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平成30年度 いじめ防止標語コンクール

いじめより あいてのいいとこ 見つけよう優秀賞作品

　青森県教育委員会では、新しい青森県教育振興基本計画を平成31年1月に策定しました。この基本計画に基づき、本県教育を取り
巻く重要課題の解決に向けて取り組む主要な施策を明らかにするため、「施策の柱」を設定し、取組の重点化を図ることとしています。
　平成31年度は、以下の3つの柱を設定しました。
　「新しい時代を主体的に切り拓く人づくり」に向け、保護者の皆様方をはじめ、市町村教育委員会、学校、その他
関係機関や団体の皆様方と連携のもと、各種施策に取り組んでまいりますので、御理解、御支援をお願いします。 

　ふるさとを愛する心やグローバルな視野を持ち、自ら考え行動す
る力や情報活用能力など新しい時代に求められる資質・能力を身に
付けた子どもたちを育むことが求められます。
　このため、よりきめ細かな教育環境を整備しつつ、基礎的・基本的
な知識・技能の習得とともに、主体的・対話的で深い学びの実践を
とおして、主体的に学習に取り組む態度の育成や、思考力・判断力・
表現力等確かな学力の向上に取り組みます。

　学ぶ意思のある子どもたちが必要な教育の機会を得ることがで
きる環境づくりを進めるとともに、いじめや不登校などへの対策、特
別な教育的ニーズのある児童生徒の学びと就労への支援を通じて、
子どもを守り支える安全・安心な教育環境づくりを推進する必要が
あります。
　このため、高校生に対する修学支援、スクールカウンセラー・ス
クールソーシャルワーカーの配置等による小・中・高等学校におけ
る相談支援体制の充実、特別支援教育の充実等に取り組みます。

　地域の活力を創出し維持していくためには、学校・家庭・地域の連携の下、
ふるさとあおもりの地で活躍する人財の育成や、健康寿命の延伸に向けた健
康づくり・スポーツ振興、かけがえのない文化財の保存・活用による次代への
着実な継承が求められます。
　このため、児童生徒の将来の県内定着に向けた学校と地域企業等のネット
ワークの強化や、高等学校におけるキャリア教育の充実、地域の課題に主体
的に取り組む意欲ある人財の育成等に取り組みます。
　また、運動を通じた健康づくり
や、国民スポーツ大会の本県開催
に向けた取組等を進めます。
　さらに、特別史跡三内丸山遺跡
等の適切な保存と積極的な活用・
情報発信とともに、郷土を知り、
魅力を発信できる人財の育成に
取り組みます。
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優秀賞は６作品あり、毎号紹介しています

学ぶ意欲や主体的に探究する力の向上1

子どもを守り支える安全・安心な教育環境づくり
主 な 事 業

主 な 事 業

主 な 事 業

2

地域の活力を創り出す人財の育成と文化・スポーツの振興3

※ 人は青森県にとっての「財（たから）」であることを基本的な考え方としており、「人材」を「人財」と表記しています。

平成31年度青森県教育委員会の「施策の柱」
新しい時代を主体的に切り拓く人づくりに向けて

新規

【健康寿命の延伸に向けた健康づくり・スポーツ振興】

みんなが主役！スポーツで健康づくり事業

継続 子どもの健康づくり体制支援事業

新規

【かけがえのない文化財の保存・活用】

高校生縄文案内人養成事業

継続 さんまる魅力まるごと発信事業

新規 学校における運動部活動推進事業

拡充 競技力向上対策特別事業

新規 第75回国民体育大会冬季大会スケート・
アイスホッケー競技会開催経費

新規

【ふるさとあおもりの地で活躍する人財の育成】

地域と連携したキャリア教育推進事業

新規 三農発「観光・スマート農業」推進プロジェクト事業

継続 地域の産業とビジネスを支える人づくり事業

継続 「地域のお宝」を学び地域活動を担う高校生育成事業

新規 若者・女性の学び直しを通じたキャリア形成支援事業

継続 子どもたちの成長を支える「地域のチカラ結集」推進事業

拡充 奨学のための給付金事業（国公立）

新規 青少年の安全・安心なネット利用環境づくり推進事業        

継続 みんなで考えるいじめ防止対策推進事業

拡充
学校の教育相談体制充実を支援する外部専門家活用事業
（スクールカウンセラー配置・派遣、スクールソーシャル
ワーカー配置） 

新規 特別支援学校における障害者スポーツ推進事業

継続 高等学校における特別支援教育体制強化事業     

継続 特別支援学校技能検定事業

新規 学びの質を高める授業改善プロジェクト事業

新規 未来社会を切り拓く高校生の資質・能力育成事業 

新規 青森県英語教育連携推進事業     

継続 青森県の将来を担うグローバル人財育成事業

新規 ICT教育推進事業

継続 あおもりっ子育みプラン21

継続 外部人材活用によるスクールサポートスタッフ配置事業

継続 高等学校における通級による指導 

県教育委員会では、より良い紙面づくりのため、皆様からのご意見、ご感想、ご要望をお待ちしております。
県教育庁教育政策課情報広報グループ広報担当（TEL017-734-9868）までご連絡ください。

問 青森県立図書館
TEL.017-739-4211

http://www.plib.pref.aomori.lg.jp/

青森県総合社会教育センター 検索

問 青森県立梵珠少年自然の家 TEL.0173-29-3303 FAX.0173-29-3306
http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/bonju_top_index.html

梵珠少年自然の家 検索

高校生縄文案内人 検索

青森県立図書館 検索

「夏の７daysキャンプ」のお知らせ

令和元年8月4日（日）～8月10日（土）【6泊7日】
集合：種差少年自然の家 解散：梵珠少年自然の家
小学5年生～中学3年生の児童生徒
24名
テント泊、コテージ泊、野外炊事、キャンプファイヤー、いかだ遊び、
プール遊び、動物お世話体験、そば打ち体験、思い出クラフトなど

○期　　日／
○場　　所／
○対 　象／
○募集人員／
○主な内容／

6月～7月　○場　　所／つがる市、七戸町、八戸市
・文化財について考えてみよう　・縄文遺跡の魅力を考えてみよう
・地域での活用方法を考えてみよう
県内在住の高校生　○参  加  費／無料

○時　　期／
○内　　容／

○対 　象／

開催中～7月1日（月）　9:00～18:00
青森県立郷土館　1階特別展示室（大ホール）
一般310円（250円） 高校・大学生150円（120円）

○開催日時／
○場　　所／
○観 覧  料／

令和元年5月27日（月）
～5月30日（木）

○日時／

令和元年6月8日（土）
14:00～14:30
県立図書館児童閲覧室
おはなしコーナー

○日時／

○場所／

　青森県立梵珠少年自然の家では、今年度「種差から梵珠へ～自転車と登山
で移動する160km真夏のチャレンジ」と題して、6泊7日の「夏の７daysキャ
ンプ」を開催します。楽しい体験プログラムを準備していますので、沢山のご
応募をお待ちしています。

青森県総合社会教育センターの掲示板やスタジオを利用しませんか？
　青森県総合社会教育センターでは、高校生や大学生の社会参加活動、創作
活動を支援するため、「青少年社会参加活動・創作活動モデル団体研究事業」
を行っています。
　「社会参加活動」はボランティア、社会貢献、青森県のPR活動、他大学や地
域との交流等を、「創作活動」はダンス、バンド、アート等を指します。
モデル団体は、エントランスホールの※1掲示板を無料で使用することが

でき、活動のPRや参加者の募集が可能です。また、第1多目的研修室※2（ス
タジオ）等の研修室を無料で使用することができます。
〈設備〉
※1掲示板　　縦2m×横1.5mの大型掲示板
※2スタジオ　照明・音響設備・大型の鏡（縦2m×横5.5m）
※詳細は、下記までお問い合わせください。

県立図書館からのおしらせ

◆おはなし会
読み聞かせボランティアと図書館

職員による絵本の読み聞かせや
ブックトーク、子ども達からリクエス
トされた絵本の紹介をします。

令和元年5月25日（土）
令和元年6月22日（土）
14:00～14:30
県立図書館児童閲覧室
おはなしコーナー

○日時／

○場所／

◆おしえて先生！
知るしるするる探検隊
科学の実験やいろいろな仕事の

人との交流、スポーツなどの体験、
本の紹介を行います。

高校生縄文案内人養成講座のご案内
　県教育委員会では、縄文遺跡群で活動する団体や地域住民と連携し、高校
生縄文案内人養成事業を実施します。この事業では「縄文遺跡群での案内人
体験活動」へのステップとして縄文遺跡群について基礎的な
知識を学ぶ「高校生縄文案内人養成講座」を開催します。
　各学校へチラシを配布しますので、縄文遺跡群やガイド体
験活動に興味のある高校生の方はふるって御参加ください。

※「高校生縄文案内人養成事業」の最初のステップです。この講座を受講し
た方は、ステップ２の案内人体験にも参加できます。
※詳細については、下記にお問い合わせください。

青森県立郷土館企画展「新収蔵2019」
　青森県立郷土館では、平成31年度企画展を開催中です。
　本展では、近年新たに収蔵された資料を中心に、再評価や新しい
見解が得られた資料を紹介しています。

※（ ）内は20人以上の団体料金。中学生以下は無料。障がいのある方、老人
福祉施設に入所の方は観覧料免除。上記金額で常設展も御覧になれます。

特別展観覧料：一般900円  高校生・大学生等：450円  中学生以下：無料
※特別展観覧料で遺跡を含む常設展も御覧いただけます。

2019.4.6 sat ～ 6.9 sun
オープン記念特別展

　交易の拠点・三内丸山遺跡では長野県や北海道など遠隔地のものも含め、日本各地の黒曜石が確認されています。
　縄文時代において交易品の代表ともいえる黒曜石には、産地ごとの特徴があり、黒だけではなく、赤・白・透明など、
様々な色があります。黒曜石をとおし、縄文人が魅せられた色や拠点集落の実態に迫ります。

宮沢賢治「銀河鉄道の夜」にも登場した黒曜石の魅力に迫る！

三内丸山遺跡センター
オープンしました

　4月4日（木）に三内丸山遺跡センターのオープンセレモニーを行い、
三内小学校、三内西小学校や三内中学校の児童・生徒や、三村知事、和嶋
教育長によるテープカットが行われました。
　4月6日（土）の一般公開初日には、開館記念講演会も行われ、100名
近くの方に御参加いただきました。

三内丸山遺跡 検索問 三内丸山遺跡センター  TEL.017-766-8282  https://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/

◆蔵書点検による休館

青森県立郷土館 検索https://www.kyodokan.com/

問 青森県立郷土館  TEL.017-777-1585  FAX.017‐777‐1588
http://www.alis.pref.aomori.lg.jp

問 青森県総合社会教育センター 育成研修課 TEL.017-739-1253

お し ら せ

問 文化財保護課文化財グループ TEL.017-734-9920
http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/
education/koukousei-jomon-annainin.html



問 学校教育課 特別支援教育推進室　TEL.017-734-9882（関係ホームページアドレス）http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/tokubetsu-shien-vision.html

35単位以上で、県教育長名の
「スキルアップ認定証」を交付

参 加 者 数　（H29）2,115名 → （H30）2,728名
認定証交付数　（H29）     24名 → （H30）     46名

　青森県教育委員会では、県内の高校生が、知識や経験の
幅を広げるとともに、社会の変化に柔軟に対応し、たくまし
く生きるための様々なスキルを向上させることを目的とし
た「高校生スキルアッププログラム推進事業」を平成２１年
度から実施しています。
　昨年度は参加者数の増加とともに、県教育長名の認定証
を交付された高校生（３５単位以上取得）が大幅に増加し
ました。

学校外学習で、まず、「スキルアップ奨励証」
（20単位以上）を取得しよう。

獲得・向上したスキルは、大学入試でも活用されます。

　県教育委員会では、特別支援教育を取り巻く環境の変化に対応するため、本県における特別支援教育の更なる充実・発展に向けて、学びを「つなぐ」・「深める」・

「生かす」をキーワードとして設定し、今年度から今後10年の道筋を示す「青森県特別支援教育推進ビジョン」を策定しました。本ビジョンに基づき、関係機関によ

る連携の下、障害のある幼児児童生徒の社会性や豊かな人間性を育み、幼児児童生徒がライフステージに沿って様々な教育的ニーズに対応した学びの場を活用

していくことができるよう、切れ目ない支援体制の整備・充実を目指してまいります。 

　そして、障害のある幼児児童生徒が地域社会で自らの力を最大限発揮し、共生社会の一員として自立し、積極的に社会参加できるよう、５つの基本方針の下、地

域と連携・協働した基盤づくりを推進してまいりますので、皆様の御理解、御支援をお願いいたします。

　地域学校協働活動とは、幅広い地域の方々の協力により、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と
学校が連携・協働して行う活動です。そして、地域学校協働活動を組織的・継続的に推進していくための母体となるのが「地域学校協働本部」です。
　一方、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）とは、学校や保護者、地域の方々が力を合わせて学校の運営に取り組むことを可能とする仕組みです。コミュ
ニティ・スクールを導入することで、学校運営や教育活動に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。
　この地域学校協働活動とコミュニティ・スクールを一体的に推進すること、つまり地域学校協働本部と学校運営協議会が連携・協働することで、地域学校協働活
動推進員(コーディネーター)を通して、地域の方々の協力を得ることができ、学校運営協議会で協議されたことを具現化できます。また、校長や教職員の異動があっ
ても、学校運営協議会によって地域との連携・協働体制をそのまま継続することができます。
　このように、地域学校協働活動とコミュニティ・スクールはいわば車の両輪です。地域全体で子どもたちを育てていくためには、地域と学校が目標やビジョンを
共有することが大切です。この2つの仕組みを活用して、将来の地域を担う人財を育成していきましょう。

問 青森県総合社会教育センター 教育活動支援課　http://www.alis.pref.aomori.lg.jp/　TEL.017-739-1270 問 青森県総合社会教育センター 育成研修課　TEL.017-739-1253

子育てのヒントや県内で取り組んでいる子育て支援の最新情報
を見ることができます。

電話では相談しづらい時は、メールで御相談ください。相談員が
回答します。

子育て支援動画 電話相談 （すこやかほっとライン）

出前講座 （出張無料）

あおもり子育てネット

あおもり子育てネットは、家庭教育に関する電話・メール相談や子育て
支援の最新情報を提供することで、青森県の子育てに関わる全ての人を
応援しています。　

あおもり子育てネット  http://kosodate-a.net/

参加方法等は県総合社会教育センターHP「高校生スキルアッププログラム」を御覧ください　http://alis.pref.aomori.lg.jp/kouza_hssp.html

あおもり子育てネットあおもり子育てネット
「高校生スキルアッププログラム」参加者を募集中「高校生スキルアッププログラム」参加者を募集中

子育てで悩んだら、抱え込まずに、相談したりヒントを得られる動画を
見たりしてみませんか？お気軽に御利用ください。全て無料です。

平成３０年度制作

TEL ０１７－７３９－０１０１
毎週  月・水・木  １３：００～１６：００（年末年始・祝日を除く）

子育て支援動画を活用した出前講座や
研修会を行っています。
時間や内容は御依頼に合わせます。
PTA研修会や団体での勉強会などで
御利用ください。

この他にも、これまで制作した子育て支援動画

全８０本を御覧になれます。
http://kosodate-a.net/douga.html

http://kosodate-a.net/mail.htmlスマートフォン・タブレット・パソコン

スマートフォン・タブレット・パソコン

http://kosodate-a.net/i/soudan/index.html携 帯 電 話

●発達障がいを知っていますか？
●家族の笑顔を増やそう！

15分動画

●学校に行きたくないって言われたら？
●家族の笑顔を増やそう！
●子ども食堂ってどんなところ？
●身近にあるネットトラブル
●悩んでいるのは１人じゃないよ発達障がい

5分動画

子育てに関する相談に相談員が応じます。

メール相談

青森県特別支援教育推進ビジョン青森県特別支援教育推進ビジョン
～学びを「つなぐ」・「深める」・「生かす」ための今後１０年の道筋～

学校外での学習活動で、青森県教育委員会認定の「単位」が取得できます

問 生涯学習課地域連携推進グループ　TEL.017-734-9890　FAX.017-734-8272

「地域とともにある学校づくり」を実現するために「地域とともにある学校づくり」を実現するために
～地域学校協働活動とコミュニティ・スクールの一体的推進について～

(１) 特別支援教育巡回相談の充実
(２) 特別支援学校の教育相談の充実・強化
(３) 「地区特別支援連携協議会」を中心とした
　　教育相談体制の充実・強化
(４) 小・中学校及び高等学校における
　　校内支援体制の充実及び連携強化

1 特別支援学校のセンター的機能の充実・強化
(１) 特別支援学校の今後の在り方についての検討

(２) 特別支援学校の基礎的環境整備の充実

3 特別支援学校の学習環境の充実

(１) 特別支援学校におけるキャリア教育の充実
(２) 特別支援学校における職業教育の充実
(３) 小・中学校等との連携による特別な教育的
　　ニーズのある児童生徒のキャリア教育の充実

4 キャリア教育・職業教育の充実

(１) 地域に開かれた特色ある学校づくり

(２) 交流及び共同学習の更なる充実

(３) 生涯を通じた学び、スポーツ・文化活動の推進

5 特別支援学校と地域等との連携推進

(１) 特別支援学校教諭免許状の取得率の向上
(２) 特別支援教育に係る研修の充実
(３) 小・中学校等と特別支援学校間の指導の
　　専門性の共有

2 教職員の専門性の維持・向上

本基 方 針

　学校外での学習には次の4種類があります。
①公民館等での市町村民向け講座や大学の公開講座及び各種
講演会
②ボランティアや各種地域活動、海外交流・インターンシップな
どの体験活動
③インターネット、DVD等映像教材等の視聴
④自由課題研究
　これらの学習活動を行ってレポートを書くと、1時間の学習につき1単位がもらえます。単
位は入学から卒業まで有効です。3年間で20単位以上取得すると県総合社会教育センター
所長名の奨励証が交付されます（平成30年度より新設）。

　平成30年9月までに35単位以上取得した昨年度の高校3年生は32名。その全員がAO入
試等の出願資料と面接練習に「スキルアップ認定証」を活用しました。
　活用した生徒からは「ボランティアを続けてコミュニケーション力が上がった」「様々な活
動を体験し、日常的な物事も多角的に考えられるようになった」などの声が上がっています。

　青森県教育委員会では、平成30年度に引き続き、県内6地区において地域学校協働活動を推進するための研修会（小・中学校教職員対象の研修会、地域学
校協働活動推進員等養成講座、地域学校協働活動合同ワークショップ）を行います。
　また、地域学校協働本部未設置の市町村に対して、本部立ち上げに向けた課題解決やノウハウの指導・助言のため、講師等を派遣します。

スキルアップ
高校生が
増加中！

青森市、今別町、五所川原市、中泊町、板柳町、鰺ヶ沢町、平川市、三沢市、
横浜町、五戸町

より幅広い層の地域住民、団体が参画し、目標を共有し、「緩やかなネットワーク」を形成

（H31年3月現在）

県内の地域学校協働本部設置市町村
十和田市（2小学校、1中学校）、弘前市（18小学校、10中学校）、
むつ市（1小学校、1中学校）、県立学校（1校） （H31年3月現在）

県内の学校運営協議会（コミュニティ・スクール）設置数

説明

承認
・
意見

意見

校　長

保護者・地域住民等

学校運営協議会
（委員）
保護者代表・地域住民、
地域学校協働活動
推進員など

学校運営や
必要な支援に関する協議

地域学校協働本部
地域学校協働
活動推進員
（コーディネーター）

学校運営の
基本方針

学校運営・
教育活動

家庭教育
支援活動

企業・NPO
等

PTA

地域住民 大学生

家庭教育
支援団体

文化・スポーツ
団体

地域活動

学校支援

まちづくり
土曜日放課後
活動

連携
・
協働


