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区        分 内            容 備  考 

 

１  大会等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  広報啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  研修会等 

 

 

 

４  青少年保護育成巡回活動、 

  環境浄化活動 

 

 

 

 

 

○ 長崎っ子を育むココロねっこ広場 

（長崎県・県民会議） 

    開催日：１０月１９日  場所：諌早市 

出席者：子育て中の親子等２，０００人 

    内 容：親子ふれあい体験等 

○ 八市少年センター職員研修会 

    開催日：１１月１９・２０日   

場 所：大村市 

出席者：少年センター職員等 ３０人 

    内 容：実践発表、講演等 

  

○「ココロねっこ運動」ポスター掲示 

○「ココロねっこ運動」新聞広告掲載 

○「ココロねっこ運動」テレビスポット 

○「ココロねっこ運動」ホームページ更新 

○全県的あいさつ、声かけ運動 

○「長崎っ子を育む行動指針」モデル団体の

視察及び助言 

○「長崎っ子を育む行動指針」具現化に係る

教育講演（要請市町、ＰＴＡ、育成会） 

○「ココロねっこ運動」登録促進 

○携帯電話フィルタリング啓発リーフレッ

ト及び高校生３０秒ＣＭ制作 

（長崎っ子のためのメディア環境協議会） 

○未成年者飲酒防止キャンペーン 

（１１月１９日）（小売酒販組合） 

 

○ココロねっこ運動ブロック研修会 

「子どもを取り巻く大人の役割等」 

（県内全１２地区） 

 

○県下一斉立入調査及び社会環境実態調査

（県内全域、１１月中） 

○安心メールキャッチくん配信（県警本部） 
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平成２０年度「全国青少年健全育成強調月間」実施結果

長崎県こども政策局こども未来課都道府県名 長 崎 県 青少年年行政主管課

095 895 2686青少年行政主管課 s25100@pref.nagasaki.lg.jp 担 当 者 名 原 洋 - -TEL

区 分 内 容 備 考

４－（１）１ 子どもの ＜全２３市町＞
○登下校時のあいさつ・声かけ運動（小・中学校、ＰＴＡ、地域） エ（ア）安全確保の
○登下校時の安全見守り活動（地域、ＰＴＡ、小・中学校）取組
○青色回転灯設置車による地区パトロール
○学校・警察連絡協議会（教委、小中高等学校、警察、少年セ等）
○「ココロねっこ運動」広報・啓発活動、幟旗の設置（教委等）
＜長崎市＞
○小学校区「子どもを守るネットワーク」による月間パトロール
＜佐世保・大村・対馬・壱岐・五島・雲仙市、時津・川棚・小値賀町＞
○不審者対応の避難訓練・防犯訓練・防犯教室（小・中学校）
○地区別集団登校、学年別・地区別集団下校（小学校）
○校舎内施設及び通学路の安全点検（小・中学校、ＰＴＡ）

、 （ ）○子どもを事故から守る協議会 地区別懇談会・連絡会 小・中学校
＜佐世保市＞
○下校時刻に合わせた見守りの町内放送（吉井南小）
○子ども１１０番の家の依頼及び確認活動（日野小・ＰＴＡ）
＜島原市・南島原市・小値賀町＞

「 」 （ ）○広報車による 少年の日・ココロねっこ運動 広報啓発活動 教委
＜島原市＞
○地域安全マップ発表会（第二小）
○不審者情報を受けての児童生徒下校時の安全パトロール（青色灯車
両）及び地域への情報提供（少年セ職員、地区補導委員）

＜諫早市＞
○少年補導員合同（警察委嘱・教委委嘱）巡回活動

50○「子ども１１０番」幟・ 長崎っ子を育む行動指針」幟の校区内「
カ所及び公民館に設置（御館山地区育成会）

＜大村市＞
○ＣＡＰプログラムの実施（旭が丘小ＰＴＡ）
○同伴登校（鈴田小ＰＴＡ）
○秋の自転車マナーアップ運動（郡中）
○スクールガード情報交換会（教委）
＜松浦市＞
○「少年の日 「家庭の日 「非行防止」を呼びかける市内広報」 」
（少年セ、子育て・こども課）
○問題を抱える「子どもサポート会議 （各地区）」
「 」 （ 、 、 、 ）○ 情報ネットワーク構築 発足式 教委 警察 総務課 防犯団体
＜対馬市＞
○「あいさつ」プラス１運動（社会福祉協議会）
＜壱岐市＞
○「ココロねっこ運動 （幟立て、学校行事での運動紹介、公式テー」
マソングの全校合唱）の推進（霞翠小）

＜五島市＞
○声かけパトロール（富江小）
＜佐世保市・雲仙市・川棚町＞
○地区別安全マップの作成と活用（小学校、ＰＴＡ、自治会）
＜雲仙市＞
○交通違反生徒に違反切符を発行、違反回数に応じて自転車通学を禁
止し、交通ルールの徹底を図る （国見中）。

○学校入口に「ココロねっこ運動」幟旗の設置（小浜中）
○あいさつリレー（３年生及び保護者 （瑞穂中））



＜長与町＞
○庁舎電光掲示板に強調月間の趣旨を掲載（教委）
「 」 、 （ ）○ 子ども１１０番の家 の旗・シール破損等の確認 取替 育成協
＜時津町＞
○ＡＥＤ講習会（時津中）
＜東彼杵町＞
○子ども安全パトロール隊による集団下校の実施
（自治会・婦人会・老人ク等）

＜川棚町＞
○交通安全「止まれ」シート路上貼り活動（石木小ＰＴＡ）
＜波佐見町＞
○安全ボランティア講習会（町学校支援会議実行委員会）
＜鹿町町＞
○非行防止会議の開催（教委）

４－（１）２ 有害環境 ＜長崎・佐世保・島原・大村・松浦・対馬・壱岐・五島・西海・雲仙・
エ（イ）の浄化活動 南島原市、長与・時津・東彼杵・川棚・小値賀・江迎・波佐見・鹿町・

新上五島町＞
○書店、コンビニ、ネットカフェ、カラオケボックス等への立入調査

（ 、 、 、 、 ）・環境実態調査 立入調査員 少年セ職員 教委 教員 補導員等
○有害図書類回収白ポストの回収（同上）
○夜間街頭パトロール、補導活動、社会環境浄化活動（同上）
＜長崎・佐世保・島原・大村・壱岐・五島・雲仙＞
○校区内・校地周辺クリーン作戦（小・中学校、ＰＴＡ、地域）
＜佐世保・大村・壱岐・五島・雲仙市、川棚町＞
○携帯電話やパソコンの利用実態調査、考察、指導、フィルタリング
の推進、情報モラル教育の推進、保護者への啓発（小・中学校）

び環境実＜佐世保・壱岐・五島・雲仙市、時津・川棚・小値賀・江迎町＞
○携帯電話・インターネットに係る講演会（小・中学校、ＰＴＡ）
○薬物乱用防止講習会（小・中学校）
＜佐世保市＞
○町内生徒指導担当者情報交換会及び合同街頭補導（吉井町）
○校区内昼間巡回パトロール（小・中学校）
○校区内痴漢防止看板見直し（金比良小）
＜島原市＞
○「落書きクリーン作戦 （少年セ、地区補導委員）」
＜大村市＞
○校区内公園等の落書き調査（中央小）
＜西海市＞
○市広報誌への関連記事の掲載（教委）
＜雲仙市＞
○校舎内禁煙の励行（北串中）

４－（１）３ いじめの ＜佐世保・島原・大村・対馬・壱岐・五島・雲仙市、時津・川棚・小
エ（ウ）未然防止と 値賀町＞

○いじめ・生活アンケートの実施及び個人面談（小・中学校）早期対応
○いじめに関する事例研修会・生徒指導連絡会（小・中学校）
○人権集会（小・中学校、ＰＴＡ、地域）
＜佐世保・大村・対馬・壱岐・五島・雲仙市、川棚町＞
○教育相談「二者面談・三者面談 （小・中学校）」
○縦割り班による異学年交流活動（小学校）
○集会時や全校長会における校長・教頭講話（小・中学校）
○民生委員との情報交換（小・中学校）
＜佐世保・対馬・雲仙市＞
○いじめ防止・人権標語の作成（小・中学校）
＜佐世保市＞
○いじめ根絶を目的とした「心の相談箱」の設置（世知原小）
○先生あのねポストの設置（宇久小）
○月１回の「あったか」集会の実施（三川内小）
○心の宅急便～ありがとうの気持ちを伝えよう～（木風小・児童会）



○いじめに関する講演・演奏会（祇園小）
○ネットいじめに係る教育講演会（市Ｐ連主催）
○生徒総会（吉井中）
○毎週火曜日「こころの朝会」～教職員・地域住民の話（宮中）
○人権学習演劇鑑賞会（日宇中・三川内中）
○講演会「ストレスと上手につきあおう （三川内中）」
＜島原市＞
○養護学校との年間を通じた学年別交流会（第一小）
＜大村市＞

（ ） （ ）○地区映写会 いじめに関するビデオ 懇談会 旭が丘小校区健全協
○「いいところ見つけ」運動（黒木小）
○「いじめ対策事業」教育講演会（桜ヶ丘・郡中学校区）
＜対馬市＞
○生徒指導に係る小・中連絡会（久原小・中学校、豊小・中学校）
○握手（児童理解）の会（佐須奈小）
○教師による「子どもを見つめる会 （仁田小）」
＜壱岐市＞
○おはようハイタッチ月間（筒城小）
＜五島市＞
○いじめ根絶ポスター巡回展（教委）
＜雲仙市＞
○親子ホットラインにおける相談（教委）
＜長与町＞
「 」 、「 」○ 思いやり・いじめ未然防止 のための立看板の設置 家庭の日
運動の推進（長与小校区育成会）

＜時津町＞
○言葉づかいデーの実施（時津小）
＜小値賀町＞
○子どもを語る会（小値賀小）
＜鹿町町＞
○公民館講座と中学校が融合した人権講座の開催（全町民）

４－（１）４ 児童虐待 ＜長崎市＞
○「親子支援ネットワーク地域協議会」代表者会及び実務者会の開催 ウの予防と対応
＜佐世保・大村・対馬・壱岐・五島・雲仙市＞
○学校便り等による「児童虐待防止推進月間」の周知（小・中学校）
○体位測定時の養護教諭や担任による要観察（小学校）
○児童理解についての情報交換会（小・中学校）

（ ） （ ）○県・市カウンセラー派遣事業 相談・面談等 の活用 小・中学校
○民生委員・家庭児童相談員・福祉事務所との定期的情報交換会
（小・中学校）
○ポスター掲示による呼びかけ・啓発活動（小・中学校）
○学校評議員会、学校支援鍵等での情報交換（小・中学校）
＜佐世保市＞
○スクールカウンセラーによる児童の集団面接（大久保小）
○気がかりな児童に対する家庭訪問（小・中学校）
○六者（小・中・ろう学校、児童支援施設、民生委員、駐在所）懇談
会の実施（柚木小学校区）

○関係機関（児相、市青少年教育セ、子育て応援セ、子ども発達セ、
、 ） （ ）警察 民生員 とのネットワークづくり 山手小・祇園小・崎辺中

○校区内小・中学校、地域、警察との連絡協議会（早岐中学校区）
○校区内幼稚園・小中学校・子育て支援セによるネグレクト傾向家庭
に関するケース会議の実施（清水中学校区）

＜島原市＞
○妊娠期・就学時期・思春期「子育て講座」の開催（教委）
＜大村市＞
○性教育学習会（西大村中）
＜壱岐市＞
○講演会受講者による伝達講習（盈科小）
○デートＤＶ防止セミナーへの参加（勝本中）



＜雲仙市＞
○虐待に関する市広報誌１１月号への掲載（福祉課）

（ ）○虐待防止ちらし・ポスター持参で幼保・小中学校訪問 家庭相談員
○地区補導員・集会長・ＰＴＡ運営委員会の情報交換会（神代小）
＜長与町＞
○虐待防止を呼びかける広報の実施（長与北小校区育成会）
＜時津町＞
○人権啓発パレード（町、町教委）
＜川棚町＞
○民生委員との連携、校長室での面談（小串小）

４－（１）５ 生活習慣 ＜佐世保・大村・対馬・壱岐・雲仙・南島原市、長与・時津・川棚町＞
○二者・三者面談、教育相談、家庭訪問（小・中学校） イの見直しと
○食育・早寝早起き朝ご飯・心の健康・歯の健康・子育て親育ち等に家庭への支援
関する教育講演会（ＰＴＡ、学校保健委員会、中学校）

○生活習慣（早寝早起き・歯磨き・朝食等）振り返りカードやアンケ
ートの実施・考察（小・中学校）

○各種通信（校長、担任、養護教諭、栄養教諭）を通じての周知啓発
活動（小・中学校）
○早寝・早起き・朝ご飯・ノーメディア運動の展開（小・中学校）
＜佐世保市・時津町＞
○１年生親子ブラッシング教室（小学校）
＜佐世保市＞
○１１月８日（いい歯の日）と歯科検診を関連づけて食生活やブラッ
シングの方法についての指導（清水小）

○地域・家庭啓発資料「ひまわりカレンダー」の配布（赤崎小）
○学校保健委員会主催「親子料理教室 「朝食づくり 「弁当づくり」」 」
「お魚教室 （小・中学校）」
○大野地区パネルディスカッション（大野小・春日小・大野中）
○「手作り弁当の日」の設定（花園中）
＜島原市＞
○「家庭の日 （第３日曜）広報・啓発活動（少年セ）」
＜島原・大村・壱岐＞
○１年生の親子給食時、栄養教諭に食育指導（小学校）
＜大村市＞
○食育をテーマとした土づくりと野菜づくり、味噌づくり
（三浦小学校保健委員会、ＰＴＡ）
○食育集会・手作り弁当週間（玖島中）
○地区懇談会の開催（竹松小学校区健全協）
＜対馬市・小値賀町＞

、 （ 、 ）○家庭学習充実週間 強化週間 豊小・中学校 小値賀小・大島分校
＜対馬市＞
「 （ ）」（ ）○ ＴＡＬＫの日 家庭での親子会話推進 豊玉中学校保健委員会
＜壱岐市＞
○「家庭学習の手引き」 改訂版作成（勝本中）2008
＜雲仙市＞
○服装点検及び全職員による「生き方教育」講話の実施（国見中）
○長崎っ子を育む行動指針「小・中学生の家庭編」の学級ＰＴＡ活動
での啓発活動（富津小）

○三世代交流収穫祭（木指小、ＰＴＡ）
○愛野文化フェスティバル（実行委）
＜南島原市＞
○育成会だよりの発行・配布
＜時津町＞
○地域老人会の方々とのふれあい給食（時津東小）
＜東彼杵町＞
○学校支援会議推進講演会（教委）
＜川棚町＞
○町「２１世紀人づくり子ども支援会議」の開催



（ ）６ その他 ＜全２３市町＞ ４－ １
○「ココロねっこ運動」ブロック研修会（県・県民会議・市町教委） ア・イ

長崎・佐世保・島原・諌早・大村・五島・松浦・平戸＜八市少年センター＞
○「少年センターだより」の配布
＜長崎市＞
○大浦地区少年意見発表会（市、地区防犯協会連合会）
○親と子のふれあいスポーツ大会（地区育成協）
○子どもゆめフェスティバル２００８（市、市子ども会育成連合会）
○四つ葉のクローバーコンサート（地区育成会・子ども会）
＜佐世保市・対馬市＞

（ 、 、 、 、 ）○のびのび少年デー スポーツ バザー 体験活動 文化 学習発表
の実施（小・中学校、ＰＴＡ、地域）

＜佐世保市＞
○通学合宿、１年生対象の動物教室「命の尊さ （世知原小）」
○幼・小交流（給食、縦割り遊び）活動（小佐々小・三川内小）
○グループホーム訪問（大野小ボランティアクラブ）
○祇園ショップ（小学生が育てた野菜を商店街空き店舗で販売）
○特別養護老人ホーム訪問（野崎中生徒会）
＜島原市＞
○各地区週末余暇活動（地区育成協）
＜諫早市＞
○菊祭り（本野小、育成協）
○小栗子ども相撲大会（小栗小、ＰＴＡ、育成協、地域）
＜大村市＞
○三世代グラウンドゴルフ大会（旭が丘小校区健全協）
○三世代交流昔遊び・善行児童表彰（中央小学校区健全協）
○地域ふれ愛フェスティバル（富の原小校区健全協）
○親子焼き芋大会・親子ミカン狩り（三浦小校区健全協、ＰＴＡ）
＜松浦市＞
○「学校適応指導教室」児童生徒のボランティア活動（老人ホーム）
＜対馬市・雲仙市・南島原市・小値賀町・新上五島町＞
○少年の意見・主張発表会（教委）
＜対馬市＞
○親子芋掘り（久原地区育成会）
＜壱岐市＞
○「ふるさとウォークラリー・歴史探訪 （霞翠小）」

（ ） （ ）○省エネ共和国 節電・節水・食エコ・環境保全 への取組 那賀小
○地域行事「一支国弥生まつり 「子ども御輿」への参加（小学校）」
○稲作体験活動（鯨伏中）
＜五島市＞
○ロードレース大会、世代交流スポーツ大会（地区育成協）
＜雲仙市＞
○「長崎っ子を育む行動指針」ダイジェスト版の配布及び自治会回覧
＜長与町＞
○「青少年健全育成町民の集い」及び同時期に「ココロねっこ運動」
幟旗の設置（教委）

＜東彼杵町＞
○「ココロねっこ運動」ポスターの掲示及び幟旗の設置（教委）
＜川棚町＞
○青少年文化フェスティバルの開催（教委、町民会議）
○三世代交流ふれあい餅つき大会（小串小、ＰＴＡ、地域）
＜小値賀町＞
○町ふるさと産業祭りへのボランティアスタッフ参加（小値賀中）
＜波佐見町・鹿町町＞
○啓発パレードの実施（育成協）

※各市町とも代表的な実践のみを報告しているため、各項目の延べ数を記入することはできない。
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