基づき、環境教育の一環として、３県の小・中学生による尾瀬での交流と環
境学習を実施

福島県、群馬県、新潟県

16 教育
九都県市青少年行政主管課長会議
※九都県市首脳会議の下部組織ではない

青少年を取り巻く様々な問題は都県域を超えて共通化するとともに、青少年の行動範囲も首都圏を中心に広域化してい
る状況から、青少年行政の推進を図るため、共同して広域的課題に積極的に取り組む。

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市

17 教育
隣接都県公立高等学校入学志願者取り扱いに
関する協議会

協定県教育委員会により、各県の公立高等学校の入学志願者の取り扱いについて、協定を締結し、各県の円滑な業務実
施を目的とする。協議会を年１回（昨年：平成26年９月開催）開催し、入学者選抜方法等について協議。

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
福島県
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18 教育
群馬・埼玉エリアへの訪日台湾教育旅行誘致
事業

台湾教育関係者の視察を受け入れ、教育旅行に適した観光素材や学校交流先を視察してもらうことにより、訪日教育旅
行の更なる誘致を図る。

国（関東運輸局）、群馬県、埼玉県

19 教育 全国青少年育成県民会議連合会
会議の開催及び都道府県民会議の情報交換、都道府県民会議の意見集約、国と各都道府県民会議との連絡調整、他の青
少年育成運動団体との連携・協議など、各県民会議が相互に連携協力することを通じ、次代の日本を担う青少年の健全
な育成のための活動を推進する。

福井県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀県始め19道府
県（愛知県は入会を保留しており、総会にはオブザー
バーで参加している。）

20 教育
特別支援学校機能強化モデル事業（特別支援
学校ﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業）

特別支援学校における視覚、聴覚障がい教育及び病弱教育の専門性の維持･向上のため、鳥取県の特別支援学校とのネッ
トワークを構築する。【文部科学省委託事業】

鳥取県

21 教育 島を活用した青少年の健全育成等への取組
・両県が島を活用しながら青少年を対象としたキャンプ等を開催し、両県の青少年に参加を募り、活動を通して青少年
の健全育成に連携して取り組んだ。
（H18年度～　なおH23年度は香川県の都合により共同募集なし）

岡山県、香川県

22 教育
児童自立支援施設の機能強化と児童支援プロ
グラム等の共同開発

児童自立支援施設における児童支援の高度化・複雑化等に対応するため、各県の児童自立支援施設の機能強化に向けた
人材育成や児童支援プログラム等の共同開発など、支援技術の共有化・均一化を図り、もって九州内施設の組織力・技
術力の向上を図る。
※「児童自立支援施設」：不良行為等により生活指導等を要する児童を入所させ、必要な指導を行い、その自立を支援
することを目的とした施設。九州・山口各県に各１か所ずつ設置。

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、山口県

23 教育 水産高校実習船３県共同運航 多様化する水産教育の充実や財政上の面から効率的で効果的な運航を目指し，県域を越えて連携する共同運航を行う。 福岡県、長崎県、山口県

24 教育 ユニバーシティ・カレッジ南九州
若年層の旅行意欲を喚起するため，中学，高校との連携も視野に，大学生が地元の人々との交流を通じた様々な経験を
行い，南九州３県への修学旅行プランの提案を行う。

鹿児島県，熊本県，宮崎県，JR西日本

25 図書館 北日本図書館連盟（S27～） 公立及び私立の図書館が連携し研究協議を行うための交流や諸事業を実施。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

26 図書館 東海地区図書館協議会
会員相互間の資料の相互利用、サービス連携・協力、レファレンス便覧及び事例集の作成、図書館サービスに関わる情
報交換と職員育成等を行う。

岐阜、愛知、三重、静岡の県立及び市町村立図書館

27 図書館 東海北陸地区公共図書館協議会
東海北陸地区における公共図書館事業の振興及び相互間の協力を図る。（主な事業：東海北陸地区公共図書館研究集会
の開催、管内公共図書館間の相互協力のための条件整備事業等）

富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、名古屋の県立
及び指定都市立図書館

28 文化 北海道・東北ブロック民俗芸能大会
北海道・東北６県における民俗芸能の伝承者・保存会等による公開のための大会を開催（道・東北６県持ち回り開催）
※H26は北海道で開催

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

29 文化 博物館等共同展の開催 ４道県の博物館・郷土館・文化施設等による共同展等の開催に取り組む。 北海道、青森県、岩手県、秋田県

30 文化 「北の縄文文化回廊」の情報発信
縄文文化フォーラムを開催するとともに、ホームページの充実、パンフレットや教材等を作成するなど、積極的な情報
発信を行う。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

31 文化 「北の縄文文化学」交流会議の開催
研究者、民間有識者等で構成する研究交流会議を開催し、専門分野での交流を図るとともに、生涯学習活動やＮＰＯ活
動などを促しながら、歴史の分野における「地域学」の確立等に向けた取組を進める。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

32 文化
「東北文化の日」推進事業
（H22～）

東北圏域の特色ある文化資源の情報を総合的に発信し、地域文化に光を当て、東北全体の文化力の発揮を目指すととも
に、文化施設を基点として圏域内外の交流人口の拡大を図る。

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、
仙台市

33 文化 陶磁ネットワーク会議 加盟館相互の交流、博物館事業の振興と活性化を図るため、共同企画展の企画、情報交換等を行う。
茨城県陶芸美術館、岐阜県現代陶芸美術館、愛知県陶
磁資料館、滋賀県立陶芸の森、兵庫陶芸美術館、佐賀
県立九州陶磁文化館
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34 文化 東海北陸地区公文書等保存利用事務協議会
会員相互が連携を図るとともに、研究協議を通じて、公文書その他の記録を歴史資料として保存し、利用に供すること
に寄与することを目的とする。

富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重各県及び
名古屋市の公文書館等

35 文化
富山県・長野県「文化を語る東京シンポジウ
ム（仮称）

北陸新幹線の延伸を契機に多分野での連携強化を図る富山、長野の両県が、文化をテーマとするシンポジウムを東京で
共同開催し、両県の地域文化を広く発信する。（10.11開催）

富山県、長野県

36 文化 多文化共生推進協議会

【目的】
日系ブラジル人 等の外国人住民 が多数居住する７県１市が一致協力して、多文化共生社会の形成に向けて総合的かつ
効果な取組を進めること目的として、平成 16 年 3月に設置。
※長野県は平成19年度から参画
【主な活動事項】
①各自治体に蓄積された資産、知恵の共有
②国など関係機関における施策等に係る情報収集、要望等
http://www.pref.aichi.jp/kokusai/kyogikai/gaiyou20140203.pdf

愛知県（事務局）、群馬県、長野県、岐阜県、静岡
県、三重県、滋賀県、名古屋市

37 文化 博物館における連携
三重県総合博物館（ＭｉｅＭｕ）と岐阜県博物館相互の魅力アップを図るとともに、利用者にとって魅力的な博物館づ
くりを行うため、相互の資料貸借、連携企画事業の実施、講座講師の相互派遣、情報の相互発信などの連携を行う。

岐阜県、三重県

38 文化
島根県立古代出雲歴史博物館、奈良県立万葉
文化館、斎宮歴史博物館の文化交流の連携

『古事記』『日本書紀』『万葉集』などの古代文献を通じてゆかりの深い古代出雲歴史博物館、万葉文化館、斎宮歴史
博物館の三館が、多様な交流とお互いの歴史・文化への理解を深め、新しい価値を創造し、魅力を高め、誇りにしてい
くことを目指す。
＜主な取組実績＞
平成27年1月　　三重・奈良連携講座を開催
26年11月　 三重・奈良・島根連携シンポジウムを開催

三重県、奈良県、島根県

39 文化 古代歴史文化に関する共同研究事業
古代歴史文化の調査・研究に関心のある各県が、これまでの研究成果を基礎に連携して調査研究を進めることにより、
日本全体としての大きな古代史の流れ解明に取り組み、全国に歴史文化情報を発信する。

埼玉県、石川県、福井県、三重県、兵庫県、和歌山
県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
福岡県、佐賀県、宮崎県、奈良県

40 文化 古代歴史文化賞
古代歴史文化にゆかりの深い５県が共同で古代歴史文化に関する優れた書籍を表彰することを通して、国民及び各県民
の歴史文化への関心を高め、豊かな歴史文化に恵まれた各県の交流人口の増加を促すとともに、各県民の郷土への自信
及び誇りを醸成する

島根県、奈良県、三重県、和歌山県、宮崎県

41 文化 まんが王国　高知県との連携事業 「まんが王国とっとり」と「まんが王国・土佐」が、まんが交流事業や情報発信事業を連携して行うもの。 鳥取県、高知県

42 文化 岡山・鳥取文化交流事業

・鳥取・岡山両県に伝わる考古・歴史・民俗・美術・工芸等の文化財を貸借・展示し、歴史文化を相互に紹介すること
で互いの文化を理解することを目的とする。
　１年目となる平成27年度は、寛永９(1632)年に備前国から因幡・伯耆国へ入封した池田光仲を祖とする、鳥取藩池田
家32万石を取り上げる。慶長８(1603)年から因幡・伯耆国へ移動するまでの備前国内のことを知ることのできる史料も
含め、現在の岡山県と鳥取県との接点を紹介する。

鳥取県、岡山県

43 文化 「四国遍路」日本遺産魅力発信推進事業
平成27年4月24日に国内で初めて日本遺産に認定された「四国遍路」を地域が主体的に情報発信し、地域活性化を目指す
ための事業を行う。

四国遍路日本遺産協議会（香川県・徳島県・高知県・
愛媛県、57市町村、経済団体、大学等）

44 文化 四国４県共同舞台芸術公演

○各県から推薦された郷土芸能を継承する２団体ずつ、計８団体による舞台公演。演目のジャンルは特に定めない。偏
りがないように、事前の調整ははかる。（県等が指定する無形民俗文化財の保存・継承団体で、上演時間が25分以内）
あわせて、例年「かがわ郷土芸能フェスタ」に出演している香川県内の小・中・高校生による郷土芸能の演技も披露
し、世代間交流も促進する。

香川県、徳島県、高知県、愛媛県
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８　教育・文化系

テーマ 事業名 目的・概要 連携団体

45 文化
四国霊場開創1200年記念４県連携事業「空海
の足音　四国へんろ展」開催事業

○４県の博物館・美術館が主体となり、四国霊場開創1200年記念「空海の足音　四国へんろ展」を開催を、四国エリア
外（山陽・関西地方）へＰＲする。
・電車中吊り広告、広告用ポスターの制作

香川県、徳島県、高知県、愛媛県

46 文化
博物館、資料館、美術館など教育文化施設の
連携

九州各県のミュージアム（博物館、資料館、美術館等）の持つ力を結集して「九州・山口ミュージアム連携
事業」を行うことにより、九州地域の一体的な文化振興と地域活性化・発展を促すとともに、歴史・文化の相互理解を
推進し、九州地方一体化の気運の醸成を図る。
また、「九州・山口ミュージアム連携事業」を行うことにより、自らの情報発信力・政策形成力を高め、魅力ある九州
地方となるための地域づくりに参加していく。

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、山口県

47 世界遺産
北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群の世
界遺産登録に向けた取組

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けて、４道県・関係14市町が共同で事業を推進
〔推進体制〕
・推進本部(年１回)：４道県の知事・教育長、14市町の長・教育長
・推進会議(年３回)：４道県・14市町の文化財保護主管課長
・専門家委員会(年３回)：国内の学識経験者（７名）
・幹事会(年３回)：４道県の文化財保護主管課長
・ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ(年３回)：４道県・14市町の事務担当者
〔推進事業〕
・世界遺産登録推薦書案の作成
・普及啓発：共通リーフレット活用
・フォーラムの開催
・国際的合意形成：海外での説明会の開催、海外の専門家の招聘
※その他：伊達市　洞爺湖町森町函館市　ほか関係14市町

北海道、青森県、岩手県、秋田県、伊達市、洞爺湖町
森町函館市、ほか関係14市町

48 世界遺産 日本富士山協会 富士山の魅力を国内外に情報発信し、世界に開かれたにぎわいと新たな文化の創造を目指すことを目的とする。
山梨県、静岡県、山梨県内市町村、静岡県内市町、観
光協会、民間企業等

49 世界遺産
“富士（ふじ）の国（くに）”づくり推進会
議

官民協働により、世界遺産･富士山の後世継承に向けた取組を進めるとともに、富士山に恥じない地域づくり、人づくり
を広く国民運動として展開

山梨県、静岡県、静岡商工会議所連合会、山梨県商工
会議所連合会、認定NPO法人富士山世界遺産国民会議他

50 世界遺産
「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登
録推進事業

今なお続く、日本を代表する巡礼文化である「四国八十八箇所霊場と遍路道」を未来に確実に保存・継承していくため
に世界文化遺産への登録を目指す。

・四国遍路世界遺産登録４県協議会（香川県・徳島
県・高知県・愛媛県）
・「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進
協議会
（４県、57市町村、国の機関、経済団体、大学、NPO法
人等）

51 世界遺産
「九州･山口の近代化産業遺跡群」世界遺産
登録推進協議会

「明治日本の産業革命遺産　九州･山口と関連地域」の世界文化遺産登録を関係地方公共団体の連携のもとに推進するた
め設置

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、山口
県、岩手県、静岡県、北九州市、大牟田市、中間市、
佐賀市、長崎市、荒尾市、宇城市、鹿児島市、萩市、
釜石市、伊豆の国市
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