（熊本県）

平成 20 年度「全国青少年健全育成強調月間」実施結果
都道府県名
区

青少年行政
環境生活部交通・くらし安全課
主管課(室)名

熊本県
分

内

容

１ 青少年育成地方大会活動
・
「子どもの虐待防止を考えるフォーラム」
（熊本県、菊池市、山鹿市、玉
（熊本県）
名市、熊本市、荒尾市、氷川町、
開催日：１１月２１日（金）
大津町、あさぎり町、菊陽町、
場所：くまもと県民交流館パレア
多良木町、植木町、高森町）
出席者：一般県民、児童福祉関係者
内容：演奏会、シンポジウム
・青少年健全育成中央フォーラム（熊本県）
開催日：１１月２８日（金）
場所：熊本テルサ
出席者：青少年施策関係者省庁担当者、
都道府県・政令指定都市青少年
行政担当者、青少年育成都道府
県民会議・市町村民会議関係
者、青少年育成に携わるＮＰＯ
等関係団体、学校、ＰＴＡ、子
ども会関係者等約３００人
内容：プレゼンテーション、パネルディ
スカッション
・青少年の健全育成を目的とした座談会の開
催（菊池市）
11 月６日（木）龍門地区 参加者４４名
11 月 11 日（火）伊牟田区 参加者１６名
11 月 15 日（土）重味地区 参加者４５名
11 月 16 日（日）豊間地区 参加者３５名
11 月 17 日（月）岩平区 参加者２４名
11 月 27 日（木）原細永区 参加者２１名
11 月 28 日（金）水迫地区 参加者３５名
・山鹿市青少年健全育成大会（市Ｐ連研修会）
（山鹿市）
開催日：１１月２２日（土）
場所：鹿北体育センター
出席者：市長、山鹿警察署長、教育庁、
市議会議員、青少年育成関係
者、ＰＴＡ等約３５０名
内容：小中学生、大人による意見発表
脳トレ学者「篠原菊紀氏による講
演」
・玉名市子ども会キックベースボール大会
（玉名市）
主催：玉名市子ども会連合会
日時：１１月２日（日）
会場：桃田運動公園 金栗記念広場
趣旨：主な子ども会活動であるスポーツ
行事は、５・６年生を対象として
いるので、低学年を対象として企
画している。大会を通じて健康で
明るくたくましい精神を養うと

備

考

４（１）ウ

４（１）ア

４（１）ア、イ、ウ、エ

４（１）ア②

４（１）ア

共に、子ども会相互の親睦を図
る。
参加者：玉名市子ども会に登録している
４年生以下の男女５０チーム
４００名
・平成２０年度玉名市青少年の主張弁論大会
（玉名市）
主催：玉名市青少年育成市民会議
後援：玉名市・玉名市教育委員会
日時：１１月３０日（日）
会場：玉名市文化センター 大研修室
趣旨：青少年が日常生活を通じて考えて
ることを広く訴えることにより、
青少年の自立心を育て、中学生、
高校生、青年による「青少年の主
張」弁論大会を主催し、広く一般
の方々に青少年の健全育成に対
する理解と協力を深める。
参加者：中学生５名 高校生３名
一般参加者１００名
・第２７回熊本青少年健全育成大会
（熊本市）
開催日：平成２０年１１月１９日（水）
場所：崇城大学市民ホール（市民会館）
大ホール
内容：大会次第
第１部 開会行事
（青少年善行表彰、大会宣言決議など）
リラックスタイム
熊本学園大学スイングバンド権研究
部
第２部 講演会
演題：
「子どもたちの未来は・・・」
講師：前熊本県知事 潮谷義子氏
出席者：市長、市議会議員、青少年育
成関係者及び一般市民など
８５０名
・第３１回青少年の健全育成に関する交流集
会（荒尾市）
主催：荒尾市青少年育成市民会議
開催日：１１月８日
場所：荒尾市
出席者：教育長、荒尾警察署生活安全課
長、指導センター所長、市民会
議関係者等 1００人
内容：講演（児童虐待防止について）
・高齢者と小学生の交流会（氷川町）
開催日：１１月２２日
場所：宮原小学校 運動場
参加者：氷川町身障者福祉会
町内小学生 延べ４０人
内容：グラウンドゴルフ
・子どもの未来を創る推進大会（町ＰＴＡと）
１０月１９日（例年は１１月中に実施）

４（１）ア

４（１）ア②、
（２）イ

４（１）ウ

４（１）ア

（大津町）
・あさぎり町青少年健全育成町民大会
（あさぎり町）
開催日：１１月２３日（日）
場所：あさぎり町深田校区公民館
「せきれい館」
出席者：青少年育成関係者等約１００名
内容：基調講演
青少年育成者による実践発表
あさぎり町社明運動作文入賞者
による作文発表（２名）
小中学生作品展示
・菊陽町青少年健全育成町民会議主催「青少
年のつどい」
（菊陽町）
11 月９日（日）９時〜菊陽町中央公民館
出席者：町長・教育長・町会議員・青少
年育成関係者等 ２５０名
（大人１７０名、子ども８０
名）
オープニングセレモニー（大正
琴・フラダンス・童話発表）
テーマ「私の夢と体験」
小・中学生からのメッセージ
（小６年 ６名、中２年 ４名）
子ども茶道教室、作品展示（絵画・習字）
・多良木町子どもフェスタ「サイテク祭」
（多良木町）
期日：平成２０年１１月１６日（日）
参加者：幼児〜保護者 約５００名
会場：多良木町民大会
内容：町内の青少年団体をはじめ、町内
の小中学校、郡内の高校、企業の
参画の下、多くの参加者が実験や
体験を通し、連帯感や協調性、ま
た、異年齢による交流を目的と
し、中学生に実験の助手を依頼し
開催
・第２５回植木町暴力追放町民大会（植木町）
開催日：１１月１２日
場所：植木町
出席者：県暴力追放協議会長、山鹿警察
署長・課長、県議会議員、町長、
町議長等 約３００人
内容：１大会宣言
２基調講演
（財）熊本県暴力追放協議会
相談委員 垂水信弘氏
３暴俳演劇〔暴追にわか〕劇団Ｕ
・健全育成のための講演会（高森町）
開催日：１１月２９日（土）
場所：高森総合センター
内容：家庭教育講演会
出席者：青少年育成関係者 約２００人

４（１）ア

４（１）ア

４（１）エ（ウ）③

４（１）エ（ア）

４（１）イ

２ 広報啓発活動
・広報紙（ポスター所内等掲示）による広報 ４（２）ア
（熊本県、八代市、水俣市、山
（熊本県・相良村）
鹿市、人吉市、宇土市、阿蘇市、 ・児童虐待防止推進月間及び「家庭から暴力 ４（１）ウ
荒尾市、相良村、苓北町、天草
をなくすキャンペーン」に関する啓発ポス
町、氷川町、小国町、南関町、
ター、チラシの配布（市町村及び児童福祉
菊陽町、植木町、玉東町、球磨
関係機関）
（熊本県）
村）
・啓発パンフレット等配布（熊本県、相良村、 ４（２）ア
天草市、八代市、球磨村）
・ＰＴＡ広報誌による啓発（水俣市）
４（１）ア、ウ
・懸垂幕による「早寝・早起き・朝ごはん」 ４（１）ア④
運動周知（山鹿市）
・市広報誌への掲載（防犯・防火・交通安全 ４（２）イ
及び挨拶・環境美化に関する入賞標語の掲
載）と入選作品の表彰（人吉市）
・啓発ポスター作成（上記の天賞作品を掲載 ４（２）イ
してのポスター作成）
（人吉市）
・あいさつ運動（宇土市）
４（１）ア及びエ（ア）
開催日：１１月４日
場所：ＪＲ宇土駅
出席者：青少年育成市民会議委員，市青
少年センター指導員，市職員等
１０人
内容：朝７時から８時までの通勤通学ラ
ッシュ時に，関係者が「おはよう
ございます」等のあいさつを行う
ことで，青少年の健全育成に取り
組んでいる。
・宇土市青少年健全育成啓発活動（宇土市） ４（１）ア及びエ（ア）
開催日：１１月１２日
場所：宇土シティ他
出席者：市青少年センター補導委員，市
青少年センター指導員等２８
人
内容：スーパー等の店頭で啓発チラシと
啓発グッズを配付
・懸垂れ幕の掲出（阿蘇市）
４（１）ア、ウ
・｢全国青少年健全育成強化月間｣について市 ４（１）ア、イ
広報誌、少年指導センターだよりへの掲載
（荒尾市）
・みんなのおじさん、おばさん会員募集につ ４（１）ア
いて１０月２１日発行広報誌掲載（苓北
町）
・町少年の健全育成標語優秀作品を各月のお ４（２）イ
知らせ版にて掲載（苓北町）
・防犯ウインドフラッグ（子どもかけこみ１ ４（１）エ
１０番）の作製・配付（氷川町）
・同報行政無線による広報（小国町）
・青少年育成作文・標語作品集発刊（南関町） ４（１）ア
南関町青少年育成推進連絡協議会委員及
び町内小・中学生の作品集を作成し配付。
・広報誌による広報（菊陽町）
５（１）
（青少年のつどいのお知らせ）
・啓発ポスター、チラシの配布（菊陽町）
５（１）
・幟旗による暴力追放啓発（植木町）
４（１）エ（ア）

・防災無線を利用して、全世帯へ安全確保（子 ４（１）エ（ア）
どもの登下校）の呼びかけ（植木町）
・「児童虐待防止推進月間」の広報誌による ４（１）ウ
啓発（植木町）
・ あいさつ運動ポスター掲示（玉東町）
・あいさつ運動チラシ配布（玉東町）
３ 研修会等
・人吉・球磨地域食育推進会議（熊本県）
（熊本県、水俣市、宇土市、熊 ・「家庭から暴力をなくすキャンペーン」
本市、阿蘇市、荒尾市、南小国
（熊本県）
町、城南町、南関町、菊陽町、
開催日：１１月９日（日）
御船町、多良木町、玉東町、
）
場所：サンロード新市街
・家庭教育講演会、学習発表会、栄養教室、
触れ合い給食、学校保健委員会、校内不審
者対応避難訓練、職業講話の実施、生徒指
導担当者研修会出席、県ＰＴＡ研究大会
（上天草市）参加、学校評議員会（子ども
たちの健全育成に向けた協議）
、管内キャ
リア教育研究会（水俣市）
・宇土市青少年センター補導委員研修会
（宇土市）
開催日：11 月 28 日
場所：熊本テルサ
出席者：市青少年センター補導委員等 11
人
内容：補導委員の資質向上のため研修を
行った。
・熊本市青少年指導員研修会（熊本市）
開催日：平成２０年１１月１７日
場所：熊本市総合保健福祉センターホー
ル
参加者：熊本市青少年指導員 １００人
内容：問題行動の「根っこ」困っている
子どもへの支援を考える。
講師：福岡県警北九州サポートセンター
少年育成指導官 安永智美氏
・懸垂幕の掲出（阿蘇市）
・少年指導員研修会（荒尾市）
開催日：１１月２５日 場所：荒尾市
出席者：荒尾警察署生活安全課長、指導
センター職員、地域少年指導員
４２名
内容：講話（荒尾警察署管内の状況につ
いて）
ＡＥＤ講習会（操作方法等）
・南小国町補導部会（南小国町）
開催日：１２月１５日（月）
出席者：小・中・高の校長、生活指導教
諭及 びＰＴＡ、少年補導員、
地域学校安全指導員
内容：小国警察署員による講話
冬季休業中の生活指導等につい
て協議
・城南町青少年健全育成町民会議補導部会

４（１）イ

４（１）ア

４（１）イ

５（２）②

４（１）ア、ウ
４（１）エ

４（１）ア

４（１）エ（ア）

４ 青少年保護育成巡回、環境
浄化活動
（熊本県、水俣市、山鹿市、宇
土市、荒尾市、錦町、美里町、
小国町、西原村、菊陽町、植木
町、玉東町、
）

（城南町）
・有明地区青少年育成連絡会議（南関町）
・町民会議常任委員会、３部会、校区青少協
連絡会議（菊陽町）
「青少年のつどい」へ参加、県民フォーラ
ムへの参加
・くまもと県民カレッジサテライト教室
（御船町）
「情報化社会における子育て、親育ち」
開催日：１１月８日、２２日
場所：御船町カルチャーセンター
内容：テレビ、ケータイとの上手な付き
合い方等を講演会形式で学習
・多良木町教育講演会（多良木町）
期日：平成２０年１１月２１日（金）
参加者：町内幼・保・小・中学校の保護
者及び町民
講師：長船 なお美 氏（アナウンサー）
演題：笑顔がいちばん
〜何があってもとりあえず笑っ
ておけばなんとかなるさ〜
参加人数：約２３０名
・青少年育成町民会議（育成部会）
（玉東町）
・生徒指導連絡協議会（１２／２２）
（玉東町）
・携帯電話利用についての講話（県警）
（講師派遣）
①派遣日：１１月５日
場所：隈府小学校
②派遣日：１１月２７日
場所：武蔵ヶ丘小学校
・補導活動（県警）
実施日：１１月２０日（列車補導）
１１月２７日（街頭補導）
１１月２８日（同
上）
・安全パトロール及び地域学校安全指導員活
動、校区パトロール、清掃活動、花いっぱ
い活動、児童連絡会（情報交換会）
、仲良
しアンケート、身なり点検、いじめ防止の
ための取組、リサイクル活動、地域ご身分
別活動への参加（２日間）
、
「１・２・３ネ
ットワーク」による巡回補導 毎週金曜
日、４回実施、熊本県公立小中学校いじめ
アンケートの実施、教育相談の実施、朝の
あいさつ運動（水俣市）
・月２回夜の定例街頭指導（山鹿市）
・朝の「あいさつ・交通安全運動」
（月２回）
（山鹿市）
・青少年育成センターによる相談活動
（山鹿市）
・環境浄化活動（宇土市）
開催日：１１月１３日
場所：市内コンビニ、ビデオショップ等
出席者：青少年育成市民会議委員等 10

５（２）

４（１）イ②及びウ

４（１）イ

４（１）エ（イ）①

４（１）エ（イ）②

４（１）ア①
４（１）ア④
４（４）②
４（１）ア及びエ（ア）

人
内容：有害図書等が適正に陳列してある
か確認し，酒・タバコ販売時の年
齢確認のお願いを行った。
・街頭巡回活動（宇土市）
市青少年センター補導委員４２人が８班
に分かれて月２回補導活動を行った。
・白ポスト、有害図書等自動販売機点検調査
（荒尾市）
開催日：１１月２０日 場所：荒尾市
内容：青少年育成市民会議、指導センタ
ー、社会教育課合同で、白ポスト
と有害図書等自動販売機点検を
実施
・小中学校の登下校時における安全指導等
１１月１２・１６日（水）
（錦町）
・安全パトロール腕章配付（錦町）
学校保護者、老人会１５０枚
・巡回活動（たまり場補導・不審者対策・有
害図書類自動販売機の点検・帰宅指導）
（美里町）
１１月２１日１８：００〜１９：００
・防犯活動（青色回転等装着車両による町内
巡回防犯活動）
（美里町）
11 月４日・６日・１１日・１３日・１８日・
２０日・２５日・２７日
１５：１４〜１７：００
・街頭補導指導（小国町）
・防犯のぼり旗の設置（
「地域安全パトロー
ル実施中」等ののぼり旗を村内に１００本
設置。
）
（１１／４）
（西原村）
・「子ども１１０番の家」の再確認・再依頼
及び見直し。
（西原村）
・学校の登下校時に学校安全ボランティアに
よる見守り（１１月中も）
（西原村）
・安全パトロール隊による、青パトでの村内
の巡回パトロール（１１月中も）
（西原村）
・町民会議会員による落書き消し（町内 ５
箇所）（菊陽町）
（跨線橋、電柱、防音壁など）
・夜間パトロール（夏休み・夏祭り・冬休み）
（菊陽町）
・挨拶運動（ＪＲ光の森・三里木・原水駅
年３回）
（菊陽町）
・植木駅補導・美化活動及び町内巡回補導活
動 １１月下旬〜１２月（約１ヶ月間）
（植木町）
・出生後１ヶ月前後の時期に保健師による全
戸訪問（こんにちは赤ちゃん事業）をその
都度実施（植木町）
・街頭補導活動（１１／７・２１）
（玉東町）
・あいさつ運動強調期間（１１／２５〜１２
／２４）
（玉東町）

４（１）エ

４（１）エ

４（１）エ（ア）①
４（１）エ（ア）①
４（１）エ（ア）
（イ）

４（１）エ（ア）

５（２）

５（２）
５（２）
４（２）エ（ア）

４（１）ウ

５ 青少年の社会参加活動
・校内顕彰授与、食育の推進（早寝早起き朝
（水俣市、玉名市、宇土市、宇
ごはん）
、学校開放日の実施、農業体験及
城市、苓北町、西原村、御船町、 び一小まつり（収穫祭）
、高齢者との交流、
玉東町、甲佐町）
からいも収穫、収穫祭、水俣市音楽会練習、
ふるさとふれあい収穫祭、仲良し給食、ノ
ーテレビ・ノーゲームデー、袋天満宮奉納
相撲大会参加、家庭の協力によるノーテレ
ビデーの設定、赤ちゃんふれあい体験学
習、地域の伝統行事（相撲大会）への参加、
教科見学学習、農業体験学習・地域学習
（水俣市）
・ふれあいハイキング（玉名市）
主催：玉名市青少年育成市民会議
期日：１１月１６日（日）
場所：小岱山（丸山キャンプ場〜観音岳）
趣旨：家族のふれあいを大切にし、郷土
の自然に触れ、子どもたちの豊か
な心を育むことを目的とする。
参加者：玉名市内の小学生を含む家族 18
組６１名
・環境浄化活動（宇土市）
開催日：１０月２９日
場所：ＪＲ宇土駅
出席者：青少年育成市民会議委員，近隣
３高校の生徒及び職員等３０
人
内容：ＪＲ宇土駅を利用している近隣３
高校の生徒たちと駅の清掃活動
を行った。
・青少年健全育成標語募集 （宇城市）
対象：市内在住高校生、地元高校在学生
内容：基本的生活習慣やマナー、喫煙、
飲酒、薬物乱用、万引きなどの非
行防止、携帯電話、パソコンなど
の適正利用に関すること
優秀作品は市庁舎等に懸垂れ幕や立て看
板にして提示する予定
・熊本県小学生集団宿泊教室（苓北町）
１１月１９．２０日 県立天草青年の家
野外活動等小学生５年生８５人引率 10 名
・電気のふるさと交流事業（苓北町）
１１月１５日 下益城郡美里町
アタック・ザ・日本一３３３３段の石段昇
りに希望、小学校４から６年児童６０名な
らびにその保護者が挑戦した。
・学校安全交流会（西原村）
山西小（１１／５）河原小（１１／９） そ
れぞれの小学校において、給食を一緒に食
べながら児童と防犯パトロール隊や学校
安全ボランティアとの交流会及び出発式
を実施。
・滝尾地区餅つき（老人会との共催）
（校区民とのふれあい）
（御船町）
・上野地区餅つき（七滝中央小学校にて）

４（１）ウ

４（１）ア

４（１）イ及びエ（イ）

４（１）ア

４（１）ア

４（１）エ（ア）

４（１）ア②
４（１）ア②

（御船町）
・小中学校校門でのあいさつ運動（玉東町）
（１１／２５〜１２／２４）
・ナイトハイク（甲佐町）
４（１）ウ
期日：１１月１４日（金）
参加者：児童生徒他一般 約４００人
内容：美里町砥用の緑川ダムより甲佐町
役場まで徒歩

