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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平成２８年度女性に対する暴力防止フォーラム（県） 4 (1)オ
・実施日：平成２８年１１月１５日（火）
・場 所：奈良県産業会館
・内 容：
「ＤＶの実態と子どもへの影響」
面前ＤＶ等が子どもにどのような影響
を与えるのか、その実態を知り、ＤＶ被
害者やその子どもへの支援について考
える
4（1）エ
おでかけ健康フェスタ（県）
・実施日：平成２８年１１月５日（土）
・場 所：奈良県文化会館
・内 容：健康寿命日本一を目指し、健康づくりの
大切さや実践方法を楽しみながら学ぶ
健康イベントを開催。奈良県食育作文コ
ンテスト知事表彰、軽スポーツ体験等、
子ども・若者も楽しめるイベントを実施
する
第１０回ファミリーウォーク in 天理（県、天理市、
河合町）
・実施日：平成２８年１１月１２日（土）
・場 所：天理市内
・内 容：子どもと保護者が一緒に天理の町並み等
を散策しながら、一日を楽しむことで家
族の絆を深め、子どもたちの健全育成を
促進することを目的とする

4（1）エ

第３３回青少年を守り育てる市民の集い（天理市）
★4（1）アオ
・実施日：平成２８年１１月５日（土）
・場 所：天理市文化センター
・出席者：天理市長、天理市議会議長、県青少年社
会活動推進課長補佐、青少年健全育成天
理市民会議加盟・期間団体代表者等約２
００名
・内 容：①ポスター・標語表彰式
②「少年の主張 in てんり」主張大会
③市民会議加盟団体の活動発表
「子ども・若者育成支援強調月間」記念講演会（橿原 ★4（1）アオ
市）
・実施日：平成２８年１１月１５日（火）
・場 所：かしはら万葉ホールレセプションホール
・参加者：橿原市青少年指導委員等「青少年健全育
成の推進」に関わる関係機関及び市民
・内 容：奈良市教育委員会 教育支援課
特任指導主事 岡田 修氏による
「地域が育てる青少年」と題した講演
「青少年健全育成集会」
（桜井市）
・実施日：平成２８年１１月５日（土）
・場 所：桜井市立中央公民館

★4（1）アイウ
オ

・参加者：１７１名
・内 容：４中学校３高等学校の代表者による「少
年の主張」の発表と、平方充子・宮田眞
理さんの記念講演「日本の歌の心」を開
催
ふれあいハートフェスタ（生駒市）
・実施日：平成２８年１１月２７日（日）
・場 所：生駒市立大瀬中学校

２ 広報啓発活動
（県、市町村）

4（1）エ

★4（1）ア
香芝市青少年健全育成市民集会（香芝市）
・実施日：平成２８年１１月１２日（土）
・場 所：香芝市ふたかみ文化センター市民ホール
・内 容：
「少年の主張」作文発表
大阪府警ＯＢコーラス
香芝西中学校吹奏楽部演奏
県内一斉オレンジリボンキャンペーン（県）
4（1）ウ
・実施日：平成２８年１１月１日（火）
・場 所：奈良市、天理市、橿原市、五條市、御所
市、生駒市、香芝市、宇陀市、平群町、
三郷町、斑鳩町、田原本町、曽爾村、明
日香村、広陵町、大淀町、十津川村
・内 容：児童虐待防止月間の取組として、県また
市町村による街頭啓発キャンペーンを
実施。県内各所において、オレンジリボ
ン、ポケットティッシュ等の啓発グッズ
の配布を行う
オレンジリボンキャンペーン（県）
4（1）ウ
・実施期間：平成２８年１０月～１２月
・実施場所：イオンモール、奈良マラソン会場、ヒ
ューマンフェスティバル等のイベン
ト会場など
・内
容：パネル展示、オレンジリボン等の啓発
グッズの配布を行う
4（1）ウ
児童虐待未然防止啓発活動（県）
・実施期間：平成２８年１１月
・場
所：県内にキャンパスのある大学
・内
容：県内大学の生協にて啓発用のブックカ
バーを配布、大学の最寄り駅にポスタ
ーを掲示、大学祭での啓発活動を実施
する
オレンジリボン「みんなで見守る」市町村リレーキャ 4（1）ウ
ンペーン（県）
・実施期間：平成２８年９月～１２月
・場
所：県内３３市町村の啓発会場
・内
容：パネル展示、オレンジリボン等の啓発
物品の配布する
「子供・若者育成支援強調月間」の啓発等
（★奈良市、★天理市、★桜井市、★御所市、★葛城
市、★三郷町、★斑鳩町）
懸垂幕、ポスター等の掲出
（大和郡山市、★香芝市、★葛城市、★三郷町、★斑
鳩町、★明日香村、★上牧町）

4（1）アオ

4（1）オ

広報車による啓発活動
（★桜井市、★生駒市）

4（1）オ

有線放送による啓発活動
（★葛城市）

4（1）オ

4（1）アオ
啓発物品の配布
（★御所市、★香芝市、★葛城市、宇陀市、★斑鳩町、
★明日香村、★東吉野村）

３ 研修会等
（市町村）

「スマホ・ケータイ」出前啓発講習会（県等）
4（1）オ
・実施期間：平成２８年６月１日（水）～平成２９
年１月３１（火）
計６０講座［月間中７講座開催］
・場
所：各申し込み機関・団体準備会場
・内
容：近年の急速な情報化の進展に伴い、携
帯電話やスマートフォン等から発信
されるインターネット利用の拡大と
比例して、青少年が犯罪の被害者・加
害者になる事例が急増している。そこ
で、各専門講師を派遣し、青少年のイ
ンターネット利用に関する現状やそ
の危険性について啓発し、適切な利用
方法等についての講習を行う
「子供・若者育成支援強調月間」啓発青少年健全育成
4★（1）ア
研修会（大和高田市）
・実施日：平成２８年１０月２８日（金）
・場 所：大和高田市中央公民館
・内 容：記念講演
演題「奈良県における教育相談の状況と
教育研究所での支援」
講師 應武 博之
（県立教育研究所教育相談部指導
主事）
「大和郡山市青少年センター指導委員会」における青
4（1）アオ
少年健全育成研修会の実施（大和郡山市）
・内 容：本年度の巡回指導の割り当て確認、不審
者情報、通報内容の報告、今後の街頭指
導予定の確認。
奈良県警察少年サポートセンター職員
による「子どもたちの健やかな成長を願
って」というテーマでの研修を実施
中学校生徒指導担当者会議（大和郡山市）
4（1）アイウオ
・内 容：市内６中学校の現状についての情報交換
（警察、県教委、子家相、教育長、教育
部長、市学校教育課長、青少年センター
所長、各課指導主事等及び各校生徒指導
部長の参加）
生徒指導講演会への参加（天理市）
ユースアドバイザー養成講座（天理市）
青少年センター指導員「校区別研修会」
（桜井市）

4（1）ア
4（1）ア
4（1）アイオ

・実施日：平成２８年１１月１７、２２、２４日
・参加者：約１００名
・内 容：市内４中学校区別指導員研修会を実施し、
各校区小・中学校の生徒指導上の問題に
ついて協議し、健全育成についての研修
を行った。
県青少年指導員第３ブロック研修会（桜井市）
4（1）オ
・実施日：平成２８年１１月２３日
・内 容：桜井市、宇陀市、橿原市、明日香村、高
取町の５市町村が、桜井市内の相撲神
社、纏向遺跡、オーベルジュをガイドボ
ランティアの説明を受けながら研修を
行った。
・参加者：２８名
県青少年補導センター連絡協議会研修会
4（1）ア
（県、奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿
原市、桜井市、五條市、生駒市、香芝市）
（仮称）生駒市子ども・若者支援ネットワーク設置に 4（1）ア
係る実務者会議（生駒市）
・実施日：平成２８年１１月２９日（火）
・場 所：生駒市役所大会議室
県青少年指導員第４ブロック研修会（河合町）
・実施日：平成２８年１１月２６日（土）
・場 所：御所市青少年センター
合同立入・巡回啓発活動
★4（1）オ
（県、県教委、県警察、奈良市、天理市、宇陀市、平
４ 青少年保護育成巡回活動、 群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田
原本町、広陵町、河合町、大淀町、吉野町）
環境浄化活動等
・実施期間：平成２８年１１月７日（月）～２５日
（県、市町村）
（金）
［期間中のうち、土・日祝日を除
く８日間］
・内
容：各市町村、警察等と連携し、青少年に
とって有害環境となるおそれのある
店舗への立入調査を実施することに
より環境浄化を図り、条例の遵守を要
請する
・調査対象：書店・レンタルビデオ店・カラオケボ
ックス・がん具刃物販売店・ゲームセ
ンター・コンビニエンスストア・イ
ンターネットカフェ・その他遊技場
有害看板撤去活動（大和高田市）
4（1）オ
・開催日：平成２８年１１月中の土日（計８回）
・場 所：市内一円
・内 容：市青少年補導会による児童・生徒の通学
経路にある有害チラシや看板等を撤去
市青少年補導会合同巡視及び校区巡視（大和高田市）
4（1）オ
・開催日：平成２８年１１月１９日（土）
（合同巡
視）
平成２８年１１月中（校区巡視）
・場 所：市内一円（合同巡視）
各校区一円（校区巡視）

・内 容：合同巡視は市青少年補導会による巡視活
動で、校区巡視は各校区補導会による巡
視活動
4（1）オ
平日及び土日街頭巡視活動（大和郡山市）
・内 容：繁華街や公園など青少年の集まりやすい
場所を中心に、非行防止のため夜間の街
頭巡視を行う
郡山警察署補導員協会、県警本部少年課、大和郡山市 4（1）オ
青少年センター職員による合同補導（大和郡山市）
4（1）オ
店舗立入調査（大和郡山市）
内 容：青少年を取り巻く有害環境浄化の一層の推
進を図るため、大和郡山市青少年センター
指導委員による夜間の巡回時に点検、調査
を行う
乗車マナー向上運動にかかる巡視指導活動（県教委） 4（1）オ
・実施日：平成２８年１１月１１日（金）
・場 所：県内主要駅、バスターミナル
・内 容：県高等学校ＰＴＡ協議会、県内高等学校、
少年サポートセンター、各警察署により
高校生下校時におけるマナー向上等を
目的に巡視指導活動を実施する
少年サポート強化デーにおける街頭補導啓発活動
（県警、桜井市）
・実施日：平成２８年１１月１８日（金）
・場 所：県内主要駅、大型商業施設、他
・内 容：少年補導員、少年サポートセンター、各
警察署及び各市町村青少年育成関係者
による街頭補導啓発活動を実施する

4（1）オ

市内巡視活動（桜井市、御所市、生駒市、葛城市、平 4（1）オ
群町）

５ 子供・若者の社会参加活動
（県、市町村）

平成２８年度大和高田市子ども会「ミステリー
4（1）ア②
ツアー」
（大和高田市）
・開催日：平成２８年１１月５日（土）
・場 所：志摩スペイン村
・内 容：大和高田市子ども会の小学５・６年生を
対象に行き先がミステリーなバスを使
った研修会
第４２回親子まつり（大和郡山市）
4（1）ア
・開催日：平成２８年１１月３日（木）
・場 所：郡山城趾公園、郡山グラウンド等
・内 容：子どもや若者が主体となってふれ合う参
加型イベント
ふれあいのつどい（三郷町）
・開催日：平成２８年１１月６日（日）
・場 所：農業公園信貴山のどか村
・参加者：町内在住の子ども、保護者

６ その他
（県、市町村）

広域型学習支援「はばたき教室」
（県）
・実施日時：毎週金曜日１８時～
（教室は、通年開催）
・実施場所：王寺町

4（1）ア

4（1）イ

・内

容：中和・吉野福祉事務所管内の生活保護
世帯及び生活困窮世帯の中学生を対
象に、
「はばたき教室」を開設し、子
どもの社会性や他者との関係を育む
支援や高校進学に向けた学習支援を
行う

地域型学習支援（県）
・実施場所：上牧町、広陵町、斑鳩町、高取町、
大淀町
・内
容：中和・吉野福祉事務所管内の生活保護
世帯及び生活困窮世帯の子どもを対
象に、地域や学校等との連携・協働
により、学習支援教室を開設し、学習
ボランティアによる学習支援やコミ
ュニケーションの場となる居場所づ
くりを行う
奈良県ひきこもり相談窓口（県）
・実施日時：毎週 月～金曜日
（土日祝日・年末年始を除く）
９時～１７時
（１２時～１３時を除く）
・場
所：奈良県庁１階
青少年・社会活動推進課内
・内
容：ひきこもり相談窓口の設置（相談無料）
電話相談、来所相談（要予約）
ひきこもり相談窓口を設置し、社会的
自立を目指す若者の状況に応じた個
別的・継続的な相談・支援を専門スタ
ッフが行う
児童虐待事案対応合同訓練（県、県警）
・実施日時：平成２８年１１月１６日（水）
１３時３０分～１６時
・場
所：奈良県警察学校
・内
容：警察と児童相談所及び要保護児童対策
地域協議会等が互いに職務の理解を
深め、より一層の連携強化を図り、児
童虐待事案対応時における現場執行
力を高めることを目的として実施す
る
「あすなろダイヤル」連絡会議（県、県教委、県警）
・実施日：平成２８年１１月２日（水）
・場 所：県立教育研究所
・内 容：教育、いじめ、不登校、児童虐待などの
電話相談窓口機関の有機的連携を図る
ための情報交換ならびに事例研究など
を行う

4（1）イ

4（1）ア

4（1）ア

4（1）ウ

『
「心と学び」のサポート事業』の開催（県）
4（1）イ
（ひとり親家庭の子どもの学習支援事業）
・実施日時：毎週月、火、水、土曜日
１４：００～２０：３０
（教室によって異なる）
・場
所：奈良市、大和郡山市（２箇所）
、香芝
市の計４箇所
・内
容：ひとり親家庭の児童（小学生～高校生）
を対象に、ボランティアによる少人数
制の学習支援や悩みなどへの寄り添い

支援を行う
地域未来塾（県教委）
4（1）イ
・実施期間：平成２８年４月～平成２９年３月
・場
所：１６市町村で実施
（小学校３６校、中学校３３校）
・内
容：経済的な理由や家庭の事情により、家
庭での学習が困難であったり、学習習
慣 が 身 に付 い てい な かった り する
小・中学生を対象に、放課後、土曜日
等を活用し、原則無料の学習支援を実
施する
相談活動（大和郡山市）
4（1）アイウ
・内 容：センター職員による電話相談及び面接相
談を実施
ニートの就職応援セミナー（生駒市）
若者自立のための無料相談会（生駒市）

4（1）ア
4（1）ア

若者自立支援セミナー「父親塾母親塾 in 生駒」
（生駒 4（1）ア
市）

