（大阪府）

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 政策企画部青少年・地域安全室
主管課(室)名 青少年課

大阪府
分

内

容

１ 大会等
・青少年健全育強調月間講演会
（大阪市、箕面市、高槻市、茨
（大阪市生野区）
木市、交野市、門真市、東大
（生野区青少年育成推進会議）
阪市、八尾市、松原市、羽曳
開催日：１１月１４日
野市、藤井寺市、太子町、岸
場所：生野区民センター
和田市）
出席人数：約３００人
内容：地域の活動報告
講演：講師 瀧本浩一氏
テーマ「家庭・地域ではじめる子どもへの防犯」
・青少年健全育成区民大会（大阪市旭区）
開催日：１１月１４日
場所：旭区民センター
出席人数：４００名
内容：講演 講師〔松本 隆博〕
テーマ
「なぜ勉強するのか？
フリーターになってはいけない！」

備

4 (1)ア及び（1）エ（ア）

4 (1)ア及び（1）エ（ア）

・第３回城東区オータムフェスタ
4（1）ア
〜ゆめこいワッショイ〜（大阪市城東区）
城東区青少年健全育成連絡協議会
城東区ゆめ〜まち〜未来会議
開催日：平成 2１年 11 月 1 日（日）
場所：クレオ大阪東
参加人数：２４８人
内容：①講演会 13:00〜13:50
「すべてを愛に」
〜青少年健全育成のために大阪
メチャハピー祭を立ち上げて〜
講師：欠野アズ紗氏
②舞台発表 13:55〜15:30
「南中ソーラン」などの踊りを通
して、子どもたちの居場所作り・
青少年健全育成を図る運動。
啓発活動：大阪府・青少年育成大阪府民
会議「大人が変われば、子ど
もも変わる」のパンフレット
配布
・青少年健全育成講演会（大阪市城東区）
城東区青少年健全育成連絡協議会
城東地区保護司会
城東区人権啓発推進会
大阪市企業人権推進協議会城東区支部
城東区役所
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考

4 (1)ア

１ 大会等
（大阪市、箕面市、高槻市、茨
木市、交野市、門真市、東大
阪市、八尾市、松原市、羽曳
野市、藤井寺市、太子町、岸
和田市）

開催日：平成 2１年 11 月 28 日（土）
時間：午後 2 時〜
場所：城東区民ホール
参加人数：３１０人
内容：講演会 講師：桑原征平さん
4（1）エ（イ）③
・阿倍野区人権講座（大阪市阿倍野区）
①開催日：11 月 4 日（水）
場所：阿倍野区役所
出席人数：61 人
内容：講演
講師：中山行男さん
（阿倍野地区保護司会保護司）
テーマ：
「犯罪予防と薬物乱用防止活動みんなで考えよう、薬物乱用ダ
メ絶対-」
②開催日：11 月 19 日（木）
4（1）ア ③
場所：阿倍野区役所
出席人数：43 人
内容：講演
講師：伊藤みどりさん
（関西生命線代表）
テーマ：ともに暮らすまちをめざして
-「いのちの電話」の経験から③開催日：11 月 26 日（木）
4（1）ア
場所：阿倍野区役所
出席人数：46 人
内容：講演
講師：向出佳司さん
（東大阪大学教授）
テーマ：「人生・出逢い 〜親の目・
子の芽・地域の眼〜」
（※阿倍野区人権講座は、阿倍野区青少年育
成推進会議、阿倍野区人権啓発推進協議
会、阿倍野区役所の共催）
・住之江区青少年育成推進大会
4（1）ア
（大阪市住之江区）
開催日：11 月 27 日（金）
場所：住之江区民ホール
出席人数：136 人
内容（第 1 部）
報告：
「住之江区内の少年非行の現状
について」
住之江警察署生活安全課長
橘高耕太郎
（第 2 部）
講演：「非行防止について〜家庭・
地域のあり方〜」
大阪府難波少年サポート
センター
警部補 内田昭子
（主催：住之江区青少年育成推進会議）
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１ 大会等
・北区青少年育成区民大会
（大阪市、箕面市、高槻市、茨
（大阪市北区）
木市、交野市、門真市、東大
開催日：11 月 12 日(木)
阪市、八尾市、松原市、羽曳
場所：北区民センター
野市、藤井寺市、太子町、岸
出席人数：２００人
和田市）
内容：第１部 式典
第２部 ふれあい講演会
講 師 小西博之
テーマ 大人がもっと夢を語ろう
〜子どもは地球の宝です〜

4（1）ア 及び イ

4（1）ア、イ 及び エ
・青少年健全育成講演会（大阪市此花区）
(此花区青少年育成推進会議)
開催日：１１月４日(水)
場所：此花会館
出席人数：３１名
内容：講師 幸島 美智子
講演「子どもを犯罪の被害者にも
加害者にもしない子育て〜問わ
れる親・地域の大人の責任と覚悟
〜」
・青少年育成推進会議幹事会（大阪市大正区） 4（1）ア 及び エ
日時：平成 21 年 11 月 30 日（月）
19 時〜20 時
場所：大正区役所 5 階 501 会議室
出席人数：15 名（区内青少年育成関係者）
議事内容：①平成 21 年度事業経過報告
②平成 21 年度事業について
講演会の実施等について
の検討など
③その他
区内青少年関係事項の諸
連絡
・講演会「みんなで考えよう！！食育」
（大阪市東成区）
（主催：東成区役所）
（企画運営：東成区食生活改善推進員協議会）
開催日：１１月１０日
出席人数：２２０名
内容：講演
講師：中尾 卓嗣（大阪農政事務所）

4 (1)エ

・
「児童虐待防止推進月間」啓発講演会
4（1）ウ
（箕面市）
開催日：１１月１６日（月）
場所：箕面市立市民会館（グリーン
ホール）１階大会議室
出席者：要保護児童対策関係者、
一般市民等
参加人数：５８人
テーマ：
「子どものいのちと心を守ろう」
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１ 大会等
講師：峯本耕治氏（弁護士）
（大阪市、箕面市、高槻市、茨
木市、交野市、門真市、東大 ・青少年健全育成髙つき市民集会と講演会 4（1）ア ②
阪市、八尾市、松原市、羽曳
（高槻市）
野市、藤井寺市、太子町、岸
開催日：平成 21 年 11 月 11 日（水）
和田市）
場所：高槻市総合市民交流センター8 階
イベントホール
内容：市民集会で健全育成の決議宣言
講演会テーマ
「希望を持って！夢への挑戦！」
〜未来を信じて一歩踏み出そう〜
講師：左手のピアニスト 智内 威雄氏
・青少年健全育成中学校区大会（14 中学校） 4 (1) 及び（2）ア
（茨木市）
角柱学校区において、講演活動・活動報
告・意見交換・大会宣言等
実施期間：10 月〜12 月
実施場所：各中学校区
・北河内地区青少年健全育成強調月間記念行 4（1）ア 及び（2）イ
事(北河内地区７市合同)
主管：交野市青少年指導委員会
開催日：１１月２２日
場所：交野市立保健福祉総合センター
出席者：交野市教育長、北河内子ども会
会長、北河内 7 市青少年指導員等
100 名
内容：青少年育成功労者表彰、記念講演
・青少年非行防止市民決起大会（門真市）
（門真市青少年育成協議会連合会）
開催日：11 月 21 日
場所：門真市立南部市民センター
出席者：市長、警察署長、教育長等
参加人数：300 人（市民）
内容：大会宣言決議、体験発表、
大阪府音楽隊吹奏楽演奏

4（1）ア 及び（2）エ

・くすのきフォーラム（東大阪市）
4（1）ア
開催日：11 月 29 日（日）
場所：東大阪市立文化会館
参加者：800 名
内容：表彰式、健全育成のための講演会、
子ども・学生によるパフォーマ
ンスの発表
・家庭教育を考える市民集会（八尾市）
開催日：平成 21 年 11 月 17 日(火)
場所：八尾市文化会館
参加者：約 200 名
内容：家庭教育に関わる講演会
テーマ：
「しつけの常識について」
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4（1）イ

１ 大会等
・青少年対策会議（松原市）
4（1）イ
（大阪市、箕面市、高槻市、茨
内容：青少年育成関係者と生活指導担当
木市、交野市、門真市、東大
者の意見交換会
阪市、八尾市、松原市、羽曳
野市、藤井寺市、太子町、岸 ・青少年健全育成推進大会（羽曳野市）
4（1）ア 及び イ
和田市）
開催日：10 月 31 日 場所：羽曳野市
出席者：市長、市議会議長、府議会議員
羽曳野市警察署長、教育長
青少年育成関係者 198 名
市ＰＴＡ関係者 208 名
内容：大会宣言決議、講演
・青少年健全育成推進藤井寺市民大会
4（1）ア、イ、エ 及び
（藤井寺市）
（2）イ
開催日：１２月６日 午後１時〜４時
場所：藤井寺市民総合会館大ホール
出席者：市長、教育長、教育委員長、市
議会議員、市内中学校長、市内
小学校長、羽曳野警察署長、青
少年育成関係者、市民合わせて
８００名
内容：市内３中学吹奏楽部によるオープ
ニング演奏
・大会宣言・啓発作文発表、表彰
・団体活動報告、市内大人の取り
組み
・脇阪真由（ジャズシンガー）と
市内高校生のトーク
・青少年健全育成推進大会（太子町）
4（1）ア、エ 及び
開催日：平成２２年１月１９日（火）
（2）イ
場所：太子町立万葉ホール
参加者：町長、副町長、教育長、青少年
問題協議会役員、PTA 関係者
８０人
講師：桂 文福（人権に係る講演）
・青少年育成集会（岸和田市）
4（1）ア ② 及び イ ③
開催日：12 月 12 日(土）13：30〜17：00 ※例年 11 月の行事を 12
場所：岸和田市立公民館
月に実施
出席者：教育長・生涯学習部長・生涯学
習課、青少年育成団体 4 団体
内容：講師：貝塚市立第 4 中学校
生徒指導主事 秦 真人氏
テーマ「生徒が変われば学校も変わる」
分科会の実施
4 つの分科会で大人が変われば子
どもも変わることで学習
アドバイザー
大阪府警本部少年課 小川裕之氏
補導協助員
井上 源次氏
保護司会
高橋 幸光氏
参加者：約 50 名予定
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２ 広報啓発活動
（大阪府、大阪市、豊中市、箕
面市、能勢町、吹田市、高槻
市、茨木市、摂津市、守口市、
枚方市、大東市、門真市、四
條畷市、交野市、東大阪市、
八尾市、柏原市、河内長野市、
羽曳野市、藤井寺市、大阪狭
山市、河南町、千早赤阪村、
堺市、和泉市、忠岡町、貝塚
市、泉佐野市、熊取町、田尻
町）

・懸垂幕等の掲出（大阪府、大阪市、大阪市 4（1）及び（2）
鶴見区、大阪市生野区、大阪市平野区、吹田
市、守口市、東大阪市、八尾市、羽曳野市、
堺市、泉佐野市）
・オレンジリボンキャンペーン
4（1）ウ
（大阪府、大阪市）
（オープニングセレモニー）
開催日：１１月１日（日）
出席者：副知事、大阪市長、堺市子ども
青少年局長
内容：ハンドベルの演奏
出席者などによるツリーへの
オレンジリボンの飾りつけ
啓発物の配布
（啓発物の配布など）
ガンバ大阪の試合でのアピール
開催日：１１月８日（日）
心の再生フェスタ in EXPO でのアピール
開催日：１１月８日（日）
子どもわいわいネットワーク茨木 10 周
年記念「親子でリフレッシュわいわいフ
ェスタ」でのアピール
開催日：１１月１５日（日）
共に生きる障がい者展でのアピール
開催日：11 月２１日（土）
、２２日（日）
（民間企業の協力）
店頭のキャラクター人形がリボン形の
たすきをかけてＰＲ
・本庁舎正面をオレンジ色にライトアップ
しオブジェ設置（大阪市）
期間：11 月 1 日〜11 月 30 日

4（1）ウ

・市立保育所・幼稚園で児童がオレンジ色リ 4（1）ウ
ボンを作成（大阪市）
・広報誌(紙)による広報
4（1）及び （2）ア、イ
（大阪府、大阪市生野区、大阪市旭区、大
阪市鶴見区、大阪市住之江区、大阪市北区、
大阪市都島区、大阪市此花区、箕面市、高槻
市、摂津市、守口市、枚方市、門真市、四條
畷市、八尾市、柏原市、河内長野市、羽曳野
市、藤井寺市、堺市、忠岡町、熊取町）
・ポスター・ちらし等の配布
4（1）
（大阪市生野区、大阪市平野区、大阪市北
区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、豊中市、
箕面市、能勢町、吹田市、高槻市、茨木市、
摂津市、大東市、東大阪市、八尾市、河内長
野市、河南町、堺市、田尻町）

6

２ 広報啓発活動
（大阪府、大阪市、豊中市、箕
面市、能勢町、吹田市、高槻
市、茨木市、摂津市、守口市、
枚方市、大東市、門真市、四
條畷市、交野市、東大阪市、
八尾市、柏原市、河内長野市、
羽曳野市、藤井寺市、大阪狭
山市、河南町、千早赤阪村、
堺市、和泉市、忠岡町、貝塚
市、泉佐野市、熊取町、田尻
町）

・ ホームページによる広報
4（1）ア、イ、ウ 及び
（大阪市北区、大阪市都島区、大阪市大正区、 （2）ア
八尾市）
・ 街頭啓発活動
4（1）及び（2）ア
（大阪市旭区、大阪市鶴見区、大阪市浪速区、
大阪市西淀川区、大阪市淀川区、大阪市東成
区、八尾市、羽曳野市、大阪狭山市、藤井寺
市、和泉市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田
尻町、田尻町）
・青少年健全育成に関するスポット放送を実 4（1）ア
施（大阪市此花区）
(此花区青少年育成推進会議)
実施期間：１１月１日〜末日
場所
：大阪市此花区内各商店会にて
・のぼりの掲出（大阪市鶴見区、大阪市浪速 4（1）及び （2）ア、イ
区、能勢町、吹田市、東大阪市、八尾市、
羽曳野市、泉佐野市、田尻町）
・ 青少年健全育成標語募集・掲示（大阪市 4（1）ア、イ 及び エ
此花区、河内長野市、大東市、交野市、
東大阪市）
・青少年薬物乱用防止ポスター展
4（1）エ（イ） ③
（大阪市中央区）
実施日：１１月２日〜１１月１３日
場所：中央区役所１階ロビー
区内３中学校の生徒から薬物乱
用防止を訴えるポスター作品を
募集し、応募作品をロビーに展
示。
（大阪戎橋ライオンズクラブ）
・駅前電光掲示板での表示（四條畷市）

4（1）イ 及び エ

・未成年喫煙防止活動（四條畷市）
（四條畷市青少年指導員協議会）

4（1）エ

・公用車へのマグネットシートの貼付
（羽曳野市）

4（1）ア 及び（2）イ

・広報車による啓発メッセージの放送
（大阪狭山市、藤井寺市）

4（1）エ

・青少年育成啓発事業（千早赤阪村）
4（1）イ
開催日：11 月 8 日・21 日
内容：村内全小・中学校の参観日の登校
時に『元気にあいさつ運動』を実
施。生徒・児童に啓発グッズの配
布
（主催：青少年指導員連絡協議会）
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２ 広報啓発活動
・シンナー・覚せい剤等薬物乱用防止啓発事 4（1）エ（イ）③
（大阪府、大阪市、豊中市、箕 業（堺市）
内容：薬物乱用防止啓発キャラバンカー
面市、能勢町、吹田市、高槻
の展示（北）
、啓発パネル展示、
市、茨木市、摂津市、守口市、
啓発クイズの開催、
啓発用物品配
枚方市、大東市、門真市、四
布
（リーフレット、
2
色蛍光ペン)、
條畷市、交野市、東大阪市、
啓発ビデオ放映
八尾市、柏原市、河内長野市、
日時及び場所：
羽曳野市、藤井寺市、大阪狭
・北（北区域交流まつり）
山市、河南町、千早赤阪村、
１１／７（土）１０時〜１６時
堺市、和泉市、忠岡町、貝塚
金岡公園野球場
市、泉佐野市、熊取町、田尻
クイズ参加者５９２名
町）
・南（南区ふれあいまつり）
１１／８（日）１０時〜１５時
西原公園
クイズ参加者１９６名
・西（西区ふれあいまつり）
１１／１４（土）１０時〜１７時
西区役所
クイズ参加者２４２名
・堺（堺区ふれあいまつり）
１１／１５（日）１０時〜１５時
堺市役所市民広場
クイズ参加者２１８名
・美原（みはら区民まつり）
１１／２２（月）１０時〜１５時
美原中央公民館（屋外）
クイズ参加者２９３名
4（1）ア、イ、エ 及び
・地域教育協議会やＰＴＡ、町会と共催
（2）ア
「我が町の子どもを育てよう」事業の展開
（学校・家庭・地域の交流）
（和泉市）
《青少年問題協議会》
《市こども会連合会》
・小学校区別による街頭パレード（守口市）
・こども安全確保の取組み（忠岡町）
・８のつく日のあいさつ運動（忠岡町）
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4（1）エ
4（1）エ（ア）①
4 （1）エ（ア）

３ 研修会等
・薬物乱用防止教室・講習会の開催（大阪府） 4（1）エ（イ）③
（大阪府、大阪市、豊中市、島
開催日：11 月 1 日
本町、守口市、枚方市、大東
場所：羽曳野市・豊中市
市、堺市、泉佐野市、泉南市、
内容：大学生への薬物乱用防止啓発
忠岡町、熊取町）
開催日：11 月 5 日
場所：大阪市住之江区・東住吉区
内容：高校生への薬物乱用防止教室
開催日：11 月６日
場所：東大阪市
内容：高校生への薬物乱用防止教室
開催日：11 月 12 日
場所：大阪市西成区
内容：中学生への薬物乱用防止教室
開催日：11 月 13 日
場所：南河内郡河南町・大阪市平野区
内容：高校生への薬物乱用防止教室
開催日：11 月 15 日
場所：富田林市
内容：大学生への薬物乱用防止啓発
開催日：11 月 18 日
場所：泉佐野市
内容：小学生への薬物乱用防止教室
開催日：11 月 19 日
場所：富田林市・豊中市
内容：小学生・高校生への
薬物乱用防止教室
（以上大阪府・薬物乱用防止指導員等実施）
・「大阪の子どもを守るサイバーネットワー 4（1）エ
ク」連絡会議（大阪府）
開催日：11 月９日（月） 場所：大阪府
出席者：市町村教育委員会（政令市を含
む）、大阪教育大学附属学校課、
大阪府警察本部、公共及び民間関
係機関、大阪府教育委員会の各担
当者等
８０人
内容：メールやインターネットを介して
生起した事案の、速やかな解決及び
未然防止のため、
「大阪の子どもを
守るサイバーネットワーク」を構成
する教育委員会と警察及び関係機
関が連携し、情報交換等を行う。
・
「大阪府中学校生徒会サミット」
（大阪府） 4（1）ア 及び エ
開催日：10 月 31 日（土）場所：大阪府
出席者：市町村生徒会代表（政令市含む）
市町村教育委員会事務局職員
（〃）
市町村生徒会顧問代表（ 〃 ）
見学者 200 人
内容：府内全市町村の生徒会代表が集ま
り、各校や市町村のいじめ防止の取
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３ 研修会等
（大阪府、大阪市、豊中市、島
本町、守口市、枚方市、大東
市、堺市、泉佐野市、泉南市、
忠岡町、熊取町）

組みの交流や協議を行い、その成果
を各市町村で報告し各校での生徒
会によるいじめ撲滅運動につなげ
る。
・
「こども支援コーディネーター研修」
（大阪府）
開催日：11 月 19 日（木）
出席者：市町村教育委員会事務局職員
こども支援コーディネーター
150 人
内容：府内中学校に配置したこども支援
コーディネーターの活動の充実を
通して、学校の教育機能の向上を図
り、中学校の生徒指導上の諸問題の
解決を図る。
・
「学校安全対策交付金」連絡会（大阪府）
開催日：11 月 12 日（木）
出席者：市町村教育委員会事務局職員 41
人
内容：警備員配置や防犯設備設置等に活
用できる学校安全対策交付金の活
用状況と先駆的な市町村の取組例
の紹介により、児童生徒の安全確保
に向けた交付金の有効活用の促進
を図る。
・児童虐待防止推進月間記念講演会（大阪市）
期間：11 月 1 日〜11 月 30 日
内容：大阪市立中央公会堂（11/20）
「家庭が変われば、街が変わる！子
育てから始まる安心の街創りほめ
て育てる前向きなしつけ『コモンセ
ンスペアレンティング』
」
講師：児童家庭支援センター岸和田
次長、あゆみの丘 副園長
堀 健一 先生
・青少年福祉委員研修会（大阪市）
開催日：11 月 11 日
場所：大阪市立浪速人権文化センター
出席者：大阪市青少年福祉委員２３３
内容： 薬物乱用防止啓発ビデオ上映
講演「少年非行の現状と対策〜
さまよう少年たちと教え方を知
らない親たち〜」
・青少年育成懇談会（大阪市旭区）
実施主体：旭区更生保護女性会
開催日：１１月１８日
場所：旭区役所 会議室
出席人数：５０名
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4（1）ア 及び エ

4（1）エ

4（1）ウ

4（1）イ 及び エ

4（1）ア

３ 研修会等
（大阪府、大阪市、豊中市、島
本町、守口市、枚方市、大東
市、堺市、泉佐野市、泉南市、
忠岡町、熊取町）

内容：講演・討論会
講師〔大阪府警察本部生活安全部
少年課 警部補 川端 はるみ〕
テーマ「最近の少年の非行について」
・住吉区青少年福祉委員・青少年指導員合同 4（1）エ（ア）
研修会（大阪市住吉区）
（住吉区青少年指導員連絡協議会・住吉区青
少年福祉委員連絡協議会）
開催日：１１月２７日（金）
場所：墨江福祉会館
出席人数：４４人
内容：講演討議
「青福・青指改選について」
・都島区“社会を明るくする運動”ケース研 4（1）エ（イ）①
究会（大阪市都島区）
（都島区社会を明るくする運動実施委員会）
開催日：11 月 22 日（日）
内容：パネルディスカッション
「子どもたちと携帯電話」
参加人数：１１４人
・青少年健全育成市民の集い（豊中市）
開催日：11 月 17 日（火）
場所：豊中市立アクア文化ホール
内容：地域における健全育成実践報告
健全育成のための講演

4（1）ア

・青少年カーニバル（豊中市）
開催日：11 月 8 日（日）
場所：服部緑地公園

4（1）ア

・友情カーニバル（豊中市）
開催日：11 月 23 日（月・祝）
場所：豊中市内北部４公園他

4（1）ア

・ 青少年指導員連絡協議会等
（島本町、忠岡町、熊取町）

4（1）エ（ア）①

・子育てセミナー（守口市）
4（1）イ 及び ウ
開催日：１１月１１日（水）14：00〜
場所:守口土居地区体育館
内容:親と子のふれあいまつり
親子で遊ぼう（先生達と手遊び等）
・枚方市青少年育成指導員連絡協議会全体研 4（1）ア 及び イ
修会（枚方市）
主管：枚方市青少年育成指導員連絡協議会
開催日：１１月２９日
場所：輝きプラザきらら（枚方市）
出席者：枚方市青少年指導員１２６名
内容：講演会 テーマ「夢は必ず叶うもの」
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３ 研修会等
講師：視覚障害者ロックバンド「シャンテ」
（大阪府、大阪市、豊中市、島
ボーカル 熊野伸一氏
本町、守口市、枚方市、大東
市、堺市、泉佐野市、泉南市、 ・健全育成のための講演会（大東市）
4（1）ウ
忠岡町、熊取町）
内容：発達相談員の講演
・各区青少年指導員セミナー（堺市）
各区（６ヶ所）ごとにセミナーを開催
【堺区】
日
時 １１月１９日（木）
時
間 午後７時３０分から９時
テ ー マ 薬物と青少年の関係について
参加者数 ４５名
【中区】
日
時 １１月２７日（金）
時
間 午後７時３０分から９時
テ ー マ ①親子関係と青指の役割
②フリートーク
参加者数 ４９名
【東区】
日
時 １１月１７日（火）
時
間 午後７時３０分から９時
テ ー マ 心とこころの会話力 〜健全な
青少年育成をめざして〜
参加者数 ４２名
【西区】
日
時 １１月１２日（木）
時
間 午後７時００分から９時
テ ー マ ディスコン体験研修
参加者数 ３０名
【南区】
日
時 １１月２０日（金）
時
間 午後７時３０分から９時
テ ー マ 中学生の現状について
参加者数 ４７名
【北区】
日
時 １１月１６日（月）
時
間 午後７時３０分から９時
テ ー マ 青少年との接し方について
参加者数 ５５名

4（1）エ（イ）③

・青少年問題講演会（泉佐野市）
4（1）ア、イ 及び ウ
開催日：11 月 1７日（火）
場所：泉佐野市役所
内容：「今どきの子どもとその対応」に
ついての研修
・泉南市 PTA 研修大会（延期）
（泉南市）
4（1）イ
開催日：１１月１４日
場所：泉南市
（延期理由）インフルエンザの拡大防止の
ため。(泉南市 PTA 協議会・ 泉南市青少年
指導員協議会）
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４ 青少年保護育成巡回活動、 ・歓楽街における府警本部等との合同補導 4（1）ア 及び エ
環境浄化活動等
（大阪府）
（大阪府、大阪市、豊能町、能
開催日：11 月 26 日（木）
勢町、吹田市、島本町、枚方
出席者：府教育委員会事務局職員
市、大東市、松原市、藤井寺
市町村教育委員会
市、千早赤阪村、泉大津市、
府警本部少年課員
和泉市、高石市、忠岡町、泉
学校関係者等
佐野市）
80 人
内容：歓楽街における少年非行等の未然
防止を目的とし、府警本部少年
課、市町村教育委員会、公私立中
学校、高等学校等が連携したキ
タ・ミナミ付近のゲームセンター
やカラオケ等を対象に夜間の合
同補導を行う。
・こどもの環境ととのえ隊活動
4（1）エ
（大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市鶴見区、
大阪市阿倍野区、大阪市北区、大阪市都島区）
内容：街頭啓発及び夜間徘徊している青
少年への帰宅を促す「愛の一声運
動」
【旭区】
実施日：11 月 18 日
参加者数：12 名
【城東区】
実施日：11 月 18 日
参加人数：１5 人
【鶴見区】
実施日：11 月 18 日
【阿倍野区】
実施日 11 月 25 日
参加者：47 人
【東住吉区】
実施日：11 月 25 日
参加者：４人
【北区】
実施日：11 月 26 日
参加人数：１１２人
【都島区】
実施日：11 月 18 日
参加人数：123 人
【東淀川区】
実施日：11 月 21 日
参加人数：２６名
・青少年非行防止や登下校時見守り等パトロ 4（1）エ 及び ア
ール活動
（大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市
浪速区、吹田市、藤井寺市、泉大津市、千早
赤阪村）
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４ 青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等
（大阪府、大阪市、豊能町、能
勢町、吹田市、島本町、枚方
市、大東市、松原市、藤井寺
市、千早赤阪村、泉大津市、
和泉市、高石市、忠岡町、泉
佐野市）

・青少年指導員による夜間巡視活動（大阪市 4（1）ア 及び エ
平野区、大阪市中央区、大阪市東淀川区、
大阪市東成区、高石市、和泉市）
・有害図書類販売店及び指導販売機の点検・ 4（1）エ
調査等（大阪市城東区、豊能町、能勢町、吹
田市、島本町、枚方市、大東市、松原市、忠
岡町、泉佐野市）
・タバコ自動販売機及び販売店の販売方法・ 4（1）エ
設置場所の確認（島本町）
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５ 青少年の社会参加活動
・子どもたちの都島クリーン作戦（都島区青 4（1）ア ②
（大阪市、吹田市、大東市、和 少年育成推進会議）
（大阪市都島区）
及び エ（ウ）③
泉市）
開催日：11 月 23 日（月・祝）
内容：都島区に面した淀川・大川沿いの毛
馬桜之宮公園における子どもたちによる清
掃活動
参加人数：こども １１７人
おとな
６７人
合 計 １８４人
※インフルエンザ感染防止の観点から、多
数の小学生が不参加となったため、前年に比
べ大幅に参加者数が減少。
・第２３回ヤングフェスティバル（吹田市） 4（1）ア
実 施 日：１１月１５日（日）
場
所：吹田市文化会館
参加人数：３１７人（４４グループ）
観 客 数：約２，０００人
内
容：２０歳以下の青少年がダンス
や歌、バンド演奏を披露。
・地区活動（吹田市）
4（1）ア
市内３２地区で、それぞれの地区の事情にあ
わせ、地域講演会や清掃活動、レクリエーシ
ョン事業等を実施。
・クリーン＆ジョイフル（大東市）
内容：清掃・美化活動の実施

4（1）ア ②

・大東市小中学校弁論大会（大東市）
実施：１１月２０日（金）

4（1）ア
4（1）ア

・大東市こども会フェスティバル（大東市）
ポスター、壁新聞等：１０月３１日〜
表彰式：１１月 3 日（祝）
・中学生の「職場体験」を町会、ＰＴＡと共 4（1）ア ②
に支援 （和泉市）
・社会福祉施設でのボランティア体験支援
（和泉市）
・地域清掃活動（町会と共催）
（和泉市）
《青少年問題協議会》
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4（1）ア ②

６ その他
・
「こころの再生」フェスタ in EXPO（大阪府） 4（1）イ
（大阪府、大阪市、豊中市、池
開催日：11 月７日
田市、箕面市、高槻市、寝屋
場所：吹田市 万博記念公園
川市、河内長野市、太子町、
自然文化園 お祭り広場
千早赤阪村、貝塚市、泉佐野
内容：親子クッキング教室、紙芝居、読
市、泉南市、阪南市）
み聞かせ、親子クイズなど
・薬物乱用防止功労者等知事感謝状贈呈式 4（2）イ
（大阪府）
開催日：11 月 26 日
場所：大阪市中央区
内容：薬物乱用防止啓発活動に顕著な
団体・個人への感謝状贈呈
・ユースくん OSAKA2009 表彰式（大阪府）
4（2）イ
開催日：11 月 30 日
場所：大阪市中央区
プリムローズ大阪
出席者：副知事、青少年育成関係者
内容：青少年の健全育成に優れた活動を
行った個人・団体への表彰
・特別電話相談「すこやかダイヤル」第Ⅲ期 4（1）エ（ウ）②
（大阪府）
実施日時：１１月９日(月）〜１３日(金)
９:３０ 〜 ２０:００
実施方法：
「すこやか教育相談」の電話
５台、ファックス 1 台、E メ
ールによる電話も受付
内容：いじめの問題を中心に学校に関す
る相談
・区青少年文化事業音楽体験ライブ＆ライブ 4（1）ア
（大阪市住吉区）
（住吉区青少年指導員連絡協議会）
開催日：１１月２２日（日）
場所：住吉区民センター 大ホール
出席人数：２００名
内容：区内在住・在学の小学生・中学生・
高校生に体験型ゴスペルライ
ブを観覧・体験してもらい、音
楽を通して青少年同士の交流
を深め、青少年活動の活性化を
図った。
・親と子のふれ愛カーニバル（大阪市北区） 4（1）ア 及び イ
開催日：11 月８日(日)
場所：豊崎東小学校
出席人数：２５０人
内容：昔遊び・マジック・バルーンアー
ト・ポップコーン・綿菓子・白バイ
にまたがって写真撮影
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６ その他
4（1）ア
・住吉ユースコンサート（大阪市住吉区）
（大阪府、大阪市、豊中市、池
（住吉区青少年指導員連絡協議会）
田市、箕面市、高槻市、寝屋
開催日：１１月８日（日）
川市、河内長野市、太子町、
場所：住吉区民センター 小ホール
千早赤阪村、貝塚市、泉佐野
出席人数：１５０名
市、泉南市、阪南市）
内容：区内在住・在学・在勤の若者達を
中心に自主運営のフォーク及
びロックコンサートを開催。音
楽を通じて若者同士の交流を
深め、地域における青少年活動
の活性化を図った。
4（1）ア
・第 8 回西成区小学生サッカー大会
「さくらカップ」
（大阪市西成区）
開催日：10 月 31 日（土）
・11 月 1 日（日）
参加者：区内小学生約 320 名
（10 チーム参加）
内容：「さくらカップ」は、青少年健全
育成事業として開催しており、ル
ールを守り仲間と協調すること
の大切さを身につけることなど
を目的としている。
1 日目は予選リーグ戦を行い、2
日目には決勝トーナメントと 10
歳以下トーナメントを開催。
・第３１回中学生女子親善キックベースボー 4（1）ア
ル大会（大阪市東淀川区）
実施日：11 月 1 日(日)
場所：大阪市立東淀中学校
参加人数：１１０名（青少年）
２０名
内容：スポーツ活動を通じて、地域にお
ける青少年の健全育成並びに
非行防止活動に資することが
目的。
・親子料理教室（大阪市東成区）
（主催：東成区役所）
（企画運営：東成区食生活改善推進員協議会）
開催日：１１月１４日・２８日

4（1）イ

・ドリームキング ボクらの夢をかなえよう 4（1）ア
（大阪市東成区）
（主催：東成区役所）
（企画運営：Ａ−ＹＡＮ！！）
開催日：毎週水曜
内容：中学生以上の子どもたちが集まり
様々な企画を考え取り組む
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６ その他
4（2）イ
・青少年指導者表彰（豊中市）
（大阪府、大阪市、豊中市、池
開催日：11 月 3 日（火・祝）
田市、箕面市、高槻市、寝屋
場所：豊中市役所
川市、河内長野市、太子町、
対象：青少年団体に３年以上在籍し、活
千早赤阪村、貝塚市、泉佐野
動中の１８歳以上３０歳未満
市、泉南市、阪南市）
の青少年指導者
内容：青少年の健全育成の推進を図るた
め、市内に所在する青少年団体
の活動を通じて人格の向上を
めざし団体の発展に努めると
ともに、青少年指導者として功
績のあったものを市長が表彰
し、その活動を奨励する。
・池田市「少年の主張」発表大会（池田市） 4（1）ア ②
開催日：１１月１５日（日）
場所：池田市立カルチャープラザ
参加者：発表者家族、一般、教育長、
市議会議員、青少年指導員等
参加人数：約３００人
内容：市内在住または在学の
小４〜中３までの児童・生徒
入賞作文（１８人）の発表
応募 小学生 １２１人
中学生 １０２人
合計 ２２３人
・第２８回箕面市青少年弁論大会（箕面市） 4（1）ア
開催日：１１月１４日（土）
場所：箕面市立箕面文化・交流センター
８階大会議室
出席者：中学生１２人（発表者）
、
青少年育成関係者、保護者等
参加人数：７９人
内容：市内中学生による弁論、表彰
4（1）ア ②
・ブラスバンドフェスティバル（高槻市）
日時:11 月 21 日(土)
午後 0 時 30 分〜午後 4 時 30 分
会場：高槻現代劇場大ホール
出演：高槻市中学校吹奏楽連盟加盟校等
(17 校)
後援：高槻市教育委員会
→新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの影響により中止
・こども大会（高槻市）
4（1）ア ②
日時：11 月 8 日(日)
午前 10 時〜午後 3 時
会場：高槻市生涯学習センター多目的ホ
ール
後援：高槻市教育委員会
内容：こども会によるダンス、楽器演奏
など
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６ その他
→新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの影響により中止
（大阪府、大阪市、豊中市、池 ・ はばたく子ども会展（高槻市）
日時：11 月 6 日(金)
田市、箕面市、高槻市、寝屋
11 月 7 日(土)
川市、河内長野市、太子町、
午前 10 時〜午後 5 時
千早赤阪村、貝塚市、泉佐野
11 月 8 日(日)
市、泉南市、阪南市）
午前 10 時〜午後 4 時
会場：高槻市生涯学習センター
１階展示ホール
後援：高槻市教育委員会
内容：こども会共同作品などを展示

4（1）ア ②

・第９回「中学生の主張」発表会（寝屋川市） 4（1）ア ③
開催日：11 月 21 日(土)
場所：大阪府寝屋川市「市立中央公民館」
出席者：寝屋川市教育委員会教育長及教
育関係者
関係団体代表及学校関係者
発表者及ｾﾚﾓﾆｰ演奏者、保護者
及び一般参加者
青少年指導員
内容：中学生の主張の発表(15 作品)
・青少年音楽フェスティバル（河内長野市） 4（1）ア 及び ウ
開催日：１１月２２日
場所：河内長野市立市民交流センター
内容：青少年による演奏発表
・なんでもオリンピック（河内長野市）
4（1）ア
開催日：１１月８日
場所 ：石仏小学校
内容 ：市内小学生を対象としたスポー
ツレクレーション
・ウォークラリー（河内長野市）
4（1）ア、ウ及び(2)ア
開催日：１１月２３日
場所 ：加賀田中校区、美加の台中校区
内容 ：小中学生を対象にしたｸｲｽﾞ形式
のｳｵｰｸﾗﾘｰ
・親子スタンプテーリング（河内長野市）
4（1）ア、ウ及び(2)ア
開催日：１１月１日〜３０日
場所 ：東中校区
内容 ：青少年を対象にした東中校区名
所旧跡を巡るスタンプラリー
・ふれあい TAISHI2009（太子町）
4（1）ア
開催日：平成２１年１１月８日（日）
場所：太子・和みの広場
参加者：町長 副町長 教育長 ふれあ
い太子実行委員会会長、各種団体
役員 約 3,000 人
内容：模擬店、フリーマーケット、ステ
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６ その他
ージイベント、アトラクション
（大阪府、大阪市、豊中市、池
（ミニ動物園、ふわふわエアマッ
田市、箕面市、高槻市、寝屋
ト）
川市、河内長野市、太子町、
千早赤阪村、貝塚市、泉佐野 ・ジュニアリーダースクール（サイクリング） 4（1）ア
市、泉南市、阪南市）
（千早赤阪村）
開催日：11 月 1 日
場所：関西サイクルスポーツセンター
内容：小学 5,6 年生を対象に児童の健全
育成を図ることを目的にサイク
リングラリーを実施（主催：青少
年指導員連絡協議会）
4（1）ア
・少年の主張大会
（貝塚市、貝塚市教育委員会）
開催日：11 月 23 日（月）
場所：貝塚市民文化会館コスモスシアタ
ー
出席者：教育委員長・教育長
青少年問題協議会所属 29 団体ほか
内容：小学生・中学生（大阪府中学生の
主張大会入賞者）の代表者が日頃
感じていることや胸に抱いてい
る想いを発表することにより、人
と社会の関わりについて考える
契機とし、併せて青少年の健全育
成に対する市民の理解と関心を
深める。
・ワクワクふれあいハイキング（泉佐野市） 4（1）イ
開催日：11 月 15 日（日）
場所：泉佐野市内、熊取町内
内容：市内の幼稚園児、小・中学生と保
護者を対象にハイキングを企画
するが、インフルエンザ感染拡大
の為に中止になる。
・ちびっこずもう泉南場所（中止）
（泉南市） 4（1）ア
開催日：１１月１日
場所：泉南市
中止の理由
インフルエンザにより学年・学級閉鎖が
あり、拡大防止のため。
(泉南市教育委員会・泉南市青少年指導
員協議会）
・おやこカーニバル（阪南市）
開催日：10 月 31 日（土）
場所：阪南市立西鳥取公民館
参加者：400 人

・とれたてサラダフェスタ（阪南市）
開催日：11 月 1 日（日）
場所：阪南市立文化センター
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4（1）ア、ウ 及び エ

６ その他
（大阪府、大阪市、豊中市、池
田市、箕面市、高槻市、寝屋
川市、河内長野市、太子町、
千早赤阪村、貝塚市、泉佐野
市、泉南市、阪南市）

参加者：1000 人
内 容：おやこカーニバル会場内で、青少年
指導員により、青少年健全育成関係
啓発チラシ（大人が変わればこども
も変わるキャンペーン、薬物乱用防
止、ひったくり防止、児童虐待防止
等）入りクリアファイル等を配布し
た。
また、青少年指導員による「昔のく
らし、昔のあそび」実施し、参加親
子に体験学習の出来る場所を提供
し青少年の健全育成を行った。具体
的には石臼による粉挽きなどの今
は失われつつある昔のくらしやあ
そびの体験をとおして青少年に地
域の文化を見なおすきっかけづく
りになるように指導した。
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