
     

平成 28年度「子供・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・文化課 

区        分 内            容 備  考 

１  大会等 

（千葉県、県警、市町村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大会（千葉県、市原市、鴨川市、南房総
市） 
［千葉県］ 
・第 52回千葉県高等学校ＰＴＡ研究集会 
開催日：11月 14日 
場所：千葉県総合教育センター大ホール 
内容：ＰＴＡ活動に関する講演及び分科会 

講演  
講師キャリアコンサルタント 池田千恵美氏 

「新しいキャリア教育とは？」 

 
・第 65回千葉県ＰＴＡ研究大会葛南大会 
開催日：11月 19日 
場所：八千代市市民会館 
内容：ＰＴＡ活動に関する講演及び分科会 
基調講演  
講師 じぶん未来クラブ代表 佐野一郎氏 

「次世代を担う子どもたちに生きる勇気と

情熱を」 

 
［市原市］ 
・平成 28年度市原市青少年健全育成推進大会 
開催日：11月 19日 
場所：市原市勤労会館 多目的ホール 
内容： 

（１） 少年の主張・青少年の非行化防止
に関する作品表彰 

（２） 小学生少年の主張発表                 
（３） 中学生意見発表 
（４） 青少年育成市民会議功労者感謝状

贈呈          
（５） 講 演                        

講師：税所 篤快 氏 
（早稲田大学卒業、ロンドン大学大学院在学
中 国際教育支援 NGO「e-Education」創業者） 

演題：教育で拓く子供の未来 
参加者： 183名 
 
［鴨川市］ 
・鴨川市青少年健全育成推進大会（鴨川市） 
開催日：11月 27日 
場所：鴨川市役所 
内容：市内小中学生、高校生、市民から応
募のあった青少年健全育成作文、標語の優
秀作品に対する表彰及び発表。 
 
［南房総市］ 
・「第 11回南房総市教育の日」記念行事 
開催日：11月 19日 
場所：南房総市立嶺南中学校体育館 
内容：講演会「大人の食育 ～食の積み重ね
でカラダが変わる～」 
 講師 管理栄養士 浅野まみこ 
：給食レストラン 
：教育功労・作文及びその他表彰 
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 ○弁論大会等（千葉市、佐倉市、旭市） 
 
［千葉市］ 
・弁論大会（千葉市） 
開催日：11月 2日 
場所：白井中学校 
内容：市内の中学生に広く公募を行い、弁論
大会を行った。 
 
［佐倉市］ 
・佐倉市民学習発表会 
開催日：11月 26日 
場所：和田ふるさと館 
内容：児童・生徒・一般市民による研究発表
会を行った。 
 
［旭市］ 
・旭市青少年意見発表大会 
開催日：11月 27日 
場所：千葉県東総文化会館 小ホール 
内容：小中学校、高校生及び青年による意見
発表大会 
 

4(1)ｱ② 
4(1)ｱ③ 

 

 

 

 

 

 

 

○その他講演会（千葉県、千葉県警察本部、
千葉市、市川市、船橋市、成田市、君津市、
東金市、浦安市、四街道市、富里市、山武
市、大網白里市、横芝光町、鋸南町） 
 
［千葉県］ 
・不登校サポートセミナー 
開催日：11月 12日 
場所：子どもと親のサポートセンター 
内容：聴いてみよう子どもの心・伝えよう親
の思い 
講師：親業訓練協会シニアインストラクター 
富澤 裕子氏 
参加者：46名 
 
・県民の安全と健康な暮らしのための総合講
座②「スケアード・ストレイト自転車交通安
全教室」 
開催日：11月 23日 
場所：さわやかちば県民プラザ 
内容：自転車安全利用講習会、スケアード・
ストレイト自転車交通安全教室、交通安全体
験ブース 参加者数：250名 
 
・千葉県青少年インターネット適正利用啓発
講演 
開催日、場所： 
11月 4日（南房総市立白浜小学校） 
11月 8日（旭市立富浦小学校） 
11月 19日（鴨川市立西条小学校） 
内容：青少年のインターネット利用によると
ラブル防止を目的として、県が実施している
千葉県青少年ネット被害防止対策事業（ネッ
トパトロール）から見える青少年の問題につ
いて、生徒・保護者・教員に対し講演を実施 
 
［千葉県警察本部］ 
・防犯教室 
開催日：11月 6日 
場所：千葉県立東金青年の家 
内容：東金市教育委員会等と協働して児童
参加型の寸劇等により自主防犯意識の向
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上を図った。また、保護者に対して危険箇
所の把握や子どもを保護できる環境作り
についての協力依頼を実施した。参加者 62
名 
 
・防犯講話 
開催日、場所： 
11月 7日（敬愛大学八日市場高等学校） 
11月 8日（印西市立大森小学校） 
11月 21日（長柄町立長柄小学校） 
内容：よくし隊レディ「あおぼーし」を派遣
し、女性の性犯罪被害防止及びストーカーや
DV の被害者にも被疑者にもならないための
講話を実施した。 
参加者 230 名、216 名、158 名 
 
・非行防止教室、薬物乱用防止教室 
開催日：11月 1日～11月 30日 

内容：県内の各学校からの依頼に基づき、少

年の規範意識の醸成を図るべく非行防止教

室や薬物乱用防止教室を開催した。 

 
・ネット安全教室 
開催日：11月 1日～11月 30日 
場所：県内小学校・中学校・高等学校ほか 

計 39回 
内容：親子間のネットルールや SNSに起因す
るトラブル防止、インターネットを利用した
犯罪の被害者にならないためのインターネ
ットの安全利用等に関する講話。 
 
［千葉市］ 
・地域ぐるみの学校安全体制整備事業講演会 
開催日：11月 30日 
場所：みつわ台中学校 
内容：文部科学省補助事業。防犯専門家によ
る「みんなで守る地域の安全」をテーマに、
地域・保護者対象の講演を行った。 
講師：星幸広氏 

（千葉大学ジェネラル・サポーター） 
 
・講演会「子どものこころのつぶやき」－大
人はどう受け止める？－ 
開催日：11月 14日 
場所：山王中学校 
内容：演題「子どものこころのつぶやき」－
大人はどう受け止める？－ 
千葉市でスクールカウンセラー・スーパーバ
イザーである原 美咲先生に講演いただき、
小学生・中学生にかかわる地域の方たちや保
護者の方とともに考えるよい機会とした。 
 
［市川市］ 
・講演会「子育てがつらいのはなぜ？ 最新
科学から読み解くヒトの子育て」 
開催日：11月 18日 
場所：市川市生涯学習センター 

（メディアパーク市川） 
内容：ヒトの心の発達過程を科学的にとら
え、子育てがつらいのはなぜかを最新科学
からひも解き対処法を得る 
 
［船橋市］ 
・講演会「小学生をやる気にさせる方法」 



開催日：11月 17日 
場所：西部公民館 講堂 
内容：小栗原小学校保護者を対象に「小学生
をやる気にさせる方法」について 講師＝㈱
こうゆう 花まるｸﾞﾙｰﾌﾟ 松島伸浩 
 
・講演会「子育て学習」 
開催日：11月 10日 
場所：大穴北小学校 
内容：29年度から小学校に入学を予定してい
る児童の保護者を対象に、「しつけ」「個性と
夢」について講演を行った。 
 
［成田市］ 
・子育て学習講座 
開催日：11月 1日～11月 29日 
場所：市内各小学校 
内容：小学校入学前の親の心得について 
 
［君津市］ 
・子育て講演会 
開催日：11月 17日 10：00～12：00 
場所：木更津市民総合福祉会館１階市民ホー
ル 
内容：「子どものコミュニケーション力を育
む」その子が持つ可能性を引き出す関わり方
について。 

講師＝千葉県発達障害者支援センター 
副センター長 田熊 立 氏 

 
［東金市］ 
・みんなで学ぼう防犯教室 
開催日：11月 6日 
場所：東金青年の家体育館 
内容：市内の小学生・幼稚園児・保育園児及
びその保護者が対象。防犯についての正しい
知識と対応方法を学ぶ。青少年相談員による
防犯についての寸劇も実施。講師＝千葉県東
金警察署生活安全課 
 
［浦安市］ 
・発達支援講演会 思春期から就労にかけ
て、働くために必要なこと 
開催日：11月 22日 
場所：浦安市民プラザ Wave101 大ホール 
内容：「就労支援」の現場から見た、社会人
になる前に必要な準備について 
 
［四街道市］ 
・文化講演会「子どもを支える 3つの力」 
開催日：11月 8日 
場所：四街道市文化センター 
内容：学校・地域・家庭が連携した子育てに
ついて 
講師：茨城大学特任准教授 長谷川幸介 
 
［富里市］ 
・講演会「携帯・スマホの使い方」 
開催日：11月 12日 
場所：富里市日吉台小学校 
内容：「携帯・スマホの使い方」子どもたち
を犯罪から守ろう！をテーマに保護者を対
象に情報モラルに関する講演を行った。 
講師＝富里市青少年相談員 
 



［山武市］ 
・講演会「インターネットトラブルの現状と
対策」 
開催日：11月 1日 19時～ 
場所：山武市役所第 6会議室 
内容：「インターネットトラブルの現状と
対策」 
 
［大網白里市］ 
・家庭教育学級幼稚園部会研修会 
開催日：11月 18日 
場所：中部コミュニティセンター 
内容：市立の四幼稚園の保護者などを対象
に、体験活動を実践した子育ての工夫につい
ての講座を開催した。参加者４５名 
講師＝元小学校校長 伊藤節子氏 
 
［横芝光町］ 
・思春期教育講演会 
開催日:11 月 25 日  
場 所:横芝中学校  
出席者: 校長・養護教諭・２学年担当教諭・
中学校２年生 
内容：「幸せに生きること」と題した講義
等 
 
［鋸南町］ 
・鋸南町教育の日 講演会 
開催日：11月 19日 
場所：鋸南町立中央公民館 
内容：教育についての講演 
講師＝國學院大學人間開発部 

教授 杉田洋氏 
 
・睡眠教室 
開催日：11月 18日 
場所：鋸南幼稚園 
内容：保護者を対象に睡眠の大切さについて
学ぶ。 
講師＝鋸南町教育課生涯学習室 吉野達
也氏 
 

２  広報啓発活動 

（千葉県、県警、市町村） 

○青少年健全育成関係 
・広報紙の作成（木更津市、我孫子市） 
・イベント会場における啓発活動の実施 

（木更津市、長南町） 
・広報紙による広報（袖ヶ浦市、匝瑳市） 
・リーフレットの作成・配布（袖ヶ浦市） 
・啓発物配布（袖ヶ浦市、八街市） 
・ポスターの掲示（袖ヶ浦市） 
・懸垂幕掲示（八街市） 
・流山市青少年社会環境浄化事業「青少年ふ
れあい運動」全体のつどい(12/3)開催ポス
ター・ちらしの配付及び掲示（流山市） 
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 ○食育関係 
・「共食」の推進（千葉県） 
啓発資料「おいしくみんなで食べよう！」
を作成・配付 

・「朝ごはんを食べよう！」の啓発（千葉県） 

若い世代の朝食欠食改善のため、啓発ポス

ターの作成・コンビニエンスストア店頭に

掲示 

 

4(1)ｴ① 

 ○児童虐待防止関係 
・ポスター掲示（市川市、佐倉市、君津市） 
・広報紙による広報（千葉県、船橋市、我孫
子市、君津市） 

・ケーブルテレビ出演を通じた広報 

（千葉県警察本部） 

・ラジオＣＭの放送（千葉県） 
・県広報ラジオ番組における広報（千葉県） 
・ホームページによる広報（千葉県、船橋市、
我孫子市） 
・児童虐待防止啓発カード（４～6 歳児保護
者向け）、児童虐待防止啓発リーフレット
（クリアファイル）（新生児～3歳児保護者
向け）の配付（市町村等を通じて配付） 

（千葉県） 
・街頭における広報啓発活動（千葉県警察本
部） 

・千葉ジェッツのホームゲームにおける虐待
防止啓発チラシ配布、選手によるメッセー
ジ映像を大型映像装置 YouTubeで放映 

（船橋市） 
・ポスター作成・掲示（船橋市） 

・啓発品作成・配布 

（市川市、船橋市、八街市） 

・銀行内のモニターにて映像を放映（船橋市） 

・リーフレットの配布（佐倉市） 
・懸垂幕掲示（市川市） 
・オレンジリボンの着用、配布等 

（千葉市、市川市、我孫子市、君津市） 
・虐待対応マニュアルの配布・説明（市川市） 
 

4(1)ｳ① 

 

 ○千葉県ストップエイズウィーク 2016 キャ
ンペーン関係 
・啓発資材の配布（千葉県） 
 

4(1)ｵ(ｳ)③ 

 

 ○薬物乱用防止関係 

[街頭啓発活動] 

・啓発資材の配布（千葉県） 

・リーフレットの配布（千葉県、千葉市） 

・ポスターの掲示（千葉県、千葉市） 

・啓発物資の配布（千葉県） 

[その他啓発活動] 

・啓発物資の配布等（千葉県） 

11月 2日（茂原北陵高等学校） 

11月 5日（長生村中央公民館） 

11月 11日（千葉県立一宮商業高等学校、

千葉県立茂原樟陽高等学校） 

 

4(1)ｵ(ｳ)③ 



 ○人権啓発関係 
・J リーグと連携・協力したポスターの作成
（千葉県） 
・ＤＶ防止啓発パンフレット配布（千葉県） 
・いじめ撲滅キャンペーンの実施（銚子市） 
 

4(1)ｵ(ｴ)② 

4(2) 

 ○その他 
・子どもの帰宅を促すための放送（浦安市） 
・ポスター掲載（子育てについての相談受付）

（鋸南町） 

 

３  研修会等 

（千葉県、県警、市町村） 

 

○情報共有会議（千葉県警察本部） 
開催日：11月 2日 
場所：千葉市立若松中学校 
内容：千葉市若葉区内中学校生徒指導主事等
と各学校が生徒の近況や少年犯罪発生状況
等の情報共有を行い、今後の協力体制の確立
を図った。 
 

4(1)ｵ(ｲ)① 

 

 ○指導主事会議（千葉県） 
開催日：11月 7日（月） 
場所：県総合教育センター 

内容：児童生徒の問題行動への対応等 
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 ○教育相談ネットワーク連絡協議会 
（千葉県） 

開催日：11月 9日 
場所：県総合教育センター 

内容：虐待を受けた子どもの心と発達の理解

と暴れる子への対応 

 

4(1)ｱ① 

4(1)ｳ③ 

4(1)ｴ② 

4(1)ｴ③ 
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 ○訪問相談担当教員研修会（千葉県） 
開催日：11月 15日 
場所：県子どもと親のサポートセンター 
内容：不登校・いじめへの対応 

学校不適応の子どもに対する学校の取組 

 

4(1)ｱ① 

4(1)ｴ③ 

4(1)ｴ④ 

4(1)ｵ(ｴ)① 
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 ○教育 CSRフォーラム（千葉県） 
開催日：11月 17日 
場所：千葉県総合教育センター 

内容：企業・行政・学校等が連携し、キャリ

ア教育を推進するための方策を探るフォー

ラムを実施した。講師：谷山大三郎氏（NPO

法人企業教育研究会） 

 

4(1)ｱ③ 

 

 ○平成 28 年度第 2 回特別支援学校生徒指導
主事連絡協議会（千葉県） 
開催日：11月 16日 
場所：県教育会館 
内容：①特別支援学校における生徒指導上の

喫緊の課題についての行政説明及
び情報提供 

②代表学校による生徒指導の実践発
表 

③各学校間での生徒指導上の諸課題に

ついての情報交換 

 

4(1)ｴ② 
4(1)ｴ③ 
4(1)ｵ(ｲ)① 
4(1)ｵ(ｲ)③ 
4(1)ｵ(ｳ)① 
4(1)ｵ(ｴ)① 

4(1)ｵ(ｴ)② 



 ○訪問相談担当教員・ＳＳＷ研修（千葉県） 
開催日：11月 15日 
場所：子どもと親のサポートセンター 
内容：講話「いじめと不登校について」・事
例研究会 
講師： 
指導課いじめ対策室 遠藤 忠義指導主事 
千葉大学教育学部准教授 笠井 孝久氏 

参加者：12名 

4(1)ｱ① 
4(1)ｱ② 
4(1)ｳ② 
4(1)ｳ③ 
4(1)ｴ② 
4(1)ｴ③ 
4(1)ｴ④ 
4(1)ｵ(ｳ)① 
4(1)ｵ(ｴ)① 
4(1)ｵ(ｴ)② 

4(1)ｵ(ｴ)③ 

 ○不登校の子どもを支援する実践研修会 
（千葉県） 

開催日：11月 25日 
場所：子どもと親のサポートセンター 
内容：事例検討会・講義「不適応の子どもと
家庭への関わり」 
講師：千葉大学教育学部准教授 磯邉 聡氏 

参加者：35名 

4(1)ｱ① 
4(1)ｲ 
4(1)ｳ② 
4(1)ｳ③ 
4(1)ｴ③ 
4(1)ｴ④ 
4(1)ｵ(ｴ)① 
4(1)ｵ(ｴ)② 

4(1)ｵ(ｴ)③ 

 ○学校警察連絡委員会（千葉市） 
開催日：11月 16,22,25,29日 
場所：中央区社会福祉センターほか 
内容：学校、警察、青少年サポートセンター
職員による情報交換及び講演会 
 

4(1)ｵ(ｲ)① 

 ○大型店補導連絡協議会（千葉市） 
開催日：11月 11日 
場所：青少年サポートセンター 
内容：大型店舗の担当者との情報・意見交換 
 

4(1)ｵ(ｲ)① 

 ○近隣 5校生徒指導連絡会（千葉市） 
開催日：11月 16日 
場所：有吉中学校 
内容：近隣 5中学校の生徒指導主任、サポー
トセンター、南署生安課、少年センターの各
担当者による情報交換を行い、地域の現状把
握と今後の指導に生かす方策を話し合った。 
 

4(1)ｴ④ 

 ○小中高連協全体研修会、子ども安全ネット
ワーク理事会（銚子市） 
開催日：11月 8日 
場所：銚子市立銚子高等学校 
内容：授業参観、生徒指導主任とネットワー
ク理事の情報交換、冬期休業中の諸注意等。 
 

4(1)ｱ① 

 ○銚子市児童福祉関係機関連絡協議会 
（銚子市） 

開催日：11月 15日 
場所：銚子市青少年指導センター  

内容：市教委、ＳＣ、児童相談所、子育て支

援課等による市内小中学校の長欠対策会議 

 

4(1)ｲ 

 

 ○東総地区補導員連絡協議会 
（銚子市、旭市、匝瑳市） 

開催日：11月 10日  
場所：銚子市教育委員会 
内容：銚子・旭・匝瑳市の各センターによる、
生徒指導上の情報交換並びに事例研究 
 

4(1)ｱ① 

 



 ○スーパービジョン研修（市川市） 
開催日：11月 9日 
場所：市川市生涯学習センター 
内容：少年相談員を対象に、スーパーバイザ
ー（熟練した指導者）が、相談事例について
示唆および助言 

講師：茨城大学大学院教授・臨床心理士  

岸 良範 先生 

 

4(1)ｱ① 

 ○ 東葛ブロック補導員研修会 
（松戸市、野田市、柏市、流山市、我
孫子市、鎌ケ谷市） 

開催日：11月 15日 
場所：流山市生涯学習センター（流山エルズ）
A101～A103 
内容：DVD視聴「転落へのクリック」 

５グループに分かれ、テーマ自由の意見交換 

 

4(1)ｱ① 

 ○少年指導員理事会（我孫子市） 
開催日：11月 7日 
場所：我孫子市教育委員会 
内容：我孫子市各地区のパトロール報告、市
内の犯罪発生状況、中高の現状報告と今後の
指導方策の検討、9月～10月の行われた行事
報告、今後の事業予定について 

 

4(1)ｴ② 
4(1)ｴ③ 
4(1)ｴ④ 

ｵ(ｲ)① 

ｵ(ｲ)② 

ｵ(ｲ)③ 

ｵ(ｳ)① 

ｵ(ｳ)② 

ｵ(ｳ)③ 

ｵ(ｴ)① 

ｵ(ｴ)② 

 ○我孫子市学校警察連絡協議会および第３
回少年指導員合同研修会（我孫子市） 
開催日：11月 25日 
場所：湖北地区公民館 
内容：講演会 講師 静岡大学教育学部 

学術研究員 酒井 郷平 氏 

「インターネット環境を介したトラブルと

その対応について」 

 

4(1)ｴ② 
4(1)ｴ② 
4(1)ｵ(ｲ)① 
4(1)ｵ(ｲ)② 
4(1)ｵ(ｳ)① 
4(1)ｵ(ｳ)② 
4(1)ｵ(ｴ)① 

4(1)ｵ(ｴ)② 

 ○青少年育成指導者研修会（鴨川市） 
開催日：11月 27日 
場所：鴨川市役所 
内容：市内の青少年育成団体の役員及び関係

者等への講演会の実施。 
（演題）インターネットトラブルの現状と対
策 
（講師）千葉県警 情報セキュリティアドバ
イザー 星野和彦 氏 

4(1)ｴ② 

４  青少年保護育成巡回活動、

環境浄化活動等 

（千葉県、市町村） 

 

○県下一斉広域列車パトロール 
（千葉市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、
野田市、柏市、市原市、我孫子市、浦安市、
四街道市） 
場所：列車内、駅構内、駅周辺（自転車置き
場等） 
内容：児童生徒の安全指導及び遅刻・怠学傾
向生徒への声かけ 
 

4(1)ｵ(ｲ)① 

4(1)ｵ(ｲ)② 

4(1)ｵ(ｲ)③ 

 ○街頭補導 
（千葉市、船橋市、木更津市、野田市、茂原
市、流山市、我孫子市、浦安市） 
内容：青少年補導員が街頭補導を実施 
 

4(1)ｵ(ｲ)① 



 ○防犯パトロール 
（千葉県、木更津市、成田市、佐倉市、匝瑳
市、長生村） 
 
［千葉県］ 
開催日：11月 11日、11月 28日 
場所：南流山中学校区の公園及び生徒が集ま
る店舗や南部中学校区の公園 
内容：青少年指導センターの職員と共に車で
巡回活動を行った 
 
開催日：11月 10日 
場所：流山市内 
内容：街頭パトロールを行った。 
 
［成田市］ 
開催日：11月 1日～11月 30日 
場所：市内各小・中学校の通学路周辺 
内容：ＰＴＡ、地域防犯推進員、通学路防犯
広報啓発活動、移動えきばん、自主防犯団体
等によるパトロール 
 
［木更津市］ 
開催日：火・木曜日 15：00～約 1時間 
場所：市内全域 
内容：児童・生徒の下校時間帯の安全確保の
ため青色灯パトロール車でパトロールを実
施 
 
［佐倉市］ 
開催日：11月 16日～19日 
場所：駅・小学校周辺 
内容：地域の方々が、パトロールを実施した。 
 
［長生村］ 
開催日：11月 2日・11月 16日 
場所：長生村内 
内容：青少年相談員が、犯罪及び青少年の非
行を防止することを目的として、午後 9時 30
分から午後 10時 30分までコンビニエンスス
トアなど青少年の参集しやすい場所を巡回
した。 
 
［匝瑳市］ 

開催日：11月 12日、26日 

場所：市内各中学校区 

内容：中学校教諭並びに指導センター職員に
よる巡回 
 

4(1)ｵ(ｲ)① 

 ○安全見守り（千葉市、木更津市） 
 
［千葉市］ 
・児童の安全見守り活動 
開催日：登校日 
場所：各校通学路および周辺 
内容：セーフティーウォッチャー（保護者・
地域住民のボランティア）による登下校時の
安全見守り 
 
［木更津市］ 
・「中郷っ子見守り隊」、PTA 役員合同交通安
全街頭指導 
開催日：11月 7日～11月 10日 
場所：中郷中学校正門前及び近隣交差点 
内容 ：朝 6時 40分～8時、PTA・地域で組

4(1)ｵ(ｲ)① 



織された「見守り隊」による交差点での登校
見守り、指導。参加者＝延べ 22人 
 

 ○ＪＲ乗車マナー指導（木更津市） 
開催日：11月 18日 16:15～18:30 
場所：ＪＲ内房線 君津～五井間 
内容 
：青少年補導員・内房地区少年センター・君
津地区高等学校 

生徒指導担当教員等との合同乗車マナー指

導を実施 

 

4(1)ｵ(ｲ)① 

 ○挨拶運動（千葉市、君津市） 
 
［千葉市］ 
・挨拶運動 
場所：各小中学校 
内容：育成委員と保護者が登校時生徒にあい
さつと声かけ 
 
［君津市］ 
レッツ・トーク運動 
開催日：11月 14日～17日 
場所：君津中学校区 
内容：君津中学校区で、朝の通学時間帯にあ
いさつ運動を行う 
 

4(1)ｵ(ｲ)① 

 ○清掃活動・環境整備（千葉市、芝山町） 
 
［千葉市］ 
・環境点検・整備活動 
場所：各小中学校 
内容：教職員、地域ボランティアにより施設
等の安全点検と補修を実施した。 
 
・フラワー＆クリーン作戦 
場所：各小中学校 
内容：学区内の歩道の植え込みに花の苗を植
える活動を行った。 
 
［芝山町］ 
青少年相談員による美化活動 
開催日：11月 3日  
場所：殿塚・姫塚 

内容：青少年相談員による殿塚・姫塚の除草

美化活動を行った。 

4(1)ｱ② 

4(1)ｵ(ｲ)① 

５  子供・若者の社会参加活動 

（千葉県、県警、市町村） 

 

○職場体験（千葉県、船橋市、白井市） 
 
［千葉県］ 
・水産業インターンシップ 
開催日：11月 16日～11月 18日 
場所：南房総市（東安房漁業協同組合） 
内容：水産業への理解を深め、次世代の担い
手を育成するため、県内の高等学校生を対象
とした水産業インターンシップを実施し、職
業教育の充実を図った。 
 
・中学生の職場体験 
開催日：11 月 1 日、2 日、9 日～11 日、16
日～18日 
場所：県立東金青年の家 
内容：近隣の中学校と連携して中学 2年生の
職場体験に協力し、主催事業として取り組
み、事前学習で青年の家の役割等のガイダン

4(1)ｱ③ 



スを行った後、日を改めて実際の職場体験に
臨んでもらった。大網中学校・東金中学校・
東中学校 
 
［船橋市］ 
開催日：11 月中 随時（1 校につき 1～3 日
間） 
場所：船橋市中央図書館、東図書館、北図書
館 
内容：市内の中学校と連携した、職場体験の
受け入れ。各図書館で近隣の中学校を受け入
れており、体験内容は本の配架、カウンター
での貸出・返却処理など。 
 
［白井市］ 
開催日：11月 
場所：市内各所 
内容：昔の立春に倣い、中学２年生を対象に
地元事業者の協力を得て職業体験を実施。 
 

 ○スポーツ大会・教室等 
（千葉県警察本部、千葉市、野田市、茂原市、
成田市、旭市、我孫子市、鎌ケ谷市、匝瑳市、
芝山町、睦沢町、長生村、長南町等） 
 
［千葉県警察本部］ 
・スポーツ活動による立ち直り支援活動 
開催日：11月 19日 
場所：山武郡横芝光町 
内容： 少年警察ボランティアや大学生ボラ
ンティアと連携してソフトバレーボール大
会の開催による少年の立ち直り支援活動を
実施した。 
 
［千葉市］ 
・第 34回 青少年マラソン大会 
開催日：11月 27日 
場所：若松台小学校グランドと周辺コース 
内容：学区小中学生と親の体力･仲間・明る
い家庭づくりを目的として開催し、小学生は
各学年別、男女別、中学生は男女別にレース
を行い、1～3位の児童生徒を表彰した。 
 
［野田市］ 
・少年野球教室 
開催日：11月 27日 
場所：野田市総合公園野球場 
内容：法政大学野球部の皆さんが指導者とな
って、少年野球チームの子どもたち等に野球
の実技指導を行うとともに、異世代との交流
を図るもの。 
 
［茂原市、睦沢町、長生村、長南町等］ 
・平成 28 年度長生地区「少年の日・地域の
つどい大会」（長生地区青少年相談員連絡協
議会） 
開催日：11月 20日 
場所：茂原市市民体育館 
内容：ファミリーバドミントンを通して、相
互の親睦と友情を深め、青少年の自覚と誇り
を高めるとともに「少年の日」及び「家庭の
日」の普及を図る。 
 
［茂原市］ 
・第 22 回僕と私のジャンピング大会（青少

4(1)ｱ② 

4(1)ｱ③ 

4(1)ｴ④ 

4(1)ｴ(ｴ)③ 

4(1)ｵ(ｴ) 

 



年育成茂原市民会議） 
開催日：11月 23日 
場所：茂原市市民体育館 
内容：なわとび競技を通して、青少年の体力
向上と精神力の強化を図るとともに、参加選
手の親睦と健全育成の推進を図る。 
 
［成田市］ 
・成田 POPラン大会 
開催日：11月 13日 
場所：中台運動公園陸上競技場 他 
内容：小学生の部と中学生の部に分け、3km
のコースを走った 
 
［旭市］ 
・第 10 回海上地区少年少女ドッジボール大
会 
開催日：11月 6日 
場所：旭市海上キャンプ場体育館 
内容：海上地区子ども会を対象としたドッジ
ボール大会 
 
・第 2回旭市少年少女綱引き大会 
開催日：11月 20日 
場所：旭市総合体育館 メインアリーナ 
内容：小学校高学年を対象とした綱引き大会 
 
［我孫子市］ 
・公立保育園保育士による地域子育て支援 
合同イベント 
開催日：11月 9日 
場所：アビスタ、手賀沼公園 
内容：在宅で子育てをしている親子を対象に
した「運動会ごっこ」 
 
・第 13回我孫子市青少年綱引き大会 
開催日：11月 26日 
場所：我孫子市民体育館 
内容：市内全 13 小学校の 5.6 年生を対象に
毎年綱引き大会を開催。 
 
［鎌ケ谷市］ 
・親睦野球大会 
開催日：11月 26日 
場所：福太郎野球場 
内容：中学生と警察署、教員、保護者相互の
親善野球。参加者 100人 
 
［匝瑳市］ 
・市少年少女サッカー大会 
開催日：11月 27日 
場所：野手浜総合グラウンド 
内容：３４チーム参加のサッカー大会 
 
・わんぱくドッジボール大会 
開催日：11月 26日 
場所：八日市場ドーム 
内容：１４チームの参加 
 
［芝山町］ 
・芝山サッカーフェスティバル 2016 
開催日：11月 23日 
場所：スポーツ広場 
内容：主に町内小学生以上を対象にフットサ
ル大会を開催し，スポーツを楽しみ，相互の



親睦を深めた。 
 
［睦沢町］ 
・マラソン、ウォーキング 
開催日：11月 27日 
場所：睦沢町総合運動公園周辺 
内容：４歳児から小学生、中学生、大人が年
齢別のマラソン及び、誰でも参加可能なウォ
ーキングを実施。 
 

 ○ウォークラリー 
（千葉市、木更津市、鴨川市、山武市、大網
白里市等） 
［千葉市］ 
・地域ウォークラリー 
開催日：11月 6日 
場所：さつきが丘中学校 
内容：小中学生、保護者等が参加しふれあい
と健全育成を進める。 
 
［木更津市］ 
・第 5回わがまちたんけんぽんぽこラリー 
開催日：11月 27日 
場所：木更津市立中央公民館、中央・富士見
周辺 
内容：木更津第一中学校区住民会議主催、第
一小学区・西清小学区青少年相談員共催。保
護者を含む小学生グループが、史蹟等を巡り
歩きながら、身近な地域を再発見し、中学生
や地域の大人などボランティアスタッフと
の交流を深める。 
 
［鴨川市］ 
・土曜スクール合同ウォークラリー大会 
開催日：11月 5日 
場 所：千葉県立鴨川青年の家を発着点とす
る周辺コース 
内 容：市内で実施中の 6つの土曜スクール
参加児童が、他スクール児童との交流や、下
級生の面倒を見ることによる上級生の役割
を学ぶなど、学校や家庭とは違った活動の中
で、子ども達の豊かな心の成長を育むことを
目的に実施。 
 
［大網白里市、山武市等］ 
・第 51 回青少年のつどい山武地区（ウォー
クラリー大会） 
開催日：11月 23日 
場所：大網白里市内（スタート・ゴール 市
役所駐車場） 
内容：山武地域の青少年の健全育成を目的と
したウォークラリーを開催。小中学生や親子
連れ 258名が参加。 
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 ○スポーツレクリエーション等 
（千葉県、館山市、東金市、四街道市、南房
総市、長柄町） 
 
［千葉県］ 
・小見川ハイキング 
開催日：11月 12日 
場所：県立水郷小見川少年自然の家 
内容：香取市文化財保存館で施設ガイドから
地域の歴史や文化についての話を聞き、途中
史跡などを巡りながら、城山公園までのコー
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スを歩き、子供・若者の豊かな情操と愛郷心
の育成を図った。 
 
［館山市］ 
・大会「キッズフェスタ館山＆市民デー～み
んなで逃走中だっぺ！～」 
開催日：11月 3日 
場所：ポピーの里 館山ファミリーパーク 
内容：市内小学校３年生～６年生を対象に、
テレビ番組で行っている「逃走中！」をアレ
ンジしたゲーム。 
参加者 141名 
 
［東金市］ 
・子ども会中央大会 
開催日：11月 13日 
場所：東金アリーナ 
内容：市内の子ども会会員が一堂に集い、軽
スポーツやレク等を通じて、親睦と友情を深
め、仲間づくりを行う。 
 
［四街道市］ 
・青少年ユニカール大会 
開催日：11月 12日 
場所：四街道市総合公園体育館 
内容：ユニカール大会 
 
［南房総市］ 
・南房総市青少年のつどい大会 
開催日：11月 20日 
場所：南房総市大房岬自然の家 
内容：サバイバル運動会及び非常時に役立つ
プログラムの実施 
 
［長柄町］ 
・長柄町青少年つどい大会 
開催日：11月 12日 
場所：長柄町 日吉小学校 
内容：スポーツレクリエーション及び文化活
動を通して相互の親睦と友情を深める 
 

 ○合宿等（鴨川市、匝瑳市） 
 
［鴨川市］ 
・小学生通学合宿 
開催日：11月 16日～17日【2泊 3日の予定
から 1泊 2日へ】 
場所：鴨川市青少年研修センター 
内容：親元を離れ、他の学校の友達と寝食を
共にしながら学校に通う集団生活を体験し
ながら、自立や協調性を学び、仲間への思い
やりの気持ちを育み、家庭の大切さや親のあ
りがたさを感じてもらうことを目的に実施。 
 
［匝瑳市］ 
・そうさフロンティア学寮（通学合宿） 
開催日：11月 16日～19日 
場所：生涯学習センター 
内容：34名の 3泊 4日宿泊体験活動 
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 ○かるた大会（千葉県、茂原市、君津市等） 
 
［千葉県等］ 
・第 27回「房総子どもかるた千葉県大会」 
開催日：11月 27日 
場所：淑徳大学 
内容：房総かるたを使用して、千葉県の歴
史・文化を通して郷土を知ることにより郷土
愛を高め、県下の子どもたちが一堂に会し、
和気あいあいとした中で競技を行った。 
 
［茂原市等］ 
・第 25 回房総子どもかるた長生茂原地区大
会（（一社）千葉県子ども会育成連合会長生
支部） 
開催日：11月 13日 
場所：長生村中央公民館 
内容：かるたを通して楽しく遊びながら親睦
と友情を深め、併せて郷土の歴史、文化、産
業を知り、子ども達の健全育成と子ども会活
動の活性化を図る。 
 
［君津市］ 
・君津ふるさとかるた大会 
開催日：11月 20日 
場所：八重原公民館 
内容 
：君津にちなんだかるたを行うことにより、
子どもたちに君津市内の名所、文化を遊びな
がら覚えてもらう。 
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 ○その他体験活動 
（千葉県、千葉県警察本部、千葉市、市川市、
我孫子市、鎌ケ谷市、富津市、浦安市、富里
市、南房総市、匝瑳市、酒々井町、栄町、長
南町） 
 
［千葉県］ 
・わくわくチャレンジ 
開催日：11月 5日 
場所：千葉市昭和の森フォレストビレッジ 
内容：不登校の親子を対象に，集団活動や体

験学習，懇談会の実施 
参加者：9名 
 
・きみかめ山のフェスティバル 
開催日：11月 3日 
場所：県立君津亀山少年自然の家 
内容： 地域の匠(専門的な技や知識を持った
地域企業や団体)が体験ブースを設け、親子
で様々な体験活動をした 
 
・星空の神秘を探ろう③ 
開催日：11月 5日、6日 
場所：県立東金青年の家 
内容：4回シリーズの 3回目は秋の星座観察。
月、カシオペア等の他星雲、おうし座流星を
観察。天体望遠鏡の使い方、星空検定試験の
勉強も行う。 
 
・森っこレンジャー「木のおもちゃづくり」 
開催日：11月 20日 
場所：県立君津亀山少年自然の家 
内容：小学生を対象とした通年の事業(年間 6
回実施)。ヒノキの端材を使用し、木のおも
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ちゃ作りを仲間と共に行った。 
 
・黒部川クリーン作戦 
開催日：11月 26日 
場所：県立水郷小見川少年自然の家・黒部川 
内容：地域の黒部川の清掃活動等、環境保全
活動を通じ、子供・若者に環境保全に対する
意欲の増進及び環境教育の推進を図った。 
 
・太巻き寿司をつくろう 2 
開催日：11月 27日 
場所：県立東金青年の家 
内容：東金太巻き寿司研究会の協力を得て、
伝統の太巻き寿司つくりの体験。太巻き寿司
の伝承への理解を図った。 
 
［千葉県警察本部］ 
・農業体験による少年の立ち直り支援活動 
開催日：11月 23日 
場所：市原市 
内容：少年警察ボランティアや学生ボランテ
ィアと連携してさつま芋掘りによる少年の
立ち直り支援活動を実施した。 
 
［千葉市］ 
・地域交流会 
開催日：11月 12日 
場所：都賀中学校 
内容：子どもと地域の方が一緒にグランドゴ
ルフを行い、順位を競った。餅つきを行い、
昼食につきたての餅及び豚汁・麦茶を提供し
た。 
 
・第 21回子どもと地域のふれあい伝承遊び 
開催日：11月 12日 
場所：幸町公民館 
内容：伝承遊びを通して、地域の子どもと大
人が交流を図り、良好な人間関係を図るとと
もに、コミュニティーを深めた。 
 
・地区文化祭 
開催日：展示の部 11月 18～20日 
場所：千草台公民館、千草台中学校体育館 
内容：中学校区の園児・児童・生徒・一般の
大人たちが、「展示の部」と「発表の部」で
書道、絵画、焼き物、洋裁、歌、舞踊、演奏、
創作ダンス、よさこい、等をそれぞれが地域
の方々の前で披露した。また、「発表の部」
において児童・生徒が「私の主張」の弁論発
表を行った。さらに、児童・生徒が制作した
町内の環境美化啓発ポスターや「私の主張」
の表彰を行った。 
 
・カレーオリエンテーリング 
開催日：11月 20日 
場所：高洲第二中学校・稲毛海浜公園 
内容：オリエンテーリング及び缶詰の空き缶
を利用してのカレー作り 
 
・子どもふれあい祭り 
開催日：11月 26日 
場所：生浜中学校 
内容：生浜中学校区の小・中学生が一堂に会
する中で、レクレーション活動の共通した取
り組みを通して、青少年の仲間づくりをする



とともに、健全育成を図る。 
 
・レクレーション大会「あすみギネスに挑戦」 
開催日：11月 27日 
場所：土気南中学校 
内容：小中学生が、鉛筆立て、豆つかみ、飛
行機飛ばし等6種目の競技のそれぞれに活動
を行い、記録に挑戦する。 
 
・緑区中学校生徒会情報交換会 
開催日：11月 18日 
場所：社会福祉協議会緑区事務所 
内容：各学校の生徒会役員が互いの生徒会活
動を情報交換し、今後の活動に生かすための
工夫をグループ毎に話し合った。 
 
［市川市］ 
・体験学習事業「市川米っ人くらぶ」収穫感
謝祭 
開催日：11月 19日 
場所：市川市少年自然の家 
内容：体験を通じて勤労と収穫の喜び、食物
へのありがたみ等、豊かな心を育むため感謝
祭を実施 
 
［我孫子市］ 
・子ども議会 
開催日：11月 10日 
場所：市議会議事堂 
内容：次代を担う小中学校の児童生徒に、議
会制民主主義や我孫子市のまちづくりに対
する関心を深めてもらい、子どもたちの市に
対する要望や意見などを今後のまちづくり
の参考にすることをねらいとして開催する。 
 
［鎌ケ谷市］ 
・もちつき大会 
開催日：11月 3日 
場所：ファイターズタウン鎌ケ谷 
内容：第四中学校区内の小学生を対象とした
餅つき体験と餅の試食。参加者 576人 
 
開催日：11月 3日 
場所：鎌ケ谷小学校 
内容：鎌ケ谷中学校区内の小学生を対象とし
た昔あそびや餅つき体験、餅の試食。参加者
626人 
 
［富津市］ 
・富津市あすをきずく青少年のつどい 
開催日：11月 27日 
場所：金谷小学校～鋸山・日本寺 
内容：市内の小中学生を対象とした鋸山ウォ
ークラリーを実施。 
 
・子ども会育成大会 
開催日：11月 27日 
場所：飯野コミュニティセンター 
内容：餅つきなど子ども参加イベント 
 
［浦安市］ 
・ジュニアリーダー研修会 
開催日：11月 19日（6回目／全 8回） 
場所：中央公民館大集会室 
内容：よさこいソーラン 



 
［富里市］ 
・東京ウォーク 
開催日：11月 5日 
場所：東京タワー，レインボーブリッジ他 
内容 
：市内小学生 37 名参加し 7 班に分かれ，東
京タワーを階段で上がり，レインボーブリッ
ジを徒歩で横断するなど，他校の児童と協力
し行動することにより友情を深め合った。 
地域社会でのつながりが希薄化する中，大勢
で遊ぶ，友人と語り合う，他人と協力し合う
といった多様な人間関係の中で社会性や対
人関係能力を身に付ける機会が減っている
ことから，親元から離れ集団活動をすること
により，社会性を育む機会を提供する目的で
実施した。 
 
・放課後子ども教室 
場所：富里市立浩養小学校、洗心小学校、富
里第一小学校 
内容：自主学習（宿題等）、校内スタンプラ
リー、ニュースポーツ体験、ミニクリスマス
ツリー作り等 
 
［栄町］ 
・東京ウォーク 
開催日：11月 13日 
場所：東京都内（東京タワー、お台場周辺） 
内容：東京タワーを階段で上ったり、レイン
ボブリッジを歩いて渡ったりするチャレン
ジ体験事業。 
 
［南房総市］ 
・体育館宿泊体験 
開催日：11月 4日～5日 
場所：南房総市立白浜小学校体育館 
内容 
：炊出体験、体育館宿泊、非常食体験ほか 
 
・ジュニアリーダー初級認定講習会 
開催日：11月 6日 
場所：みよし交流館 
内容：危険予知トレーニング、野外活動ほか 
 
［匝瑳市］ 
・中学生模擬議会 
開催日：11月 2日 
場所：市役所議場 
内容：市内中学校による模擬議会 
 
［酒々井町］ 
・子ども会体験教室 
開催日：11月 27日 
場所：酒々井町立大室台小学校体育館 
内容：児童を対象とした体験活動（勾玉づく
り） 
 
［長南町］ 
・わくわく体験クラブ「社会科見学」 
開催日：11月 19日 
場所：ニュースパーク、そなエリア東京（見
学先） 
内容：町内小学生を対象に社会科見学を実施
し、児童の育成支援を図った。 



 ○その他 
（千葉県、市川市、佐倉市、我孫子市、君津
市、富津市、八街市、芝山町） 
 
［千葉県］ 
・救命救急（防災訓練）の実施（千葉県） 
開催日：11月 15日 
場所：旭高等技術専門校 
内容：訓練生が救命救急の講習を受講した。 
 
・市川ユネスコ「サタデースクール」 
開催日：11月 12日、26日 
場所：市川市立鶴指小学校 
内容：ユネスコ理解と子ども学習補助 
 
・柏ユネスコ少年団街頭募金活動 
開催日：11月 13日 
場所：ＪＲ柏駅前 
内容：寺子屋運動及び東日本震災支援活動 
 
・手賀の丘少年自然の家まつり 
開催日：11月 13日 
場所：県立手賀の丘少年自然の家 
内容：「地域との交流」をテーマに、所内の
体育館や多目的ホール等を使用して、各種の
演奏や演技、作品展示、創作体験、プラネタ
リウム投映、ラート体験、フリーマーケット
などを行った。 
 
・鴨川青年の家まつり 
開催日：11月 13日 
場所：県立鴨川青年の家 
内容：地域との交流イベントとして、屋内で
は演奏、演技、創作体験、子ども文化展、屋
外ではフリーマーケット、自衛隊、警察など
の催しを実施した。 
 
・子どもチャレンジプロジェクトイベント 
「スマイル子チャレ祭」 
開催日：11月 20日 
場所：さわやかちば県民プラザ 
内容：小学生のプロジェクトメンバーによ

る、自由な発想を生かした自主イベン
トの企画運営 

参加者数：1,855名 
 
・おはなし夢空間 
開催日：11月 19日（年間 12回） 
場所：さわやかちば県民プラザ 
内容：絵本や物語とのふれあいを通し、幼児

期・児童期の子どもに読書の楽しさを
伝える。 

参加者数：3名 
 
・バザー及び炊き出し 
開催日：11月 5日 
場所：松戸市立和名ヶ谷中学校 
内容：バザー及び炊き出しを実施 
 
［市川市］ 
・第 7回ジュニアリーダー講習会 
開催日：11月 13日 
場所：市川市生涯学習センター 
内容：中学生を対象にした青少年指導者育成
事業の第 7 回目で、「青少年リーダーとして
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のボランティア活動を考える講習会」と「1
年間の活動の振り返り」を実施 
 
・第 7回ヤングカルチャースクール 
開催日：11月 13日 
場所：市川市生涯学習センター 
内容：高校生を対象にした青少年指導者育成
事業の第 7 回目で、「青少年リーダーとして
のボランティア活動を考える講習会」と「1
年間の活動の振り返り」を実施 
 
・いちかわファミリーフェスタ 2016 
開催日：11月 20日 
場所：ニッケコルトンプラザ 
内容：トークショー、遊び講座、体験コーナ
ー等 
主催：市川ファミリーフェスタ実行委員会 
共催：市川市 
 
［佐倉市］ 
・千代田ふれあいまつり 
開催日：11月 12日 
場所：千代田小学校 
内容：歌やダンス等、大人や子ども達による
発表が行われた。また、焼き芋等の販売も行
った 
 
・和田ふるさとまつり 
開催日：11月 20日 
場所：和田小学校 
内容：剣道の試合やバザー等様々なプログラ
ムが組まれ、地域交流を図った。 
 
［我孫子市］ 
・子育てフリーマーケット 
開催日：11月 5日 
場所：子育て支援施設 わくわく広場 
内容：子育て世代同士や地域住民との交流 
 
・ヒューマンフェスタ 2016あびこ 
開催日：11月 19日 
場所：我孫子市生涯学習センター アビスタ 
内容：人権啓発に関する総合イベント。（プ
ラ板や缶バッジ作り、子ども紙芝居コーナー
など子どもの人権啓発含む） 
 
［君津市］ 
・子ども教室・家庭教育学級・文化祭等 
内容：市内公民館主催事業における青少年関
連事業（子ども教室・家庭教育学級・文化祭
等）の開催。市内８公民館にて実施。 
 
［富津市］ 
・市民文化祭（子ども祭り部門） 
開催日：11月 6日 
場所：富津公民館 
内容：なんでもヤリーナ、吹奏楽フェスティ
バル、絵本の読み聞かせなど 
 
・わこう村大バザール 
開催日：11月 20日 
場所：和光保育園 
内容：子ども参加イベントなど 
 
［八街市］ 



・やちまた教育の日月間おはなし会スペシャ
ル 
開催日：11月 26日 
場所：八街市立図書館（2階視聴覚ホール） 
内容：図書館ボランティア、ジュニア司書、
図書館職員による素話、手遊び、大型絵本読
み聞かせ、パネルシアター上演を実施。参加
者 24名。ボランティア 1名。ジュニア司書 6
名。 
 
・千葉黎明高等学校図書館サポーター 
開催日：11月 2日、9日、30日 
場所：八街市立図書館 
内容：千葉黎明高等学校図書委員会生徒によ
る図書館事業支援を実施。3日間でのべ 8名
参加。 
 
・ペットボトルリサイクルライトアップツリ
ー事業 
開催日：11月 27日～12月 27日 
場所：ＪＲ八街駅北口森のいずみ公園 
内容：リサイクルペットボトルを利用したラ
イトアップツリーを各中学校区ごとに制
作・展示する。 
 
［芝山町］ 
・芝山はにわ祭り 
開催日：11月 13日 
場所：芝山公園 
内容：地区子ども会ごとに子どもみこしを引
っ張り，地域の一員としての自覚を高めると
ともに，地域との関わりを深める。 

６ その他 

（千葉県、県警、市町村） 

 

○いじめの未然防止(調査活動等)（千葉市） 
開催日：11月 
場所：泉谷中学校 
内容：「いじめ防止対策推進法」の趣旨を踏
まえ、いじめの状況を把握するために、11
月に全校生徒対象にいじめ調査を実施した。 
その調査をもとに、学級の生徒と学級担任を
中心に、教育相談を実施した。これにより、
いじめの未然防止と安心して相談できる体
制の整備に努めた。 
 

4(1)ｵ(ｴ)① 

4(1)ｵ(ｴ)② 

 ○食育講座等（船橋市、大網白里市） 
 
［船橋市］ 
・家庭教育セミナー「食育講座」 
開催日：11月 9日 
場所：三咲公民館 
内容：1～3歳児と保護者を対象に、パネルシ
アターやエプロンシアターなどを使ってお
話や歌で楽しく食育を学んだ。 
 
［大網白里市］ 
・たべもの教室、栄養に関する話 
場所：市内幼稚園、公民館 
内容：栄養指導、個別相談等 
 

4(1)ｴ① 



 ○教育相談、講座、情報交換 
（千葉県、船橋市、木更津市、茂原市、我孫
子市、浦安市） 
 
［千葉県］ 
・サポート広場 
開催日：11月 16日 
場所：子どもと親のサポートセンター 
内容：子どもプログラム（小集団活動等）・

親プログラム（懇談会）の実施 
 
・子育て広場「すくすく」 
開催日：11月 8日、22日（年間 24回開催） 
場所：さわやかちば県民プラザ 

内容：プラザ施設を活用した施設ボランティ

アによる子育て講座・幼児、保護者の自由遊

び 参加者数 66名 

 
［千葉市］ 
・しゃべり場 
開催日：11月 24日 
場所：ベイタウンコア（打瀬公民館）講習室 
内容：小中学生を持つ保護者の子育てについ
ての情報交換等を行う。(希望者) 
 
［船橋市］ 
・家庭教育相談 
開催日：電話相談…祝休日を除く月～金曜日
の 9時～16時 30分 6件 
面接相談…11月 9日 0件、22日 0件 
場所：9日 Faceビル 5階、22日東部公民館 
内容：家庭教育上の悩みや問題をもつ両親等
を対象にして、電話・面接相談を家庭教育指
導員等が担当して実施 
 
［木更津市］ 
・教育相談教室 
開催日：11月 7・15・21・22・24日 
場所：まなび支援センター 
内容：不登校等さまざまな悩みを抱えた児
童・生徒と保護者・学校関係者を対象に精神
科医師等によるカウンセリングを実施 
 
・青少年・子育て相談 
開催日：月－金 9:00～16:30 
場所：まなび支援センター 
内容：幼児から 20 歳までの青少年と保護者
を対象とした電話・面接・メール相談を実施 
 
［茂原市］ 
・就学時子育て講座 
開催日：11月中 8校 8講座 
場所：各小学校 
内容：小学校の就学時健康診断を活用し子育
て講座を開催する。 
 
［我孫子市］ 
・我孫子市小中学生のための｢いじめ・悩み
相談ホットライン｣ 
開催日：月～金曜日 14:00～18:30 
場所：我孫子市教育研究所 
内容：いじめをはじめとした小中学生の悩み
相談に対応するために、子ども本人や保護者
が直接電話やメールで相談できるホットラ

4(1)ｱ① 
4(1)ｱ② 
4(1)ｳ① 

4(1)ｴ③ 

4(1)ｴ(ｴ)② 

4(1)ｵ(ｴ)② 



インを運営している。 
 
［浦安市］ 
・青少年相談 
開催日：月～金曜日の午前 10 時～正午、午

後１時～午後 4時（祝日除く） 
場所：青少年センター 
内容：青少年の問題行動、家庭や自分自身、
学校関係等について、青少年本人や保護者等
から電話及び来所により相談を受ける。相談
回数は電話相談 4回、来所相談 9回。 
 
・浦安市いじめ 110番 
開催日：月～金曜日の午前 9時～午後 5時（祝
日除く） 
場所：浦安市役所教育委員会指導課 
内容：児童生徒及びその保護者を対象に、い
じめに関わる悩みや不安、訴え等を電話相談
で受け付け、いじめの早期対応・解消に努め
る。 
 
・語り場 子どもの未来を考えるⅡ 
開催日：11月 24日 
場所：美浜公民館・第 3会議室 
内容：生活困窮世帯で暮らす子どもたちのお
かれた状況については近年深刻化しており、
不登校、虐待など多くの問題を内在してい
る。行き場のない子ども、困難を抱えた子ど
もたちについて情報交換、意見交換を行うこ
とで互いの課題解決についての意欲を高め
る場として開催する。 
 

 ○乳児家庭訪問等（大網白里市） 
・乳児全戸訪問事業 
開催日：11月１日～11月 30日 
場所：対象者の家 
内容：生後 4か月までの乳児がいる家庭を訪
問し、体重測定をしたり、子育てに関する不
安や悩みなどについて話を聞いたり、今後の
健診や市の育児サービスについて情報提供
する。 
 
・乳児の事故予防について集団指導 
開催日：11月 4日、15日、18日 
場所：中部コミュニティセンター、いずみの
里、保健センター 
内容：10か月乳児相談対象者に対して、保健
師が事故予防について集団指導をしたり、事
故予防についてのチェックリスト付きのチ
ラシやパンフレットを配布。参加者(4日は 3
名、15日は 1名、18日は 17名) 
 

4(1)ｳ② 

 ○ジュニア司書及びジュニア司書マイスタ
ー認定式（八街市） 
開催日：11月 13日 
場所：八街市立図書館（２階視聴覚ホール） 
内容：図書館主催行事「平成 28 年度ジュニ
ア司書養成講座」第 6期の修了者（市内小中
学生 10 名）と保護者を招き、教育長より認
定書を授与し、第 5期生までのジュニア司書
および本年度認定のジュニア司書マイスタ
ー2名との対面式を実施。 
 

4(1)ｱ 



 ○平成 28年度七歳児合同祝い（長南町） 
開催日：11月 11日 
場所：長南町中央公民館 
内容：町内在住の小学校就学直前の幼児を対
象として七歳を迎える節目の歳をお祝いし、
育成支援を図った。 

4(1)ｱ① 

 


