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今なぜ家庭教育か？
秋田県社会教育委員の会議が平成１８年度実施し

子育てしています。携帯電話やインターネットなど、

た調査によると、県内の幼稚園・小・中学校の保護

急速に進化する情報化社会の中で、青少年は憂慮す

者の６６％が子育てに不安を抱えているとの結果が

べき環境にさらされています。

出ました。現代は核家族化・都市化が進み、祖父母

家庭の教育力、地域の教育力の低下が危惧されて

や地域からの支援もなく、孤独な育児環境にある世

久しくなりますが、その分、基本的生活習慣などの

帯が増えていると推定されます。また、就業形態の

躾もまた学校で行なわなければならないなど、学校

多様化の中、働く母親が増え、時間に追われながら

が担う課題は肥大化の一途をたどっています。

平成20年度
平成20年度 秋田県家庭教育支援構想
秋田県家庭教育支援構想
構成メンバー：県子育て支援ネットワーク代
表､経済同友会､秋田商工会議所､県Ｐ連､高
Ｐ連､幼稚園Ｐ連､県小中学校長会､子育て支
援課､教育庁義務教育課､高校教育課、幼保
推進課､保健体育課､生涯学習課、生涯学習
センター、家庭教育アドバイザー
事務局：生涯学習課

秋田県家庭教育支援ネットワーク会議
※国委託実行委員会で設置
県全体の家庭教育支援についての情報交換、連携、効果的な
推進、事業の検証・改善

構成メンバー：担当者レベル
子育て支援課､幼保推進課､義務教育課、
高校教育課、特別支援教育課、保健体育課
生涯学習課､生涯学習センター

秋田県家庭教育支援連絡会議
担当者レベルでの家庭教育支援についての情報交換、連携、
効果的な推進、事業の検証・改善

構成メンバー：各市町村担当
支援チーム､（子育て支援課､幼保推進課）､
生涯学習課、生涯学習センター

秋田県市町村家庭教育担当者等連絡協議会

秋田県家庭教育支援構想と課題

支援に携わる県及び市町村の職員等が一堂に会し、家

これまで各市町村で個々に行われていた家庭教育支

庭教育の現状と今後取り組むべき課題について研究協

援事業を、今年度から関係部局、機関、ＰＴＡ、企業

議をしました。秋田県家庭教育支援ネットワーク会議

関係団体等と連携をはかりながら、秋田県全体の家庭

は８月２０日に開催予定です。

教育支援の在り方を検討していきます。これまでは、

仕事と子育ての両立を

家庭教育講座など研修に出たくても出られない事情も

急激な社会の変化に応じて、行政は家庭教育支援に

あるなど、なかなかすべての親に支援の手が行き届か

努めるように改正教育基本法・社会教育法に明記され

なかったことが課題でした。

ました。子の教育は保護者に一義的な責任があります

すべての親に届く支援を

が、子どもは社会の宝として、地域や職場も子育て応

国の委託事業「地域における家庭教育支援基盤形成

援団となり、社会みんなで支援していきたいものです。

事業」が「すべての親に届く支援」をテーマに H22
年度までの３カ年計画で行われています。今年８市町
村が取り組んでいますが、次年度は全市町村で実施し
てもらいたいと考えています。

家庭教育関係諸会議
５月２１日に 秋田県家庭教育支援連絡会議 が開か
れ、教育庁６課と子育て支援課の家庭教育担当者が集
まり各課の事業の情報交換、連携、効果的な事業の推

地域との関係が薄い親
躾に悩んでいる親
講座開催
企業連携
確実に参加できる機会
家庭教育応援団企業
無関心な親
情報提供
確実に届ける手だて

すべての親に届く支援
創設支援
踏み込んだ支援
おやじの会・高校生
ボランティアなど
確実に届く支援
連携強化
県・市町村

進、検証・改善を図りました。６月４日に、秋田県市
町村家庭教育担当者等連絡協議会が開かれ、家庭教育

連携事業
義務教育課・高校教育課・幼保推進課
子育て支援課・県民文化政策課

連携強化
学校・ＰＴＡ・地域団体・
商工会・農協など

県生涯学習課関連施設
図 書 館

018-866-8400

8/31 まで 閲覧室郷土資料展示
「あきた夏もよう
〜もっと知りたい秋田のことシリーズ２〜」
3 日（ 日 ） おはなしタイム
17 日（ 日 ） ミニコンサート、おはなしタイム

８月の主な行事予定
あきた文学資料館

018-884-7760

6日（水） 第４回文学講座「石坂洋次郎と秋田」
8/17 まで開催中、展示「大正・昭和（前期）の秋田の文学」

生涯学習センター

018-865-1171

美の国カレッジ 開講中！

青少年交流センター

018-880-2301

6 日〜 9 日 高校生体験活動「ステップアップキャンプ」

・あきた学専門講座 （文化学Ⅰ、自然学Ⅰ）
・あきた学地域講座
（藤里、由利本荘、湯沢の各キャンパス）

31 日（日） ユースパルまつり

※申込みも随時受付中です。
31 日（ 日 ） 家庭教育フォーラム（県南地区）

大館少年自然の家
7 日〜 8 日

0186-43-3174

夏のスターウォッチング
対象：家族、成人

あきた白神体験センター

定員： 30 名

関連行事はありません

16 日〜 17 日 大文字と花火鑑賞ナイト
対象：家族、小学４年以上

自然体験活動

随時受け付けます

定員： 80 名

農業科学館
保呂羽山少年自然の家
23 日〜 24 日

0182-26-6011

みんなでキャンプ

対象：子どもとその保護者・家族

岩城少年自然の家
19 日〜 20 日

定員： 50 名

0184-74-2011

アドベンチャーキャンプ
対象：小学５年〜中学生

0187-68-2300

〈企画展示〉
3 日まで開催中「コメ・こめ展」
8 日〜 31 日 「秋田のわき水とその利用展」
19 日〜 9/7
「農業高校・総合学科紹介展」
（鷹巣農林高、能代西高）
〈おやこ自然教室〉
2 日（土） 食虫植物の秘密をさぐろう
9 日（土） 炭を楽しもう

近代美術館
博 物 館

018-873-4121

24日まで

特別展「昆虫の惑星」

24日まで

秋田の先覚記念室企画コーナー展

0182-33-8855

8/24まで開催中

特別企画展

宮城県美術館所蔵名作展「近代洋画の軌跡」

「根本通明展」
20日まで

0185-77-4455

30 日〜 9/29 特別企画展
「南極発！ピングーからのメッセージ！！

菅江真澄センター企画コーナー展
「錦木雑葉集の世界」

※この他「縄文土器づくり 」「昆虫教室」など博物館教室も開催！

−環境が学べるアート展−」
30 日・ 31 日
31 日

親子でワークショップ「ピングーねんど教室」

ギャラリーツアー

（展示室で展覧会の楽しみ方を御案内、親子での参加ＯＫ）

美 術 館

018-834-3050

美術館ホール 展示会
〜 3 日 第 41 回 主体美術秋田作家展
〜 3 日 第２回 朱墨会展
4 日〜 7 日 第 44 回 自由美術秋田展
8 日〜 10 日 第 50 回 全県児童生徒席書展覧会
22 日〜 25 日 第 40 回 六葉会書展
27 日〜 31 日 第 71 回 素心会展
27 日〜 31 日 第 17 回 水石同人会展

〜 10/13

第２期コレクション展
ピックアップアーチスト「金沢秀之助」

生 涯学 習課か らお知 らせ

“ 学級づくりや仲間づくりに生かすＰＡ指導研修会”
期 日： ８月６ 日（水 ）〜７ 日（木 ）
会場： 青少 年交流 センタ ー
内容： ＰＡ( ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ )の理論と指導の実際
定員： ５０ 名
お問 い合 わせは 社会教 育班 018-860-5184 まで

