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青森県教育委員会

　家庭は、子どもたちにとって心のやす
らぎやぬくもりを感じる大切な居場所
です。また、子どもたちが家庭で身に付
けたことは、生涯ずっと生き続けます。
　子どもたちの健やかな成長のために、
家族みんなが協力して、安らぎのある楽
しい家庭をつくっていきたいものです。
　青森県教育委員会では、子育て中の親
への家庭教育支援と地域全体で子育てを
支える環境づくりに取り組んでいます。

地域みんなが子育てに
関わることが求められています。

33.0％

あった
か子育てあった
か子育てあった
か子育て

家庭教育を応援します!

子どもが安全安心に過ごせる
場所がほしい家庭の割合

family





家庭教育支援チームが中心となって

子育てを支える地域づくり

青森市家庭教育支援チーム
青森市浪岡家庭教育支援チーム
平内町家庭教育支援チーム
外ヶ浜町蟹田地区家庭教育支援チーム
外ヶ浜町平舘地区家庭教育支援チーム
外ヶ浜町三厩地区家庭教育支援チーム

017-774-6528
0172-62-3004
017-755-2565
0174-22-3175
0174-25-2141
0174-37-2641

青森市子育てサポートセンター（勤労青少年ホーム内）
浪岡教育事務所教育課内　　　
平内町立図書館内
外ヶ浜町中央公民館内
平舘教育事務所内
三厩公民館内

1 今別町家庭教育支援チーム
蓬田村家庭教育支援チーム
五所川原家庭教育支援チーム
金木家庭教育支援チーム
鰺ヶ沢町家庭教育支援チーム
弘前市時敏小学校区家庭教育支援チーム

0174-35-2157
0174-31-3111
090-2996-5176
090-2996-5177
0173-72-2874
0172-33-6561

今別町中央公民館内
蓬田村ふるさと総合センター内
ＮＰＯ法人子どもネットワーク・すてっぷ内
金木公民館内
鰺ヶ沢町子育てサポートセンター（中央公民館内）
弘前文化センター内6
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弘前市石川小学校区家庭教育支援チーム
弘前市岩木小学校区家庭教育支援チーム
藤崎町家庭教育支援チーム
大鰐町家庭教育支援チーム
七戸町家庭教育支援チーム
おいらせ町家庭教育支援チーム

0172-92-3405
0172-82-3214
0172-75-3311
0172-48-3201
0176-62-9702
0178-52-7147

弘前市立石川公民館内
弘前市立中央公民館岩木館内
藤崎町文化センター内

大鰐町中央公民館内

七戸町教育委員会内

東公民館内
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横浜町家庭教育支援チーム
城北小学校区家庭教育支援チーム
三条小学校区家庭教育支援チーム
三戸町家庭教育支援チーム
ほっとぽっと（階上町家庭教育支援チーム）

0175-78-6622
080-5579-9338
080-5579-9431
0179-20-0070
090-2996-6177

横浜町教育委員会内

八戸市立城北小学校内

八戸市立三条小学校内

三戸町総合福祉センターふくじゅそう内

石鉢ふれあい交流館内
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保健行政

学　校

子育て中の
保護者

学　校

PTA

地域の
サークル

学　校

PTA

支　援
チーム

放課後
児童クラブ

放課後
子ども教室

地域のみんながつながると様々な家庭教育支援の場が生まれます。

※平成22年度の活動については、青森県教育庁生涯学習課までお問い合わせください。

家庭教育支援チーム連絡先 家庭教育支援チームは、県内16市町村で活動しています。お気軽にお声をおかけください。
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子育て中の
保護者

地域のみなさんとともに子育て家庭を応援します。
子育て支援者や保健師などで構成しています。

地元企業・
施設
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中学生の子育て体験
学習を企画します。

親同士や子どもとの
交流会を企画します。

親同士の交流会を
コーディネートします。

子育てサークルの
情報を提供し、
活動を支援します。

遊び場や施設の
情報を提供します。

子どもとのふれあいを
とおして、保護者の相
談に応じます。

子どもたちが支援チームの
みなさんが来るのを楽しみに
しています。お母さんたちも、
気軽に相談できるように
なり安心ですね。

校長先生の声

ちょっとした不安も、先輩ママが
話を聞いてくれるので
気持ちが楽になります。
ママ友達もできて、

子育ての楽しみが増えました。

参加者の声



子育てやしつけのヒン
トについて、漫画やイ
ラストなどを使ってわ
かりやすく説明してい
ます。 文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp）に掲載しています。

また、手帳の原版は各市町村教育委員会等に配布していますので、お問い合わせ
ください。

子育て・親育ち講座子育て・親育ち講座子育て・親育ち講座
様々な機会を活用して、家庭教育のための学習を提供しています。

身近なところで楽しく学ぶ

お役立てください！

家庭教育
手帳
家庭教育
手帳

子育てサロンでの

子育て講座就学児健診での
子育て講座

ＰＴＡ研修会での
子育て講座 自然の中での

父子のふれあい

親子のコミュニケーション
について知ることができた。
ぜひ、実践してみたい。

参加者の声



モデル事業による世代間交流 地域の関係者で連携強化のための話し合い

青森県教育庁生涯学習課
〒030-8540　青森市新町 2 丁目 3-1
TEL 017-734-9890  FAX 017-734-8272

家庭教育全般に関する相談

いじめ、不登校、発達などに関する相談

◎青森県総合社会教育センター
　家庭教育相談電話（ふれあいテレホン）
　　　　　　　　（メールで相談）

◎青森県総合学校教育センター
　いじめ・不登校等子どもの学校教育全般の教育相談 
　特別支援教育 教育相談
◎青森県教育庁学校教育課
   生徒指導相談電話
　あたたかテレホン
　いじめ相談電話 24

☎017-728-5575
☎017-764-1991

☎017-722-7434
☎ 017-777-5222
☎ 017-734-9188
FAX017-734-9188

☎017-739-0101
　　　http://kosodate-a.net
　　　http://kosodate-a.net/i

パソコンからは

（月～金）8：30～17：00

（月～金）9：00～17：00

（月～金）8：30～17：00

（月～金）8：30～17：00

（月～金）8：30～17：30

24 時間対応

年末年始及び祝日を除く
毎日10：00～16：00

携帯電話からは

お問い合わせ先

この印刷物は32,000部作成し、印刷経費は１部あたり18円です。

あおもり子育て応援わくわく店事業　近所のお店が子育て応援！あおもり子育て応援わくわく店事業　近所のお店が子育て応援！あおもり子育て応援わくわく店事業　近所のお店が子育て応援！

いろいろあります！

教育関係の
相談窓口
教育関係の
相談窓口

子どもを応援します！

子どもを育む
地域づくり事業
子どもを育む
地域づくり事業

妊婦さんや18歳未満のお子さんがいる「子育て家庭」を応援す
る事業です。協賛店舗「子育て応援わくわく店」に子どもを連
れて行くと、料金の割引やベビーベッドの設置など、それぞれ
のお店が考え提供する各種サービス・特典が受けられます。
「子育て応援わくわく店」は上のシンボルマークが目印です。
県内1059店 ( 平成 22.2.1 現在 ) が登録しています。
にこにこ店（割引・特典型）でサービ
スを受けるときは、右のクーポン券
をご呈示ください。

お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い

お問い合わせ 青森県健康福祉部こどもみらい課 ☎017-734-9301

　事　務　局 　青森県子ども家庭支援センター（水曜日休館）
　　　　　　　ホームページ　http://www.apio.pref.aomori.jp/kodomo/wakuwaku/index.html 

地域の関係機関や団体、
個人が協力して、地域
ぐるみで子どもを育む
取組をしています。

お店の情報は、
ホームページをみてね。

検索わくわく店

平成 22.2 発行
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