
 

 
 
○平成２８年度 市の取組 
家庭に対して働きかける取組 

 
担当課 主な取組 概要等 

学校指導課 

 

教育センター 

教育講演会 
教職員・保護者・一般市民を対象に、子どもたちのより

よい未来を考えるための講演会を開催する。 

不登校に関する事例研

修会 

不登校の児童生徒への対応について教師、保護者を対象

として研修会を開催し、情報共有と相互理解を図る。 

教育相談 

こども悩み電話相談 

子どもに関する悩みを電話により受け付ける。状況に応

じて家庭訪問を実施する。 

中央公民館 キッズネットクラス 

未就学児童とその親が気軽に集い、遊びを通して親同士

の情報交換を行うとともに、育児や家庭教育に関して相

談できる場を設ける。 

子育て支援課 

生涯学習課 

子育て応援BOOK「に

こにこひろさき」の配

付と市ホームページで

の公開 

子育て世帯の家庭教育を支援するための冊子を、１歳６

か月児健診時に配付するとともに市のホームページに

おいて公開し、市民に活用してもらう。 

博物館 親子鑑賞会 
情操教育の一助として、優れた美術工芸品等を親子で鑑

賞する。 

子育て支援課 

虐待防止の周知・啓発 

児童福祉週間（５月５日からの１週間）や児童虐待防止

推進月間（１１月）などにおいて虐待未然防止のための

周知と啓発活動を実施する。 

相談窓口の周知 

児童虐待に関する相談をはじめ、赤ちゃん電話相談、子

育て支援相談、家庭児童相談などについて周知活動を行

う。 

家庭児童相談 

赤ちゃん電話相談 

子育て支援相談 

少年相談 

すこやかテレホン 

各種事業でいじめ・虐待に関する相談にも対応するとと

もに、助言や情報提供等を行うことで、子育てに関する

不安や負担感を軽減させ、虐待の未然防止を図る。 

子育て支援課 

健康づくり推進課 

虐待の早期発見・早期

対応 

関係機関等から寄せられた情報について、緊急度を判断

し早期に児童の安全確認や必要な支援等を行うほか、必

要に応じて事後のフォローを行う。 

また、乳幼児健康診査未受診児の状況把握を行い、虐待

が潜んでいないか確認等を行う。 

健康づくり推進課 

乳児家庭全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん

事業） 

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、

様々な不安や悩みを聞き、親子の心身の状況や養育環境

等の把握や助言を行うとともに、支援が必要な家庭が適

切なサービスを受けられるよう指導（案内）する。 

虐待防止対策の強化 
乳児のいる家庭に、子育て応援手帳を配布し、虐待要因

である子育て不安の軽減を図る。 
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地域に対して働きかける取組 
 

担当課 主な取組 概要等 

学校づくり推進課 
教育自立圏構築推進事

業 

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・スクールを想定した学

校支援システムなどの調査研究を実施し、地域とともに

ある学校づくりを目指す。   

学校指導課 
小中一貫教育システム

推進事業 

中学校区ごとに、学校、家庭、地域が一体となった連携

教育活動及び教育自立圏確立に向けた取組を推進する。 

生涯学習課 

弘前市子どもの祭典共

催負担金 

弘前市子どもの活動支援会と共催して「弘前市子どもの

祭典」を開催し、子どもたちの健全な遊びと交流を支援

する。 

ガールスカウト弘前地

区委員会事業費補助金 

ガールスカウト弘前地区委員会が行う、各種大会や指導

者養成事業等を支援する。 

弘前市相馬子ども会育

成協議会事業費補助金 

相馬子ども会育成協議会が行う、相馬地域における子ど

も会活動を支援する。 

弘前市連合父母と教師

の会事業費補助金 

弘前市連合父母と教師の会が行う、児童生徒の教育環境

の整備や教育課題への対応等を目的とした事業を支援

する。 

中央公民館 

子ども会活動支援事業 

地域が青少年を育成する仕組みづくりを進めるために、

子ども会活動の活性化につながる事業に対して助成す

る。 

学区まなびぃ講座支援

事業 

市街地における小学校区ごとの住民に対して、社会教育

活動の振興を図り、より良い地域づくりと人づくりを実

践するため、担当職員がサポートし、その経費の一部を

負担する。 

文化スポーツ振興課 

弘前市スポーツ少年団

運営事業費補助金 
弘前市スポーツ少年団の運営に係る経費を補助する。 

弘前市スポーツ少年団

活性化事業費補助金 

弘前市スポーツ少年団の活性化のため、講習会受講料と

団員登録料を補助する。 

子育て支援課 

虐待防止の周知・啓発 

児童福祉週間（５月５日からの１週間）や児童虐待防止

推進月間（１１月）などにおいて虐待未然防止のための

周知と啓発活動を実施する。 

相談窓口の周知 

児童虐待に関する相談をはじめ、赤ちゃん電話相談、子

育て支援相談、家庭児童相談などについて周知活動を行

う。 

子育て支援員への活動

支援 

子育てに関する不安や悩みを身近なところで軽減でき

るよう、子育てに関する相談等を行うボランティアを子

育て支援員として認定・登録し、その活動を支援します。 

市民協働政策課 

市民参加型まちづくり

１％システム支援補助

金 

町会や市民活動団体が実践する、地域の課題解決や活性

化につながる活動を支援し、市民力による魅力あるまち

づくりの推進を図る。（事業例：子どもの健全育成事業、

世代間・地域間交流事業、子育て支援事業など） 
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学校・保育所等に対して働きかける取組 
担当課 主な取組 概要等 

学校指導課 

教育センター 

計画訪問 
市立全小中学校を訪問し、授業づくりについての指導・

助言を行う。 

相談支援訪問 
長期の休み前後に学校を訪問し、児童・生徒理解や生徒

指導に関して指導・助言を行う。 

地域スポーツアシスタ

ント事業 
市内小・中学校へ部活動外部指導者を派遣する。 

生涯学習課 

児童劇観劇教室 
市内小学校児童を対象に、優れた舞台芸術を鑑賞する機

会を設け、豊かな情操を培う。 

弘前地区小学校文化連

盟事業費補助金 

弘前地区小学校文化連盟が行う各種文化活動を支援し、

小学生の文化芸術活動の振興を図る。 

弘前市中学校文化連盟

事業費補助金 

弘前市中学校文化連盟が行う各種文化活動を支援し、中

学生の文化芸術活動の振興を図る。 

文化スポーツ振興課 

はるかソフトボール夢

事業 

小・中学校において、キャリア教育講演会やソフトボー

ルの実技指導を行う。 

ベースボール夢事業 
小・中学校において、キャリア教育講演会や野球の実技

指導を行う。 

音楽芸術後継者育成事

業費補助金（弘前音楽

祭） 

市内小中学校での出前コンサート実施により、生の演奏

を通して、心豊かな情操を養う。 

俳句甲子園弘前大会事

業 
子どもたちに対する俳句文化の普及と底辺拡大を図る。 

学務健康課 健康教育講座推進事業 
小学校高学年及び中学2年生の児童生徒を対象に健康

に関する講座を行う。 

子育て支援課 関係機関等との連携 

関係機関等の代表者で構成される要保護児童対策地域

協議会を通じて、平素からネットワークの構築を図るほ

か、情報交換・情報共有等により緊密に連携する。 

子育て支援課 

健康づくり推進課 

関係機関等との連携 虐待が疑われる児童や個別ケースについて、関係機関と

情報を共有し、連携した支援等につなげる。 

 

学校・保育所等が行う取組 
 

担当課 主な取組 概要等 

学校指導課 

教育センター 
弘前子ども議会 

年に一度、共通のテーマに基づき小・中学校の児童・生

徒が話し合い、その結果を代表が持ち寄って議会で話し

合う。 
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その他の取組 
担当課 主な取組 概要等 

生涯学習課 

ウィークエンド子ども

クラブ 

週末における児童生徒の学校外活動の選択肢として、地

域のボランティア等の協力により文化・スポーツなどの

体験活動の場を提供する。 

子どもアート体験ひろ

ば 

市内で活動する文化芸術団体の協力を得て、子どもたち

が多種多様な文化芸術に触れられる機会を設けること

により、子どもたちに文化芸術への興味・関心を持たせ、

才能育成の契機とする。 

放課後子ども教室 

放課後等に学校施設や公民館等において、地域住民等の

協力により、児童生徒に学習活動、体験活動及び地域住

民との交流活動等の機会を提供する。 

中央公民館 

弘前市子どもの祭典 

公募した中・高校生の実行委員会が企画運営する舞台発

表や体験コーナー等を通して、子どもたちが楽しく交流

できるイベントを毎年１１月３日に開催する。 

子ども会リーダー養成

事業 

小学生～高校生を対象に、学校や学年の違う子どもたち

がざまざまな体験・交流などを通じて学び、成長するよ

う働きかけ、地域づくりや人づくりを図る。 

子どもクラブ事業 

小・中学生を対象に生涯学習の動機づけとなるよう、多

様な活動の場を提供し、社会性やコミュニケーション能

力の向上、豊かな人間性を育む。 

キッズ☆ワールド運営

支援事業 

教員を目指す弘前大学のサークル団体が主体となって、

学校や年齢を超えた子どもの集団活動を体験させ、心身

の健全な成長や社会性を伸ばすよう活動を支援する。 

少年教育事業（地区公

民館） 

地区公民館の状況に応じて、様々な少年教育事業を行

い、青少年の健やかな成長と、地域コミュニティの活性

化を図る。 

公民館まつり（地区公

民館） 

地区公民館の社会教育活動を推進するため、年に一度多

くの住民が集い、お互いの成果や芸能の発表などを楽し

む機会を設け、地域コミュニティの活性化を図る。 

図書館 

読み聞かせおはなし会 
各種のおはなし会を通して、子どもたちに、お話を聞く

楽しさと本を読む楽しさを伝える。 

小・中学生読書感想文

コンクール 

子どもの読書を推進し、鑑賞力を高めるとともに作文力

の向上につなげる。 

おすすめ図書の紹介 子どもたちに読んでもらいたい本の紹介を行う。 

こども絵本の森の運営 
子育てする保護者と乳幼児を対象とした図書の貸出を

行う。 

文化財課 文化財の公開事業 
郷土の文化財を知ってもらうことで、郷土や自分自身に

対する誇りを醸成し、豊かな人間形成につなげる。 

子育て支援課 

健康づくり推進課 

学校指導課など 

関係部署との連携 
市の福祉、保健、教育部門の情報共有および協力連携を

図る。 

文化スポーツ振興課 

弘前市児童文化研究サ

ークル連合会事業費補

助金（人形劇団プーク

公演） 

一流の人形劇の鑑賞を通して、子どもたちの情緒豊かな

心の形成を図る。 

将棋名人戦弘前対局記

念大会事業費補助金 

記念大会や将棋教室など、プロ棋士との交流により、子

どもたちの知的発育につなげる。 
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