（千葉県）

平成 21 年度「全国青少年健全育成強調月間」実施結果
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・交通安全コミュニティー交流会開催（千葉県）
４（１）ア②、
開催日：11 月 21 日（土）
、28 日（土）
イ③④、
場 所：東金地域の小学校
エ（ｱ）
参加者：270 名（21 日）
、830 名（28 日）
内 容：白バイ・パトカー・シートベルトコンビンサー・
交通安全適正診断車「ちとらくん」等の体験乗車、
高齢者疑似体験、チャイルドシート衝撃体験等
・市原市青少年健全育成推進大会の開催（市原市）
４（１）イ③、④
（主催：市原市青少年育成市民会議、市原市）
ウ①
内 容：小学生少年の主張発表、中学生意見発表、
エ（ｳ）①
講演会
（２）ア、イ
（
『向こう三軒両隣の力と
「子育て４か条」
！？』
）
、
児童福祉に関する作品表彰、市民会功労者感謝状
贈呈、児童虐待防止のポスター掲出
・第 25 回青少年健全育成大会（習志野市）

４（１）ア②、イ③、
エ（ｱ）①、
（２）イ

・青少年健全育成推進大会（流山市）
４（２）イ
（主催：流山市青少年育成会議）
開催日：11 月 28 日（土）
出席者：市長、教育長、青少年育成関係者 291 名
内 容：善行少年団体、青少年育成功労者、青少年を健全
に育てる運動啓発標語・ポスター入選者の表彰、
アトラクション
・旭市青少年意見発表会
（市教育委員会、市青少年育成市民会議）
開催日：11 月 14 日(土)
発表者：小・中・高校生及び青年 23 名
来場者：600 名

４（１）ア

・青少年健全育成白子町民大会
４（２）ア
（白子町）
（青少年育成白子町民会議）
開催日：11 月 7 日(土)
内 容：講演会（裁判員制度について）
、
青少年育成功労者表彰
・鴨川市青少年健全育成推進大会
(鴨川市)（青少年育成鴨川市民会議）
開催日：11 月 29 日(日)
内 容：健全育成作文、標語の表彰式
作文の最優秀作品は、本人が発表
参加者：140 名

４（１）エ(ｱ)①

・第 42 回富里市文化祭児童生徒作品優秀、平成 21 年度生活 ４（１）イ、
（２）イ
リズム向上標語コンテスト優秀作品、平成 21 年度生活安全・
交通安全啓発標語優秀作品合同表彰式（富里市）
開催日：11 月 17 日(火)
場 所：富里中央公民館
・青少年育成標語の看板への掲出及び表彰（四街道市）

４（１）エ

・青少年健全育成啓発標語コンクール（木更津市）
（市青少年相談員）

４（１）ア②

・いじめ防止標語（小学校）
（木更津市）

４（１）ア②

・少年少女主張発表(木更津市)（市青少年相談員）

４（１）ア②

・市長表彰（佐倉市）

４（２）イ

・銚子市教育功労者授賞式（銚子市）

４（２）イ

・
「少年の日」ポスター展（習志野市）

４（１）イ③、
（２）イ

・国際こども絵画交流展（成田市）

４（１）ア③

・文化祭で絵画・標語等の展示（南房総市）

４（１）ア

・ユネスコ巡回パネル展（富里市）
（市ユネスコ協会）
開催日：11 月 5〜25 日
場 所：市内幼稚園、小学校

４（１）ア

・市小中学校作品展覧会（匝瑳市）

４（１）エ（ｳ）③

・子ども交歓大会（香取市）
（市教育委員会、市子ども会育成連合会）
開催日：11 月 21 日（土）
場 所：小見川スポーツコミュニティーセンター
出席者：教育長、子ども会関係者等、参加者 230 名
内 容：縁日、水ヨーヨー、焼そば、足ふみバランス、
竹細工体験等

４（１）ア

・第４回 子ども会祭り（香取市）
４（１）ア②
（市教育委員会、市子ども会育成連合会）
開催日：11 月 22 日
場 所：市コミュニティーセンター広場
出席者：市長、教育長、子ども会関係者、
参加者 2,000 名
内 容：縁日（水ヨーヨー）
、軽食コーナー（焼そば等）
、
芋版づくり等
・旭市子ども会交歓会
４（１）ア②
（主催：旭市子ども会育成連絡協議会）
開催日：11 月 3 日(火)
内 容：市内子ども会合同ゲーム大会と模擬店
参加者：小学生及び役員等 107 名

・第 13 回 千葉市社協福祉教育研究大会（千葉市）
４（１）ア②、③
開催日：11 月 19 日（木）
場 所：千葉市内中学校
参加者：関係者 50 名、中学生 198 名、
中学教員 30 名
内 容：ふれあいトークスペシャル（講演）
、中学生の活動
実践発表、実践体験セミナー等
・第２回 こどもの力フォーラム
４（１）ア①、②
〜セーブ・ザ・フレンド〜（千葉市） ４（１）ウ①、③
開催日：11 月 22 日（日）
場 所：千葉市子ども交流館
参加者：市民 110 名
内 容：児童虐待・小児医療問題に関する講演、子どもた
ちによるディスカッション等
・船橋市 PTA 研究大会(船橋市)
開催日：11 月 27 日（金）
内 容：パネルディスカッション

４（１）ア、イ、ウ、エ

・南房総市「教育の日」行事の開催（南房総市）
４（１）ア
開催日：11 月 21 日（土）
参加者：市長、副市長、教育長、教育委員長、青少年関係者
約 300 名
内 容：税に関する作文コンクール、部活同の優秀表彰、
講演会（自分で考える野球とは）
・青少年育成フォーラムの開催（印旛村）
（村 PTA 連絡協議会、村青少年問題協議会）
内 容：講演会

４（１）イ③

・子育てふれあいフェスタ２００９（千葉市）
開催日：11 月 23 日（月）
場 所：千葉市子ども交流館
参加者：乳幼児・小学生とその親 674 名
内 容：ステージショー、そば打ち体験等

４（１）ア②

・長南フェスティバル 2009（長南町）
開催日：11 月 3 日（火）
内 容：伝統文化、芸術活動等を実施
青少年相談員、子ども会等も参加

４（１）ア

・中学生模擬市議会（匝瑳市）

４（１）ア②

・認定職業訓練校球技大会（千葉県）
４（１）エ（ｳ）③
開催日：11 月 7 日（土）
内 容：各訓練校との交流を通じ、連帯感やフェアプレー
精神を育む
・
「あそび＆もちつき大会」
（鎌ケ谷市）
４（１）ア
開催日：11 月 7 日（土）
参加者：学区推進委員会、PTA、学校、子ども会等
内 容：昔あそび体系、もちつき体験、お餅やわたあめ、
ポップコーンの提供

・青少年ユニカール大会（四街道市）

４（１）エ（ｳ）③

・ふれあいまつり（佐倉市）
（地区青少年育成住民会議）
開催日：11 月 8 日(日)

４（１）ア②

・南房総市青少年のつどい大会（南房総市）
４（１）ア
開催日：11 月 28 日（土）
出席者：小学生 32 名、青少年相談員 38 名
内 容：ミニ運動会（大玉ころがし、玉入れ、スプーンレ
ース、綱引き）＆お楽しみ昼食会（カレーライス、
焼そば）
・グランド・ゴルフ大会（佐倉市）
（地区青少年育成住民会議） ４（１）ア②
開催日：11 月 23 日（月）
・親子ハイキング里の秋徒歩散策（佐倉市）
（地区青少年育成住民会議）

４（１）ア②

・スポレク中央祭（神崎町）
（地区体育指導員連絡協議会）

４（１）エ（ｳ）③

・市民オリエンテーリング大会（匝瑳市）

４（１）エ（ｳ）③

・少年少女サッカー大会（匝瑳市）

４（１）エ（ｳ）③

・匝瑳市小中学校音楽会（匝瑳市）

４（１）エ（ｳ）③

・旭市ドッチボール大会（旭市）
（市青少年相談連絡協議会） ４（１）ア
開催日：11 月 29 日(日)
来場者：300 名
・ウォークラリー大会（白子町）
（町青少年相談員連絡協議会） ４（１）エ（ｳ）③
開催日：11 月 21 日(土)
内 容：児童の健康促進と仲間意識の連帯感・協調性・思
いやりの心を育むことを目的とする。
・卓球教室（勝浦市）
（市卓球協会）

４（１）エ（ｳ）③

・鳴海ロードレース大会（勝浦市）
（市体育協会）

４（１）エ（ｳ）③

・たてやまいいとこ探検隊（館山市）
４（１）イ
開催日：11 月 1 日(日)
内 容：市内の牧場で、牛・豚とふれあい、バターづくり
を通じ、酪農魅力を理解する
・鋸南町オリエンテーリング大会(鋸南町)
４（１）ア
（町、町青少年相談員）
開催日：11 月 8 日(日)
参加者：子ども、保護者 約 70 名
内 容：家族、友達と交流を育む機会
・水泳記録大会（鋸南町）
開催日：11 月 14 日（土）
参加者：子ども 100 名

４（１）ア

・成田警察署管内飲酒運転根絶総決起大会
４（1）エ（ｱ）③
開催日：11 月 27 日（金）
内 容：警察署、自治体、飲食店組合等と連携して飲酒運
転根絶のための活動
・歳末特別警戒パトロール代表者会議（銚子市）

２ 広報啓発活動

４（１）エ（ｱ）①

・
「青少年健全育成強調月間」ポスターの掲示
４（１）イ③
（千葉県、八街市、酒々井町、匝瑳市、山武市、南房総市、
富津市ほか）
・啓発物の配布
（市川市、白井市、本埜村、東庄町、匝瑳市、旭市、
木更津市）

４（１）イ

・JICA 募集広報ポスターの掲示（千葉県、佐倉市ほか）

４（１）ア③

・児童虐待防止キャンペーン（オレンジリボンキャンペーン） ４（１）ウ
の実施
リボンの着用、ポスターの掲示、広報誌に掲載、チラシ
の回覧等
（千葉県、千葉市、柏市、佐倉市、いすみ市、君津市、
袖ヶ浦市ほか）
・薬物乱用防止キャンペーン（千葉県、流山市）

４（１）エ（ｲ）③

・啓発パンレット配布（薬物関係）
（多古町）

４（１）エ(ｲ)

・料理の講習会（千葉県）
４（１）イ①
内 容：さんま、太巻き寿司、落花生ご飯、小麦まんじゅ
う、そば打ち
・フェスティバルにおける実演、試食、講習会（希望者）
４（１）イ①
（千葉県）
（主催：木更津市食生活改善協議会）
内 容：米粉マドレーヌ、太巻き寿司等
・米粉のお菓子（マドレーヌ）の実演、試食（千葉県）

４（１）イ①

・食育に関する授業の実施（千葉市）
４（１）イ①
内 容：農家の方をゲストティチャーに招き、
「キャベツ」
に関する学習を実施。
対 象：小学校３・４年生
・食育に関する授業の実施（千葉市）
内 容：
「鰯」の種類や特性を知り、どんな栄養があり、
食べると体に良いことなどを学習。
対 象：小学校５年生

４（１）イ①

・給食だよりによる啓発活動（食育）
（千葉市）

４（１）イ①

・お弁当の日の実施（銚子市）

４（１）イ①

・街頭キャンペーン活動（挨拶運動）
（千葉市）

４（１）ア②

・街頭啓発活動（ポケットティシュ等配布）
（船橋市）

４（１）イ②、③
エ（ｲ）②

・
「ケイタイ安全教室」DVD の視聴（千葉市）

４（１）エ（ｲ）①

・HP 等によるインターネットトラブルの注意喚起（印西市） ４（１）エ（ｱ、ｲ､ｳ）
・ポスターの掲出、啓発パンフレット等の配布
（インターネット被害、いじめ等）
（千葉市）

４（１）エ（ｲ）①③、
(ｳ)①②

・
「いじめ」を考える授業、いじめ防止プログラム作成
（千葉市）

４（１）エ（ｳ）①

・いじめゼロキャンペーン（銚子市）

４（１）エ（ｳ）①

・命を大切にするキャンペーン（銚子市）

４（１）エ（ｳ）①

・非行防止キャンペーン（松戸市、木更津市）

４（１）エ（ｱ）①

・啓発冊子の配布（社会環境浄化関係）
（流山市）

４（１）エ（ｲ）

・広報誌による広報（子育て、相談窓口等）
（銚子市、長柄町、鋸南町）

４（１）エ

・DVD の放映（有害環境対策）
（栄町）

４（１）エ（ｲ）①

・リーフレットの配布等（家庭教育関係）
（白井市）

４（１）イ③

・懸垂幕、のぼり旗の設置（
「家庭の日」関係）
（鎌ケ谷市） ４（１）イ

３ 研修会等

・学校訪問（銚子市）

４（１）エ（ｳ）①

・薬物乱用防止教室の開催（千葉県、木更津市）

４（１）エ（ｲ）③

・教育相談講座開催（千葉県）

４（１）ア、イ、エ(ｳ)

・教育相談指導者養成講座（千葉県）

４（１）ア、イ、エ(ｳ)

・不登校の子どもを支援する実践研修会（千葉県）

４（１）ア、イ、エ(ｳ)

・教育相談ネットワーク連絡会議（千葉県）

４（１）ア、ウ、エ(ｳ)

・訪問相談担当教員研修会（千葉県）

４（１）ア、ウ、エ(ｳ)

・交通安全教室の開催（千葉県、成田市）

４（１）エ（ｱ）③

・喫煙防止教室（横芝光町）

４（１）エ（ｲ）

・郷土食講座（千葉県）

４（１）イ①

・子どもの食事とママの知恵（浦安市）
偏食や健康を考えた料理の工夫等

４（１）イ①

・
「ケータイ安全教室」の実施（成田市）

４（１）エ（ｲ）①

・少年指導委員研修会の実施（千葉県）
（主催：千葉県暴力団追放県民会議）

４（１）エ（ｱ）③

・健全育成研修会視察（ガスの科学館）
（千葉市）

４（１）ア①②

・青少年健全育成連絡協議会研修（千葉少年鑑別所視察）
（習志野市）

４（１）イ③、
エ（ｱ）①

・浦安市青少年補導員連絡協議会研修会（国立武蔵野学院視 ４（１）ア②
察）
（浦安市）
・防犯連合会防犯指導員視察研修（成田市）

４（１）エ（ｱ）①

・学校警察連絡協議会視察（科学捜査研修所）
（富津市）

４（１）エ（ｱ）
（ｳ）

・学校警察連絡協議会（習志野市）

４（１）エ（ｱ）①

・学校区座談会（千葉市）
（主催：青少年育成委員会）

４（１）イ③

・ミニ集会（鋸南町）
４（１）ア
開催日：11 月 21 日（土）
内 容：小学校単位で教育について考える日として、講演
会や行事を実施
・教育講演会（携帯電話）
（千葉市）
開催日：11 月 20 日（金）
内 容：
「携帯電話とうまく付き合う方法」

４（１）エ（ｲ）①

・教育講演会（木更津市）

４（１）イ③

・館山市青少年問題協議会議（館山市）
４（１）エ（ｲ）
開催日：11 月 26 日(木)
講 演「青少年を取巻くケータイ、インターネットトラブ
ルの実態」
・地区青少年育成委員研修会（千葉市）
４（１）イ③
内 容：子どもの実態、安全マップについて、広報等、レ
クの取り組み等について
・青少年健全育成講演会（船橋市）
開催日：11 月 28 日（土）
講 演：
「明るい地域づくり」あなたの参加で変わる街

４（１）ア、イ

・青少年育成指導者研修会（鴨川市）
開催日：11 月 29 日（日）
参加者：100 名
講 演:「子どもの発達を考えた支援」

４（１）イ④

・教育の日講演会（鋸南町）

４（１）イ

開催日：11 月 14 日（土）
講 演：地域で行う教育について
・学校評議員会（千葉市）
４（１）エ（ｳ）①②
内 容：就学援助児童を中心に、特別に支援を実施してい
る児童について
・市原市青少年育成地区民会議（市原市）
内 容：子ども 110 番の家に関する打合せ

４（１）エ（ｱ）①

・生徒指導者担当連絡会議、推進研究協議会（千葉市）
内 容：生徒指導上の課題について情報交換、協議、
共通理解を図る

４（１）エ（ｱ、ｳ）

・生徒指導連絡協議会研修会（銚子市）
内 容：学種を超えた授業参観研修会

４（１）エ（ｱ）①

・生徒指導委員会（匝瑳市）

４（１）エ（ｱ）①

・千葉県青少年補導員連絡協議会研修会（野田市）
内 容：情報交換と意識の向上、相互の連帯感を高める

４（１）エ（ｱ）①

・青少年補導委員研修会（船橋市）

４（１）ア

・地区青少年補導員連絡協議会（銚子市、匝瑳市）

４（１）エ（ｱ）①

・明るい環境をつくる実行員会（市川市）
開催日：11 月 19 日（木）
内 容：関係団体の活動について、共通理解を図る

４（１）エ（ｲ）

・佐倉市青少年相談員連絡協議会研修会（佐倉市）
内 容：
「青少年と薬物」

４（１）エ（ｲ）③

・柏市青少年相談員全体研修会（柏市）
内 容：レクレーション講習

４（１）ア

・青少年相談員地区研修会（旭市）

４（１）ア

・子ども会、青少年相談員合同会議（神崎町）
４（１）エ（ｱ）
開催日：11 月 8 日（日）
内 容：子ども会のお楽しみ会について（安全管理関係）
・平成 21 年度東葛飾地区子ども会育成研修協議会
４（１）エ（ｱ）
、
（ｲ）
（我孫子市）
（主催：社団法人千葉県子ども会育成連合会）
開催日：11 月 21 日（土）
内 容：講演「これからの時代を生きるこどもたち」
、分科
会（
「地域で育む子どもの未来」
、
「携帯とインター
ネットの安全」
）
・子育て講座等
(成田市、佐倉市、匝瑳市、茂原市、木更津市、君津市）

４（１）イ③

・家庭教育講座等
（白井市、匝瑳市、横芝光町、いすみ市、君津市）
講演内容等：子どものかかわり方等

４（１）イ③

・適応支援教室（匝瑳市）

４（１）ア①

・子育て、教育、家庭相談（匝瑳市、木更津市）

４（１）エ（ｳ）①
ウ②
４（１）ア②

・仕事とキャリアの相談（佐倉市）
・児童虐待防止研修会（佐倉市）
開催日：11 月 20 日（金）

４（１）ウ③

・虐待防止ネットワーク会議の開催（本埜村）

４（１）ウ

・児童福祉支援対策地域協議会代表会議（袖ケ浦市）

４（１）ウ②

・児童福祉連絡協議会（銚子市）

４（１）ア①

・順天堂大学生涯学習公開講座（酒々井町）
親子でスポーツ体験
（サッカー教室、バレーボール教室、陸上教室）

４（１）ア②、
エ（ｳ）③

・
「家族の健康を考える集い」
（木更津市）
早寝、早起き、朝ごはんの奨励

４（１）イ①

・花いっぱい運動（木更津市）
（市住民会議）

４（１）ア②

・
「中郷ティーンズトーク」
（木更津市）
（市住民会議）

４（１）ア②

・中央 ECO ミュージアム（木更津市）
ネイチャーゲームの実施

４（１）ア②

・教育相談の実施（富里市）

４（１）ウ

・
「相談室」会議の開催（相談機関の連携）
（流山市）

４（１）エ（ｳ）②

・放課後子ども教室（富里市）
開催日：11 月 7 日（土）
内 容：勾玉作り、火起し

４（１）エ

４ 巡回活動、環境 ・集団暴走族に対する指導取り締まり（千葉県）
浄化活動等
・セーフティウォッチ活動、声かけ運動（挨拶運動）
（千葉市、木更津市）

４（１）エ
４（１）エ（ｱ） ①

・レッツ・トーク（挨拶運動）
（君津市）

４（１）エ（ｱ）①

・通学路、遊具安全点検（木更津市）

４（１）エ（ｱ）②③

・児童館の清掃活動（東庄町）

４（１）ウ②

・防犯パトロール
４（１）エ（ｱ）①
（千葉市、成田市、佐倉市、本埜村、栄町、多古町、茂原市、
長柄町、大多喜町、木更津市、君津市）

・街頭補導活動
４（１）エ（ｱ）①、
（千葉市、市川市、船橋市、習志野市、野田市、流山市、成
（ｲ）②
田市、四街道市、銚子市、旭市）
・青少年補導員列車補導
４（１）エ（ｱ）①
（市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、流山市、
銚子市）
・環境浄化活動（有害図書の陳列やピンクビラ、公衆電話ボ ４（１）エ（ｱ）①
ックス、捨て看板の撤去等）
（ｲ）②
（千葉市、松戸市、野田市、四街道市、富里市、東庄町、銚
子市）
・電話、来所等による相談（千葉県）
・こんにちは赤ちゃんの訪問実施（佐倉市）

４（１）ア、イ、ウ、エ
（ｳ）
４（１）ウ②

・訪問、電話相談の実施（補導関係）
（銚子市）

４（１）ア①

５ 青少年の社会 ・体験学習プログラム（千葉県）
４（１）エ（ｳ）③
参加活動
博物館内で、グループで設問に取り組み、解答を見つけ出
す体験プログラムを実施
・虹のコンサート（千葉市）
（青少年育成委員会）
開催日：11 月 7 日(土)
場 所：市内中学校
内 容：中学校区内の小・中学校、市立高校生、
附属中学校の生徒によるコンサート
対象者：児童生徒 680 名、
保護者・育成委員・教員 300 名

４（１）ア②
エ（ｳ）③

・ファミリーコンサート（千葉市）
（市社会福祉協議会）
４（１）ア①②
開催日：11 月 22 日（日）
イ④
会 場：南部青少年センター
内 容：荒川知子さんのファミリーを迎え、アンサンブル
コンサートを実施
参加者：地域住民 150 名程度
・地区 CON2009（千葉市）
（青少年育成委員会）
４（１）エ(ｳ)③
開催日：11 月 28 日（土）
会 場：市内中学校
内 容：ピアニスト高木竜馬さんと中学校吹奏楽部の演奏
会、防犯プレ-ﾄ等協力者の募集
参加者：地域住民、中学生と保護者等
・グランド・ゴルフ大会等（千葉市）
４（１）ア②
（青少年育成委員会、社会体育指導委員）
イ④
開催日：11 月 7 日（土）
、8 日（日）
エ（ｳ）③
場 所：市内中学校 ２校で１日づつ実施
内 容：地域の方と子どもたちでグランド、ゴルフを実施
し、親睦を図る。１校では、中学生がボランティ
アとして地域の子どもたちの面倒を見ることに参
加。

・大学の留学生との交流（千葉市）
４（１）ア③
開催日：11 月 4 日（水）
内 容：東京情報大学の留学生と招いて、出身国の様子を
理解
参加者：６年生 27 名、留学生 5 名

・青少年国際交流（大網白里町）
開催日：11 月７・8 日
内 容：研修施設で、外国人と中学生の交流

４（１）ア

・
「食」を考える研究大会（富津市）

４（１）イ

・たてわり活動（千葉市）
４（１）ア②
（異年齢交流活動 異学年で構成するグループで会食）
・たてわり収穫祭（千葉市）
４（１）エ（ｳ）③
（異年齢交流活動 芋ほり、焼き芋大会をして、収穫の
喜びを味わう）
・校庭等の清掃活動（千葉市）

４（１）ア②

・明るい学校づくり推進週間（千葉市）
４（１）エ（ｳ）③
内 容：あいさつ運動、環境浄化活動、学習発表会、合唱
コンクール、地域クリーン作戦、花いっぱい運動
等、明るくのびのびと学校生活が送れるよう、学
校の活性化を図る。
・ボランティア活動（千葉市）

４（１）ア③

・防犯あいさつ運動（千葉市）
内 容：地域の人と一緒に校門にたって挨拶をする

４（１）エ（ｳ）③

・畑の学校（佐倉市）
（佐倉市青少年育成市民会議）

４（１）ア②

・子ども会ジュニアリーダー初級認定講習会（佐倉市）
（市子ども会育成連盟）

４（１）ア②

・酒々井湧水探検隊（酒々井町）
開催日：11 月 22 日（日）
参加者：子ども、地域住民 31 名
内 容：湧き水の環境整備、簡易浄水器の作成

４（１）ア②、
エ（ｳ）③

・わたしの町の歴史探訪（館山市）
４（１）ア
開催日：11 月 8 日（日）
内 容：地区に散在する身近な文化財を歩きながら探訪し、
郷土をみなす
・職場体験（本埜村、いすみ市、鋸南町、木更津市）

４（１）ア②

・保育体験（鋸南町）

４（１）ア

・小学校フェスタ（千葉市）
内 容：小学生の学習発表とバザー
参加者：小学生、保護者、地域の方

４（１）エ（ｳ）③

・町ふれあい祭り出店（東庄町）

４（２）ア①

・市民文化祭（子ども祭り部門）
（富津市）
（市青少年相談員連絡協議会）
青少年によるパフォーマンス ８組 109 名

４（１）ア

・わこう村大バザール（子ども参加イベント）
（富津市）

４（１）ア

・文化祭の開催（君津市）

４（１）ア

・市民ハイキング（富津市）

４（１）ア

・元気っ子ゼミナール（鎌ケ谷市）
４（１）ア
内 容：巨大カルタ、感想文の作成、小学生の社会体験の
場の提供

６ その他

・ふるさとカルタ大会（君津市）
開催日：11 月 15 日（日）
参加者：小学生 150 名

４（１）ア

・もちつき大会（鎌ケ谷市）
開催日：11 月 14 日（土）
参加者：PTA、学校、青少年団体等 300 名
内 容：もちつき体験、お餅の提供
中学生の社会参加の場の提供

４（１）ア

・いじめ及び児童虐待の状況調査の実施（成田市）

４（１）ウ①、
エ（ｳ）①
４（１）エ（ｱ）①

・
「いちょう１１０番」調査（浦安市）
子どもたちが緊急避難できる「いちょう１１０番」の家の
登録者へ継続確認を実施

