
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 28年度 事業概要】 

弘前市教育委員会 
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施策２　豊かな情操と夢を育む事業の展開

施策の基本方向Ⅰ 社会を生き抜き、未来をつくる弘前っ子の育成

目標１　豊かな心と健やかな体の育成

施策１　豊かな心を育成する教育活動の充実

施策２　健やかな体を育成する教育活動の充実

目標２　確かな学力の定着と向上

施策１　よくわかる授業づくりの推進

施策２　学力の向上に向けた取組の推進

施策３　時代に対応する教育の推進

目標３　夢を抱き未来をひらく青少年の育成

施策１　生きる力を育む地域活動の支援

施策３　就学等の支援

施策の基本方向Ⅱ 学びと育ちの環境の充実

目標１　連携・協働による学びの保障

施策１　学校・家庭・地域が共に支える環境づくり

施策２　共生社会に向けた教育基盤の確立

目標２　教員の資質の向上

施策１　指導力を高め、自己目標を実現する教員の育成

施策２　教育課題の解決を目指す研究活動の推進

目標３　良好な教育環境の確保

施策１　安全・安心な学びの環境の整備

施策２　学習意欲を引き出す学びの環境の確保

施策１　文化財の保存と管理

施策の基本方向Ⅲ 学び合い支え合う生涯学習活動の推進

目標１　生涯学習の基盤整備と充実

施策１　生涯学習推進体制の充実

施策２　社会教育施設等の整備と効果的な運営

目標２　学習機会の充実とコミュニティづくりの推進

施策１　生涯学習社会を目指す多様な学習機会の創出と提供

施策２　市民の自主的な学習活動の支援と協働によるコミュニティづくり

施策の基本方向Ⅳ 郷土弘前を愛し、自然や歴史・文化財を守る心の醸成

目標１　文化財の保存と整備

※※　掲載事業は、平成28年4月28日現在のもの。

施策２　文化財の整備の推進

目標２　文化財の公開活用と伝承

施策１　文化財情報の公開・発信の充実

施策２　文化財を活用した学習等の充実

施策３　地域に根ざした文化遺産の保存と伝承

※【計画】は、弘前市経営計画の計画事業、【計画・総合戦略】は、総合戦略事業。



施策の基本方向Ⅰ　社会を生き抜き、未来をつくる弘前っ子の育成
目標１　豊かな心と健やかな体の育成　

【関係事業】

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 命の尊さ教育事業 教育センター 190

2 道徳教育研修講座 教育センター 104

3 心の教室相談員配置事業 学校指導課 8,500

4 フレンドシップ事業【計画】 教育センター 14,407

5 「子どもの笑顔を広げる弘前市民条例」啓発事業【計画】 学校指導課 1,480

6 弘前私立幼稚園連合会研修事業費補助金【計画】 学校指導課 300

7 弘前市教育フェスティバル事業【計画】 教育政策課 1,000

8 学級経営講座 教育センター 21

施策１　豊かな心を育成する教育活動の充実

【主な取組】

◆命を大切にする心や倫理観などを育む教育の推進と研修の充実を図ります。

◆自尊感情を育み、互いに認め合い支え合う人間関係を築く取組を推進します。

◆芸術に親しむ心情や態度を育むための教育の推進と研修の充実を図ります。

《概要》
　学校教育全体を通して行われなければならない道徳教育において、今日的な課題、指導法、教材研究等に
ついて、講義と演習を交えた研修を行い、本市の教職員の資質向上を図る取組を実施

《概要》

◆人権について正しい知識と理解を深め、日常生活の中で具体的な態度や行動に現れる人権を大切にする心を
　育成します。

◆幼稚園教員の資質向上のための支援に努めます。

◆教員の生徒指導に関する指導力の向上を図るための研修等に取り組みます。

◆保護者、学校（園）、地域及び関係機関と連携・協働し、問題行動について未然防止・対応に努めます。

◆不登校傾向を示す子ども及びその保護者並びに教職員に対し、相談・支援を行います。

◆「子どもの笑顔を広げる弘前市民条例」の啓発活動を通じて、いじめや虐待のない笑顔広がるまちづくりの
　ため、市民と一体となった取組を推進します。

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》

　多様化する教育問題や子どもが抱える様々な問題に対応するための取組を実施

　生徒の悩み相談・話し相手となるほか、地域及びフレンドシップルームと学校の連携を促進する「心の教
室相談員」を全市立中学校に配置

　「子どもの笑顔を広げる弘前市民条例～いじめや虐待のないまちづくりを目指して～」を啓発するため、
あいさつ運動を実施するほか、フォーラムを開催

　弘前私立幼稚園連合会が実施する研修事業に要する経費に対し補助

　子どもたちが学校で学んだ成果の発表や学校紹介のパネルの展示など、学校での教育活動の様子を広く市
民に発信

　児童生徒の学校生活の基盤である学級を誰にとっても安心して居られる学びの場にしていくため、講義や
演習等を交えながら具体的な対処方法等を研修

　市内小・中学校に在籍し、集団生活に困難を感じている、又は不登校傾向にある児童生徒について、集団
生活への復帰に向けた支援を行う取組を実施
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9 スクールカウンセラー配置事業 学校指導課 －

10
弘前地区小学校生徒指導連絡協議会事業費補助金、弘前市中学校生徒指導連絡協
議会事業費補助金

学校指導課 100

11 生徒指導支援事業 学校指導課 1,652

12 情報モラル等啓発事業 学校指導課 174

13 こども悩み相談事業 教育センター 129

14 不登校に関する事例研修会 教育センター 22

15 チャレンジ自然ふれあい体験学習事業 教育センター 177

16 合宿による不登校・問題行動等改善プログラム事業 教育センター 450

17 いじめ防止等対策審議会 学校指導課 488

18 魅力ある学校づくり調査研究事業 教育センター 768

19 造形教育調査研究事業（再掲）　《概要はⅡ-2-1に掲載》 学校指導課 116

20 造形教育調査研究委員会（再掲）　《概要はⅡ-2-2に掲載》 教育センター 30

　いじめ防止基本方針等の審議やいじめ重大事態発生時の調査等を目的とした教育委員会附属機関として
「いじめ防止等対策審議会」を設置し、いじめ防止等の対策を調査審議

　学校生活（集団生活）への適応に困難を感じている、又は不登校傾向にある児童生徒に対して、人と関わ
る喜びを感じさせるように、軽スポーツや炊事遠足等の体験を行う取組を実施

　小・中学校教員の生徒指導研究及び充実のための組織活動に要する経費に対し補助

　ネットを介したトラブルの未然防止や早期発見・対応を図るため、ネットパトロールを実施するほか、担
当者会議を開催

《概要》

《概要》
　小・中学校の生徒指導面に関わる諸問題の早期解決を目指して、教員経験者やカウンセラーの資格等を有
する人材を雇用し、学校での教育活動全般を支援するとともに、ネットパトロールを実施

《概要》

　不登校児童生徒の保護者、教員や心の教室相談員等を対象に不登校児童生徒の理解と対応について、講師
による対応事例に基づく事例研修会を実施

《概要》

　不登校の未然防止、初期対応を一層充実させるため、モデル地区での意識調査や事例検討等による研究を
実施

《概要》
　県教育委員会が小・中学校における教育相談体制の充実や教員の資質向上を図るため、市立小学校６校、
中学校９校にスクールカウンセラーを配置及び派遣

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》

　いじめや不登校等で悩む児童生徒に対して開設している電話での相談窓口の周知を図るため、電話相談
カードやポスターを作成

　フレンドシップルーム通室生等が、岩木青少年スポーツセンターに合宿しながら、規則的な生活を送るプ
ログラムを実施
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No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 健康教育推進事業【計画】 学務健康課 824

（１）健康教育講座推進事業 学務健康課 662

（２）健康教育指導者養成講座 学務健康課 162

2 アレルギー対応食提供事業【計画】 学務健康課 2,228

3
小学校スポーツテスト調査研究、中学校スポーツテスト調査研究
（新体力テストの集計・分析・活用）【計画】

学校指導課 111

4 地域スポーツアシスタント事業【計画】 学校指導課 1,034

5 学校給食賄材料地元産品利用促進事業 学務健康課 －

6 学校体育関係各種研修会 学校指導課 103

7 弘前地区中学校体育大会運営事業費補助金 学校指導課 715

8 青森県、東北及び全国中学校体育大会派遣事業費補助金 学校指導課 11,999

◆子どもが自らを守るための取組など安全教育の充実に努めます。

◆学校給食へ地元産品を活用します。

◆体力・運動能力等調査の実施及び体力向上の取組を推進します。

◆学校のスポーツ、運動部活動に指導者を派遣するなど学校運動部活等の支援に努め、スポーツ活動の充実を
　図ります。

◆中学生の県、東北及び全国大会等出場への支援に取り組みます。

　学校体育における衛生管理や安全指導等、指導力向上のための研修を実施

《概要》
　弘前地区中学校体育連盟が主催する弘前地区中学校体育大会運営事業に要する経費を補助

《概要》
　青森県、東北及び全国中学校体育大系派遣事業に要する経費を補助

　市立小学校を対象に喫煙・飲酒防止に関する講座、中学校を対象に性に関する講座を実施

　アレルギー対応食を相馬中学校調理室において調理し、提供
【対応アレルゲン】　　　　　22種類（H25事業開始時：5種類）
【平成28年1月現在提供者数】 110名（小学校85名、中学校25名）

　納入業者等と連携を図り、供給時期、数量等について、情報を交換しながら、学校給食への地元産品利用
を促進する

　小・中学校の運動部活動に対する外部指導者の派遣

《概要》

《概要》

　学校体育の指導資料とするため、小・中学校におけるスポーツテストの集計調査研究委託を実施

《概要》

【主な取組】

施策２　健やかな体を育成する教育活動の充実

《概要》

《概要》
　学校における健康教育を推進する指導者を養成するため、養護教諭や保健体育教員等を対象に研修会を開
催

【関係事業】

◆子どもの実態を把握し、食育や保健教育などの健康教育を推進します。

《概要》

《概要》
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9 中学校体育指導強化事業費補助金 学校指導課 1,830

10 小学校連合体育大会運営事業費補助金 学校指導課 3,000

11 青森県中学校体育大会夏季大会運営事業費補助金（平成２８年度予定） 学校指導課 1,300

12 東北中学校体育大会夏季大会運営事業費補助金 学校指導課 200

《概要》
　東北中学校体育大会弘前大会（体操、バドミントン競技）の運営事業に要する経費を補助

《概要》
　弘前市小学校体育研究会が主催する小学校連合体育大会に要する経費を補助

《概要》
　弘前市中学校長会が実施する中学校体育指導強化事業に要する経費を補助

《概要》
　青森県中学校体育大会夏季大会運営事業に要する経費を補助
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目標２　確かな学力の定着と向上
施策１　よくわかる授業づくりの推進

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 計画訪問【計画】 学校指導課 53

2 授業づくりワークショップ【計画】 教育センター 0

3 「弘前式」ＩＣＴ活用教育推進事業【計画・総合戦略】 学校づくり推進課 19,703

4 要請訪問 教育センター 290

5 社会科副読本作成 教育センター 800

6 ＩＣＴ支援員派遣事業 学務健康課 1,767

7 ＩＣＴ活用教育研究事業 教育センター 50

8 校内研修講師派遣事業（再掲）　《概要はⅡ-2-1に掲載》 学校指導課 150

《概要》
　主に、小学校３・４年生の社会科で行うことになっている地域学習において活用する副読本を作成し、市
内の小学校３年生全員に配布

《概要》
　学校に配置しているパソコン等のＩＣＴ機器のトラブル等への対応のため、学校ＩＣＴ支援員を派遣

　ＩＣＴ活用教育を推進するため、平成27年度に引き続き小・中学校のモデル校で実践研究を行うととも
に、市内の全小・中学校に実物投影機及び電子黒板機能付プロジェクタを配備

◆ＩＣＴ機器活用教育の研究・講座等を実施し、授業の中でのＩＣＴの活用を推進します。

【関係事業】

【主な取組】

《概要》

《概要》
　教員の指導力向上のために、学校及び研究会の要請により、指導主事が訪問し、学校課題解決の方策や校
内研修の在り方、授業改善等について指導助言する取組を実施

《概要》

《概要》
　教育課程、学習指導や生徒指導など学校教育指導について学校と連携して一層の充実を図るため、計画的
に市立小・中学校を訪問

《概要》
　個々の教師の授業力向上のために、市立小・中学校の要請訪問を対象に、共働的に問題を見つけ解決する
ワークショップ形式の研修の推奨と指導助言する取組を実施

◆よくわかる授業づくりを推進するための指導や助言を行います。

◆「学習指導の手引」等の指導資料を作成し、授業力向上のための活用を推進します。

◆社会科副読本「わたしたちの弘前」を作成し、地域学習の充実に生かします。

◆全教員を対象に授業づくりの研修を実施し、授業の充実を図ります。

　学校におけるＩＣＴを活用した教育について研究し、校務の情報化や授業改善に資するため、市立小・中
学校教員で研究委員会を組織し、ＩＣＴ活用教育推進に係る調査研究、実践資料作成、ＩＣＴ活用教育事例
発表会実施などを通して研究成果を紹介することで教員の資質向上を図る取組を実施
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施策２　学力の向上に向けた取組の推進

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 学力向上対策事業（標準学力検査・知能検査・学力向上対策研修会）【計画】 学校指導課 10,178

2 指導主事研修 学校指導課 435

3 　小学校少人数学級拡充事業（再掲）　《概要はⅡ-3-2に掲載》 学務健康課 31,357

《概要》
　学校がかかえる問題に適切に対応し、学校教育指導の資的向上を図るため、県内外の研修会や管内教育委
員会の指導主事関係職員を対象とした研修会に参加

◆学力検査等を実施し、その結果の分析、活用を通した指導改善を行います。

【主な取組】

《概要》
　子どもの学力の現状を把握し、学習指導上の課題と改善の方向性を示し、各学校が指導の改善に活用でき
るようにするとともに、学力向上にむけた校内体制づくりや指導の工夫を推進

【関係事業】

◆地域住民や大学生など多くの市民の関わりにより、子どもたちの夢探しと自律的な学びを支えます。

◆学力向上に向けた各学校の取組を支援するとともに、研修の充実を図ります。
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施策３　時代に対応する教育の推進

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 中学生国際交流学習事業【計画・総合戦略】 学校指導課 3,176

2 英語教育推進事業【計画・総合戦略】 学校指導課 49,735

3 わくわく科学実験事業【計画】 教育センター 405

4 外国語活動支援員派遣事業【計画・総合戦略】 学校指導課 7,880

5 理科観察実験支援事業 教育センター 2,090

6 弘前市少年少女発明クラブ事業費補助金 学校指導課 100

7 全国小・中学校教育の動向調査研究委託 学校指導課 140

8 プラネタリウム学習投影 教育センター 20

9 弘前子ども議会 教育センター 141

　中学生を海外に派遣し、現地の生徒との交流会や英語キャンプを内容とした国際交流学習を実施

　国で示した方針（小学校外国語活動の3・4年生からの実施や5・6年生での教科化、中学校英語授業を英語
で実施等）にスムーズに対応するため、外国語指導助手（ＡＬＴ）を1人増員し、先行調査研究を実施

　小学校の外国語活動を円滑に進めるため、各校からの要望に応じて外国語活動支援員を派遣
【拡充】支援員の処遇改善を図るとともに、人材確保を通して支援体制を強化

　理科教育の充実を図るため、小・中学校における理科の観察、実験に使用する設備の準備、調整等を行う
補助員として理科観察実験支援員を配置

《概要》
　本市学校教育の振興に資するため、県外研究先進校や研究大会等への参加を通して国の教育行政の動向や
全国の先進的研究事例などの調査を行い、成果を印刷物として各校に配布

《概要》
　園児や児童生徒の学習への興味・関心を高めるため、学校（園）で指導が困難な理科の天体の学習につい
て、プラネタリウムを活用した活動を行う取組を実施

《概要》

◆外国語活動を通して積極的にコミュニケーションを図ろうとする子どもの育成に努めます。

【主な取組】

　市内小・中学校の児童生徒が夢をもって未来を描き、その思いを各校の代表者が持ち寄り弘前市議会議場
で話合いを行うことを通じて、次代を担う人材を育成する取組を実施

《概要》
　市内小・中学校児童生徒に、科学に親しみ学ぶことができる体験的活動の場を提供し、科学的思考に基づ
く創造的能力の育成と豊かな人間形成を目指すための学習会、各種発明展等への応募やコンテストに参加す
る取組に係る経費を補助

◆郷土の伝統文化や産業など、地域の特色を生かした教育を推進します。

◆発達の段階に応じたキャリア教育を推進します。

◆学校運営や教育課程に関する新しい情報を捉えて提供し、学校経営に生かします。

◆「弘前子ども議会」における話合い活動を通し、次代を担う人材としての意識向上を図ります。

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》
　理科の授業における実験技術や指導法について卓越した講師を小学校に派遣し、授業における観察・実験
活動を中心に授業を行うことで教員の資質向上を図りながら、児童の理科の学習への興味・関心を高める取
組を実施

◆科学技術の基盤となる理数教育の充実を図ります。

【関係事業】
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目標３　夢を抱き未来をひらく青少年の育成
施策１　生きる力を育む地域活動の支援

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 子ども会活動推進事業【計画】 生涯学習課 300

2 子ども会リーダー養成事業（２年に１回）【計画】 生涯学習課 822

3 弘前市子どもの祭典（実行委員会）支援事業【計画】 生涯学習課 －

4 弘前市少年教育指導員派遣事業【計画】 生涯学習課 750

5 弘前市ガールスカウト弘前地区委員会事業費補助金 生涯学習課 100

6 弘前市相馬子ども会育成協議会事業費補助金 生涯学習課 180

7 弘前市子どもの祭典共催負担金 生涯学習課 980

8 新春子ども会親切カルタ大会運営支援 生涯学習課 －

　地域での青少年を育成する仕組みづくりを進めるため、子ども会活動の活性化に資する事業に対し補助

　市内の小中学生、高校生を対象に、異なる年代の子ども達との交流や子ども会活動の基本的な知識の習得
を目的とした年間を通じた活動を実施

【主な取組】

◆地域の少年団体等を育成・指導するため、弘前市少年教育指導員を派遣します。

◆子ども会をはじめとする青少年団体等の育成及び支援を行います。

【関係事業】

　ガールスカウト弘前地区委員会が行う、指導者の養成や啓発活動等を目的とした活動に係る費用の一部を
補助

《概要》
　相馬子ども会育成協議会が行う、相馬地域における青少年の健全育成を目的とした子ども会活動に係る費
用の一部を補助

《概要》
　弘前市内の中高生で構成される弘前市子どもの祭典実行委員会が、企画・立案や当日の運営等を行う「弘
前市子どもの祭典」に対する共催負担金

《概要》
　弘前市子どもの活動支援会と小さな親切運動が主催するカルタ大会を通じて子どもたちの交流と思いやり
の心を育てる活動を支援

《概要》
　「弘前市子どもの祭典」の企画・立案や当日の運営等を行う、弘前市内の中高生で構成される弘前市子ど
もの祭典実行委員会を支援

《概要》
　地域少年団体等を育成指導し、少年の健全な成長を図るために、地域少年団体等の求めに応じて弘前市少
年教育指導員を派遣

《概要》

（中央公民館）

（中央公民館）

《概要》

《概要》

（中央公民館）

（中央公民館）
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施策２　豊かな情操と夢を育む事業の展開

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 演劇ワークショップ事業【計画】 生涯学習課 50

2 アーティスト体験ワークショップ事業【計画】 生涯学習課 640

3 ブックスタート事業【計画】 図書館 1,924

4 児童劇観劇教室【計画】 生涯学習課 8,180

5 中学生×医師交流プログラム【計画】 学校づくり推進課 55

6 「ひろさき卍（まんじ）学」新設事業【計画】 学校づくり推進課 1,319

7 国際理解講座「留学生と遊ぼう！キッズアジアン・プラス」 生涯学習課 727

8 ウィークエンド子どもクラブ事業 生涯学習課 5

9 子どもクラブ事業 生涯学習課 394

10 少年教育事業（地区公民館） 生涯学習課 1,212

　各国の文化や日本の文化の相互交流を推進するため、小中学生を対象に、弘前大学等の留学生と連携した
体験学習等を実施

　市内の中学生（演劇部員等）が「児童劇観劇教室」（市内小学校対象事業）を鑑賞するとともに、公演に
出演している劇団員等による演技に関する指導、照明・音響等の舞台づくりに関する指導などをワーク
ショップ形式で実施

　市内の文化芸術団体による小学生を対象とした、体験ワークショップを実施

　未来をつくる弘前っ子の育成を目指すため、義務教育９年間を一貫した学びとして、郷土への愛着と誇り
を育てる郷土学習を研究

（中央公民館）

（中央公民館）

◆青少年が心豊かでたくましい人間に成長するよう、多様な体験や学習活動の機会を提供します。

◆子どもの情操を育み、夢の実現を応援する事業の推進に努めます。

◆子どもの読書活動の推進に努めます。

【関係事業】

　夢探し・夢実現への応援として、医療職への興味や関心を高めるため、医師及び医学生との交流会を開催

《概要》

《概要》

《概要》
　市内小学校児童（３～４年生）を対象に優れた舞台芸術を鑑賞してもらい、豊かな情操を養う機会を提供
（公演数：３日間６ステージ）

《概要》
　地域のボランティアの指導と協力のもとに、スポーツ・文化、その他の体験活動を年間を通じて実施

《概要》
　子どもラジオ劇団など６つのクラブを運営することにより、子どもたちが異なる学校・年齢集団の中で社
会性を育てるよう促すもの。

《概要》
　子ども会イベントなどを通じて仲間との交流や自然・地域社会についての理解を深める場を提供

【主な取組】

　乳幼児期から読書に親しめる環境をつくるため、ヒロロスクエア「こども絵本の森」等で、0歳児の保護者
に絵本を配布

（中央公民館）

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》
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11 子どもの読書活動推進関係事業 図書館 388

12 弘前市・太田市青少年交流事業（２年に１回） 生涯学習課 0

13 キッズ☆ワールド運営支援 生涯学習課 －

（中央公民館）

《概要》
　弘前大学のボランティア学生が企画・運営する、小学生のための遊びを通じた社会性や健全な心身の育成
活動を支援

（中央公民館）

《概要》
　　乳幼児から小学校低学年を対象に、各種おはなし会を開催
　　小中学生を対象に、読書感想文コンクールを開催

《概要》
　弘前市と群馬県太田市の小学４年～中学３年生が相互訪問による交流をし、互いの理解を進め、友情を深
める。
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施策の基本方向Ⅱ　学びと育ちの環境の充実
目標１　連携・協働による学びの保障
施策１　学校・家庭・地域が共に支える環境づくり

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 教育自立圏構築推進事業【計画】 学校づくり推進課 7,405

2 ひろさき教育創生市民会議【計画】 学校づくり推進課 784

3 小中一貫教育システム推進事業【計画】 学校指導課 1,502

4 放課後子ども教室事業【計画】 生涯学習課 2,345

5 中学校を支援する人材バンク活用事業 生涯学習課 96

6 小・中学校特色ある学校づくり事業 学務健康課 1,772

7 学校評議員事業 学務健康課 2,530

8 学校評価 学務健康課 －

9 伝統文化学習講座 生涯学習課 561

10 学区まなびぃ講座支援事業（再掲）　《概要はⅢ-2-1に掲載》 生涯学習課 1,223

　自立的で持続可能な教育機能を有した、中学校区を基盤とした圏域である「教育自立圏」の形成に向け、
小中一貫教育システムやコミュニティ・スクールなどの調査研究等を実施

　弘前市が目指す教育の姿や施策の方向性、子どもの育ちと学びを推進する教育システムに関すること、ま
た、国が法令で定める「いじめ問題対策連絡協議会」として、いじめや虐待の未然防止などについて協議

　全ての中学校区で小中の連携を一層深めるとともに小中一貫教育を推進するために、各中学校区内の学校
数に応じて、取組に係る経費を補助
【拡充】補助単価を増額

　放課後や週末に学校の余裕教室等を活用して、子ども達の安全・安心な活動拠点を設け、子ども達に学習
や体験・交流活動の機会を定期的・継続的に提供
【拡充】放課後子ども教室及びBiBiっとスペースを１会場ずつ増設

　各地域の優れた技術や技能を有する人を登録した「中学校を支援する人材バンク」を活用して総合学習等
の授業を実施

　学校運営に関し、保護者や地域住民の意向を把握・反映しながらその協力を得るとともに、学校としての
説明責任を果たしてくいくことができるよう、学校評議員を小・中学校に配置

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》
　岩木地区小中学校へ地元の講師を派遣し、クラブ活動や総合的な学習の時間を利用して児童生徒に津軽三
味線や登山囃子など地域の伝統芸能や文化・歴史について学習してもらう。

（中央公民館岩木館）

【主な取組】

【関係事業】

《概要》
　学校教育法に基づき、教育活動や運営について学校が自ら評価を行う。その結果を保護者や関係者に報告

《概要》
　地域の人材を講師として招き、農作物の栽培やねぷた製作などの特色ある学校づくりを推進

◆親力・保護者力の向上を支援します。

◆小中連携協議会を中心に、学校・家庭・地域が連携・協働した取組を地域事情等に配慮しながら推進できる
　よう支援します。

◆地域の特長と教育力を学校教育に生かすための取組を推進します。

◆学校評議員制度の活用や学校評価の実施などにより、地域住民の声を学校運営に反映させます。

◆幼保小の教員等の合同研修や、連携の在り方についての調査・研究を推進します。

◆発達の段階に応じた系統的、継続的な指導の充実を図り、学校相互の連携を推進します。

（中央公民館）
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施策２　共生社会に向けた教育基盤の確立

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 インクルーシブ教育システム構築事業【計画・総合戦略】
学校づくり推進課

教育センター 13,917

2 特別支援教育支援員配置事業【計画】 学務健康課 23,850

3 教育講演会 教育センター 112

4 特別支援教育体制推進事業【計画】 教育センター 13

5 障がい児幼児教育事業【計画・総合戦略】 学務健康課 832

6 教育支援委員会 教育センター 14,381

7 就学指導の手引き作成事業 教育センター 56

8 特別支援教育総合研修会兼特別支援教育コーディネーター養成研修会 教育センター 66

9 特別支援学級等経営要覧作成事業 教育センター 54

　障がいのある子どももない子どもも、合理的配慮のもと、できるだけ一緒に学習することができる教育環
境の整備を推進するため、ＩＣＴ機器の整備を進めるとともに、学びの協力員を派遣

　多動傾向や要介護など障がいのある児童・生徒に対し、学校生活上の補助や学習活動上の支援などを行う
ため、特別支援教育支援員を配置

　心身障がい児を受け入れ、特別支援教育を実施する私立幼稚園及び認定こども園を設置する学校法人に対
し、人件費の一部を補助

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》

　特別支援教育コーディネーターとして必要な知識等の習得や、教員としての資質向上、各校における特別
支援体制の充実を図るため、特別支援教育について幅広く研修を行う取組を実施

《概要》
　本市の小・中学校特別支援学級及び通級指導教室の概要及び特別支援コーディネーター一覧等を掲載し、
指導資料として活用する取組を実施

　教育支援委員会の事業内容や就学指導の参考となる諸事項を記し、運営の指針として活用するため、市内
小・中学校、教育支援委員会・専門員、関係機関に配布する取組を実施

《概要》

《概要》
　就学時及び小・中学校等に在籍している特別な教育的ニーズのある幼児・児童・生徒について、調査及び
審議並びに教育相談を実施

　特別支援教育担当指導主事が学校を訪問し、特別支援学級及び通級指導教室の授業について協議したり、
各校の特別支援体制について特別支援教育コーディネーターと協議したりすることにより、特別な支援が必
要な児童生徒に対するよりよい支援や校内体制のあり方について理解を深める取組を実施

《概要》
　今日的教育課題（特別支援教育に関する内容）について、専門的知識を有する講師を招聘して講演会を開
催することで、教職員の資質向上を図るとともに、保護者や一般市民に対し、学校との連携や教育への理解
を深める取組を実施

◆特別支援教育支援員を配置するなど、指導体制の充実を図ります。

◆関係機関と連携し、配慮を必要とする子どもの支援体制の構築を図ります。

◆国の補助事業等を活用しながら、ＩＣＴ機器の導入、学びの協力員の配置、教員に対する研修等、学校の
　環境整備を進めます。

◆全ての子どもが一人一人の教育的ニーズに適した学習環境で学ぶことができるよう、相談支援を行います。

◆特別支援教育に関する研修会を実施します。

【主な取組】

【関係事業】

《概要》
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10 教育支援委員会専門員研修会 教育センター －

11 外国人児童生徒日本語指導支援事業 教育センター 2,923

《概要》
　外国人児童生徒や帰国子女が安心した学校生活を送るための環境づくりとして、日本語指導支援員を派遣

《概要》
　専門員の資質向上を図るとともに、教育支援委員会の円滑な運営に資するため、弘前市教育支援委員会専
門員が作成する関係書類について研修を行う取組を実施

13



目標２　教員の資質の向上
施策１　指導力を高め、自己目標を実現する教員の育成

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 弘前市教育委員会教職員研修・講座【計画】 教育センター 456

2 初任者研修「ふるさとの教育研修」 学校指導課 12

3 校内研修講師派遣事業 学校指導課 150

4 造形教育調査研究事業 学校指導課 116

5 学校体育関係各種研修会（再掲）　《概要はⅠ-1-2に掲載》 学校指導課 103

6 教育ノート作成（再掲）　《概要はⅡ-2-2に掲載》 学校指導課 15

7 造形教育調査研究委員会（再掲）　《概要はⅡ-2-2に掲載》 教育センター 30

　教育活動の活性化・効率化及び教員の資質向上を目的とした小・中学校校内研修会講師への謝金を補助

《概要》

◆教職員の人材育成・評価制度の活用を図ります。

　教育委員会「教職員研修体系」を基に、適切な研修内容と機会を提供することで、教員の資質向上に努め
る取組を実施

《概要》
　ふるさとに根ざした教育の大切さを知るとともに、教員としての使命感を養い、幅広い知見を得させ、実
践的指導力と資質の向上を図るための研修を行う取組を実施

《概要》

　児童生徒の図画工作・美術作品等の審査、展示等を通して、造形教育の質的向上と教員の資質向上を図る
とともに、小中美術展開催・運営を通して児童生徒による造形活動への一般市民の理解を深める取組を実施

《概要》

【主な取組】

【関係事業】

◆教員の資質や実践的指導力向上のため、各教科等の研修の充実を図ります。

◆外部講師を活用した校内研修を支援します。
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施策２　教育課題の解決を目指す研究活動の推進

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 研究指定校研究委託事業【計画】 学校指導課 990

2 研修集録作成 学校指導課 340

3
弘前地区小学校教育研究協議会研修事業費補助金、弘前地区中学校教育研究会研
修事業費補助金

学校指導課 487

4 教育ノート作成 学校指導課 15

5 造形教育調査研究委員会 教育センター 30

《概要》
　学校教育における課題を解明し、その成果を本市教育の向上に資するために希望する市内小・中学校に研
究団体（会）を指定し、研究を委託

◆各教科等の研究を行う小学校教育研究協議会及び中学校教育研究会を支援します。

　小学校図画工作・中学校美術の指導や連携の在り方について調査、実践研究を進め、成果報告書を通して
情報提供し、小中連携による本市造形教育の充実を図る取組を実施

《概要》
　研究指定校の研究成果、市教委主催研修会の記録を掲載し、教職員に配布することにより、集録の活用を
通して本学校教育の資的向上を図る

《概要》
　弘前地区小学校教育研究協議会、中学校教育研究会が実施する研修事業に要する経費を補助することによ
り、指導内容の資的向上を図る

《概要》
　本市の教育方針・重点事項に即した指導広報・情報交換紙として、本市教育の充実発展に資するため、作
成・配布する取組を実施

《概要》

【主な取組】

【関係事業】

◆教育課題をテーマとした研究校を指定し、実践的な研究の取組を支援します。

◆今日的な教育課題や学校運営について、課題解決のための具体的研修や意見交換など組織的な取組に向け
　た研修を実施します。
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目標３　良好な教育環境の確保
施策１　安全・安心な学びの環境の整備

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 裾野小学校建設事業【計画】 学校づくり推進課 120,000

2 やさしい学習環境づくり事業【計画】 学校づくり推進課 70,100

3 緊急メールシステム 学務健康課 611

4 小・中学校屋根改修事業 学校づくり推進課 78,830

5 小学校トイレ改修事業 学校づくり推進課 49,351

6 幼児ことばの教室トイレ増設事業 学校づくり推進課 70

7 小・中学校蛍光灯安定器処分事業 学校づくり推進課 25,321

8 小沢小学校進入路改良事業 学校づくり推進課 4,930

《概要》

　肢体不自由の障がいを持つ児童・生徒の学習環境を改善するため、エレベータを設置

　経年により老朽化している校舎の屋根を改修

　経年により悪臭の発生や劣化が目立つほか、生活スタイルの変化で和式便器に不慣れな児童が増加してい
ることから、トイレの改修にあわせトイレの洋式化を実施

　通学路の安全性を確保するため、小沢小学校進入口の隅切りを実施

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》
　各小・中学校に保管されている高濃度ＰＣＢが使用されている蛍光灯安定器を処分

《概要》
　プライバシーの保護や男女間のトイレ使用前後における心理的負担軽減のため、男性用大便器を新設

【主な取組】

【関係事業】

　災害発生時の対応や不審者情報など、保護者等への緊急連絡の手段として、メール配信システムを運用

《概要》
　修斉小学校及び草薙小学校の耐震・老朽化対策及び複式学級解消のために、統合校裾野小学校を新築

◆小・中学校施設の耐震化を早急に進めます。

◆教育環境に適した施設整備に取り組みます。

◆学校施設の維持管理に努め、施設の長寿命化に取り組みます。

◆学校・家庭・地域・関係機関が連携した安全な環境の確保に努めます。
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施策２　学習意欲を引き出す学びの環境の確保

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 小学校少人数学級拡充事業【計画・総合戦略】 学務健康課 31,357

2 私立高等学校教育振興費補助金【計画】 教育政策課 5,000

3 私立幼稚園教材費補助金【計画】 学務健康課 2,133

4 学区改編協議会 学校づくり推進課 188

5 裾野小学校建設事業【計画】 学校づくり推進課 120,000

6 小・中学校図書整備事業 学務健康課 22,804

7 小・中学校理科教育設備整備事業 学務健康課 11,000

8 小・中学校特別支援教育設備整備事業 学務健康課 1,000

9 小・中学校教材整備事業 学務健康課 16,270

10 教職員の多忙化対策（学校事務の効率化）事業 学務健康課 －

　県事業「あおもりっ子育みプラン２１」により実施している小学校１年生から４年生までの少人数学級編
制を、５・６年生に拡充し市の単独事業で実施

　私立学校教育の振興を図るため、市内の私立高等学校の設備の整備（備品購入費等）に要する経費に対し
補助

　子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園の教材等の購入に要する経費に対し補助

　弘前市立小・中学校通学区域改編協議会において、今後の学区のあり方を協議

　事業期間：平成25～28年度
　事業概要：校舎新築、屋内運動場新築、屋外運動場整備、屋外環境整備

《概要》

《概要》

《概要》

【関係事業】

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》
　理科教育振興法に基づく国庫補助により、各小・中学校の理科・数学の実験器具などの教材を購入

《概要》
　特別支援学級の新設・増設に際し、障害の種類に対応した教育を実施するうえで必要な設備を整備

【主な取組】

◆教育環境の在り方について様々な側面から検討し、より質の高い学びの環境の確保に努めます。

◆学習意欲を引き出すため、教材や教具の効果的活用を図ります。

◆私立幼稚園の教育環境の整備に努めます。

◆私立高等学校における教育設備の整備に対する支援に取り組みます。

◆きめ細かな指導ができるよう、少人数学級や少人数指導に取り組みます。

◆学校事務の効率化・適正化を図り、教職員の負担軽減に努めます。

《概要》
　学校図書館図書の蔵書を充実させるための計画的な図書購入

　より充実した授業を行うことができる環境をつくるため、小・中学校の教材・教具を整備

《概要》
　市立全小中学校で中学校区を中心とした連携グループを組織し、学校事務の学校間連携の取組を通じて事
務処理の統一化や効率化を進め、教職員の事務負担を軽減

17



施策３　就学等の支援

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 学用品再利用推進事業【計画】 学務健康課 309

2 小・中学校就学援助【計画】 学務健康課 198,011

3 小・中学校特別支援教育就学奨励費補助【計画】 学務健康課 5,878

4 奨学貸付金 教育政策課 7,200

5 入学準備金貸付事業 学務健康課 777

6 私立幼稚園就園奨励事業 学務健康課 51,830

7 小・中学校通学費補助金 学務健康課 5,563

8 相馬小学校スクールバス運行及び車両運行管理業務 学務健康課 5,272

9 小学校校外学習バス運行業務 学務健康課 1,672

10 弥生地区児童送迎タクシー運行業務 学務健康課 3,507

11 裾野小学校スクールバス運行業務 学務健康課 22,188

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》

◆スクールバスの運行や通学に係る費用の補助等により、遠距離通学の不便を解消します。

◆私立幼稚園が行う就園奨励事業を推進します。

◆就学費用の扶助や奨学金の貸付等を行い、経済的に就学等が困難な世帯を支援します。

《概要》
　修斉小学校と草薙小学校の統合により、遠距離通学となる裾野地区児童の通学手段を確保するため、ス
クールバスを運行

《概要》
　東目屋スキー場の廃止に伴い、東目屋小・中学校のスキー学習時にそうまロマントピアスキー場等へバス
で送迎

《概要》
　船沢小学校と弥生小学校の統合により、遠距離通学となる弥生地区児童の通学手段を確保するため、ス
クールバスを運行

《概要》
　経済的理由によって就学困難と認められる小・中学校の新１年生となる児童生徒の保護者等に対して、学
用品等の購入のための入学準備金を貸付

《概要》
　弘前市の小・中学校の特別支援学教育を受ける児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就学に要
する経費の一部を補助

【主な取組】

【関係事業】

《概要》
　相馬小学校に遠距離通学する児童の安全を確保するためのスクールバスの運行・管理

　　小・中学校に就学する児童生徒の遠距離通学に要する経費に対し補助
　　≪対象校≫　石川・岩木小学校　　船沢・津軽・相馬中学校

　保護者の学用品購入に要する経費の負担軽減を図るため、学用品の再利用を推進

　準要保護と認定される児童生徒の保護者及び東日本大震災により就学が困難となった児童生徒の保護者等
に対し、学用品費等に必要な経費について助成（要保護児童生徒については、修学旅行費を助成）

　経済的な理由により修学が困難な者に対し、奨学金を貸与

　子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園が、入園料及び保育料を保護者の所得に応じて軽
減する場合、その軽減分を当該幼稚園の設置者に対し補助

《概要》
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施策の基本方向Ⅲ　学び合い支え合う生涯学習活動の推進
目標１　生涯学習の基盤整備と充実
施策１　生涯学習推進体制の充実

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 社会教育関係職員等研修事業【計画】 生涯学習課 113

2 弘前市連合婦人会事業費補助金【計画】 生涯学習課 600

3 弘前市連合父母と教師の会事業費補助金【計画】 生涯学習課 630

4 学校管理下外親子安全保険事業費補助金 生涯学習課 3,360

5 弘前市化学への招待事業費補助金 生涯学習課 20

6 弘前地区小学校文化連盟事業費補助金 生涯学習課 333

7 弘前市中学校文化連盟事業費補助金 生涯学習課 328

8 小・中学校文化連盟大会派遣事業費補助金 生涯学習課 2,000

《概要》
　社会教育関係職員の資質向上のため、計画的な研修を実施

《概要》
　弘前市連合婦人会が年間を通じて行う、女性の社会参加を目的をした各種活動に係る費用の一部を補助

《概要》
　日本化学会東北支部弘前地区支部が開催する、中学生・高校生及び一般市民に化学への関心を深めてもら
うことを目的とした「化学への招待」事業に係る費用の一部を補助

《概要》

　児童生徒の学校管理下外における事故の補償をするため、市内在住の児童生徒、ＰＴＡ会員が青森県ＰＴ
Ａ安全互助会に加入するために必要な掛金の一部を補助

《概要》
　小中学校の文化活動において、県（中学校のみ）、東北及び全国大会に参加する場合の交通費等の経費に
対し補助

【主な取組】

◆社会教育関係職員の資質向上のため、計画的な研修に努めます。

◆生涯学習推進の基礎となる学習情報の収集と活用に努めます。

◆各種助成制度の活用等により社会教育関係団体等を支援します。

◆小・中学校の芸術文化活動に対する助成や、県・東北及び全国大会等出場への支援をします。

　弘前地区小学校文化連盟が行う各種文化活動に係る費用の一部を補助

《概要》
　弘前市中学校文化連盟が行う各種文化活動に係る費用の一部を補助

《概要》
　弘前市連合父母と教師の会が行う、児童・生徒の教育環境の整備と教育問題の啓発等を目的とした各種活
動に係る費用の一部を補助

《概要》

【関係事業】
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施策２　社会教育施設等の整備と効果的な運営

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 弘前市総合学習センター管理事業 生涯学習課 62,870

2 公民館施設整備事業【計画】 生涯学習課 3,375

3 中央公民館岩木館管理運営事業 生涯学習課 15,830

4 中央公民館相馬館管理運営事業 生涯学習課 2,127

5 図書館運営事業 図書館 161,455

6 博物館管理運営事業 博物館 97,577

7 博物館常設展リニューアル事業【計画】 博物館 1,000

8 「いのっち」活用事業【計画】 博物館 100

9 古文書デジタル化推進事業【計画】 図書館 549

10 郷土文学館企画展・スポット企画展 郷土文学館 1,713

11 農村環境改善センター施設整備事業 生涯学習課 1,492

　利用者が快適にかつ安全に利用できるよう施設環境を維持管理する。

《概要》
　平成７年建設。平成23年度より指定管理者制度を導入し、指定管理者による管理運営・貸館業務を行って
いる。施設を適切に保守管理することにより、市民が快適に利用できるようにする。

《概要》 （中央公民館岩木館）

◆社会教育施設への指定管理者制度の導入について検討を行います。

◆市民が利用しやすい管理運営に努めます。

　老朽化している東目屋公民館の屋内ゲートボールマットを更新
《概要》

【主な取組】

　①屋上塩ビ張り工事　②農事研修室他非常口ドアノブ交換工事　等

◆生涯学習の活動拠点である各施設・設備及び資料を計画的に整備します。

　子供たちや市民、観光客が歴史・文化・芸術に関心をもち、郷土の文化への理解を深めるため、美術工芸
品や歴史資料等の鑑賞機会を提供するとともに、施設の適正な維持管理を行う。

《概要》

【関係事業】

《概要》

《概要》

（中央公民館）

（中央公民館相馬館）

　生涯学習を推進する施設として、市民の多様化・高度化する文化的需要にも対応できる資料の収集と提供
に努め、市民の身近な図書館の運営を実施

《概要》

《概要》
　利用者が快適にかつ安全に利用できるよう施設環境を維持管理する。

《概要》

《概要》

　弘前城跡に関するミニコーナーも併設しているリニューアルした常設展の図録を作成

　弘前図書館に所蔵されている古文書のデジタル化を進めるほか、古文書のデジタル画像を閲覧できる仕組
みの構築に向けて、有識者会議を立ち上げ、実施計画を策定

　【企画展】　　　　「福士幸次郎展」「石坂洋次郎展」
　【スポット企画展】「与謝野寛・晶子の津軽」「太宰治の高校生活」「北の詩人たち－津軽方言詩－」

《概要》
　「いのっち」のキャラクターに関するグッズなどを作成し、市民並びに子供たちへのPRを図りつつ、民間
企業による幅広い活用を目指す。
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12 弘前市総合学習センター施設整備事業 生涯学習課 3,535

13 中央公民館岩木館整備事業 生涯学習課 1,087

14 相馬ふれあい館管理運営事業 生涯学習課 802

15 ヒロロスクエアこども絵本の森運営事業 図書館 9,959

16 追手門広場維持管理事業 図書館 80,720

17 郷土文学館運営事業 郷土文学館 16,419

18 鳴海要記念陶房館運営事業 博物館 5,549

（中央公民館相馬館）

《概要》
　①正面側駐車場屋根修繕工事　②ガスメーター・バルブ等修繕工事　③暖房機器等取替工事　等

《概要》
　利用者が快適にかつ安全に利用できるよう施設環境を維持管理する。

　郷土出身の作家や郷土にゆかりのある作家に関する資料を広く公開展示し、市民の文学に対する関心と理
解を高めるとともに、地域文化の発展をめざす社会教育施設の運営を実施

《概要》

（中央公民館岩木館）

《概要》
　①空調機中性フィルター交換工事　②誘導灯修繕工事　③駐車場内側溝改修工事　等

　乳幼児や親子への読書の推進、子育て世代への情報提供を図るため、乳幼児向けの絵本や子育て関連図書
を配備するとともに、「おはなしと読み聞かせ講習会」を開催

《概要》
　追手門広場内にある各種設備などの維持管理を実施

《概要》

《概要》
　りんご釉陶芸家である故鳴海要氏の工房保全と作品公開並びに地域に開かれた文化芸術創造の空間として
の活用を図るため、サークルや個人向けミニギャラリーなどの開催とともに、喫茶コーナーを開設
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目標２　学習機会の充実とコミュニティづくりの推進
施策１　生涯学習社会を目指す多様な学習機会の創出と提供

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 市民講座事業（中央公民館）【計画】 生涯学習課 139

2 地区公民館社会教育事業【計画】 生涯学習課 3,657

3 学区まなびぃ講座支援事業【計画】 生涯学習課 1,223

4 弘前大学との地域づくり連携事業【計画】 生涯学習課 602

5 プラネタリウム事業 生涯学習課 4,468

6 青年の学習活動活性化事業 生涯学習課 52

7 成人教育事業 生涯学習課 87

8 各種講習会（図書館） 図書館 215

9 やすらぎ館セミナー相馬熟（ココジュク） 生涯学習課 162

10 福寿大学 生涯学習課 87

《概要》
　65歳以上の高齢者に多様な学習機会を提供し、また移動学習を通してその世代に相応しい社会的能力を養
い、交流を深める。

　津軽地域で唯一のプラネタリウムによるプラネタリウム観覧や学校教育でのプラネタリウム活用を通じ
て、天文に関する知識を楽しみながら学び、宇宙やサイエンスへの興味・関心を高め、学びを促す。

（中央公民館）

◆広報等を活用し、多様な学習情報を市民に提供します。

◆大学と連携した地域づくり事業に取り組みます。

◆地域・公民館・学校と連携し、地域に根ざした教育活動を展開します。

◆家庭教育を支援するため、関係機関と連携し、学習機会や各種情報の提供に努めます。

《概要》
　相馬地区住民の学習ニーズや地域の実情に応じた講座を開催し、地域に方々が気軽に学びながら心を熟す
姿を目指す。

　市街地中心部で、地域の拠点である小学校を会場に、地域住民の主導によりさまざまな学びの機会を創出
してもらい、学びを深めるとともに地域の活力を高める。

【主な取組】

（中央公民館相馬館）

（中央公民館相馬館）

（中央公民館）

（中央公民館）

（中央公民館）

（中央公民館）

《概要》

《概要》
　図書館の資料を活用したり、読み聞かせの技術を習得するなど一般向けの講習会や、親子で参加できる講
習会を開催

《概要》

　弘前大学と弘前市の連携に関する協定に基づき、弘前大学と公民館が連携して、地域づくりや人材育成を
図る事業を実施

《概要》
　青年の自立を促すこと、及び職業・年齢などを超えた交流と仲間づくりの実現を目指す。

《概要》
　年齢ステージに応じた多様な学習機会を提供し、社会的能力を養うとともにこれを広く社会に生かし、生
きがいを持つきっかけとしてもらう。

《概要》

（中央公民館）《概要》
　地区公民館でさまざまな講座や教室を主催することにより、地域住民の学びを深めるとともに地域社会の
つながりを強くする。

《概要》
　多様化する現代社会の問題を学び、課題解決の方策を学ぶほか国際感覚を育て、次の学びへつなげる。

【関係事業】

◆市民の学習ニーズに応じた各種講座や展覧会、展示企画等を通じて市民の学習機会の充実に努めます。
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11 万年青大学 生涯学習課 339

12 ふるさと青少年教育事業 生涯学習課 95

13 子育てサロン「岩木ぴよぴよひろば」 生涯学習課 54

14 家庭教育ミニセミナー（中央公民館岩木館） 生涯学習課 20

15 成人式事業 生涯学習課 2,893

16 紙漉き体験事業 生涯学習課 52

17 中学校を支援する人材バンク活用事業（再掲）　《概要はⅡ-1-1に掲載》 生涯学習課 96

18 キッズネットクラス運営支援（再掲）　《概要はⅢ-2-2に掲載》 生涯学習課 －

19 公民館クラブ活動支援（地区公民館）（再掲）　《概要はⅢ-2-2に掲載》 生涯学習課 －

《概要》
　岩木地区に居住する60歳以上の市民が、クラブ活動や移動学習会など年間の学習を通して健康保持と教養
を高め、生きがいのある充実した生活を過ごしてもらう。

《概要》
　岩木地区に居住する児童を対象に、学校休業日を利用した教養講座や映画鑑賞会、体験講座や移動学習な
どに参加する機会を提供しながら遊びや学びなどを通して子どもたちの生きる力を育む。

《概要》

《概要》
　岩木地区に居住する未就学児とその保護者を対象に、親子の健康や育児に関する情報交流の機会と場を提
供

（中央公民館岩木館）

（中央公民館岩木館）

（中央公民館岩木館）

（中央公民館岩木館）
　岩木地区の小学校と連携し入学予定児童の就学時健康診断時やＰＴＡ教養講座などの機会を活用して保護
者を対象に家庭教育に関する学習会を開催

《概要》
　成人式と成人祭を開催し、新成人を祝福するとともに、成人としての自覚と社会人としての意識の高揚を
図る。

《概要》
　相馬地区紙漉沢に伝承されている紙漉きの技術を体験しながら、和紙の手づくりの楽しさを学ぶととも
に、郷土の歴史に関心と理解を深める。

（中央公民館相馬館）
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施策２　市民の自主的な学習活動の支援と協働によるコミュニティづくり

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 キッズネットクラス運営支援【計画】 生涯学習課 －

2 ピュアフレンズ支援事業【計画】 生涯学習課 －

3 文化センターフェスティバル支援事業【計画】 生涯学習課 94

4 公民館まつり（地区公民館）【計画】 生涯学習課 690

5 公民館クラブ活動支援（地区公民館） 生涯学習課 －

6 相馬地区文化祭 生涯学習課 245

7 文化グループの支援・育成事業 生涯学習課 －

8 青年サークル活動の支援・育成事業 生涯学習課 －

9 岩木地区レクリエーション大会補助金 生涯学習課 300

10 ねっとワーク・いわき関連事業 生涯学習課 70

《概要》
　地域住民が集い、一年を通じて達成したさまざまな活動成果を共有することにより、さらなる学びに向か
う動機付けとなるとともに住民同士の交流を深める。

（中央公民館）

（中央公民館）

《概要》
　未就学児を持つ子育て中の親が抱える不安や閉塞感の解消、そして親同士・地域住民との情報交換やネッ
トワークづくりを、集団での遊びを通じて築くことを支援

《概要》
　おおむね１８歳以上の知的障がいを持つ方と学習活動を補助するボランティアを対象に生涯学習機会を提
供し、文化的教養の高揚、日常生活環境への適応、知的障がい者相互の親睦を図る。

《概要》
　弘前文化センターで活動しているグループの活動成果を発表する場を提供し、活動の活性化を図るととも
に、一般市民に活動への理解を深めてもらうこと及び生涯学習のきっかけとしてもらう。

◆公民館の各種事業等を通して地域のコミュニティづくりに努めます。

◆市民のボランティア活動を支援し、自己実現と社会貢献の啓発に努めます。

◆地域における市民の自主的な学習活動や文化活動を支援します。

【主な取組】

（中央公民館）

（中央公民館）

【関係事業】

《概要》
　岩木地区町会及び町会公民館との連携及び情報共有を図るため、情報紙「ねっとワーク・いわき」の発行
や担当者連絡会議を開催

《概要》
　地域住民の自主的な学習活動を支援することにより、学びを深めるとともに学びを社会に還元するための
機会となるよう支援。

《概要》
　相馬地区の伝統芸能や文化に親しみながら参加体験をするとともに、郷土を愛する心や誇りの保持と地域
の活性化を図る。

《概要》
　公民館講座を通じて生まれた市民の自主的な学習活動を支援することにより、学びを深めるとともに学び
を社会に還元するための機会となるよう支援。

《概要》
　青年の交流の輪を広げ、さまざまな分野にわたって社会参加を促すために、青年の自主的な学習活動を支
援。

（中央公民館岩木館）

（中央公民館相馬館）

（中央公民館）

（中央公民館）

（中央公民館）

　岩木地区住民の健康及び体力増進を図るため、レクリエーション大会の開催に要する経費に対し補助
《概要》 （中央公民館岩木館）
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11 花いっぱい運動 生涯学習課 112

12 ボランティア活動支援・協働事業（図書館） 図書館 70

13 子ども会活動推進事業（再掲）　《概要はⅠ-3-1に掲載》 生涯学習課 300

14 キッズ☆ワールド運営支援（再掲）　《概要はⅠ-3-2に掲載》 生涯学習課 －

15 地区公民館社会教育事業（再掲）　《概要はⅢ-2-1に掲載》 生涯学習課 3,657

　おはなし会ボランティア、閲覧室ボランティアの駐車場使用料を負担

《概要》
　育苗講習会や花壇コンクールを通して岩木地区の各町会が花植えをし奉仕する心や地域の連携協力、環境
美化の推進を図る。

《概要》

（中央公民館岩木館）
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施策の基本方向Ⅳ　郷土弘前を愛し、自然や歴史・文化財を守る心の醸成
目標１　文化財の保存と整備
施策１　文化財の保存と管理

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 重要文化財等修理事業費補助金【計画・総合戦略】 文化財課 43,575

2 指定文化財管理事業補助【計画】 文化財課 591

3 伝統的建造物群保存地区修理修景事業補助【計画】 文化財課 3,800

4 仲町伝統的建造物群保存地区樹木保存事業補助 文化財課 135

5 市内遺跡発掘調査事業 文化財課 5,000

6 広域環状道路整備発掘調査事業 文化財課 4,300

7 建造物調査事業 文化財課 100

8 旧岩田家住宅防災設備設置事業 文化財課 2,121

9 埋蔵文化財整理保管施設整備事業 文化財課 24,770

10 国吉館後線道路改築事業 文化財課 19,000

重要文化財建造物等の修理に要する経費に対し補助

　文化財指定の事前調査、解体前の記録保存として建造物調査を実施

《概要》

　坂本館発掘調査を実施
　事業期間：平成23年度～30年度（坂本館発掘調査：平成28年～30年度）

◆建造物は、活用方針を定めながら、保存修理を実施します。

◆埋蔵文化財は、必要に応じて発掘調査を実施し、調査結果を広く周知します。

◆伝統的建造物群保存地区は、保存計画を見直し、整備の促進を図ります。

◆未指定古建築物は、図面作成などにより記録保存を図ります。

《概要》

【主な取組】

　開発による遺跡への影響の有無や記録保存を図るため、試掘調査及び詳細分布調査等を実施

【関係事業】

《概要》
　仲町伝統的建造物群保存地区内の樹木保護のため、害虫防除に要する経費の一部に対し補助

《概要》

　重要文化財建造物の通常の維持管理に必要な防災設備の保守点検や除排雪経費等について、県に準じて
経費の一部を補助

　市内に分散して保管している埋蔵文化財を集約するため、旧環境事業所を埋蔵文化財整理保管施設とし
て整備

《概要》

《概要》

　油伝(2)遺跡発掘調査における整理作業を行い、発掘調査報告書を刊行
　事業期間：平成18～28年度（油伝(2)遺跡発掘調査：平成24～28年度）

　仲町伝統的建造物群保存地区内の建造物、生垣等の修理、修景等に要する経費に対し補助

　事業期間：平成28～29年度
　事業概要：旧岩田家住宅防災設備更新

《概要》

《概要》

《概要》

《概要》
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施策２　文化財の整備の推進

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 史跡津軽氏城跡堀越城跡整備事業【計画・総合戦略】 文化財課 240,498

2 津軽歴史文化資料展示施設等整備事業【計画・総合戦略】 文化財課 257,894

3 瑞楽園管理事業 文化財課 6,371

4 太宰治まなびの家事業 文化財課 3,704

5 旧市立図書館管理事業 文化財課 658

　国指定名勝瑞楽園及び中別所板碑群の維持管理

　直営体制により、旧弘前市立図書館を公開活用と併せて管理

◆史跡は、整備計画に基づき整備を促進します。

《概要》

《概要》
　旧藤田家住宅（太宰治まなびの家）を指定管理業務等により管理

《概要》

【主な取組】

【関係事業】

《概要》

　事業期間：平成21～31年度
　事業概要：本丸・二之丸・三之丸・外構整備、旧石戸谷家住宅復元
　整備面積：82,000㎡

《概要》

◆津軽に残る貴重な歴史・文化資料の展示施設の整備を図ります。

　事業期間：平成22～29年度
　事業概要：展示施設建設・馬場跡整備
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目標２　文化財の公開活用と伝承
施策１　文化財情報の公開・発信の充実

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 文化財施設公開事業【計画・総合戦略】 文化財課 5,851

2 世界遺産登録推進事業【計画・総合戦略】 文化財課 876

3 博物館管理運営事業【計画】（再掲）　《概要はⅢ-1-2に掲載》 博物館 97,577

◆市街図を利用して文化財マップを作成し、市民や観光客への活用を図ります。

◆未公開の文化財で公開が困難な場合は画像等により紹介します。

◆埋蔵文化財である出土品は、適正な保存・管理を図るとともに積極的に活用します。

◆市所蔵の文化遺産を積極的に公開するため、資料の調査・研究を進めたうえで博物館常設展・企画展の
　充実を図ります。

【関係事業】

◆文化財修理現場・発掘調査現場を公開します。

◆文化財講座を実施します。

【主な取組】

《概要》

　文化財施設の公開・活用を進めるため、文化財施設を会場とした講座の開催や文化財施設の補修等を実
施

　史跡大森勝山遺跡を含めた「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録を目指した活動を実施する
縄文遺跡群世界遺産登録推進本部へ負担金を交付

《概要》

◆文化財に関する説明及び案内板を計画的かつ効果的に設置します。

◆冊子や市のホームページ等で文化財を積極的に紹介します。
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施策２　文化財を活用した学習等の充実

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 史跡等公開活用事業【計画・総合戦略】 文化財課 2,700

2 大森勝山遺跡公開活用事業【計画】 文化財課 13,336

【関係事業】

【主な取組】

◆学校へ文化財体験学習等を働き掛け、解説等で支援します。

◆子どもたちのための、文化財講座を開催します。

◆教員の研究会・研修会へ講師を派遣します。

　史跡大森勝山遺跡を含めた「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録に向けて、地域の盛り上がり
を高めるため、ちびっ子縄文講座、遺跡保存活用イベント等を開催するほか、大森勝山遺跡及びアクセス
道路等を整備

◆文化財教材の情報を発信します。

《概要》

《概要》
　小・中学校及び市民を対象に遺跡見学会、大森勝山遺跡シンポジウム、文化財マップ作成などを実施

◆興味と理解を促す教材資料を作成して、活用を図ります。

◆遠足等野外活動の機会を利用し、文化財に触れる体験を積極的に提供します。
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施策３　地域に根ざした文化遺産の保存と伝承

No. 平成28年度事業 担当課 事業費(千円)

1 津軽塗技術保存伝承事業【計画】 文化財課 100

2 無形民俗文化財用具修理事業補助【計画】 文化財課 282

3 民俗文化財指定文化財候補団体補助事業【計画】 文化財課 30

4 大石武学流庭園サミット 文化財課 1,727

5 大石武学流庭園調査事業 文化財課 6,380

《概要》

【関係事業】

◆古い津軽塗の塗り技法の再現及び技術の伝承活動を支援します。

◆民俗文化財の記録保存と、保存・伝承を支援します。

◆美術工芸品など未指定の文化財は、所在調査を実施し実態を把握します。

【主な取組】

《概要》
　無形文化財の保存・振興を図るため、県及び市の指定無形民俗文化財用具修理に要する経費に対し補助

　大石武学流庭園の国名勝指定に向けて、市内に所在する大石武学流庭園の調査を実施

《概要》

《概要》

　大石武学流庭園の文化的価値や魅力などの周知を図るため、サミットを開催するとともに、国名勝「瑞
楽園」などの庭園を巡るバスツアーを実施

《概要》
　無形文化財指定を受ける可能性のある団体の保存育成に係る経費に対し補助

　津軽塗技術の保存伝承のため、漆採取、技術育成研修に要する経費に対し補助
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