
    （千葉県） 

平成 22年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果 

都道府県名 千葉県 
青少年行政 

主管課(室)名 

環境生活部県

民生活課青少

年室 

区        分 内            容 備  考 

１ 大会等 ・青少年健全育成大会（習志野市、柏市、流山市、鴨川市、

白子町） 

４（１）ア②、イ③、 

エ（ｱ）①  

 （２）イ 

 ・中学校招待弁論大会（千葉市） 

開催日：11月 11日 

場 所：千葉市立白井中学校 

内 容：市内中学校代表弁士による発表 

 

４（１）ア 

 ・レクレーション大会（千葉市） 

「育成レク ファイナル！芋ほりトントン」 

開催日：10月 31日 

内 容：ウォーキング 芋掘り  

 

４（１）エ（エ）③ 

 ・青少年の日地域のつどい大会（野田市、柏市、大網白里町、

南房総市、君津市） 

４（１）エ（エ）③ 

 ・子ども交歓大会（香取市・旭市） 

 

４（１）エ（エ）③ 

 ・子ども会祭り（香取市） 

 開催日：11月 28日 

 内容：縁日、芋判づくり等 

４（１）ア② 

 ・青少年意見発表大会（旭市） 

 開催日：11月 13日 

 発表者：小高校生、青年 25名 

 来場者：600名 

 

４（１）ア 

 ・少年少女の主張大会、青少年健全育成啓発標語コンクール

（木更津市） 

 開催日：11月 23日 

 内容：健全育成作文・標語の発表及び表彰 

 参加者：200名 

 

４（１）ア② 

 ・ささのは音楽会（木更津市） 

 開催日：11月 20日 

 

４（１）ア② 

 ・親子写生大会（館山市） 

 開催日：11月 3日 

 会場：千葉県南房パラダイス 

 

４（１）ア② 

 ・わくわく探検隊「平砂浦ウォーキング」（館山市） 

 開催日：11月 21日 

 内容：ビーチコーミングをしながら平砂浦海岸を歩く。環

境学習と親子のふれあいの場を提供する。 

４（１）ア② 

 ・球技大会の開催（九十九里町） 

 開催日：11月 7日 

 内容：ソフトボール、ミニバスケット 

４（１）エ（エ）③ 



 

 ・少年芸術教室（横芝光町） 

 開催日：11月 8日 

 参加者：小学校5・6年 

 内容：ミュージカル鑑賞 

 

４（１）ア 

 ・自然科学実験イベント「おもしろ実験祭」（茂原市） 

 開催日：11月 13日 

 参加者：115名 

 内容：小学校児童に科学技術に関する興味・関心を追及す 

 る場を提供し、より創造性豊かな人間を形成することを目 

的とする。 

 

４（1）ア 

 ・僕と私のジャンピング大会（茂原市） 

 開催日：11月 23日 

 参加者：550名 

 内容：なわとび競技 

 

４（１）エ（エ）③ 

 ・ちょうせい子どもまつり（長生町） 

 開催日：11月 3日 

 内容：昔遊び、読み聞かせ、電気教室 

 

４（１）ア② 

 ・長南フェスティバル２０１０文化祭（長南町） 

 開催日：11月 3日 

 内容：伝統文化、芸術活動 

 

４（１）ア② 

 ・鳴海ロードレース大会（勝浦市） 

 

４（１）ア② 

 ・子ども会お楽しみ会（神崎町） 

 開催日：11月 28日 

 

４（１）ア② 

 ・「教育の日」行事（南房総市） 

 開催日：11月 20日 

 参加者：青少年関係者300名 

 内容：税に関する作文コンクール、部活動の優秀表彰、ミ

ニコンサート等 

 

４（１）ア 

 ・中学生職場体験（白井市、いすみ市） 

 

４（１）ア③ 

 ・いすみ子育てジャンボリー（いすみ市） 

 内容：子育ての仲間作りや子どもの元気アップのため、親

子や家族、ボランティと野外活動やレクリエーションを実

施 

 

４（１）イ④ 

 ・保育参加（保育体験）（千葉県） ４（１）イ③ 

 ・こども将棋大会（八千代市） 

 開催日：11月 27日 

 場所：八千代台東南公共センター 

 

４（１）ア② 

 ・農業体験（我孫子市） 

 地元の農家の協力を得て、子どもたちに種まき、草刈り、

収穫祭を実施。 

 

４（１）ア② 

    イ① 

 ・青少年綱引き講習会（我孫子市） 

 開催日：2月5日 

４（１）ア② 



 

 ・青少年育成第四中学校区推進委員会「もちつき大会」 

（鎌ヶ谷市） 

 開催日：11月 3日 

 参加者：学区推進委員会、PTA、学校、その他有志300名 

 

４（１）ア② 

 ・紙フトタッチダウン大会（鎌ヶ谷市） 

 開催日：11月 3日 

 参加者：鎌ヶ谷中、第五中学校区青少年相談員、小学生 

 

４（１）ア② 

 ・元気っ子ゼミナール（鎌ヶ谷市） 

 開催日：11月 13日 

 参加者：子供会関係者。計70名 

 内容：壁新聞作成、レクリエーション、小学生社会体験の

場の提供 

 

４（１）ア② 

 ・親子ハイキング里の秋徒歩散策（佐倉市） 

 開催日：11月 7日 

 

４（１）ア② 

 ・弥富グラウンドゴルフ大会（佐倉市） 

 開催日：11月 23日 

 

４（１）ア② 

 ・ウォークラリー大会（栄町） 

 開催日：11月 7日 

 

４（１）ア② 

 ・少年野球教室（野田市） 

 開催日：11月 28日（日） 

 場所：野田市総合公園野球場 

  

４（１）エ（エ）③ 

 ・卓球教室（勝浦市） 

 

４（１）エ（エ）③ 

 ・少年少女サッカー大会（匝瑳市） 

 

４（１）エ（エ）③ 

 ・ドッジボール大会（匝瑳市・旭市） 

 

４（１）エ（エ）③ 

 ・小中学校音楽会（匝瑳市、富津市） 

 

４（１）エ（エ）③ 

 ・中学生模擬議会（匝瑳市） 

 

４（１）ア③ 

 ・カルタ大会（木更津市、君津市） 

  

４（１）ア② 

 ・スマイルフェスタ２０１０（木更津市） 

 開催日：11月 6日 

 内容：映画会、昔遊び、レクリエーション 

 参加者：７０名 

４（１）ア② 

 ・子ども会ジュニアリーダー初級認定講習会（佐倉市） 

 

４（１）ア② 

 ・市民文化祭（子ども祭り部門）（富津市） 

 

４（１）ア② 

 ・わこう村大バザール（子ども参加イベント）（富津市） 

 

４（１）ア② 

 

 ・子どもの読書活動推進プロジェクト２０１０（君津市） 

 開催日：11月 13日 14日 

 

４（１）ア 



 ・なかよし教室（放課後子ども教室）（白井市） ４（１）エ（エ）③ 

 ・中郷ティーンズトーク２０１０（木更津市） ４（１）ア② 

 ・スマイルフェスタ２０１０（木更津市） 

 内容：映画会、昔遊び、レクリエーション 

 

４（１）ア② 

 ・順天堂大学生涯学習公開講座（印西市、酒々井町） 

親子でスポーツ体験 

（サッカー教室、ダンス教室、陸上教室） 

 

４（１）ア②、 

エ（エ）③ 

 ・わんぱくセミナー（市川市） 

 開催日：11月 14日 

 場所：八幡、市川、行徳小学校 

 参加者：小学校５、６年生 

 内容：クラフト大会、地域リーダーと遊ぼう 

４（１）ア② 

 ・コジュリンマラソン（東庄町） 

 

４（１）エ（エ）③ 

 

 

・思春期教室（横芝光町） ４（１） 

 

 

・喫煙防止教室（横芝光町） ４（１）エ 

 

 

 

 

・子育て支援（君津市） 

 おはなし会 11月 10日 

 わらべうた 11月 15日 

４（１）イ③ 

 

 

 

・たてやまいいとこ体験教室「勾玉をつくろう」（館山市） 

 開催日：11月 7日 

４（１）ア② 

 

 

・いじめを考える授業（木更津市） ４（１）エ（エ）① 

 

 

・金銭感覚を高める授業（木更津市） ４（１）イ③ 

 

 

・放課後、休日の過ごし方の指導（木更津市） ４（１）イ③ 

 

 

・食に関する保険活動～食・咀嚼について～（木更津市） ４（１）イ① 

 

 

・「ゆめ・仕事ぴったり体験」（木更津市） ４（１）ア③ 

 

 

・親子学習会「携帯電話」について（木更津市） ４（１）エ（ウ）① 

 

 

・親子学習会「食」の大切さについて（木更津市） ４（１）イ① 

 ・子育てサークル支援事業（市川市） ４（１）イ④ 

２ 広報啓発活動 ・「子ども・若者育成支援強調月間」ポスターの掲示 

（千葉県、習志野市、流山市、八街市、白井市、酒々井町、 

 多古町、匝瑳市、南房総市、山武市、一宮町） 

 

４（１）ア① 

 ・育成委員会広報誌「WILL」発行等（千葉市） 

実施日：11月 15日 

内 容：育成委員会活動の紹介等を通し、小・中学生や保護

者および地域の方へ、児童生徒が安全な生活について考えて

もらうと共に危機管理の意識を高めた。 

 

４(1)イ③ 



 ・こども110番のいえ点検及び啓発（千葉市） 

実施日：11月 

内 容：啓発プリントを防犯パトロール隊の協力で配布 

 

４（１）エ（イ）① 

 ・リーフレットによる啓発（千葉市） 

内 容：自転車の安全な乗り方について、小冊子を作成し児

童・生徒の配布した。 

 

４（１）エ（イ）③ 

 ・青少年健全育成ポスター展（松戸市） 

 

４（１）イ③ 

 ・薬物乱用防止の広報（千葉県、流山市、富津市） 

 

４（１）エ（ウ）③ 

 ・JICA募集広報ポスターの掲示（千葉県、佐倉市ほか） 

 

４（１）ア⑤ 

 ・児童虐待防止キャンペーン（オレンジリボンキャンペーン）

の実施 

リボンの着用、ポスターの掲示、広報誌に掲載、チラシ

の回覧等 

（千葉県、浦安市、市川市、八千代市、鎌ヶ谷市、佐倉

市、八街市、匝瑳市、君津市、富津市、いすみ市） 

駅頭キャンペーン（JR新浦安駅前、東京メトロ浦安駅前、

JR津田沼駅前） （千葉県・浦安市） 

Fリーグ試合でのキャンペーン（ハーフタイム中にCM） 

                     （浦安市） 

  パネル展示（千葉県） 

   生涯学習センターでパネル展示を実施し、全国の児童

家庭支援センターの活動内容を周知した。 

 

  プロサッカーチームとのタイアップキャンペーン 

（千葉県） 

   ジェフユナイテッド千葉、柏レイソル  

 

  啓発物資 16,000部配布（千葉県） 

 

４（１）ウ① 

 ・青少年を取り巻く有害環境対策の推進DVDの放映（栄町） ４（１）エ（ウ）① 

 ・おにいさん、おねえさん子ども電話相談カード配布とポス

ター掲示（八千代市） 

４（１）エ（エ）② 

 ・学校給食を活用した食育の啓発活動（八千代市） ４（１）イ① 

 ・食育に関する授業の実施（八千代市） 

 

４（１）イ① 

 ・いじめ相談リーフレットの配布（松戸市） 

 

４（１）エ（エ）① 



 ・非行防止キャンペーン（松戸市） ４（１）イ③ 

 ・家庭教育支援事業「第三日曜日は家庭の日」の啓発 

（鎌ヶ谷市） 

内容：家庭の日の前１週間、懸垂幕・のぼり旗を公共施設

等に設置 

 

４（１）イ③ 

 ・非行防止啓発パンフレット等の配布（千葉県、船橋市、神

崎町、旭市、長柄町） 

 

４（１）イ③ 

 ・青少年指導センター便り「潮の香」発行（銚子市） 

 

４（１）イ③ 

 ・命を大切にするキャンペーン（銚子市） 

 

４（２）ア 

 ・いじめゼロキャンペーン（銚子市） 

 

４（１）エ（エ）① 

 ・町文化祭への小中高作品展示（横芝光町） 

 開催日：11月 6日・7日 

 

４（１）ア② 

 ・小中学校作品展示会（匝瑳市） 

 

４（１）ア② 

 ・「少年の日」ポスター展（習志野市） ４（１）イ③ 

 ・暴走族および暴走行為者等の追放に関する広報・啓発活動

（千葉県） 

 

４（１）エ（イ）③ 

３ 研修会等 ・青少年育成市町村民会議（船橋市） 

  ～青少年の環境を良くする市民の会～ 

４（１）エ 

 ・南房総市「教育の日」行事（南房総市） 

 開催日：11月 20日 

 参加者：青少年関係者300名 

 内容：税に関する作文コンクール、部活動の優秀表彰、ミ

ニコンサート等 

 

４（１）ア② 

 ・教育講演会（千葉市） 

内 容：「車椅子バスケのJリーガー」の著者、京谷和幸氏を

招いて「夢・感謝・出会い」を主題に講演。「地域交流講座」

「薬の正しい飲み方教室」 

 

４（１）ア② 

 ・青少年育成員研修会（千葉市） 

開催日：11月 13日 

内 容：弁論大会入賞者による発表、育成支援のための講演

会 

 

４（１）ア、イ 

 



 ・情報交換会の実施（千葉市） 

開催日：11月 12日 

内 容：中学校の生徒指導担当者が集まり、情報交換の実施 

 

４（１）エ 

 ・健全育成研修会（千葉市、松戸市、浦安市） 

 

４（１）ア① 

４（２）ア 

 ・緑区ブロック研修会（千葉市） 

実施日：11月 27日 

内 容：誉田中吹奏楽部の演技、講演会 

演 題：「子どもをよく観て心を育む」 

講 師： 伊藤勝博先生  

 

４（１）ア 

 ・薬物乱用防止教室（千葉県、千葉市、いすみ市、木更津市） 

 

４（１）エ（ウ）③ 

 ・学校警察連絡協議会（千葉市、習志野市、八千代市、四街

道市） 

 

４（１）ア① 

 ・青少年補導委員研修会（船橋市、野田市、銚子市） 

 

４（１）イ③ 

 ・青少年相談員県外研修会（浦安市） 

 開催日：11月 13日 

 場所：横浜こどものくに 

 参加者：14名 

 内容：班対抗オリエンテーリング 

 

４（１）ア② 

 ・葛南地区課題研修会（浦安市・市川市） 

 開催日：11月 21日 

 参加者：青少年相談員100名 

 内容：講演会「ちゃんとした食事ってなんだろう？千葉型

生活実践スタイルを知ろう！」 

 

４（１）イ① 

 ・ジュニアリーダー講習会・ヤングカルチャースクール 

（市川市） 

 開催日：11月 28日 

 場所：メディアパーク市川 

 参加者：中学生、高校生 

 内容：講義「ボランティアについて考える」 

 

４（１）ア② 

 ・市川市ジュニアリーダーサークル（市川市） 

 開催日：11月 23日 

 場所：東国分中学校 

 内容：スポーツ親睦会 

 

４（１）ア② 

 ・要保護児童対策地域協議会（市川市・八千代市） 

 内容：児童虐待について 

 

４（１）ウ② 

 ・ 明るい環境をつくる会推進会議（市川市） 

 内容：薬物乱用防止キャンペーンにおける成果と課題につ

いて 

 

４（１）エ（ウ）③ 



 ・I`mOK,you`reOK!でゆっくり子育て～輝く子どもの未来のた

めに、育てたい力とは～子育てに関する市民講座 

（八千代市） 

 

４（１）イ③ 

 ・子ども部合同研修会（八千代市） 

 内容：要保護児童の支援の流れと子ども虐待防止マニュア

ルについて 

 

４（１）ウ② 

 ・児童虐待防止月間の啓蒙（柏市） 

 開催日：11月 16日 

 内容：「子どもを育てる上手な叱り方、関わり方」～大切な

しつけと児童虐待を考える～ 

 

４（１）ウ① 

 ・青少年相談員全体研修会（柏市） 

 開催日：11月 6日 

 内容：レクリエーション講座 

 

４（１）ア② 

 ・「相談室」会議の開催（流山市） 

 内容：相談機関の連携とネットワークづくり 

 

４（１）ア① 

 ・早寝早起き朝ごはん食育巡回講演会（鎌ヶ谷市） 

 開催日：11月 30日 

 内容：中学1年生に対し、栄養士による講話 

 

４（１）イ① 

 ・中学生ヘルスサポーター講習会（鎌ヶ谷市） 

 開催日：11月 6日、27日 

 内容：健康な体づくりについて 

 

４（１）イ① 

 ・子育て学習講座（成田市、白井市、茂原市） 

 内容：小学校の就学時健診の際、保護者を対象に専門家に

よる子育てに関する学習講座を実施した。 

 

４（１）イ③ 

 ・教育相談（成田市、匝瑳市） 

 内容：子育てや家庭教育の不安等に関する相談に応じる 

 

４（１）イ④、ウ③、エ

（エ）② 

 ・研修会「救命救急・彦一凧づくり講習会」（佐倉市） 

 開催日：11月 3日 

 

４（１）ア② 

 ・子育て講座（佐倉市、匝瑳市） 

 

４（１）イ③ 

 ・若者自立支援相談（佐倉市） 

 開催日：11月 20日 

 

４（１）ア② 

 ・青少年ユニカール大会（四街道市） 

 開催日：11月 27日 

 内容：青少年相談員と青少年が交流を図る。 

 

４（１）ア② 

 ・ニュースポーツ教室（酒々井町） 

 開催日：11月 6日 

 内容：パークゴルフ教室 

 

４（１）ア②、 

    エ（エ）③ 



 ・青少年問題協議会（酒々井町） 

 開催日：11月 22日 

 

４（１）ア① 

 ・長期欠席児童生徒対策委員会（東庄町） 

 

４（１）ア① 

 

 

・家庭教育学級（千葉県、匝瑳市、君津市、東庄町） ４（１）イ③ 

 

 

・家庭児童相談（匝瑳市、いすみ市） ４（１）イ③ 

 

 

・適応支援教室（匝瑳市） ４（１）イ③ 

 

 

 

・小中高生徒指導連絡協議会（銚子市） 

「学校種を超えた授業参観研修会」 

４（１）（ア）① 

 

 

・児童福祉連絡協議会（銚子市） 4（1）ア① 

 

 

・青少年相談員研修会（旭市） ４（１）ア① 

 

 

 

・ミニ集会 保護者向け講演会（木更津市） 

「子どもの心」「親の接し方」 

４（１）イ③ 

 

 

・教育相談に関する研修（木更津市） ４（１）エ（エ）② 

 

 

・児童養護施設との打ち合わせ（木更津市） ４（１）エ（エ）② 

    ア① 

 ・ケースワーカー会議（木更津市） ４（１）ア①、ウ② 

 

 

 

・青少年育成指導者研修会（鴨川市） 

 開催日：11月 28日 

４（１）エ（エ）① 

 

 

・生活習慣向上週間の実施（いすみ市） ４（１）イ①②③ 

 

 

 

・市民学習発表会（佐倉市） 

 開催日：11月 20日 

４（１）ア② 

 

 

 ・歳末特別警戒パトロール代表者会議（銚子市） ４（１）エ（イ）①③ 

 ・東総地区青少年補導委員連絡協議会（匝瑳市） ４（１）エ（エ）① 



 ・生徒指導委員会（匝瑳市） ４（１）エ（エ）① 

４ 巡回活動、環境

浄化活動等 

・集団暴走族に対する指導取り締まり（千葉県） ４（１）エ（イ）③ 

 ・挨拶運動（千葉市、君津市、木更津市） 

 

４（１）イ③ 

 ・防犯パトロール 

（千葉市、成田市、佐倉市、四街道市、富里市、栄町、多古

町、茂原市、長生村、大多喜町、木更津市、君津市、山武市） 

 

４（１）エ（イ）① 

 ・街頭補導活動 

（千葉市、市川市、船橋市、柏市、習志野市、八千代市、松

戸市、野田市、流山市、四街道市、銚子市、鎌ヶ谷市、市原

市、木更津市、我孫子市、浦安市、茂原市、旭市、多古町） 

４（１）エ（ｲ）①② 

 ・青少年補導員列車補導 

（千葉市、市川市、船橋市、柏市、習志野市、八千代市、松

戸市、野田市、流山市、四街道市、銚子市、鎌ヶ谷市、市原

市、木更津市、我孫子市、浦安市、茂原市） 

４（１）エ（イ）① 

 ・環境浄化活動（有害図書の陳列やピンクビラ、公衆電話ボ

ックス、捨て看板の撤去等） 

（千葉市、松戸市、流山市、野田市、四街道市、富里市、東

庄町、銚子市、鎌ヶ谷市） 

 

４（１）エ（ｲ）①② 

 ・カラオケボックス店への協力要請（銚子市） ４（１）エ（ウ）② 

 

 ・電話、来所等による相談（千葉県、習志野市、八千代市、

銚子市） 

４（１）ア、イ、ウ、エ

（ｳ） 

 

 ・乳児家庭全戸訪問事業（八千代市、佐倉市） 

 

４（１）ウ② 

 ・訪問、電話相談の実施（補導関係）（銚子市） ４（１）エ 

 

 ・花いっぱい運動（木更津市） ４（１）ア② 

 ・歳末特別警戒パトロール代表者会議（銚子市） ４（１）エ（イ）①③ 

５ 青少年の社会

参加活動 

 

・千代田ふれあいまつり（佐倉市） 

 開催日：11月 14日 

４（１）ア② 

 

 

 

・すくすくまつりねごう（佐倉市） 

 開催日：11月 21日 

４（１）ア② 

 

 

 

・和田ふるさとまつり（佐倉市） 

 開催日：11月 21日 

４（１）ア② 



 

 

 

・弥富グラウンドゴルフ大会（佐倉市） 

 開催日：11月 23日 

４（１）ア② 

 

 

 

・ウォークラリー大会（栄町） 

 開催日：11月 7日 

４（１）ア② 

 

 

・市民オリエンテーリング大会（匝瑳市） ４（１）ア② 

 

 

・市民ふれあい健康ウォーク（匝瑳市） ４（１）ア② 

 ・市民文化祭（子ども祭り部門）（富津市） 

 

４（１）ア② 

 ・市民ハイキング（富津市） 

 

４（１）ア② 

 ・文化祭（児童生徒作品展、絵画、標語など）（富里市、南房

総市） 

 

４（１）ア② 

 ・矢那川彼岸花球根植え付けボランティア（木更津市） ４（１）ア② 

 ・菊花祭（木更津市） ４（１）ア② 

 ・地域ふれあい活動デ―（木更津市） ４（１）ア② 

 

 

 

・クリーン活動（木更津市） 

 内容：道路のガムはがしなど 

４（１）ア② 

６ その他 

 

 

 

・成人式プロジェクト（八千代市） 

 内容：18歳以上を対象に成人式の記念行事のプロジェクト

メンバーを公募 

４（１）ア② 

 ・青少年育成功労者表彰（白子町、山武市） ４（２）イ 

 

 

 

 

・放課後子ども教室推進事業（千葉県） 

 内容：県の小学校区において小学校の余裕教室を活用して

子どもたちの安全安心な活動拠点（居場所）を設ける。 

４（１）エ（イ）② 

 


