（岩手県）

平成 21 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
青少年・男女共同参画課
主管課(室)名

岩手県
分

１ 大会等
（岩手県、市町村）

内

容

・いわて親子・家庭フォーラム
開催日：11 月７日、28 日
場所：奥州市、盛岡市
出席者：青少年育成関係者等５８５人
内容：表彰、講演、親子ふれあい行事
（岩手県、奥州市）
・安全・安心まちづくりフォーラム
（地域安全、守って遊ぼう、子どもを守る
地域づくり!）
開催日：11 月 14 日
出席者：４００人
内容：オープニング（都南太鼓 見前小
学校）
第一部（開会式、地域安全活動表
彰等）
第二部（基調講演 歩いてみよ
う!親子で学ぶ子どもの
安全等）
（紫波町）
・住田町まちづくり大会
開催日：11 月 16 日
場所：住田町農林会館大ホール
出席者：町民３１０人
内容：特別講演
大船渡警察署長
警視 加村 茂記 氏
事例発表、表彰
（住田町）
・岩泉・田野畑地域安全大会
開催日：11 月７日（土）
場所：田野畑村アズビィホール
出席者：岩泉町民、田野畑村民 等
内容：管内の治安情勢概況説明、表彰
大会宣言、寸劇（演劇同好会「虹」
）
（岩泉町、田野畑村）
・田野畑村防犯綱引き大会
開催日：11 月 15 日（日）
場所：田野畑アズビィ体育館
出席者：村民等３４０人
内容：健全育成のための防犯標語発表、
村内の小学生による綱引き大会
（田野畑村）

備

考

4 (1)ア、イ及びエ（ア）
（イ）

・少年防犯ふれあい綱引き大会
開催日：11 月 22 日（日）
場所：久慈市民体育館
出席者：久慈広域管内在住の小学生
内容：13 チーム 178 人が出場
（久慈市）
・普代村総合文化祭
開催日：10 月 31〜11 月３日
場所：村役場村民ホール・多目的ホール
内容：文化祭の中で児童生徒等の健全育
成を支援する展示コーナーを設
置
（普代村）

２ 広報啓発活動
（岩手県、市町村）

・広告塔（電光掲示）による広報
（岩手県）
・「全国青少年健全育成強調月間」啓発ポス
ターの掲示、リーフレットの配布
（各市町村）
・広報誌（紙）による広報
（滝沢村、紫波町、平泉町、住田町、釜石
市、田野畑村、久慈市、二戸市）
・非行防止看板の作成設置
（紫波町）
・防犯広報車による広報・啓発活動
実施日：11 月６，13,14,20,27 日
場所：紫波町内
（紫波町）
・健全育成広報ティッシュ配布
(遠野市)
・啓発パンフレット等の街頭配布
（北上市、釜石市、宮古市、岩泉町）
・人権マンガ展
（釜石市）
・
「ストップ・子ども虐待」キャンペーン
（オレンジリボン街頭キャンペーン）
開催日：11 月１日
場所：ショッピングセンターサンパルク
前
実施者：岩手県釜石地方振興局保健福祉
環境部企画管理課職員、釜石市
保健福祉部地域福祉課児童家
庭係職員
（岩手県、釜石市）

4 (1)ア、イ、ウ及びエ
（ア）
（イ）

３ 研修会等
（岩手県、市町村）

・メディア対応能力養成講座（県内４箇所） 4 (1)ア、イ、ウ及びエ
開催日：11 月 24〜27 日
場所：盛岡市、花巻市、釜石市、二戸市
出席者：青少年育成指導者等１１４人
内容：ケータイ・インターネットの安全
な利用方法
（岩手県）
・小・中・高校長期休業指導連絡会議
開催日：11 月 25 日
場所：西部公民館
（盛岡市）
・未成年者喫煙防止対策推進協議会
開催日：11 月 10 日
場所：日本たばこ盛岡支店
（盛岡市）
・出前講座「ネット社会の生きる子どもたち
を守る出前講座」
開催日：11 月 20 日
場所：渋民公民館
（盛岡市）
・中高生社会参加活動実践交流集会
開催日：11 月 27 日
出席者：２６２人
（紫波町）
・中高生と語る会
開催日：11 月５日（木）
場所：あえりあ遠野交流ホール
出席者：中高生 35 人、関係団体他大人
32 人、合計６７人
内容：「あなたに夢はありますか」をテ
ーマに４つの分科会に分かれて
意見交換
（遠野市）
・生徒指導主事研修会・生徒指導事例研究発
表会
開催日：11 月４日
出席者：釜石教育事務所〜在学青少年指
導主事、小中高校〜生徒指導主
事、釜石市教育委員会〜教育
長、指導主事
内容：テーマに基づく事例発表、研究討
議
（釜石市）
・釜石市生徒指導連絡協議会情報交換会
開催日：11 月 16 日
出席者：小中高校〜生徒指導主事
内容：学校生活における問題行動等の情

報交換（自転車、携帯電話、インターネ
ット等の問題を含む）
（釜石市）
・思春期講演会
開催日：11 月 16 日
場所：釜石中学校、大平中学校
（釜石市）
・久慈地区高等学校生徒健全育成連絡会議
久慈地域小・中・高生生徒指導推進協議会
補導部会議
開催日：11 月 25 日
場所：久慈警察署
内容：非行、いじめ等の状況について情
報交換
（久慈市）
・二戸市少年センター少年補導員研修会
（二戸市）
・平成 21 年度カシオペア連邦二戸地区相談
機関・団体ネットワーク担当者会議
（二戸市）

４ 青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動
（市町村）

・列車通学生への乗車マナー指導巡回
4 (1)エ
開催日：11 月 11 日（水）
内容：東北本線、田沢湖線、ＩＧＲ線の
３路線に乗車し、マナー指導
（盛岡市、雫石町、滝沢村、矢巾町、紫波
町）
・不健全図書類の排除啓発巡回活動
（八幡平市）
・街頭補導活動
(盛岡市、岩手町、滝沢村、紫波町、遠野
市、北上市、一関市、平泉町、大船渡市、
陸前高田市、釜石市、久慈市、二戸市、岩
泉町)
・ビデオ、有害図書類自動販売機及びコンビ
ニ等図書類販売店の点検･指導
（北上市、奥州市、平泉町、大船渡市、陸
前高田市、岩泉町、久慈市、二戸市）
・成人向け図書類自動販売機の点検及び管理
者宅訪問
（遠野市）
・違反広告物の撤去活動
（一関市）
・青色回転灯搭載車によるパトロール活動

（洋野町）

５ 青少年の社会参加活動
(市町村)

・村特別養護老人ホーム等での中学生の職場 4 (1)ア
体験
（普代村）

６ その他
(市町村)

・朝のあいさつ運動、愛の一声運動
4 (1)エ
（紫波町、遠野市、住田町、宮古市、岩泉
町、二戸市）
・スクールガードボランティアによる見守り
活動
（遠野市）

