平成 28 年度「子供・若者育成支援強調月間」実施結果
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【宮城県】
４(１)オ(イ)③
・第４７回宮城県交通安全県民大会
(総合交通対策課)
開催日：１１月１７日(木)
会 場：大和町ふれあい文化創造セン
ター
出席者：知事、県警本部長、大和町長、
県内交通安全対策関係者
内 容：交通安全功労者等表彰、交通安
全アトラクション及び大会宣
言決議
「子供や高齢者への思いやりとい
たわりのある交通安全対策の推
進」などをスローガンに掲げ、交
通安全に顕著な功績があった個
人・団体や交通安全に関するコン
クールの入賞者を表彰することに
より、県民一人一人に交通安全意
識の普及啓発を図り、交通ルール
の遵守と正しい交通マナーの実践
を習慣付けるとともに、県民総参
加による交通安全運動（マナーア
ップみやぎ運動）を推進し、交通
事故のない安全で快適な社会の実
現を目指す大会
・青少年健全育成みやぎ県民のつどい(共同参 ４(１)オ(エ)
画社会推進課(主催：青少年のためのみやぎ
県民会議))
開催日：１１月１０日(木)
会 場：角田市市民センター(かくだ田園ホ
ール)
内 容：①県民会議会長表彰
②絵画・ポスター優秀作品表彰
③少年の主張発表
④基調講演
講師：宮城教育大学准教授
久保順也 氏
演題：
「いじめを知り、いじめを防
ぐ」
・志教育フォーラム２０１６（義務教育課）
開催日：１１月１３日（日）
場 所：宮城県庁講堂
出席者：教育監、教育次長、教育庁内各課
室長、児童生徒・一般県民等１６
０人
内 容：講演、ディスカッション

４(１)ア

【各市町村】
・仙台市児童・青少年健全育成大会(仙台市) ★４(１)ア、エ、オ
開催日：１１月２５日（金）
場 所：日立システムズホール仙台
（仙台市青年文化センター）
出席者：仙台市副市長、子供未来局長、社
会を明るくする運動仙台市推進
協議会、仙台市青少年健全育成協
議会など青少年健全育成団体関
係者及び一般市民 計２３９人
内 容：
①功労者表彰式及び各団体の紹介・活動報告
②健全育成に係る講演
講師：仙台育英学園高等学校
硬式野球部監督 佐々木 順一朗氏
内容：
「子どもを知る・生かす・伸ばす」
～野球指導から見えた子供との接し
方～
４(１)ウ
・平成２８年度虐待防止シンポジウム(石巻
市)
開催日：１１月１５日(火)
場 所：石巻市遊楽館 文化ホール
出席者：各学校・幼稚園・保育所、各福祉
関係機関、行政委員、民生委員等
内 容：コーディネータ―に宮城福祉オン
ブズネット「エール」
、各種虐待に
対応する機関の職員をパネリスト
としたシンポジウム
・青少年健全育成講演会「子どもたちがイン
ターネット・スマートフォンを安全に利用
するには」(石巻市)
開催日：１１月１９日(土)
場 所：石巻市立蛇田中学校体育館
出席者：青少年育成関係者・保護者等６７
人
内 容：警察講話、講演、アトラクション

４(１)オ(ウ)①

・青少年健全育成塩竈市民のつどい（主催： ★４(１)ア、イ
青少年育成塩竈市民会議・事務局：塩竈市
青少年相談センタ－）
開催日：１１月１５日(火)
場 所：塩竈市公民館
出席者：市長・市議会議長等来賓、塩竈市
民会議加盟団体、一般等 ９８人
内 容：少年の主張＜塩竈市大会最優秀賞
者発表＞
講演「少年・少女をとりまく現状に
ついて」
その他：薬物乱用撲滅募金の実施
・白石市青少年健全育成市民のつどい(白石
４(１)ア①②
市)
４(１)エ③
開催日：１１月２０日（日）
会 場：白石市中央公民館 大ホール
内 容：
「家庭の日」絵画ポスターの表彰、

わが家の「家庭の日」実践発表（小
学生親子２組）
、鎌先防犯協会の活
動紹介、福岡小学校太鼓演奏、私の
主張(６校の中学生の意見発表)、大
会宣言採択
参加者：加盟８９団体の会員、市民、来賓
（県議、市議、教育委員、学校長
等）
、市民会議役員等
・登米市青少年健全育成推進のつどい（登米 ４（１）オ
市）
開催日：１１月２４日（木）
場 所：登米市錦織公民館
出席者：小・中学校教員、ＰＴＡ、青少年
のための登米市民会議各支部会
員、警察署長、少年警察補導員、
青少年健全育成関係者等１０８名
内 容：少年の主張登米地区大会優秀者２
名の発表、２支部の活動事例発表、
基調講演「町は一つの学校 ～利
府ならではの教育実践３シップの
取り組み～」

２ 広報啓発活動

・青少年健全育成松島町民会議講演会（松島
町）
開催日：１１月２３日(水)
演 題：
「今、子育てを思う」
講 師：東北福祉大学教授阿部正孝氏

★４(１)エ

・蔵王町教育講演会（蔵王町）
開催日：１１月２７日（日）
場 所：蔵王町
参加者：３００人
内 容：講演「子どもを伸ばす親・大人の
関わり方」
【宮城県】
・第２回小・中学生いじめゼロＣＭコン
クール優秀作品のテレビ放送(義務教
育課)
放送日：１１月１７日(木)、２２日
(火)、２７日(日)

４（１）エ

４(１)オ

・本吉産業まつりにおける薬物乱用防止
啓発活動(気仙沼保健所)
…啓発パンフレット等の配付、パネル
展示、ビデオ上映、○×クイズ

４(１)オ

・
「みやぎ教育の日」広報パネルブース設
置(大河原教育事務所)

４(１)エ④
４(１)オ(エ)①③

・学校・地域保健推進事業(大河原教育事
務所)
…学校保健支援チーム啓発リーフレッ
ト作成

４(１)エ①②

・生徒指導だより『くりはら』の発行(北

４(１)イ、エ

部地域事務所栗原地域事務所)
配布先：栗原市内小・中学校

・平成２８年度登米市青少年健全育成推進 ★４(1)ア
のつどい(登米市)への出席(東部教育事務
所登米地域事務所)
開催日：１１月２４日(木)
場 所：登米市錦織公民館
出席者：市長、市教育長ほか
青少年育成関係者等計１１８人
内 容：(１)少年の主張登米地区代表発
表
(２)地区実践事例発表
(津山地区、東和地区)
(３)講演
・横断幕の掲示(登米市立中田中学校)
期間：１１月～１２月
※今後は他の中学校にも掲示依頼予定

★４(1)ア

朝のあいさつ運動の様子(中田中学校)

【警察本部少年課】
・仙台市ＰＴＡフェスティバルにおける
薬物乱用防止広報（仙台市ＰＴＡ協議
会主催）
実施日：１１月１３日（日）
会 場：仙台市民広場

４(１)オ(ウ)③

・薬物乱用防止・防煙キャンペーン（仙
台市薬剤師会主催）
実施日：１１月６日（日）
会 場：仙台メディアテーク

４(１)オ(ウ)③

・啓発ポスターの掲示
…警察本部、警察署、交番・駐在所各
施設に掲示

４(１)ウ①

・広報誌等による広報活動
…警察署、交番・駐在所において実施

全般

・ラジオを通じた広報活動
…警察署において、ラジオ放送を通じ
た児童虐待防止に関する広報啓発活
動を実施

４(１)ウ①

・パチンコ店電光掲示板を通じた広報活
動
…警察署において、管内のパチンコ店
の協力を得て、電光掲示板を通じた

４(１)ウ①

児童虐待防止に関する広報啓発活
動を実施
・非行防止、薬物乱用防止等広報啓発キ
ャンペーン
…各警察署管内において１０回実施

４(１)ウ①
４(１)オ(ア)②
４(１)オ(イ)①
４(１)ウ①③

・フィルタリング１００％宣言の実施
…小学校２校

４(１)オ(ウ)①

・非行防止・薬物乱用防止、情報モラル
教室を３０回開催
内訳
小学校
１１回
中学校
７回
高等学校
２回
その他
１０回

４(１)オ(ア)
４(１)オ(イ)①
４(１)オ(ウ)
４(１)オ(エ)①②
４(１)オ(オ)

・保護者、地域住民等に対する非行防止
等講話を２４回実施

４(１)ウ①
４(１)オ(ア)
４ (１)オ(イ)①
４(１)オ(ウ)
４(１)オ(エ)①②
４(１)オ(オ)

・スポーツ活動を通じた健全育成
健全育成野球大会、少年剣道錬成会を
実施

４(１)オ(エ)③

【市町村】
・子供相談支援センター機関紙「銀杏坂
タイム」による広報啓発（仙台市）
…仙台市内小・中学校・高等学校、児
童館等 約５００箇所へ配布、ＨＰ
への掲載）

４(１)ア

・青少年健全育成啓発活動（青少年育成
塩竈市民会議）
活動日：１１月２日(水)
場 所：JR本塩釜駅、イオンタウン塩釜
参加者：役員、加盟団体の会員 １２人
内 容：標語入りのポケットティッシ
ュ配布「考えよう相手の気持
ち、育てよう思いやりの心」
その他：のぼり旗の掲出「地域の子は
地域で育てよう」
市広報誌や各小・中学校の学校
だよりへの掲載

４(１)ア、イ、ウ

・大崎市青少年指導員研修会・中学校生
徒指導主事連絡会にての周知(大崎
市)

４(２)

・チラシによる各戸回覧、加盟団体及び
各種会議での配布(白石市)

４(１)ア②

・「市民のつどい」等での啓発資料（ｸﾘｱ

４(１)エ③

ﾌｧｲﾙ）の配布（白石市）

３ 研修会等

・広報誌による広報(名取市)
…広報なとり１１月号

４(１)ウ、エ

・啓発パンフレットの配布(名取市)
…１１月３日(木)、なとり秋まつりで
啓発活動

４(１)ウ、エ

・１１月１日（火）会報「こころ」発行
市内全家庭配布（２６，５００部）
（多
賀城市）

★４(１)エ

・１１月１０（木）一斉街頭指導におい
てチラシ（子どもを地域で守ろう／家
庭の日等）と野菜の種（１，０００セ
ット）を配布（多賀城市）

★４(１)エ

・定例巡回指導時、車載マイクなどでの
啓発広報（多賀城市）

★４(１)エ

・広報誌による広報（岩沼市）

４(１)ウ

・看板の掲出、関係パンフレットを看板
前面に配架、町生涯学習広報誌への掲
載（蔵王町）

★４(２)

・川崎町「いじめに関する標語」募集と
結果公表（川崎町小中高健全育成協議
会）（川崎町）

４(１)オ

・子供・若者育成支援強調月間ポスター
コンクール及び展示（大和町）

★４（１）オ（ウ）
（エ）

・大和町民会議会報の発行（町内全戸配
布）

★４(１)エ
（エ）
★４(１)オ（ウ）

【宮城県】
・宮城県スクールカウンセラー第２回連
絡協議会(義務教育課)
開催日：１１月４日（金）
場 所：総合教育センター
出席者：県内スクールカウンセラー等
１２０人
内 容：講演会及びグループ演習

４(１)オ(エ)

・宮城県生徒指導主事等研修会(義務教育
課)
開催日：１１月１５日（火）
場 所：宮城県庁講堂
出席者：県立、市町村立中学校の生徒
指導担当１５０人
内 容：講演、研究協議

４(１)オ(ウ)(エ)

・宮城県いじめ問題対策連絡協議会（高
校教育課）

４(１)オ(エ)

・高等学校スクールカウンセラー活用事
業に係る地区別連絡会議（県教育委員
会、県内７地区で開催）

４(１)ア

・学校・地域保健連携推進事業（学校保
健課題解決）及び地域の食育推進事業
「管内健康づくり研修会」
（南三陸教育
事務所、気仙沼保健所）

４(１)エ

・生徒指導事例研究会(大河原教育事務
所)

４(１)ア①
４(１)オ(エ)①②

・問題行動等対策推進協議会(大河原教育
事務所)

４(１)ア①
４(１)オ(エ)①②

・防災主任総合研修会(大河原教育事務
所)

４(１)オ(イ)①③

・学校訪問時に「いじめ及び学校課題に ４(１)オ(エ)①
係る研修会」を実施した。各校の実態
等に応じ、いじめや不登校の未然防止、
積極的な認知及び早期発見・早期対応
についての話合いを行うとともに、指
導助言を行った(仙台教育事務所)
・問題行動等対策推進協議会(北部教育事
務所栗原地域事務所)
実施日：１０月１４日(金)
出席者：児童生徒支援教員及び心のケ
ア支援員配置事業対策推進校
の生徒指導担当教員、市教育
委員会と事務所の生徒指導担
当者
内 容：児童生徒の問題行動等の未然
防止・早期発見等に関する取
組や成果の情報交換及び協
議

４(１)ア、イ、エ

・登校支援ネットワーク事業(児童生徒登
校支援研修会)(北部教育事務所栗原地
域事務所)
実施日：１０月１７日(月)
出席者：小・中学校教職員(担任・生徒
指導担当・教育相談担当・養
護教諭等)、適応指導教室指導
員、教育事務所相談員 等
内 容：講義「不登校の理解と対応」
講師：宮城県精神保健福祉セ
ンター精神科医 水本
有紀 氏

４(１)ア、イ

【警察本部少年課】
・会議・協議会等における情報発信
ア 非行防止関連
…生徒指導主事連絡協議会（教育
機関主催）、学校警察連絡協議
会（教育機関主催）、青少年健

４ (１)オ(ア)
４(１)オ(イ)①
４(１)オ(ウ)
４(１)オ(エ)

イ

ウ

全育成会議（市町村主催）等
１４回
児童虐待防止関連
…要保護児童対策協議会（市町村
主催）、警察・児童相談所との
業務連絡協議会（児童相談所主
催）３回
いじめ問題関連
…いじめ問題対策連絡協議会（市
教委主催）１回

・研修会の開催
…少年補導員協会研修会、子ども１１
０番の家研修会 等 ７回

４(１)ウ②③

４(１)オ(エ)①②

４(１)ア①②
４(１)オ(ア)
４(１)オ(イ)①
４(１)オ(ウ)

【各市町村】
・平成２８年度第２回石巻市少年センタ ４(１)オ(イ)
ー少年補導員会議(石巻市)
開催日：１１月１１日(金)
場 所：石巻市遊楽館 文化ホール
出席者：少年補導員８１人功労者表彰
（１０人）、警察講話、報告・
協議等
・大崎市青少年指導員研修会(大崎市)
開催日：１１月１３日（金）
内 容：①講話「青少年を取り巻く有
害環境について」
講師 県環境生活部共同参
画社会推進課
主査 渡邊 武
②最近の子どもたちの様子か
ら
古川・鳴子警察署生活安全
課担当者
出席者：大崎市青少年指導員、古川・
鳴子警察署、教育委員会

４(１)オ(イ)(ウ)

・大崎市中学校生徒指導主事連絡会(大崎 ４(１)オ(イ)(ウ)
市)
開催日：１１月３０日（水）
内 容：ネットトラブルに関するワー
クショップ等
出席者：生徒指導主事、担当校長、古
川・鳴子警察署、教育委員会、
青少年センター
・名取市生徒指導問題対策委員会(名取
４(１)エ
市)
実施日：１１月２１日(月)
出席者：教育長、市内小中学校生徒指
導担当者、ＰＴＡ、岩沼警察
署、民生委員、主任児童委員、
市民会議会長、家庭児童相談
員、健康福祉部・教育委員会
職員

・青少年健全育成関係者研修会(名取市) ４(１)ア
実施日：１１月１０日(木)
出席者：市民会議会長、市民会議役員、
ＰＴＡ、民生委員、主任児童委
員、保護司、健康福祉部職員
内 容：講演
・１１月１６日（水）ＤＶ被害者等サポ
ート講座（多賀城市）
…黒川病院 小児科医師 岩城利充
氏「小児科からみた児童虐待防止・
ＤＶ・発達障害」

４(１)ウ

・１１月２６日（木）市生徒指導担当者
会（多賀城市）

４(１)エ

・要保護児童対策地域協議会実務者会議
（岩沼市）

４(１)イ、ウ、エ

４ 青少年保護育成巡回活動、 【宮城県】
環境浄化活動等
・若柳地区学校警察連絡協議会(北部教育
事務所栗原地域事務所)
実施日：１２月８日(木)
出席者：若柳地区小・中・高校の生徒
指導担当者、若柳警察署員、
青少年育成関係者
内 容：青少年の健全育成に関する講
話、情報交換
講話
「非行防止について」
情報交換
「管内の様子について」
・青少年を取り巻く環境実態調査(共同参
画社会推進課)
実施主体：共同参画社会推進課、各地
方振興事務所(地域事務
所)、各警察署
調査対象：図書類取扱業者、遊技場、
携帯電話事業者
内
容：「子ども・若者育成支援強調
月間」に合わせ、青少年を
犯罪や有害環境から守るた
めの取組として、県下全域
において青少年を取り巻く
有害な環境を調査し、青少
年健全育成条例の周知徹底
と関係業界に対する助言指
導を行い、青少年の健全育
成を図るもの
【警察本部少年課】
・県下一斉「少年を非行から守る日」に
よる街頭補導活動

４(１)エ、オ

４(１)オ(ウ)

４(１)オ(ア)①
４(１)オ(ウ)

実施日：１１月１１日（金）
場 所：県下２４警察署管内
実施者：警察官、少年警察補導員、少
年補導員等 計４０５人
・少年補導員等との合同補導活動
…県下２４警察署において実施

４(１)オ(ア)①
４(１)オ(ウ)

・青少年を取り巻く環境実態調査（共同
参画社会推進課主催）
…県下２４警察署において県職員と合
同で実施

４(１)オ(ウ)②

・携帯電話販売店に対するフィルタリン
グ協力要請活動を３回実施

４(１)オ(ウ)①

【市町村】
・宮城県青少年補導センター連絡協議会
による「県下一斉街頭指導」の実施（宮
補連会員市８市で実施）

★４(１)ア

・街頭指導活動の実施（仙台市）
…仙台市青少年指導員による中央街頭
指導及び中学校区街頭指導

４(１)オ

・県下一斉街頭補導活動(石巻市)
実施日：１１月１日(火)
延べ実施回数：３０回
延べ出動人員：８２人

４(１)ア
４(１)オ(イ)

・１１月街頭補導（定例）(石巻市)
実施日：１１月１日(火)から１１月３
０日(水)
延べ実施回数：３１回
延べ出動人員：１００人

４(１)ア
４(１)オ(イ)

・塩竈市青少年指導員・所員による街頭 ４(１)オ(イ)(ウ)
指導活動（塩竈市青少年相談センタ－）
実施日：１１月４日(金)
巡回場所：JR本塩釜駅・西塩釜駅・塩釜駅
周辺、イオンタウン塩釜、ヨ－
クベニマル、生協等
参加者：１４人
・県下一斉街頭巡回指導の実施(大崎市)
実施日…１１月１８日（水）

４(１ )オ(イ)

・定期街頭指導・浄化活動(大崎市)
実施日…毎週、月・水・金

４(１)オ(イ)

・青少年相談センターが委嘱した相談員 ４(１)オ(ア)②
による巡回活動（後期〈１０月～３月〉
延べ７２回実施予定 １１月は１５
日間）(白石市)
・大規模小売店舗巡回活動（名取市）
…大型ショッピングセンター「イオン

４(１)エ

モール名取」店舗内巡回活動。１１
月中は２回実施(通年実施)
・街頭巡回指導の実施(名取市)
実施日：１１月７日(月)(県下一斉巡回
指導日に併せて実施)
参加者：青少年健全育成推進指導員４
人、職員１人の計５人
場 所：ゲームセンター、ショッピン
グセンター等

４(１)エ

・１１月１０日（木）一斉街頭指導
…ＪＲ多賀城駅前、イオン多賀城店、
みやぎ生協大代店、ヨークベニマル
多賀城店（多賀城市）

★４(１)エ

・定例巡回指導
…11月2,4,9,12,16,18,19,25,26,30日
計１０回（二人一組）

★４(１)イ、エ

・街頭巡回指導、有害広告撤去作業、有
害図書等自動販売機の点検、子ども１
１０番の家実態調査、子ども１１０番
の家ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、子ども１１０番の家
ウォークラリー、青少年相談ｾﾝﾀｰ相談
活動（岩沼市）

４(１)ア、ウ、エ、オ

・有害図書パトロール（東松島市）

４(１)オ(ウ)②

・防犯実動隊によるパトロール（村田町） ４(１)オ（イ）①

５ 子供・若者の社会参加活動

・コンビニ店内等の巡回活動（川崎町）

４(１)オ

・環境浄化モニターによる定期的な町内
巡回（松島町）

４(１)オ(ウ)

・南三陸町地域安全指導員防犯パトロー
ル（南三陸町）
【宮城県】
・ジュニア・リーダー交流研修会（大河
原教育事務所）

４(１)オ（イ）①

・地域の青年層の実行委員を組織し「わ
くわくキッズ☆ランド２０１６（地方
青年文化祭）」を開催
…中高生のジュニア・リーダーの育成を
含め、主体的に活動（南三陸教育事務
所）

４(１)ア②

【市町村】
・ＰＳＣいじめ撲滅活動（白石市）
…市内６中学校による常時活動（登・
下校時・市内イベントで）
・１１月１日（火）市環境美化デー（多
賀城市）

４(１)ア②
４(１)オ(エ)③

４(１)オ（エ）③

４(１)ア

…通学路清掃、市内小中学生登校時一
斉ゴミ拾い活動

６ その他

・１１月２０日（日）たがじょう市民市
でのちびっこゲーム大会（ジュニア・
リーダー｢エステバン｣・中央公民館）

４(１)ア

・ジュニアリーダー（青少年ボランティ
ア）による秋季研修会（村田町）

４(１)ア②

・青少年ボランティア（ジュニア・リー
ダー）の地域においての活動と自主的
研修会等の実施（川崎町）

４(１)ア

・ジュニア・リーダーの派遣活動（松島
町）

４(１)ア②

・中学２年生職場体験（松島町）

４(１)ア

・松島高校の生徒が町内の小学生に発表
する交流会（松島町）

４(１)ア

・青少年が多様な交流体験を経験しなが
ら社会性、主体性を育むことができる
ようにするとともに、地域における青
少年の居場所づくりを推進（南三陸
町）
①富士サマーキャンプ（富士山登山）
②庄内・南三陸ふるさと交流（庄内町
小学生との交流）
③本別・南三陸交流研修（北海道本別
町中高生との交流）
【宮城県】
・思春期ひきこもり専門相談（気仙沼保
健福祉事務所）

４(１)ア②

・ほっとiｎくりはらの会(北部教育事務
所栗原地域事務所)
実施日：１０月２５日(火)
出席者：不登校児童生徒の保護者及び
教員
内 容：教育相談
担 当：事務所専門カウンセラー

４(１)ア、イ

【警察本部少年課】
・児童の性的搾取事案に対する取組の推
進
ア サイバー補導の実施等による被害
児童の早期発見・保護
イ 被害児童の心のケア等継続的支援
ウ 悪質な福祉犯に対する徹底した積
極的取締り
・少年に手を差し伸べる立ち直り支援活
動及び継続補導
ア 立ち直り支援対象少年に対する農

４(１)ア

４(１)ウ③
４(１)オ(ア)

４(１)ア①②

業体験・料理教室を開催 ２回
イ 各署において、立ち直り支援対象
少年及び継続補導対象少年に対す
る面接等による生活指導を実施
【市町村】
・電話・来所相談(大崎市)

４(１)エ

・青少年相談センターの相談活動（「いじ
め」を含む）（白石市）
…（月、火、木、金） 「いじめ」は
（水）もメールは常時

４(１)オ（エ）①

・『相談カード』の配布（白石市）
…「相談窓口」を小学５年、
「アイライ
ン」を中学１年

４(１)オ（エ）②

・定例青少年相談の実施(名取市)
…悩みを持つ児童・生徒・保護者など
を対象に、問題の解決と未然防止を
図るため、年１８回の相談窓口を設
置(１１月は９日(水)に実施)

４(１)ア、エ

・親子ふれあい事業（東松島市）
…（仙台うみの杜水族館、東北歴史博
物館）

４（１）ア②

・町内の学校等でスクールカウンセラー
の児童・生徒に対する相談の実施（川
崎町）

４（１）オ

・
「みやぎ教育の日」学校事業等の公開（川
崎町）

４（１）ア

