
  
【第５章】   
計画の推進 
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第５章 計画の推進   １ 開かれた教育行政  
本道教育が道民の期待に応えるためには、学校・家庭・地域社会・行政が課題や危機意識

を共有し、連携して教育の質の向上に努めることが重要です。このため、道民の意見や要

望等をしっかりと把握するとともに、学校・家庭・地域が必要とする様々な情報を広く提

供するなど、開かれた教育行政を進めていく必要があります。    
道教委のホームページや各種広報誌等を活用して、教育施策の効果や課題等について

十分な説明責任を果たすとともに、インターネット教育モニターやパブリックコメント

による道民の意見聴取等を通じて、様々な意見や要望を的確に把握し、教育政策に反映

するなど、住民参加の視点に立った教育行政を進めます。     
教育計画で示した施策について、道民の理解と協力を得るとともに、計画の実現に向けて、

学校・家庭・地域・市町村・教育機関等へ様々な機会を通じて、普及・啓発を図ります。    
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、毎年、教育委員会の事務の管理及び

執行状況について、点検・評価を実施し、その結果を広く道民に公表します。  
【点検･評価の進め方】  
・ 計画の着実な推進に向けて施策の取組状況、指標

の進捗状況を分析評価します。 

・ 分析評価に当たっては、北海道教育推進会議など

外部有識者の知見を活用します。 

・ 点検評価の結果は、広く公表するとともに、ＰＤ

ＣＡサイクルの考えに基づき、次年度以降の新た

な取り組みに反映させます。  広報・広聴活動の充実 
教育計画の普及啓発 
計画の推進管理 
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 ２ 市町村、国など関係機関との連携・協力の推進   現在の複雑化、多様化する教育課題に対応するため、教育に携わる様々な機関が相互に連携
して総合的に取り組む必要があり、教育委員会、知事部局、警察の道の関係機関はもとより、

国、市町村と相互に連携・協力を図りながら、取り組んでいきます。     国は、全国的な教育機会均等と教育水準の維持向上などの役割を担っていることを踏まえ、
関係部局との連携を図りながら、必要な財政上の措置が講じられるよう、働きかけていきま

す。     市町村は、小・中学校の設置者として住民に最も身近な教育行政を担っており、市町村の
主体性を尊重しつつ、市町村との役割分担を踏まえながら相互に連携し、教育政策の推進に

努めます。また、市町村立学校に対し、その教育活動が充実するよう、市町村と連携して適

切な指導・助言や情報提供を行います。 

さらに、教員養成系大学等の高等教育機関、産業界、PTAやNPOなど教育に関わる様々

な機関や団体等と連携、協力を推進します。    
総合教育会議における知事と教育委員会との協議・調整はもとより、各地域の振興局や教

育局を含めた部局間の連携を十分図り、総合的な教育施策の推進に努めます。 

また、知事が定める北海道総合教育大綱をはじめ、道が策定する各分野の特定分野別計画

との整合性を図りながら施策の推進に努めます。 

   ※ 私学教育の振興         
特色ある教育を行い、本道教育の一翼を担う私立学校について、教育活動が一層促進さ

れるよう、関係機関や団体との連携を図り、私学教員の資質向上や教育活動の充実に向け

た取組を支援します。 

国への働きかけ 
市町村、関係機関等との連携の推進 
知事部局と教育委員会の施策連携 
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資料編 用語解説 
 

ＩｏＴ 
Internet of Thingsの略。 

さまざまな物をインターネットを介して繋ぎ、その物

と情報をやり取りしたり、制御したりするなどのしく

み。 

 

ＩＣＴ 

Information and Communication Technologyの略。

コンピュータやインターネットを利用した情報通信

ネットワークなどの情報コミュニケーション技術の

こと。 

 

アイヌ教育相談員 

学校教育におけるアイヌの人たちの歴史や文化等に

関する指導の充実のため、初任者研修・10年経験者研

修などの教育研修の講師や、教育局と連携し、市町村

教育委員会・学校への助言に従事する非常勤職員。 

 

アイヌ民俗文化財 

アイヌの人たちが古くから北国の風土に根ざして育

んできた衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風

俗習慣、芸能や口承文芸など、本道の歴史や文化を理

解する上で欠くことのできないもの。 

 

アクティブ・ラーニング 

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学

修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習

法の総称。発見学習、問題解決学習、体験学習などの

ほか、教室内でのグループ・ディスカッション、ディ

ベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラ

ーニングの方法。 

 

アスベスト（石綿） 

天然の鉱物繊維で、熱や摩擦などに強く、丈夫で変化

しにくい特性があり、建築資材などに使われていたが、

アスベストの吸入により健康障害のおそれがあり、平

成 18 年にアスベストがその重量の 0.1％を超えて含

有する製品の製造、販売等が禁止となった。 

 

安全教育 

児童生徒が安全な生活を営むのに必要な事項を実践

的に理解し、安全な行動ができるような態度や能力を

身に付けることをねらいとした、生活安全、交通安全、

災害安全を内容とする教育。 

 

イングリッシュキャンプ 

小・中学生を対象に、外国人（ALTや留学生等）とオ

ールイングリッシュで自己紹介や英語劇、自分の町の 

 

 

 

魅力を紹介するなどの学習を通して英語力を高め、国

際感覚を磨くキャンプ。 

 

インクルーシブ教育システム 

障害者の権利に関する条約に基づき、共生社会の形成

に向けて、障がいのある子どもが障がいのない子ども

と共に教育を受けることを追求するとともに、個別の

教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社

会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的

確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを

整備すること。 

 

インターンシップ 

学生・生徒に望ましい勤労観や職業観を身に付けさせ

るため、在学中に企業などで行う就業体験。 

 

Webページ 

インターネット上に公開している文字、画像、音声な

どの情報を１つの文書（ページ）として構成したもの

を指す。 

 

家読（うちどく） 

家庭での読書を通して、家族のコミュニケーションを

図ろうという取組のこと。道教委では、平成 23 年度

から、北海道「朝読・家読運動」を実施している。な

お、「朝読（あさどく）」とは、学校における始業前

の一斉読書のこと。 

 

AI（人工知能） 

Artificial Intelligenceの略。 

人間の思考や判断のしくみを分析・解析し、作成した

プログラムによりコンピュータが自ら思考、判断する

システム。 

 

栄養教諭 

学校教育法第 37 条の規定により、「児童生徒の栄養

の指導及び管理をつかさどる」ことを職務としており、

栄養に関する専門性と教育に関する資質を併せ有す

る教育職員。 

 

エコスクール 

環境を考慮した学校施設。①環境への負荷の低減を目

指して設計・建築がなされる施設、②環境への負荷の

低減の目的に沿った運営がなされる施設、③環境教育

にも活用されることが可能な施設の三つの要素が調

和・機能する学校施設。 

 

ＮＰＯ 

NonProfit Organizationの略。非営利組織。政府・

自治体や企業とは別に社会的、公益的な活動を行う非

あ  行 
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営利の組織（団体）。 

 

遠隔研修 

遠隔地からの研修への参加が難しいなどの課題を解

消するため、勤務校または近隣の学校と遠方の学校な

どを、遠隔授業に用いる遠隔システムで結び、リアル

タイムに双方向で、講義や参加・体験型の演習、質疑

応答などを一斉に受講できるようにした研修。 

 

遠隔授業 

インターネット等のメディアを用いて、離れた地域の

学校間を結び、同時に同じ授業を受けたり、授業の中

で互いに討論に参加するなど、双方向の情報交換を活

用した授業。 

 

 

 

科学の甲子園 

高等学校等（中等教育学校後期課程、高等専門学校を

含む。）の生徒チームを対象として、理科・数学・情

報における複数分野の競技を行う平成２３年度から

始まった大会。 

 

学習指導要領 

法令に基づいて国が定めた教育課程の基準で、各教

科・科目、特別活動などの目標、内容、内容の取扱い

等を大綱的に示したもの。 

 

学校安全計画 

学校保健安全法に基づき、学校において児童生徒等の

安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安

全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活そ

の他の日常生活における安全に関する指導、職員の研

修その他学校における安全に関する事項について策

定する計画。 

 

学校 CIO 

教育の情報化を進める上で、実際に統括的な責任を持

って学校のＩＣＴ化を進める役割を担う者のことで

あり、文部科学省の「教育の情報化に関する手引」で

は学校の管理職が学校ＣＩＯとしてリーダーシップ

を発揮するよう求められている。 

 

学校司書 

学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生

徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に

資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員。 

 

学校独自の危機管理マニュアル 

学校への不審者の侵入防止及び侵入した際の児童生

徒の犯罪被害防止などのため、各学校が、自校の実態

や地域の犯罪発生状況等を踏まえ、文部科学省の「学

校への不審者侵入時の危機管理マニュアル」を参考に、

事前の対応策などをまとめたマニュアル。 

学校図書館サポートブックス 

学校での朝読・昼読、調べ学習等で活用したり、学校

図書館や学級文庫などで利用できる本を貸出す道立

図書館の事業。 

 

学校図書館図書標準 

公立の義務教育諸学校において、学校図書館の整備を

図る際の目標として、学級数に応じて設定した標準冊

数のことであり、平成５年３月に文部省（当時）が定

めたもの。 

 

カリキュラム・マネジメント 

教科横断的な視点からの教育活動の改善を支える教

育課程の編成、実施、評価及び改善の一連の取組。 

 

記念物 

文化財保護法において、貝塚、古墳、都城跡、城跡、

旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術

上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳そ

の他の名勝地で我が国にとって芸術上又は鑑賞上価

値の高いもの、動物や植物、地質鉱物で我が国にとっ

て学術上価値の高いものをいう。 

 

キャリアガイダンス（職業指導） 

社会的・職業的自立を図るため、それぞれの実情に応

じて、教育課程の内外を通じて行われる指導又は支援。 

 

キャリア教育 

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤と

なる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達

を促す教育。 

 

キャリア発達 

キャリアとは、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、

自らの役割の価値や自分と役割との関係を見いだし

ていく連なりや積み重ねのことであり、キャリア発達

とは、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分ら

しい生き方を実現していく過程のこと。 

 

CAN-DO リスト 

英語を使って実際にどのようなことができるように

なるのか、その能力を記述したものを指す。 

 

教育課程 

学校教育の目的や目標を達成するため、幼児児童生徒

の心身の発達に応じ、教育の内容を授業時数との関連

において総合的に組織した学校の教育計画。 

 

教員育成指標 

教員養成を担う大学等と教員の採用や研修を行う教

育委員会が、教員のキャリアステージに応じた学びや

成長を支えていくため、養成や研修を計画し実施する

際の基軸となるもの。 
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グローバル人材 

グローバル化が進行する社会において、創造性やチャ

レンジ精神、強い意志を持って迅速に決断し組織を統

率するリーダーシップ、国境を越えて人々と協働する

ための英語等の語学力・コミュニケーション能力、異

文化に対する理解、日本人としてのアイデンティティ

などを兼ね備えた人。 

 

高大接続改革 

大学入学者選抜の在り方にとどまらず、高等学校教育、

大学教育、両者を接続する入学者選抜の三つを連続し

た一体のものととらえた改革。 

 

校内研修 

校内の全教職員が自校の教育目標に対応した学校と

しての教育課題を解決するために、共通のテーマを設

定し、学校全体で組織的・計画的に取り組む研修。 

 

公民館主事 

住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社

会福祉の増進等に寄与する事業を行う公民館職員。 

 

校務支援システム 

教職員の校務の負担を軽減するとともに、児童生徒の

成長を教職員全体で見守るきめ細かな指導の充実等

を図ることを目的に、学校や児童生徒に関する様々な

情報をデジタル化し、教職員間で共有するシステム。 

 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、

教育委員会が任命した保護者や地域住民等により構

成される「学校運営協議会」を設置している学校を指

し、一定の権限と責任を持って学校運営の基本方針を

承認したり、教育活動について意見を述べることがで

きる制度。 

 

これからの高校づくりに関する指針 

平成１８年度に北海道教育委員会が策定した「新たな

高校教育に関する指針」を、北海道教育推進計画の施

策と整合を図るとともに、これからの高校づくりにつ

いて具体的な施策の方向性等を示した新たな指針。 

 

 

 

シックハウス 

新築・改装したての建物の中にいることで起こる目・

喉の痛み、頭痛、吐き気、めまいなどの症状をシック

ハウス症候群という。建材・塗料などから発生する揮

発性有機化合物が原因とされる。学校においては、備

品等に用いられている化学物質が原因となることも

ある。 

 
 
 

指定文化財 

文化財保護法の規定に基づき指定された重要文化財、

重要有形民俗文化財、史跡、名勝及び天延記念物をい

う。 

 

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関

する調査 

暴力行為、いじめ、不登校等について、全国の状況を

調査・分析し、実態把握を行うことにより、未然防止、

早期発見・早期対応に繋げていくため、文部科学省が

毎年度実施する調査のこと。 

 

社会教育主事 

社会教育活動を行う人に対して、専門的技術的な指

導・助言を行う専門的教育職員。 

 

就学支援金（就学支援金制度） 

高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に

対して、授業料に充てるため国が支援金を支給する制

度。 

 

主幹教諭 

学校教育法において、校長及び教頭を助け、命を受け

て校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさど

る職として、平成 19年に制度化された教育職員。 

 

小中一貫教育 

小・中学校段階の教員が目指す子供像を共有し、９年

間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す

教育をいう。 

 

情報モラル 

プライバシーの保護、著作権に対する正しい認識、コ

ンピュータセキュリティ（事故や犯罪等に対する情報

の保護・保全）の必要性に対する理解、情報の受発信

におけるエチケットの遵守など、情報社会で適正な活

動を行うための基になる考え方と態度。 

 

食育 

様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選

択する力を習得し、豊かで健全な食生活を実践するこ

とができる人間を育てること。 

 

初任段階教員 

任用されてから５年目までの教員を指す。 

 

スーパーイングリッシュキャンプ 

地球規模の視野と地域の視点を併せ持った、将来、北

海道のグローバル化を支えるリーダー的役割を果た

す人材の育成を目的に、外国人との活動や宿泊生活を

通じて「生きた英語」を学び、国際感覚を磨くため英

語漬けで行う高校生向けのキャンプ。 
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スーパーグローバルハイスクール 

国際化を進める国内の大学のほか、企業、国際機関等

と連携して、グローバルな社会課題を発見・解決し、

様々な国際舞台で活躍できる人材を育成する質の高

いカリキュラムの開発・実践を行う、文部科学省が指

定した高等学校。 

 

スーパーサイエンス・ハイスクール 

科学技術・理科、数学教育に関する教育課程等の改善

に資する実証的資料を得るため、理数系教育に関する

教育課程等に関する研究開発を行う、文部科学省が指

定した高等学校。 

 

スクールカウンセラー 

学校において、児童生徒のいじめや不登校、生活上の

悩みなどの相談に応じ、臨床心理に関する専門的な知

識や技術を用いて指導・助言を行う専門家。 

 

スクールソーシャルワーカー 

社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱え

た児童生徒を取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、

地域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えてい

る問題の解決に向けて支援する専門家。 

 

スタートカリキュラム 

小学校へ入学した子供が、幼稚園・保育所・認定こど

も園などの遊びや生活を通した学びと育ちを基礎と

して、主体的に自己を発揮し、新しい学校生活を創り

出していくためのカリキュラム。 

 

ストレスチェック 

労働者数 50 人以上の事業場において、労働者の心理

的な負担の程度を把握するために労働安全衛生法で

義務付けられている検査。 

 

世界遺産、世界文化遺産 

1972 年のユネスコ総会で採択された「世界の文化遺

産及び自然遺産の保護に関する条約」（世界遺産条約）

に基づく世界遺産リストに登録された、遺跡や景観そ

して自然など、人類が共有すべき普遍的な価値をもつ

ものを世界遺産といい、自然遺産や文化遺産、そして

自然遺産・文化遺産の価値を併せ持つ複合遺産に分類

される。 

 

全国学力・学習状況調査 

全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上

の観点から、各地域における児童生徒の学力・学習状

況を把握・分析することにより、教育及び教育施策の

成果と課題を検証し、改善を図るとともに、各教育委

員会、学校等が全国的な状況との関係において、自ら

の教育及び教育施策の成果と課題を把握し、改善を図

ることを目的として国が平成 19 年度から実施してい

る調査のこと。なお、平成 22 年度から、調査方式が

抽出調査及び希望利用方式に変更され、小学校第６学

年及び中学校第３学年を対象に実施している。 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

子どもの体力が低下している状況にかんがみ、全国的

な子どもの体力の状況を把握・分析することにより、

子どもの体力の向上に係る施策の成果と課題を検証

し、その改善を図るとともに、そのような取組を通じ

て、子どもの体力の向上に関する継続的な検証改善サ

イクルを確立し、学校における体育・健康に関する指

導などの改善に役立てることを目的として、国が全国

の小学校第５学年及び中学校第２学年を対象に平成

20年度から実施している調査。 

 

総合型地域スポーツクラブ 

人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことのできる

新しいタイプのスポーツクラブで、（1）子どもから高

齢者まで（多世代）、（2）様々なスポーツを愛好する

人々が（多種目）、（3）初心者からトップレベルまで、

それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（多志

向）、という特徴を持ち、地域住民により自主的・主

体的に運営されるスポーツクラブ。 

 

総合学科  

普通科及び専門学科に並ぶ第三の学科で、いくつかの

系列をもち、幅広く開設された科目の中から、生徒が

興味・関心、進路希望等に応じて主体的に科目を選択

し学習することができる学科。 

 

総合教育会議 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、

地方公共団体に設置される会議で、大綱の策定、教育

の条件整備など重点的に講ずべき施策、児童・生徒等

の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置の協

議・調整を行う。 

 

総合的な学習の時間 

各学校が地域や学校、児童生徒の実態等に応じて、教

科等の枠を超えた横断的・総合的な学習や児童生徒の

興味・関心等に基づく学習など、創意工夫を生かした

教育活動を行う時間。 

 

 

 

耐震化率 

昭和 57年以降の新耐震基準に基づく建物と昭和 56年

以前の旧耐震基準に基づく建物の合計数のうち、耐震

性が確保された棟数の割合。 

 

単位制（単位制の高等学校） 

学年の区分を設けず、生徒自身が希望する科目を自由

に選択・学修し、所定の単位数を修得すれば、卒業資

格を得ることができる高等学校。 

 

地域学校協働活動 

地域と学校が連携・協働して、幅広い地域住民等の参

画により、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支

え、地域を創生する活動。 

た  行 

93



地域とともにある学校 

地域でどのような子供たちを育てるのか、何を実現し 

ていくのかという目標やビジョンを地域住民と共有

し、地域と一体となって子供たちを育む学校をいう。 

 

地域防災計画 

災害対策基本法に基づき、地方自治体（都道府県や市

町村）が、それぞれの防災会議に諮り、防災のために

処理すべき業務などを具体的に定めた計画。 

 

中１ギャップ・高１クライシス 

中学１年や高校１年の生徒が、小学校から中学校、あ

るいは中学校から高等学校への進学に際し、大きな環

境の変化に適応できず、問題行動等を引き起こしやす

い状況にあることの通称。 

 

中高一貫教育 

連携型、併設型、一体型の３つの形態があり、ゆとり

ある学校生活の中で６年間の計画的・継続的な教育を

行う学校。 

 

通学路の安全マップ 

学校において作成する児童生徒の通学路における、犯

罪や事故の発生しやすい箇所やその理由、実際に犯罪

や事故が発生した場所等を示した地図などの絵図。 

 

通学路交通安全プログラム 

中高生等の自転車通学の安全確保を含めた定期的な

合同点検の実施や対策の改善、充実等の継続的な取

組とともに、道路交通実態に応じ、警察、教育委員

会、学校、道路管理者等の関係機関が連携し、通学

路における交通安全を確保するための対策を市区町

村で策定したもの。 

 

道民カレッジ 

道内の学習講座を体系化し、総合的に広報するととも

に、独自の学習評価制度（単位・称号）を設けるなど、

産学官が連携して道民の自主的な生涯学習を支援す

るシステム。 

URL https://manabi.pref.hokkaido.jp/college/ 

 

特定分野別計画 

道政において、産業や保健・医療・福祉、環境、教育

などの分野における政策について、道政の基本的な方

向を総合的に示す「北海道総合計画」に沿って別に策

定する分野別計画。 

 

特別支援学級 

学校教育法の一部改正（平成 19 年４月１日施行）に

より、従前の「特殊学級」の名称が「特別支援学級」

に変更された。 

 

特別支援教育 

従来の「特殊教育」の対象の障がいだけでなく、ＬＤ

等を含めて障がいのある児童生徒の自立や社会参加

に向けて、その一人一人の教育的ニーズを把握して、

その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は

克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支

援を行うもの。 

 

特別支援教育に関する基本方針 

学校教育法の改正による特別支援教育の本格実施な

どに対応し、本道における特別支援教育を推進するた

め、北海道教育委員会が平成 30年度から５年間の基

本的な考え方と施策の方向性を示したもの。 

 

図書館司書 

図書館等で図書館資料の選択発注及び受入れから、分

類、目録作成、貸出業務、読書案内などを行う専門的

職員。 

 

 

 

日本遺産 

地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を

語るストーリーを、「日本遺産」として文化庁が認定

したもの。 

 

認定こども園 

幼稚園、保育所等のうち、就学前の幼児教育・保育を

提供する機能及び地域における子育て支援を行う機

能を備える施設。 

 

ネットパトロール 

インターネット上のウェブサイト等への学校や児童

生徒に対する誹謗中傷や個人情報の公開などの不適

切な書き込みについて、監視をする取組。 

 

 

 

博物館学芸員 

博物館に置かれる専門的職員のことで、博物館資料の

収集、保管、展示及び調査研究その他関連する事業に

ついての専門的事項をつかさどる。 

 

「早寝早起き朝ごはん」運動 

子どもの望ましい基本的生活習慣を育成し、生活リズ

ムを向上させ、読書や外遊び、スポーツなど様々な活

動にいきいきと取り組ませるとともに、地域全体で家

庭の教育力を支える社会的機運の醸成を図るための

運動。同運動全国協議会が文部科学省と連携し、関係

団体の協力を得ながら運動を推進。 

 

ＰＤＣＡサイクル 

計画（Plan）を着実に実行（Do）し、その結果を客観

的に評価（Check）することにより改善（Action）につ

なげること。 
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ビブリオバトル 

読んで面白いと思った本について、一人５分以内でそ

の本の概要や魅力を紹介した後、どの本を一番読みた

くなったかを投票で決める活動。ねらいは、新たな本

と出会うこと。 

 

フィルタリング 

インターネットのページを一定の基準により評価判

別し、違法・有害なページ等を選択的に排除する機能。 

 

副校長 

平成 19 年の学校教育法改正により設けられた職（任

意設置）で、校長を補佐し、校長から命を受けた範囲

で校務の一部を自らの権限で処理することができる

職。 

 

フッ化物洗口 

週に１～５回フッ化物の水溶液を少量（５～10ml）口

に含み、１分間ブクブクうがいを行い、永久歯のむし

歯を予防する方法で、４歳から 14歳まで継続して実

施することが効果的。 

 

ブックスタート 

市町村の保健センター等で行われる乳幼児健康診査

の機会に、赤ちゃんと絵本を開くことの大切さや楽し

さを保護者に伝えながら、絵本や読み聞かせのアドバ

イスなどの入ったブックスタート・パックを無料で手

渡す事業。 

 

ブックトーク 

グループを対象として、テーマに基づいて集めた本を

紹介する活動。その本のおもしろさを伝えることで、

聞き手にその本を読んでみたいという気持ちにさせ

ることが目的である。 

 

文化遺産 

我が国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日の世代

に守り伝えられてきた建造物、絵画、彫刻、歴史資料、

遺跡など、歴史上、芸術上または学術上の価値を有す

るもの。 

 

文化財 

様々な時代背景の中で、人々の日常生活とのかかわり

で生み出され、現在まで守り伝えられてきた文化的価

値のあるもの。文化財の種類には有形・無形の文化財、

民俗文化財、記念物、伝統的建造物群、文化的景観が

ある。 

 

返済の必要のない給付金の支給制度（奨学給付

金制度） 

全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよ

う、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生

等がいる低所得世帯を対象に都道府県が支援を行う

制度。 

北海道家庭教育サポート企業等制度 

家庭教育を支援するための職場環境づくりに取り組

む企業等と道教委が協定を締結し、相互に協力して、

北海道における家庭教育の一層の推進を図るための

制度。 

 

北海道教育推進会議 

北海道における教育推進上の理念や方向性等につい

て検討し、本道教育の推進に資するため北海道教育委

員会に設置されている会議。（委員 15人以内で構成） 

 

北海道総合教育大綱 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、

地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総

合的な施策について、その目標や施策の根本となる方

針を、北海道知事が定めたもの。 

 

 

 

埋蔵文化財 

その土地に埋蔵されている文化財で、国や地域の歴史

や文化の成り立ちを明らかにする上で欠くことので

きない国民共有の財産であり、個性豊かな地域の歴史

的・文化的環境を形づくる貴重な資産となるもの。 

 

メンタルヘルス 

心の健康のことで、精神的健康の回復・保持・増進に

かかわる専門領域を総称する。 

 

 

 

ユーカラ 

アイヌ民族の間で、口伝えに語り継がれてきた英雄叙

事詩。 
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