
秋田県の肥満傾向児の出現率が、５歳児
(抽出の幼稚園児のみ)から高校３年生まで
の全学年で全国平均を上回っていることを
御存知ですか。日常生活における運動不足
や不規則な食生活、生活習慣の乱れなどが
その原因とも言われています。

５歳児における肥満傾向出現率
(平成21年度学校保健統計調査結果より)

秋田県は、生活習慣病(ガン、糖尿病、脳
血管疾患等)による人口10万人当たりの死亡
率が全国１、２位を占め、平均寿命は男女
ともほぼ最下位という、非常に悲しい現実
を抱えています。子どもたちが健康な心と
体をもち、人生を楽しみ、長生きするため
には、人間形成の基盤をなす乳幼児期にお
ける健全な生活習慣や、望ましい食習慣の
確立が求められるところです。
幼保推進課では「秋田わか杉っ子！心と

体いきいきプラン」の推進を通して、幼児
肥満の出現率を４年間で全国平均以下にす
ることを数値目標に掲げました。
今年度は、南秋地区の幼稚園・保育所に

協力を依頼し 「遊びによる運動」重視グ、
「 」 、ループと 食育 重視グループに分かれて

園内での活動や保護者へ働きかけを行って
います。
来年度以降は、この事業を全県で展開す

る予定です。
＜平成２５年度末目標値＞
5歳児における肥満傾向児出現率
２．５％を目指して
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「秋田わか杉っ子！
心と体いきいきプラン」

の推進に当たって

幼保推進課

副主幹兼班長 佐藤 緑

子どもの育ちを確かにつないで
(幼保小連携理解推進事業)

「幼保小連携理解推進事業」という名称
になって２年目。今年もたくさんの先生方
が幼稚園・保育所と小学校との架け橋にな
って相互理解を深めつつあります。幼保推
進課ではその成果を皆様と共有し、育ちの
連続性をしっかりと支えていきたいと考え
ています。
時代の要請は交流からカリキュラムの接

続へと移りつつあります。就学前の育ちが
どう小学校へとつながっていくのか、保育
者・指導者一人一人がしっかりとそのこと
を理解し、子どもに向き合っていきたいも
のです。
【２２年度 事業参加園・校】
尾去沢保育園 尾去沢小学校
はちまんたい幼稚園 八幡平小学校
大館ホテヤ幼稚園 城 西小学校
釈迦内保育園 釈迦内小学校
雪沢保育所 雪 沢小学校
能代市第一保育所 渟城西小学校
渟城幼稚園 渟城南小学校
能代市第四保育所 第 四小学校
二ツ井子ども園
きみまち子ども園 二ツ井小学校
高丘子ども園
藤里幼稚園 藤 里小学校
金岡保育園 金 岡小学校
観海子ども園 八 森小学校
沢目子ども園 水 沢小学校
ﾉｰｽｱｼﾞｱ大学附属

のびのび幼稚園 旭 南小学校
四ツ小屋幼稚園 四ツ小屋小学校
外旭川幼稚園 外旭川小学校
こまどり幼稚園 桜 小学校
秋田太陽幼稚園 大 住小学校
出戸幼稚園 出 戸小学校
船川保育園 船川南小学校

五城目小学校
五城目保育園
五城目幼稚園
南外幼稚園 南楢岡小学校
ひのきない保育園 桧木内小学校
浅舞感恩講保育園 浅 舞小学校
みたけ保育園 湯沢東小学校
西馬音内保育園 西馬音内小学校
三輪保育園 三 輪小学校
田代保育園 田 代小学校
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秋田県教育庁幼保推進課

平成２２年７月１２日発行



みなさんの園におじゃまします♪
幼稚園・保育所等訪問が５月から始まっ

ております。今年度は、可能な限りたくさ
んの園におじゃましたいという思いから、
その回数を一施設当たり、原則として２回
に変更したところです。
「保育課程・教育課程の編成と指導計画

の作成 「園内研修の進め方 「保育所児」、 」、
童保育要録の作成」等各園の要望にできる
限り応え、教育・保育の充実に係る支援に
努めてまいります。
訪問は希望や実態に応じて、随時承りま
。 。す まずは電話にてお問い合わせください
今年度もたくさんの方とお会いして，お

話できることを楽しみにしております。

わたしたちがおじゃまします！
指導班【幼保推進課】 ０１８－８６０－５１３４

佐藤 緑 佐藤英樹 安達竜彦 近藤千晴
指導主事 指導主事副 主 幹 兼 班 長 主 任 指 導 主 事

浅野直子 尾形眞紀子 阿部真理

幼保指導員 幼保指導員指導主事

総務･幼保推進班【北教育事務所】
０１８６－６２－１２１７

大塚裕美子 花田一雅 野呂弓子 佐藤真紀子

幼保指導員 幼保指導員主 査 指導主事

総務･幼保推進班【南教育事務所】
０１８２－３２－１１０１

藤原 淨 北條 保 金森明美 柴田久美子
幼保指導員 幼保指導員副 主 幹 指導主事

７・８月の研修
◇幼稚園・保育所新規採用者研修
7月27日(火)～29日(木)※宿泊研修
秋田県総合教育センター

8月24日(火)
秋田県総合教育センター

◇幼稚園・保育所５年経験者研修
8月6日(金)
秋田県立総合プール会議室

◇幼稚園・保育所10年経験者研修
秋田県総合教育センター・潟上市立出戸小学校7月 6日(火)

7月26日(月)県総合庁舎大会議室(2)
8月 9日(月)県総合庁舎大会議室(2)
8月19日(木)県総合庁舎大会議室(2)

◇保育技術協議会
7月29日(木)～30日(金)
秋田県立総合プール会議室

◇デイリー・プランニング研修
（旧:預かり保育・延長保育研修会）
8月5日(木)
秋田県立総合プール会議室

◇総合教育センターＣ講座 7月27日(火)

「 」C-33 就学前教育における指導の工夫

4/14(水)園長等運営管理協議会Ⅰで紹介
しました。今年度限りの事業です。まだ余
裕がありますので、是非購入を検討してく
ださい。
<対 象>幼稚園・保育所・認可外保育施設
<物 品>①感染症予防対策物品(加湿器等)

②AED(自動体外式除細動器)
<補助率等>①購入費用の10/10以内

(上限10万円) 締切
②購入費用の3/4以内 ① 7/30
(上限30万円) ② 9/24

就学前･小学校地区別合同研修会
申込み受付中

北 地 区：７月27日（火）
北秋田市交流センター

中央地区：８月 4日（水）
秋田県総合教育センター

南 地 区：８月 日（火）3
湯沢雄勝広域交流センター

幼保小連携について一緒に考えてみませんか

追加申込み受付中
＜就学前教育理解推進研究協議会＞
８月 7日(火)秋田県総合教育センター1

＜ＰＤＣＡ研修Ⅱ＞
９月４日(土)県庁第二庁舎８階大会議室
・多数の参加をお待ちしております。

地域子育て創生事業(乳幼児安全安心対
策事業)の積極的な活用を！

☆幼保だよりへの御意見・御感想等ありまし

たら、幼保推進課までお願いいたします。

TEL：018-860-5134 FAX：018-860-5850
E-mail：youho@pref.akita.lg.jp




