
  （ 茨城県 　1/18）

区　　分 内　　　　容
1 大会等

(茨城県警察本部，
　各市町村)

【延べ　７　件】

　

2 広報啓発活動
(茨城県，茨城県警察本部
　各県民ｾﾝﾀｰ，育成協会
　各市町村)

【延べ　２７３　件】

○第50回交通安全子供自転車茨城県大会（茨城県警）

　開催日：7月3日

　場　所：ひたちなか市総合運動公園　総合体育館

　内　容：子供自転車大会

○少年の主張大会（水戸市）　1回実施

○社会を明るくする運動（ひたちなか市）

　開催日：7月13日

　内　容：講演会・映画会

　出席者：相談員25名，特別相談員1名

○高萩警察署管内防犯柔剣道大会の実施（中学・高校・一般）（高萩市）

　柔道の部（7月7日　参加者141名）（高萩中学校)

　剣道の部（7月7日　参加者189名）（北茨城市民体育館）

○第19回青少年健全育成の集い（北茨城市）

　実施日：7月6日（土）9:00～11:30

　場　所：北茨城市民ふれあいｾﾝﾀｰ

　主催者：青少年健全育成北茨城市市民の会

　参加者：310名（市PTA連絡協議会　外19団体）

　事業内容：市立精華小学校鼓笛隊を先頭にJR磯原駅周辺約2kmの行程で

　　　　　　「明るい社会」「麻薬撲滅」「社会環境浄化」運動のﾊﾟﾚｰﾄﾞ

　　　　　　を実施した。

　　　　　　また，ﾊﾟﾚｰﾄﾞ終了後は各地区において，有害ﾋﾞﾗの撤去や空き

　　　　　　缶回収等の清掃活動を行った。

○心とからだの講演会（鹿嶋市）

　中学校　1校

○青少年育成を考えるつどい（かすみがうら市）

　開催日：7月27日（土）

　場　所：かすみがうら市（あじさい館）

　出席者：青少年育成関係者，市内小中学校PTA等　計101人

　内　容：中学生の主張大会，講演会

○水戸駅南口COMBOX310大型ﾋﾞｼﾞｮﾝを利用した広報(茨城県警)

○茨城放送｢こちら110番｣｢県警からのお知らせ｣による広報(茨城県警)

○小学校,中学校,高等学校等における非行防止教室の実施(茨城県警)

　実施回数：42回

　参加児童：7,286人

○ﾎﾟｽﾀｰの作成掲示（茨城県警）

　女子ｻｯｶｰ選手を起用した非行防止ﾎﾟｽﾀｰの作成掲示

○「ﾀﾞﾒ。ｾﾞｯﾀｲ。」普及運動（6月20日～7月19日）（茨城県）

　(1)ﾔﾝｸﾞ街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

　　・高校野球ひたちなか会場

　　　開催日：7月13日

　　・高萩まつり

　　　開催日：7月27日

　(2)特別ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

　　・高校野球ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（全国高校野球県予選会場6球場）

，



  （ 茨城県 　2/18）

区　　分 内　　　　容
　　　開催日：7月6日～25日

　　・茨城空港

　　　開催日：7月20日

○「ﾀﾞﾒ。ｾﾞｯﾀｲ。」普及運動6.26ﾔﾝｸﾞ街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（育成協会）

　開催日：7月13日(土)

　場　所：ひたちなか市総合運動公園市民球場

　　　　　（全国高等学校野球選手権茨城大会会場）

　開催日：7月27日(土)

　場　所：高萩市総合福祉ｾﾝﾀｰからJR高萩駅前

　　　　　（第43回高萩まつりのﾊﾟﾚｰﾄﾞ会場）

　（「ﾀﾞﾒ。ｾﾞｯﾀｲ。」普及運動実行委員会の構成団体として参加）

○6.26ﾔﾝｸﾞ街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（茨城県薬物乱用防止指導員ひたちなか地区協議会

　・県）

　開催日：7月13日

　出席者：特別相談員1名，相談員2名

○薬物乱用防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（日立港まつり）（日立市）

　薬物乱用防止を呼びかけながら来場者へ啓発物を配布した。

　開催日：7月28日（日）

　主　催：日立市青少年育成推進会議

　協力団体：日立市青少年相談員連絡協議会

○薬物乱用防止啓発広報，のぼり，ﾎﾟｽﾀｰ掲示，ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭの配布(高萩市)

　開催日：7月27日

　場　所：高萩市福祉ｾﾝﾀｰ～高萩駅前通り

○薬物乱用防止啓発活動（つくばみらい市）

　開催日：7月16日（火）

　実施者：市職員4人，青少年育成関係者

　内　容：みらい平駅前にて，午前7時から午前8時まで，啓発物品（ﾎﾟｹｯﾄ

　　　　　ﾃｨｯｼｭ）を配布

○未成年者喫煙防止街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加（県北県民ｾﾝﾀｰ）

　開催日：7月11日（木）

　場　所：JR日立駅西口中央付近

○未成年者喫煙防止運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（鹿行県民ｾﾝﾀｰ）

　未成年者への喫煙防止の声かけをﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭの配布

　場　所：鹿島神宮駅

○「未成年者喫煙防止」街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（県南県民ｾﾝﾀｰ）

　　開催日：7月11日（木）

　　場　所：土浦駅東口・西口

　　参加者：日本たばこ産業株式会社，たばこ販売組合，各ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ，

　　　　　　土浦市青少年育成関係者，土浦市職員，土浦工業高校生徒会,

　　　　　　土浦警察署員，県南県民ｾﾝﾀｰ職員等

　　内　容：声かけをしながら啓発用品を配布する。

　　　　　　のぼり旗の掲出

○未成年者喫煙防止街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（育成協会）

　開催日：7月11日(木)

　場　所：水戸駅，勝田駅，日立駅，土浦駅，取手駅，下館駅，古河駅，

　　　　　鹿島神宮駅
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区　　分 内　　　　容
　（茨城県未成年者喫煙防止対策協議会の構成団体として参加）

○未成年者喫煙防止街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（ひたちなか市・茨城県未成年者喫煙防止

　協議会）

　開催日：7月11日

　出席者：特別相談員1名，相談員2名

○未成年者喫煙防止啓発活動（日立市）

　日立駅西口にて，未成年者の喫煙防止を呼びかけながら啓発物の配布を

　した。

　開催日：7月11日（木）

　参加団体：日立たばこ販売組合，日立警察署，日立市青少年育成推進会

　　　　　　議，日立市青少年相談員連絡協議会，日立市更生保護協会，

　　　　　　（社）茨城県青少年育成協会，県北県民ｾﾝﾀｰ，日立地区少年

　　　　　　指導委員連絡会,日立地区ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ,(ｺｺｽﾄｱ，ﾛｰｿﾝ，ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ)

○未成年者喫煙防止啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（土浦市）

　開催日：7月11日（木）7:20～8:30

　場　所：土浦駅

　内　容：喫煙防止とともに，あいさつ・声かけ運動として実施。

　　　　　ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰを配布（5,000個）

　参加者：52名

　　　　　土浦警察署，県南県民ｾﾝﾀｰ，（社）茨城県青少年育成協会，

　　　　　JR東日本　土浦駅，土浦更生保護女性会，ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ協会（ｺﾝﾋﾞ

　　　　　ﾆ），土浦たばこ販売協同組合，茨城たばこの会，日本たばこ

　　　　　土浦営業所，土浦工業高校生徒会，土浦市青少年相談員連絡協

　　　　　議会，土浦まちづくり市民会議，土浦市教育委員会生涯学習課

○未成年者喫煙防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（取手市）

　取手駅東口・西口において，あいさつ・声かけ運動及び未成年者の喫煙

　防止PRﾃｯｼｭの配付（JT主催）

○未成年者喫煙防止街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（古河市）

　開催日：7月11日

　場　所：古河駅

○未成年喫煙防止街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（筑西市）

　開催日：7月11日

　出席者：茨城県未成年者喫煙防止協議会他

○非行防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（土浦市）

　開催日：7月5日（金）7:20～9:00

　場　所：土浦駅，神立駅，荒川沖駅の3ヵ所で同時展開

　内　容：非行防止，あいさつ・声かけを中心に，ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰの配布

　　　　　（4,500個）

　　　　　電話ﾎﾞｯｸｽ内等の不良掲示物除去

　　　　　啓発のぼりの設置：各ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ（市内8ヵ所）

　参加者：土浦市青少年相談員ほか48名

○非行防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（かすみがうら市）

　開催日：7月19日（金）　

　場　所：神立駅西口

　出席者：市青少年相談員

　内　容：啓発物（ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ）の配布



  （ 茨城県 　4/18）

区　　分 内　　　　容
○社会を明るくする運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（水戸市）　2回実施

　（水戸駅頭，下市）

○「社会を明るくする運動」への街頭指導（笠間市）

　　開催日：7月1日（月）

　　実施場所：笠間市内　各駅

○「社会を明るくする運動」への街頭指導（笠間市）

　　開催日：7月14日（日）

　場　所：笠間市内　ｼﾞｮｲﾌﾙ山新　友部店

　　　　　笠間市内　笠間ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ「ﾎﾟﾚﾎﾟﾚｼﾃｨｰ」

　　　　　笠間市内　「ﾊﾞｻﾞｰﾙDEいわま」ｲﾍﾞﾝﾄ会場

○社会を明るくする運動（ひたちなか市）

　開催日：7月1日

　内　容：街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

　出席者：相談員1名，事務局職員1名

○「社会を明るくする運動」街頭宣伝活動（那珂市）

　開催日：7月1日（月）15:00～16:00まで　

　場　所：ﾌｰﾄﾞｵﾌｽﾄｯｶｰｻﾝﾓﾘﾉ那珂店，ｲｵﾝ那珂町店，ｶｽﾐ瓜連店

　参加者：保護司会，市更生保護女性会，市青少年相談員，市連合民生委

　　　　　員児童委員協議会，行政担当者　【合計80名】

○社会を明るくする運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの協力（茨城町）

　懸垂幕，のぼり旗の掲出

　ｲｵﾝﾀｳﾝ水戸南で中学生29人，関係団体13団体（合計112人）による啓発品

　の配布

○社会を明るくする運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（城里町）

　開催日：7月27日・午前中

　場　所：桂物産ｾﾝﾀｰ，山桜

　開催日：7月27日・午後

　場　所：七夕まつり会場

○社会を明るくする運動（日立市）

　開催日：7月1日（月）

　場　所：JR十王駅前，JR小木津駅前，JR日立駅前，JR常陸多賀駅前，JR

　　　　　大甕駅前

　内　容：啓発物の配布，市報による広報

○社会を明るくする運動ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ活動（常陸太田市，久慈地区保護司会等）

　啓発ﾁﾗｼ，ﾃｨｯｼｭ等の配布

　開催日：7月26日

○街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（社会を明るくする運動実施委員会）（高萩市）

　開催日：7月27日

　場　所：高萩駅前通り

○社会を明るくする運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(つくばｾﾝﾀｰ地区)に参加(つくば市)

　開催日：7月14日

○社会を明るくする運動（阿見町）

　開催日：7月2日

　非行防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施。啓発用品配布。

○社会を明るくする運動への参加（下妻市）

　非行防止啓発品（ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ，ﾘｰﾌﾚｯﾄ等）の配布活動
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区　　分 内　　　　容
　（下妻市，下妻市青少年相談員連絡会，青少年を育てる下妻市民の会）

○社会を明るくする運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（筑西市）

　開催日：7月1日

　出席者：筑西市推進委員会他

○社会を明るくする運動（桜川市）

　・のぼり旗の設置：市内　104本

　・街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

　開催日：7月2日，3日，4日，5日

　場　所：市内駅前広場・商店前

　出席者：市長・教育長・青少年育成関係機関団体　85名

　内　容：ﾘｰﾌﾚｯﾄ・ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ・傷伴ｾｯﾄの配布

　・あいさつ運動

　開催日：7月中(16日間)

　場　所：市内小中学校門前　16校

　出席者：市更生保護女性会・教員　112名

　・作文ｺﾝﾃｽﾄ参加　市内小中学校児童・生徒

○「青少年の健全育成等に関する条例」の啓発と「青少年健全育成に協力

　する店」の説明（登録率向上）及び店舗訪問の依頼（鹿行管内5市）

　（鹿行県民ｾﾝﾀｰ）

○「青少年健全育成に協力する店」訪問（常陸大宮市）

　10店舗に夜間街頭相談協力依頼及びｽﾃｯｶｰ趣旨説明，掲示依頼。

　開催日：7月18日

○青少年の健全育成等に関する条例の説明（全地区）（古河市）

○県青少年の健全育成等に関する条例普及啓発（結城市）

　あいさつ・声かけ運動にて啓発品の配布。

　開催日：7月18日（木）

　場　所：JR結城駅等

　その他：青少年育成市民会議，青少年相談員合同・市青少年相談員連絡

　　　　　協議会広報紙にて，県条例の広報記事掲載（8月1日発行）。

○祭礼時における巡視活動（笠間市）

　開催日：7月27日（土）

○環境浄化ﾊﾟﾄﾛｰﾙ，祭事巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙの実施（茨城町）　6回

○街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（大洗町）

　開催日：7月4日(木)，5日(金)

　場　所：大洗町内

　参加者：大洗町長，交番所長，大洗町青少年相談員，小中学校教師，保

　　　　　護司，更生保護女性会，民生委員，防犯連絡協議会委員

　　　　　等　青少年育成関係者20名

○小中学校下校時巡回（常陸太田市青少年相談員）（8回）

○夏祭り巡回（常陸大宮市）

　青少年への声かけ及びﾃｨｯｼｭ等を配布し「青少年健全育成に関する条例」

　の趣旨説明。青少年相談員27名が参加。

　開催日：7月27日

○街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（鹿島神宮駅前）（鹿嶋市）

○街頭補導（神栖市）

　開催日：7月20日（神栖地区・波崎地区）
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区　　分 内　　　　容
　　　　　7月21日（神栖地区・波崎地区）

○特別補導（神栖市）

　開催日：7月20日　大潮祭

　　　　　7月27日，28日　みなと祭

○合同指導（土浦市）

　土浦駅周辺を，非行防止，環境浄化を目的に巡回指導を実施。

　開催日：毎月1～14日　16:30～17:30

○地区指導（土浦市）

　市内8中学校ﾌﾞﾛｯｸ毎に，それぞれの計画に沿って実施。

　開催日：毎月15～31日間に，1～2回

○祗園祭合同特別街頭指導（土浦市）

　開催日：7月27日（土），28日（日）18:50～20:50

　場　所：土浦市街地

　内　容：情報交換後，市街地を青少年指導員のﾘｰﾄﾞで，3つのｸﾞﾙｰﾌﾟに分

　　　　　かれ，非行防止・被害防止の視点で巡回指導。

　　　　　ｸﾞﾙｰﾌﾟA：青少年指導員，教員，保護者　2組

　　　　　　　　B：警察署，少年指導員　　　　　1組

　参加者：延べ78名

　　　　　土浦警察署，高等学校教諭，高等学校PTA，少年指導員，土浦市

　　　　　青少年相談員，土浦市生涯学習課

○街頭指導の強化（月6回）（龍ヶ崎市）

 内　容：不審者出没等の情報が増加にあり，青少年の被害防止の抑止効

　　　　　果として青色防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙの講習を受講し，青色回転灯を装着し

　　　　　た公用車による巡回を行い，地域の防犯と併せた街頭指導活動

　　　　　を実施した。特に，東京都等で小学生を狙った事件が続いたた

　　　　　め，当初予定の巡回予定とは別に緊急巡回を実施し，街頭指導

　　　　　の強化に努めた。

　主　体：主体：龍ケ崎市青少年ｾﾝﾀｰ･龍ケ崎市青少年相談員連絡協議会･

　　　　　青少年育成・龍ケ崎市民会議

○社会を明るくする運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（牛久市）

　市内JR駅2ヶ所にて街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施（社明の啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄ及び啓発品の

　配布）

　開催日：7月1日 

　出席者：牛久市長，牛久市副市長，牛久市保護司会，牛久市更生保護女

　　　　　性会，牛久市青少年相談員等　53人　　　　　

　内　容：懸垂幕，横断幕，のぼり旗の掲示　　　　

　　　　　市内中学校生徒に啓発品の配布

○青少年健全育成巡回（守谷市・守谷市青少年相談員）

○定期街頭補導（古河市）

　（古河地区）4回（7月9日，11日，18日，22日）

　（総和地区）3回（7月5日，12日，26日）

　（三和地区）2回（7月5日，26日）

○特別ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（古河市）

　（総和地区）4回（7月14日，20日，21日，23日）

　（三和地区）4回（7月13日，14日(2ヶ所)，20日）

○街頭指導活動（坂東市）



  （ 茨城県 　7/18）

区　　分 内　　　　容
○あいさつ声かけ運動（7月1日）市内小中高校26校（神栖市）

○あいさつ運動・中学校地区生徒指導推進協議会（土浦市）

　①あいさつ運動

　　開催日：7月8日（月）7:40～

　　場　所：新治中学校地区の斗利出小学校で実施。

　　参加者：地域の方，PTA，学校，相談員（6名）が参加。

　　　　　　この地区では，年間計画で，1中学校，3小学校で実施。

　②中学校地区生徒指導推進協議会（8地区）

　　内　容：長期休業日を前に，年間3回，各中学校地区で実施。

　　参加者：地域の方（区長，保護司，更生女性会，民児協，体協役員，

　　　　　　相談員等），学校評議員，小中学校長・教諭，PTA等

○青少年健全育成啓発運動（龍ヶ崎市）

　実施日：7月1日～7月31日

　場　所：協力小学校13校,市庁舎，市総合体育館,ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ13箇所ほか

　　　　　（計50本設置）

　内　容：「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に連動し，『あいさ

　　　　　つ声かけ運動』の幟旗を設置，市広報誌やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞなどを活用

　　　　　し広く市民に啓発，啓蒙を行なった。

　実施主体：龍ケ崎市青少年ｾﾝﾀｰ・青少年育成龍ケ崎市民会議

○「あいさつ声かけ運動ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」（龍ヶ崎市）

　実施日：7月2日　

　内　容：青少年問題の共通の理解と認識を広く市民に周知するため青少

　　　　　育成関係機関・団体と連携し，市民が利用する大型ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾ

　　　　　ﾝﾀｰで啓発用品配布によるｷｬﾝﾍﾟｰﾝと各小学校の校門での「あい

　　　　　さつ声かけ運動ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」を同日に行った。

　会　場：各小学校13校　7:40～

　　　　　ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ　17:00～（ﾘｸｼﾙﾋﾞﾊﾞ･ﾗﾝﾄﾞﾛｰﾑ･ﾔｵｺｰ）　　　　　

　実施主体：龍ケ崎市青少年ｾﾝﾀｰ・青少年育成龍ケ崎市民会議，龍ケ崎市

　　　　　　青少年相談員連絡協議会

　協力団体：竜ケ崎警察署，龍ケ崎地区少年指導員連絡会，更生保護女性

　　　　　　会，龍ケ崎市防犯連絡員協議会，龍ケ崎市文化協会，龍ケ崎

　　　　　　地区保護司会

　　　　　　13校立哨　80名，ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ　68名

○小・中・高等学校における「あいさつ・声かけ運動」（つくば市）

○あいさつ・声かけ運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（桜川市）

　開催日：7月中

　場　所：市内駅前広場・小中学校校門前

　出席者：青少年育成関係機関団体　50名

　内　容：ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭの配布

○のぼり旗の掲出（東海村）

○懸垂幕の掲出（潮来市）

　開催日：7月1日～7月31日

○広報・啓発活動（水戸市）　2回実施

　（水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸﾎｰﾑｹﾞｰﾑ，夏の高校野球茨城大会予選（水戸桜ノ牧高－茨

　城東高戦））

○電光掲示板による広報（水戸市）



  （ 茨城県 　8/18）

区　　分 内　　　　容
　実施日：7月1日～31日

○広報誌（紙）による広報（小美玉市）

　小美玉市「広報おみたま」への掲載

　（茨城県青少年の健全育成等に関する条例について）

○広報車による広報啓発（城里町）

○広報紙による広報（城里町）

○青少年相談員連絡協議会広報紙「ひびき」の発行及び全戸配布(東海村)

○広報「とうかい」において記事掲載（東海村）

○広報誌「広報だいご」「お知らせ版」による広報（大子町）

○広報誌への掲載（取手市）

　広報とりで7月15日号

○「社会を明るくする運動」広報紙による広報（牛久市）

○「社会を明るくする運動」ﾗｼﾞｵによるｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開催広報（牛久市）

○市庁舎窓口　電光表示板による広報（牛久市）

○懸垂幕・横断幕の掲示，のぼり旗の掲示，市庁舎内電光表示板による啓

　発広報（牛久市）

○ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用に係る非行及び犯罪被害防止対策の推進（利根町）

　ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ普及ﾁﾗｼ及びﾃｨｯｼｭを各施設に配布し，青少年の健全育成啓発普

　及に努めた。

○市広報紙による広報（7月1日号市内全戸配付）（古河市）

○『広報常総』(市発行)に青少年相談員の活動・相談員紹介等の記事を掲

　載（常総市）

○市広報誌による相談業務の広報（筑西市）

○広報紙による広報（八千代町）

　「広報やちよお知らせ版」7月15日号に啓発記事を掲載

○啓発物の配布（東海村）

○啓発ﾃｨｯｼｭ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布（大子町）

○啓発ﾃｨｯｼｭ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布（鹿嶋市）

○ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる啓発（県条例）（神栖市）

○携帯ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄの配布（神栖市）

○電話相談ｶｰﾄﾞの配布（市内小中学生11,000枚）（神栖市）

○啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ，啓発品等の配布（牛久市）

○啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の窓口で配布（守谷市）

○啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布（稲敷市）

　開催日：7月9日

○非行防止啓発ﾎﾟｽﾀｰの掲示（下妻市）

○町内のｽｰﾊﾟｰの入口において，啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄ，啓発品の配布（八千代町）

　実施日：7月12日（金）

　参加者：八千代町青少年相談員協議会，八千代町教育委員会

○未成年者喫煙防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝへの協力(茨城県警)


(茨城県，茨城県警察本部　開催日：7月11日


　各市町村)


3 有害環境浄化活動

　場　所：水戸駅を始めとする県内のJR8駅


【延べ　１６８　件】
○県内一円での街頭補導活動(茨城県警)
○｢児童生徒の健全育成に関する警察と学校との連絡制度｣の運用(茨城県)

　目　　的：警察署と学校が互いに連絡・相談を行うことで児童生徒の非



  （ 茨城県 　9/18）

区　　分 内　　　　容
　　　　　　行防止,犯罪被害防止及び健全育成を図ることを目的とする。

　運用開始：県立学校　　　6月1日から

　　　　　　市町村立学校　7月1日から

○「朝のあいさつ運動」の実施（東海村）

　村内6小学校，2中学校にて実施

○青少年相談員による学校訪問（東海村）

　村内6小学校，2中学校，1高等学校にて実施

○日立市青少年相談員165名を31班に分けて活動（日立市）

　1　定例活動：市内28か所（28班123名で実施）

　2　特別活動：日立港まつり（4班17名で実施）

　3　自主活動：1か所（1班3名で実施）

　※定例活動では，「道路敷違反広告物撤去作業」，「青少年の健全育成

　　に協力する店」登録活動の実施

○社会環境整備活動と併せ「青少年の健全育成に協力する店」登録店の訪

　問及び新規店舗加入活動（北茨城市）

　開催日：7月6日

○社会環境整備活動等（潮来市）

　開催日：7月6日

○「青少年の健全育成に協力する店」の登録活動の依頼並びにｽﾃｯｶｰ等の配

　布（県北県民ｾﾝﾀｰ）

　開催日：7月1日（月）

　場　所：日立市，高萩市，北茨城市

　開催日：7月2日（火）

　場　所：常陸太田市，常陸大宮市，大子町

○青少年の健全育成に協力する店への訪問活動（笠間市）　46件

　開催日：7月中

　訪問先：ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ・書店・ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽ・ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰなど

○「青少年の健全育成に協力する店」へのあいさつ回り（那珂市）

　開催日：7月10日（水）

　場　所：市内全域

　参加者：市青少年相談員，自治会等

○青少年の健全育成に協力する店訪問活動及び有害図書（守谷市）

○「青少年の健全育成に協力する店」協力推進活動（美浦村）

○青少年の健全育成に協力する店登録店舗巡回（古河市）

○青少年の健全育成に協力する店登録推進事業（結城市）

　・携帯電話販売店を訪問し，ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞの利用普及について依頼。

　・図書，DVD等の販売・ﾚﾝﾀﾙ等の事業者に対し有害図書の区分陳列等県条

　　例遵守及び青少年への配慮について依頼。

　実施日：7月18日（木）　訪問店舗：30件

　その他：青少年育成市民会議，青少年相談員合同

○青少年の健全育成に協力する店訪問活動（桜川市）

　開催日：7月19日，20日，28日

　場　所：市内店舗訪問店舗数　72件

　出席者：青少年相談員　28名

　内　容：ﾘｰﾌﾚｯﾄ・ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭの配布　

○「青少年の健全育成に協力する店」登録店舗訪問活動（境町）



  （ 茨城県 　10/18）

区　　分 内　　　　容
○街頭補導活動（水戸市）　22回実施

○市内巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（小美玉市）

　開催日：7月3日（水）

　場　所：小美玉市美野里地区　　　　　　　

　開催日：7月10日（水）

　場　所：小美玉市小川地区　　　　　　　　

　開催日：7月11日（木）

　場　所：小美玉市玉里地区　　　　　　　　

○市内特別巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（小美玉市）

　開催日：7月21日（日）

　場　所：小美玉市小川地区　　　　　　　　

　祭　礼：小川祇園祭

　開催日：7月28日（日）

　場　所：小美玉市美野里地区　　　　　　

　祭　礼：羽鳥祭礼

○夏季青少年指導夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（大洗町）

　開催日：7月20日(土)，21日(日)，27日(土)，28日(日)，[8月3日(土)，

　　　　　4日(日)]

　時　間：20時30分～21時30分

　場　所：大洗町内全域

　参加者：大洗町立小中学校PTA，茨城県立大洗高等学校PTA，大洗町商工

　　　　　会青年部

　内　容：夏季休業期間開始時期に合わせ，児童生徒の校外生活の安全と

　　　　　非行防止を図るため，夜間におけるﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施する。

○海上花火大会ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（大洗町）

　開催日：7月27日(土)

　時　間：20:00～22:00

　場　所：大洗ｻﾝﾋﾞｰﾁ花火大会会場周辺

　参加者：大洗町青少年相談員 

○公用車による巡視（城里町）

○青少年相談員による定期巡回(街頭指導)活動（東海村）

○電話相談員による電話相談活動(金・土曜日実施)（東海村）

○青少年ｶｳﾝｾﾗｰによる面接相談活動(水曜日実施)（東海村）

○青少年育成等関係団体による夏期特別巡回(街頭指導)活動（東海村）

　実施機関：7月17日～9月13日

○高萩市青少年相談員による巡回（高萩市）

○青少年相談員合同巡回（北茨城市）

　実施日：7月24日（水）19:30～21:30

　場　所：市内一円

　主催者：北茨城市相談員連絡協議会

　参加者：57名（青少年相談員,市小・中学校教員,茨城県警高萩警察署）

　事業内容：市を3地区に分割し，それぞれの地区において危険個所や青少

　　　　　　年の集合場所となりうる箇所など（ｺﾝﾋﾞﾆ，大型店，公園）を

　　　　　　重点的に巡回・指導した。

○巡回活動（夕方3回・夜間3回）（鹿嶋市）

○祭礼巡視（潮来市）



  （ 茨城県 　11/18）

区　　分 内　　　　容
　開催日：7月27日～28日

　場　所：市内4地区

○市内祭礼時の巡回パトロールの実施（行方市）

　実施主体：青少年相談員（25名参加）

　実施回数：7回

○郊外型大型店舗内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰの巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（行方市）

　実施回数：1回（毎月1回実施）5名参加

○青少年の健全育成に協力する店舗訪問の実施（行方市）

　訪問実施店舗数：15店舗（延べ25名）

○石岡市青少年相談員による街頭巡回指導（石岡市）　7回

　街頭活動において，青少年に対する声かけなどを中心に青少年に協力す

　る店を訪問し，最近の動向などを調査した。

○地区街頭指導（取手市）8回

　市内を7地区に分け，徒歩及び青色防犯車両によるﾊﾟﾄﾛｰﾙ

○ﾐﾆ街頭指導（取手市）3回

　駅や学校周辺の早朝ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（怠学声かけ等）2人1組・徒歩

○中央街頭指導（取手市）1回

　高校生徒指導主事とﾐｰﾃｨﾝｸﾞ後市内をﾊﾟﾄﾛｰﾙ

○夏季特別街頭指導（取手市）4回

　取手市学警連主催，青少年相談員を中心とした青少年団体，PTA等による

　夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

○市内ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（駅，公園，店舗等）（牛久市）

○環境浄化を目的として，青少年が立ち寄りそうな店舗等を訪問し，状況

　調査や点検を実施（牛久市）

○社会環境調査として市内巡回と有害図書，ﾋﾞﾃﾞｵ等実態調査（牛久市）

　開催日：7月6日

　出席者：青少年育成牛久市民会議員

　内　容：有害図書・ﾋﾞﾃﾞｵ等自動販売機実態調査

　　　　　自動販売機等の調査ではないが，下記店舗にて陳列状況等につ

　　　　　いて調査を実施

　調査場所：Wonder GOO（DVDｺｰﾅｰ・本ｺｰﾅｰ）

　実態調査参加者：青少年育成牛久市民会議役員　8人

○市内各地区の祭りにおける巡回活動（つくば市）

　開催日：7月14日　

　場　所：一の矢祇園ほか

○学校訪問（つくば市）

○夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ　ｲｵﾝﾓｰﾙつくば（つくば市）

　開催日：7月29日

○市内巡回指導（かすみがうら市）

　開催日：7月10日（水），24日（水）

　場　所：かすみがうら市内

　出席者：市青少年相談員

　内　容：青色防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車による市内巡回

○防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（つくばみらい市）

　実施日：7月26日（金）

　出席者：市職員1人，市相談員1人



  （ 茨城県 　12/18）

区　　分 内　　　　容
　内　容：午後6時から午後8時までｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ等の周辺ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施した。

○捨て看板，風俗ﾋﾞﾗ撤去による社会環境整備活動（美浦村）

○街頭指導活動，街頭巡回活動（美浦村）

○夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（阿見町）

　開催日：7月～8月

　夏休み期間中，青少年相談員による町内の夜間巡回活動を実施。公園等

　で声かけや清掃活動などを行なう。時間帯は午後8時～10時まで。

○青少年相談員による街頭巡回の実施（結城市）

　・市内を5地区に区分し，各地区において街頭巡回を実施。

　・市夏祭り特別巡回の実施

　　実施日：7月21日（日）

　　　　　　7月28日（日）

○市内街頭巡回指導活動（下妻市，下妻市青少年相談員連絡会）

　下妻市内のｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ，ｺﾝﾋﾞﾆ，ﾚﾝﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵ店，大型店舗など青少年の集ま

　りやすい場所の巡回，また，夏祭り会場等の巡回を実施。

　月例巡回：9回

　夏祭り等特別巡回：2回

○青少年のための社会環境整備活動（下妻市，青少年を育てる下妻市民の

　会）

　市内各所での違法広告の撤去活動，市内通学路や公園等の危険箇所点検

　活動

○祇園祭街頭指導（常総市）

　・水海道地区：7月13日，14日

　・石下地区：7月27日，28日

○定期巡回街頭指導活動（筑西市青少年相談員　計8回）

○夏祭り特別巡回街頭指導活動（筑西市青少年相談員計6回）

○夏祭り巡視指導活動（桜川市）

　開催日：7月24日，25日，26日，28日

　場　所：桜川市岩瀬地区・真壁地区

　出席者：学校警察連絡協議会委員　51名

　内　容：夏祭り時の青少年が事件・事故等に巻き込まれないように巡回

　　　　　指導活動

○下校時の防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（五霞町）

　開催日：通年（強調月間期間中延べ14回）

　場　所：町内通学路等

　参加者：青少年団体・PTA・関係団体等

○街頭ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（境町）

○白ﾎﾟｽﾄによる有害図書等の回収（水戸市）1回実施

○有害図書・ビデオ等自動販売機立入調査会（県北県民ｾﾝﾀｰ）

　開催日：7月18日（木）

　場　所：常陸大宮市

　開催日：7月31日（水）

　場　所：常陸太田市

○有害図書・ﾋﾞﾃﾞｵ等自動販売機実態調査の実施（笠間市）

○有害図書等自動販売機立入調査（常陸太田市）

　開催日：7月31日



  （ 茨城県 　13/18）

区　　分 内　　　　容

4 研修会等
(茨城県，茨城県警察本部
　各県民ｾﾝﾀｰ，各市町村)

【延べ　６８　件】

○図書等自動販売機の立入調査（常陸大宮市）

　常陸大宮市美和地域にある自動販売機3台の立ち入り調査。

　開催日：7月18日

○図書等児童販売機立入調査（鹿嶋市）

○ﾋﾞﾃﾞｵ等自動販売機実態調査（守谷市・守谷市青少年相談員）

○有害図書自動販売機の点検：定期街頭補導時（古河市）

　実施場所：古河地区・三和地区

○警察本部と教育庁等との連絡会の開催（茨城県）

　開催日：7月11日（木）

　出席者：教育庁関係各課，警察本部関係各課，知事公室女性青少年課，

　　　　　総務部私学振興室，保健福祉部子ども家庭課，各教育事務所

　テーマ：「児童生徒の健全育成に関する警察と学校との連絡制度の周知

　　　　　状況等について」　

　　　　　「夏季休業期間における児童生徒の非行防止及び事故防止への

　　　　　取組について」

○茨城県PTA指導者別研修会（茨城県教育委員会・PTA）

　・幼稚園PTA（中央地区7月10日）常陸大宮市

　・幼稚園PTA（県北地区7月5日）常陸太田市

○ﾔﾝｸﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾐﾅｰ（茨城県教育委員会）

　さしま少年自然の家（7月6日～7日，7月14日～15日）境町

○薬物乱用防止教室（茨城県）

　・小学校7校，455名

　・中学校15校，2,438名

　・高等学校7校，2,812名

　・その他一般人3回，198名

○薬物乱用防止教室（茨城県教育庁）

　対　象：県立高等学校の生徒

　内　容：外部講師を招聘した薬物乱用防止教室の開催

　開催校：水戸商業高等学校　7月 1日

　　　　　鉾田第一高等学校　7月 1日

　　　　　取手松陽高等学校　7月 2日

　　　　　中央高等学校　　　7月 3日

　　　　　玉造工業高等学校　7月 4日

　　　　　下館第一高等学校　7月 5日

　　　　　結城第二高等学校　7月 5日

　　　　　古河第三高等学校　7月 8日

　　　　　水戸第三高等学校　7月 9日

　　　　　土浦工業高等学校 7月 9日

　　　　　大洗高等学校　　　7月11日

　　　　　緑岡高等学校　　　7月12日

　　　　　神栖高等学校　　　7月12日

　　　　　竹園高等学校　　　7月16日

　　　　　土浦第一高等学校　7月17日

　　　　　鬼怒商業高等学校　7月18日

○要保護児童対策地域協議会の実施（茨城県警）



  （ 茨城県 　14/18）

区　　分 内　　　　容
　専門部会合同会議：7月30日

○中学生と大学生ｻﾎﾟｰﾀｰとのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用座談会（茨城県警）

　開催日：7月18日

○市町村青少年事業打合せ（県南県民ｾﾝﾀｰ）

　開催日：7月1日（月）稲敷市

　　　　　7月3日（水）利根町，つくば市

　　　　　7月4日（木）牛久市

　　　　　7月5日（金）つくばみらい市，守谷市

　　　　　7月9日（火）土浦市

　内　容：市町村の青少年行政の事業内容の把握及び県事業の周知を図り,

　　　　　県と市町村の相互理解を深める。

○新任青少年相談員研修会(県西県民ｾﾝﾀｰ）

　開催日：7月29日（月）

　場　所：茨城県筑西合同庁舎大会議室

　出席者：県西県民ｾﾝﾀｰ県民福祉課職員　4名

　　　　　管内市町村青少年相談員　91名

　内　容：講義　「いばらき青少年・若者ﾌﾟﾗﾝについて」

　　　　　演習　「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ」～よりよい交流の言葉かけ～

○青少年相談員地区別研修会（水戸市）　5回実施

　（一中地区，三中地区，緑岡中地区，赤塚中地区，内原中地区）

○水戸集会（講演会）（水戸市）　1回実施

○「那珂地区生徒指導懇談会」（那珂市）

　開催日：7月24日（火）13:30～15:30

　場　所：那珂市中央公民館　講座室

　参加者：那珂市にある高校の生徒指導担当教諭（2名）

　　　　　＜参加高校：2校＞

　　　　　教育長，市教育研究会生徒指導部長，木崎地区防犯協会(2名),

　　　　　市青少年相談員（39名），市事務局（4名）【49名】

○小美玉市立小川南中学区生活指導委員会（小美玉市）

　開催日：7月3日（水）

　場　所：小美玉市小川公民館　　　　　　　

○平成25年度小美玉市第1回豊かな心育成連絡協議会（小美玉市）

　開催日：7月12日（金）

　場　所：小美玉市小川総合支所

○青少年相談員定例会の実施（東海村）

○電話相談専門研修会への参加(県水戸生涯学習ｾﾝﾀｰ主催)（東海村）

○青少年相談員第1回協議会（大子町）

○学校警察連絡協議会及び各種団体連絡会議合同会議の開催（潮来市）

　開催日：7月9日

○潮来市PTA連絡協議会評議員会（潮来市）

　開催日：7月23日

○青少年相談員連絡協議会研修会（鉾田市）

　開催日：7月13日（土）

　・講師に鉾田警察署生活安全課長と鹿行県民ｾﾝﾀｰ青少年指導員を迎え，

　　青少年問題の現状や課題について語る。

　・ｾｰﾌﾃｨｰﾏｲﾀｳﾝﾘｰﾀﾞｰや少年指導員にも研修会への参加を呼びかけ，研修



  （ 茨城県 　15/18）

区　　分 内　　　　容
　　会終了後，情報交換会を行う。

○神栖市青少年相談員正副会長班長会議（神栖市）

　開催日：7月25日

○第30回土浦地区青少年を考える会（土浦市）

　開催日：7月18日（木）14:00～16:00

　場　所：土浦地区更生保護ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

　目　的：地域が一体となって，青少年の健全な成長をｻﾎﾟｰﾄしていく体制

　　　　　をつくる。

　内　容：土浦地区更生保護女性会が中心となって，関係機関・団体・学

　　　　　校等が集まり，課題を検討し，実行へと繋げる。

　参加機関・団体（その会合により異なる。）：

　　　　　土浦市民生委員・児童委員連絡協議会,土浦地区保護司会,BBS,

　　　　　NPO法人子どもの研究所，土浦市更生保護女性会，かすみがうら

　　　　　市更生保護女性会，土浦市教育委員会（生涯学習課）

○石岡のおまつり青少年健全育成会会議（石岡市）

　児童生徒が健全で楽しいおまつり参加となるよう関係機関団体が一堂に

　会し，事故等の未然防止に努めることを目的とし会議を開催した。

　開催日：7月11日

　出席者：教育長，市内小中学校長，石岡警察署，教育委員会等

○夏休み防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ曜日連携強調情報交換会（守谷市）

　開催日：8月2日（金）

　場　所：中央公民館（情報交換会）

　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ場所：市内のｼｮﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ館内と周辺

（小･中学校生徒指導員と守谷市青少年相談員合同会議及び夏休み防犯ﾊﾟﾄ

　ﾛｰﾙ）　　　　　　

○青少年相談員協議会会議，役員会（美浦村）

○総和南中学校区生徒指導連絡協議会（古河市）

　開催日：7月4日（水)

　場　所：ﾈｰﾌﾞﾙﾊﾟｰｸ研修ｾﾝﾀｰ「平成館」

　内　容：「各学校の生徒指導の現状と課題」　各学校ﾚﾎﾟｰﾄ報告

○第7ﾌﾞﾛｯｸ青少年相談員連絡協議会総会及び研修会（古河市）

　開催日：7月11日（木）

　場　所：境町

　内　容：講演「青少年相談員の心構えについて」

　　　　　講師　茨城県県西県民ｾﾝﾀｰ　

　　　　　青少年指導員　生井　修 氏

○古河市学校警察等連絡協議会（古河市）

　開催日：7月11日(木)

　場　所：古河市役所三和庁舎

　内　容：「本校の生徒指導上の課題と取り組みについて」

　　　　　地区別各校発表

○西牛谷小学校区生徒指導連絡協議会（古河市）

　開催日：7月11日(木)

　場　所：西牛谷小学校

　内　容：「西牛谷小学校の教育について」

○総和中学校区生徒指導連絡協議会（古河市）



  （ 茨城県 　16/18）

区　　分 内　　　　容

5 その他
(茨城県，教育委員会，
　各市町村)

【延べ　４４　件】

　開催日：7月17日(水)

　場　所：総和中学校

　内　容：「各学校の生徒指導の現状と課題」　各学校ﾚﾎﾟｰﾄ報告

○新任青少年相談員研修会（古河市）

　開催日：7月29日（月）

　場　所：筑西合同庁舎

　内　容：「青少年相談員の心構え」

　　　　　講師　茨城県県西県民ｾﾝﾀｰ　

　　　　　青少年指導員　生井　修 氏

○平成25年度第7ﾌﾞﾛｯｸ青少年相談員連絡協議会研修会（常総市）

　開催日：7月11日（木）

　場　所：境町役場

　内　容：講演「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ～よりよい交流の言葉がけ～」

　講　師：県西県民ｾﾝﾀｰ青少年指導員　生井　修先生

○新任青少年相談員研修会（常総市）

　開催日：7月29日（月）

　場　所：筑西合同庁舎

　内　容：「いばらき青少年・若者ﾌﾟﾗﾝについて」

　　　　　「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ」

　講　師：県西県民ｾﾝﾀｰ青少年指導員　生井　修先生

○学社連携生徒指導連絡協議会（筑西市関城地区）

　開催日：7月17日

○筑西市青少年相談員中学校ﾌﾞﾛｯｸ情報交換会（筑西市）

　開催日：7月11日　下館南中ﾌﾞﾛｯｸ

　　　　　7月12日　下館西中ﾌﾞﾛｯｸ

○校外指導委員会議（筑西市）

　開催日：7月11日　筑西市明野地区

○筑西市青少年相談員連絡協議会役員会（筑西市）

　開催日：7月17日

○電話相談員打ち合せ会（筑西市）

　開催日：7月31日

○新任青少年相談員研修会（筑西市，坂東市）

　開催日：7月29日　県西県民ｾﾝﾀｰ

○第7ﾌﾞﾛｯｸ青少年相談員連絡協議会研修会（坂東市，五霞町，境町）

○第7ﾌﾞﾛｯｸ青少年相談員連絡協議会総会（五霞町，境町）

○境町青少年相談員連絡協議会役員会（境町）

○各市町村教育委員会及び各県立学校に文書を発出（茨城県）

　「夏季休業におけるいじめ問題への取組及び幼児児童生の安全確保につ

　　いて（通知）」（平成25年7月18日付け義教第830号）

○元気いばらきっ子育成事業（茨城県教育委員会）

　・中央青年の家（7月6日～7日）土浦市

　・白浜少年自然の家（7月6日～7日）行方市

　・さしま少年自然の家（7月14日～15日）境町

　・水戸生涯学習ｾﾝﾀｰ（7月31日）水戸市

　・県北生涯学習ｾﾝﾀｰ（7月21日～22日）日立市



  （ 茨城県 　17/18）

区　　分 内　　　　容
　・鹿行生涯学習ｾﾝﾀｰ（7月27日～28日）行方市

　・県南生涯学習ｾﾝﾀｰ（7月7日，13日，27日）土浦市

　・県西生涯学習ｾﾝﾀｰ（7月6日，15日，27日）筑西市・桜川市

○青少年育成東海村民会議「自然体験学習の旅」実施（東海村）

○青少年育成東海村民会議「母と子のｻﾛﾝ」実施（東海村）

○村子ども会育成連合会『親睦「ｷｯｸﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ大会」』実施（東海村）

○村文化ｽﾎﾟｰﾂ振興財団『村ｽﾎﾟｰﾂ少年団「夏季大会（ｷｬﾝﾌﾟ）」』実施（東

　海村）

○村文化ｽﾎﾟｰﾂ振興財団『ｽﾎﾟｰﾂ大好き夏期講座』（東海村）

○市内のｽﾎﾟｰﾂ少年団の海岸清掃への参加（高萩市）

　開催日：7月7日

　参加者：60名)

○市内の小学4年生を対象とした野外体験活動「ｻﾏｰｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ」の実施（高

　萩市）

　開催日：7月20日，21日

　参加者：60名

○市内，埼玉県戸田市，さいたま市の小学5年生を対象にした，少年探検講

　座「花貫川の源流を探る」の実施（高萩市）

　開催日：7月31日，8月1日

　参加者：58名

○放課後子ども教室推進事業（美浦村）

○電話相談（古河市）　3件

　開催日：7月4日，5日，22日

○電話相談ｶｰﾄﾞの配布：街頭補導時（全地区）（古河市）

○ｴﾝｼﾞｮｲｻﾀﾃﾞｰ（古河市）　9回

○ｱﾕのつかみ取り＆ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ大会（桜川市）

　開催日：6月30日

　場　所：桜川市立紫尾小学校校庭

　出席者：市内児童・保護者　285名

　内　容：小学校校庭内を流れる「なかよし」川に放流した鮎をつかみ取

　　　　　りする自然に触れあえる体験学習とｽｲｶ割り大会

○沈殿藍で染めよう（桜川市）

　開催日：7月6日

　場　所：岩瀬中央公民館

　出席者：真壁藍保存会，岩瀬・大和地区児童 8名

　内　容：沈殿藍を作って，ｵﾘｼﾞﾅﾙﾊﾝｶﾁ作り体験

○鬼怒川の探検をしよう（桜川市）

　開催日：7月13日

　場　所：鬼怒川河川敷（真岡市内）

　出席者：岩瀬・大和地区児童，保護者　21名

　内　容：鬼怒川の生物を観察し，河川の水質を考える

○ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ大会（桜川市）

　開催日：7月20日，21日

　場　所：桜川市立谷貝小学校校庭

　出席者：谷貝小学校児童・PTA・女性会　185名

　内　容：学校の校庭にﾃﾝﾄを張り，親元を離れて巨大流しそうめん・飯



  （ 茨城県 　18/18）

区　　分 内　　　　容
　　　　　盒炊飯・ｹﾞｰﾑ・ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰを楽しむ1泊の体験学習

○行幸湖ｸﾘｰﾝ作戦（五霞町）

　開催日：7月7日（日）

　場　所：行幸湖周辺

　参加者：青少年団体・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協議会加盟団体

○学校外活動支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱへの高校生の参加（境町）
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