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家庭教育応援団とは？
共働き家庭が増え忙しい日常生活を送る一方で、子育てや家庭教育

に悩みや不安を抱える親が増えています。こうした家庭に対しては、
企業の協力を得て、社会全体で支援をしていくことが大切です。
秋田県教育委員会では、平成２０年９月から秋田県家庭教育支援制

度「我が社は家庭教育応援団」を実施し、家庭教育に理解ある企業を
応援しています。

取り組みの内容
次の中から、２つ以上に取り組んでいる企業からの申請を受けて、

応援団企業として登録しています。

①ＰＴＡや学校行事に出席しやすい職場環境を作っている。
②職場見学や職場体験を受け入れ、働く親の姿を見せている。
③地域の行事などに、職場・家族ぐるみの参加を奨励している。
④企業独自の研修などを実施している。

制度のねらい
有給休暇の時間単位取得や勤務シフトの工夫などにより、Ｐ

ＴＡや学校・地域行事に参加しやすくすることや、ノー残業デ
ーを設けることなど、家族の時間を増やし、家庭教育を行うた
めの「時間の確保」という支援があります。
また、様々な取り組みを行うことで、社員一人一人の家庭教

育に対する「意識の改革」という支援があります。
家庭教育は社会全体で行うものだという意識を、子どもを持

つ社員だけではなく、全員で共有するきっかけになることが大
切だと考えます。

職場ぐるみでクリーンアップに参加

（奥羽住宅産業株式会社）

職場体験の受け入れ（株式会社寒風）

参加企業のメリット
家庭教育を応援する企業としてのイメージアップや、

家族で過ごす時間が増えることによる社員の意欲向上が
考えられます。
また、長い目で見ると、秋田の将来を支える優れた人

材を育てていくことにもつながり、一企業としてのメリ
ットだけではなく、社会全体としてのメリットにつなが
ります。

制度の拡大を目指して
これまで、全県の３２社が「応援団企業」として登録しているほか、８企業・団体が「協賛

企業・団体」として登録しています。
、 、 、しかし まだ県内の企業・事業所数のほんの一握りであり 制度を積極的にＰＲすることで

さらに多くの企業からの協力を得て、家庭教育支援の輪を広げていきたいと考えています。
登録企業の一覧や、申請の方法については、生涯学習課のホームページもご覧ください。

生涯学習課ホームページ http://www.pref.akita.lg.jp/syogaku/



県生涯学習課関連施設 ２月の主な行事予定

各 施 設 の ホ ー ム ペ ー ジ も 併 せ て 御 覧 く だ さ い 。

0182-26-6011保呂羽山少年自然の家
ー冬となかよしー
冬の遊びや行事をとおして友達づくりをしませんか

日(土)～ 日(日) １泊２日6 7
対象：小学１年生～６年生 定員：４０名

0187-68-2300農業科学館

〈企画展示〉
(火)～ (日) 農山村風景写真展1/ 5 2/21

洋ランフェスタ“春を迎える”1/ 8 3/14(金)～ (日)
(木)～ (日) サン・アグリン2/25 3/14

フォトコンクール作品展
(金)～ (日) 春を呼ぶ春蘭展2/26 2/28

〈特別展示〉
(金)～ (日) ボランティア作品展1/22 2/28

0182-33-8855近代美術館
観覧料：無料〈企画展〉

(土)～ (月) 奈良裕功・素描(デッサン)展12/5 2/15
手で見る彫刻展2/20 4/18(土)～ (日) Touch it !

観覧料：無料〈コレクション展〉
(金)～ (日) 「もうみた！ 秋田の●●」1/22 4/4

松井 如流ピックアップアーティスト

018-865-1171生涯学習センター
（受講無料）美の国カレッジ特別公開講座

(北秋田市交流センター)20 日(土) 北秋田キャンパス

(五城目町民交流センター)21日(日) 湖東キャンパス
(県立近代美術館)27日(土) 横手キャンパス
(県生涯学習センター)28日(日) 秋田キャンパス

※詳しい内容等について、お問い合わせください。

018-880-2301青少年交流センター
日(金)～ 日(土)＜１泊２日＞19 20

「 」高校生リーダー養成 ニューリーダーセミナー

なまはげキャンプ ～これまでの活動のまとめ～
月上旬～中旬 県内 地区で開催「フォローキャンプ」２ ３

0184-74-2011岩城少年自然の家
～岩城に泊まろう～
日(土)～ 日(日) 冬を楽しむ親子のつどい6 7

対象：親子 定員：２０組
日(土)～ 日(日) 冬の自然に親しむつどい27 28

対象：小学４年生～６年生 定員：２０組

018-834-3050美 術 館
美術ホール 展覧会
日(木)～ 日(月) 秋田・南秋地区美術連盟展4 8
日(金)～ 日(火)19 23
第 回秋田大学教育文化学部美術科卒業記念展57
(金)～ (月)2/26 3/1
第 回秋田県写真協会展・協会撮影会展40
第 回秋田県写真公募展28

018-884-7760あきた文学資料館
特別展示
1/19 4/18 10:00 16:00(火)～ (日) ～
「秋田の詩人たち－昭和詩壇の歩み－」
文学サロン
2/12 13:30 14:30(金) ～
「小林多喜二の手紙」講師 北条常久氏:

018-866-8400図 書 館
テーマ展示
(火)～ (日)「冬のバンクーバーオリンピック2/ 2 2/28

」を知る！ 年に一度のスポーツの祭典を楽しもう4
特別展示
(火)～ (日) ～ ２階特別展示室1/12 2/28 10:00 17:00

「昭和を代表する書家 松井如流展」
※県立近代美術館との連携事業です。
健康ミニ展示
(火)～ (日)「中性脂肪・コレステロール」2/ 2 2/28

絵本の部屋展示
(火)～ (日)「海のむこうからこんにちは②」2/2 2/28

～カナダとスポーツのえほん～
郷土展示
(木)～ (日)「秋田の冬まつり」1/14 2/28

「 （ ）」 ，少年自然の家 大館・保呂羽山・岩城 は
家族・団体でも利用できます。また，幼稚園や
保育所，学校へ出かけての「出前講座」も好評
です。 気軽にお尋ねください。

018-873-4121博 物 館
〈企画展〉

(土)～ (日) 学芸員屋台村12/19 5/16
〈ふるさとまつり広場〉

(火)～ (日) ひな人形・押し絵2/ 2 4/11

※事前の申込みが必要です〈博物館教室〉

日(金) 日(金) 初めての古文書講座5 , 19
対象：中学生～一般 定員：２５名

日(土) 「真澄に学ぶ教室」講読会20
対象：高校生～一般 定員：４０名

0185-77-4455あきた白神体験センター
冬の白神山地と日本海を体験！

親子ミニアドあきた白神の冬6日(土)
対象：親子 定員：各１５組

日(土)～ 日(日) 冬のあきた白神その１6 7
漁師料理を楽しむ

対象：一般 定員：各１０名
日(土)～ 日(日) 冬のあきた白神その２27 28

日本酒のうんちくを学ぶ
対象：一般 定員：各１０名

※宿泊等まだ余裕のある日がありますので、気軽にお尋
ねください。

0186-43-3174大館少年自然の家

日(土) 日(土) 日(土) 歩くスキーの集い13 ,20 ,27
対象：小学生～大人 定員：各２０名

日(土)～ 日(日) 大館長根山冬祭り20 21
対象：家族・小学３年生以上 定員：各５０名


