都道府県名
区

分

（長崎県）
平成２１年度「全国青少年健全育成強調月間」実施結果
長崎県
青 少 年 行 政 長崎県こども政策局こども未来
主管課(室)名 課
内
容
備
考

１

大会等

○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１８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

4 (1)ア

２

広報啓発活動

○「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
○「ココロねっこ１０」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
○麻薬・覚醒剤乱用防止啓発街頭キャンペーン
１１月１５日（長崎市湊公園）

全般
全般
4(1)ア、イ、エ
全般
全般
全般

○長崎っ子のためのメディア環境フォーラム
「いまどきの子どものケータイ・ゲーム・ネット事情」
（県内全１２地区）
○「メディア安全指導員」フォローアップ講座
○八市少年センター職員研修会

4 (1)ア 、イ 、エ 、
(2)１

３

研修会等

４ 青 少 年 保 護 育 ○県下一斉立入調査及び社会環境実態調査
成巡回活動、環境
（県内全域、１１月中）
浄化活動
○有害自動販売機一斉立入調査（２日間）
○安心メールキャッチくん配信（県警本部）

全般
4(1)ア、エ

4 (1)イ 、 エ 、 (2)
１
4 (1)ア 、イ 、ウ 、
エ
4 (1)イ、エ
4 (1)イ、エ
4 (1)ア、エ

都道府県名
区

分

長

崎

県（市町分） 青少年年行政主管課
内

長崎県こども政策局こども未来課

容

備

考

１

子どもの
安全確保の
取組

＜全２３市町＞
４ −
○登下校時のあいさつ・声かけ運動等、ココロねっこ運動の推進
（１）
（小・中学校、ＰＴＡ、地域諸団体）
エ（ア）
○登下校時の安全見守り活動（同上） ○校区内パトロール（同上）
○青色回転灯設置車による地区パトロール（地域諸団体）
○学校・警察連絡協議会（教委、小中高等学校、警察、少年セ等）
○「強調月間」
「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・島原・大村・対馬・壱岐・五島市、長与・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、地域）
○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、ＰＴＡ３校連合会）
○インフルエンザによる臨時休校時の地域パトロール（日宇小）
○登下校の安全に感謝する会（針尾小）
＜島原・平戸市、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＞
○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
＜大村・五島・島原市＞
○ＣＡＰプログラムの実施
＜大村市＞
○強調月間懸垂幕の掲示、各会合での周知・説明（教委）
○ワンワンパトロール（旭が丘小校区育成協）
○同伴登校（鈴田小ＰＴＡ）
○各地区公園、駅周辺、ゲームセンター、学生のたまり場の巡回点検
（教委、少年セ）
＜平戸市＞
○青少年健全育成車両パレード（中部地区）
＜対馬市＞
○「あいさつ」プラス１運動（社会福祉協議会）
＜壱岐市＞
○「かすい応援隊」による昼休みの安全パトロール（霞翠小）
＜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）
＜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＞
○校区内安全マップ作成（小串小、ＰＴＡ、自治会）
○交通安全「止まれ」シート路上貼り活動（石木小ＰＴＡ）
＜鹿町町＞
○強調月間啓発パレード

２

有害環境
の浄化活動

＜全２３市町＞
○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）

４ −
（１）
エ（イ）

○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）
＜佐世保・島原・大村・壱岐・五島市＞
○校内、校区内、校地周辺クリーン作戦（小・中学校、ＰＴＡ、地域）
＜佐世保・島原・大村・壱岐・五島市、長与・川棚・佐々町＞
○携帯電話やパソコンの利用実態調査、考察、指導、フィルタリング啓発
・推進、情報モラル教育の推進、保護者への啓発（小・中学校）
＜佐世保・大村・対馬・壱岐・五島・雲仙市、長与・時津・小値賀・佐々
・鹿町町＞
○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、薬物乱用教室（小・中学校）
＜佐世保市＞
○国道植裁（潮見小）
○防犯パレード実行委員会（相浦小）
＜島原市＞
○情報セキュリティー要綱の作成（中学校）
＜諫早市＞
○有害自動販売機巡回（教委、少年セ等）
＜松浦市＞
○広報車両による非行防止、環境浄化の呼びかけ（教委、少年セ等）
○市内全域による社会環境浄化活動（地区清掃、ゴミ拾い）
＜壱岐市＞
○朝のボランティア活動、全校一斉ボランティア活動（盈科小）
○地域ボランティア活動（武生水中）ボランティア除草作業（那賀中）
＜西海市＞
○市広報誌への強調月間関連記事の掲載（教委）
＜長与町＞
○子ども会によるゴミ拾い、資源物回収（長与小校区育成協）
３

いじめの
未然防止と
早期対応

＜全２３市町＞
４ −
○県教委主催「ネットいじめ等対策研修会」へ参加（全小中学校、ＰＴＡ） （１）
＜佐世保・島原・大村・対馬・壱岐・五島市、長与・時津・川棚・小値賀 エ（ウ）
・佐々町＞
○いじめ・生活アンケートの実施及び個人面談（小・中学校）
○いじめに関する事例研修会・生徒指導連絡会（小・中学校）
○人権集会への取組（小・中学校、ＰＴＡ、地域）
＜佐世保・大村・対馬・壱岐・五島市、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・対馬市、小値賀町＞
○「児童を語る日」（毎週月曜）の設定（三川内小）
○子どもを語る会（今里中、小値賀小）
＜佐世保・対馬市＞
○いじめ防止・人権標語の作成（小・中学校）
＜佐世保市＞
○「先生あのねポスト」の設置（宇久小）
○一日一善運動（清水小）
○金比良っ子共育委員会（金比良小）
＜島原市＞
○養護学校との年間を通じた学年別交流会（第一小）
○人権コンサート（中学校・地区青少協）
＜大村市＞
○「ふれあいポスト」設置・活用（東大村小）
○校内児童理解の会（中央小）
＜壱岐市＞
○全職員による「児童理解の会」の開催（瀬戸小）
○いじめ相談窓口の設置（田河小）

○「心の相談日」の設定（芦辺小）
＜五島市＞
○いじめ根絶ポスター巡回展（教委）
○市生活指導委員会の開催（教委）
＜松浦市＞
○学校訪問を実施し情報交換を行う。学校の情報に基づき、市児童福祉担
当課と対応を協議し再発防止について学校へ依頼する。（教委、少年セ）
＜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）
○心の相談員によるカウンセリング活動（長与南小）
＜時津町＞
○「友達関係を見直そう運動」（時津小）
＜新上五島町＞
○子どもサポート会議の開催（各地区）
４ 児童虐待
の予防と対応

５

＜長崎市＞
○「親子支援ネットワーク地域協議会」実務者会の開催
＜佐世保・大村・対馬・壱岐・五島市、長与・佐々町＞
○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＞
○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）
＜島原市＞
○児童虐待に係る子育て講演会（中学校）
○学校支援会議における協議（小学校）
＜大村市＞
○ケース会議による支援体制の確認（西大村中）
＜松浦市＞
○市担当課と情報交換を行い民生委員会に出席して状況を把握（教委）
○各学校の養護教諭との話し合いの場を設け子どもの実態把握（教委
＜壱岐市＞
○校長講話による職員への啓発（初山小）
○虐待相談窓口の設置（田河小）
○デートＤＶ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）
＜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）
○児童虐待に係る講演会（日並地区健全協）
＜川棚町＞
○民生委員との連携、虐待防止・未然防止のための面談（小串小）
＜佐々町＞
○気になる家庭への家庭訪問（佐々小）

４ −
（１）
ウ

生活習慣 ＜佐世保・大村・平戸・対馬・壱岐・西海・雲仙・南島原市、長与・時津 ４ −
の見直しと
・川棚・小値賀・佐々町＞
（１）
家 庭 へ の ○二者・三者面談、教育相談、家庭訪問（小・中学校）
イ

支援

６

その他

○食育・早寝早起き朝ご飯・心の健康・歯の健康・子育て親育ち・性教育
等に関する教育講演会（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＞
○親子ブラッシング教室（小学校）
＜佐世保市＞
○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）
○ありがとう（勤労感謝）集会（俵浦小）
＜島原市＞
○「家庭の日」「家庭の週間」広報・啓発活動（教委、少年セ）
＜島原・大村・雲仙・南島原市＞
○「ココロねっこ１０」ちらしの有効活用、自治会回覧
＜島原・大村・壱岐＞
○親子給食試食会、１年生の親子給食時、栄養教諭に食育指導（小学校）
＜大村市＞
○元気づくり新聞の発行（三浦小）
○すみそあじ運動（スリッパ並べ、身だしなみ、掃除徹底、あいさつ、時間
厳守）の展開（玖島中）
○ＰＴＡ対話集会（大村小）
○家庭での親子読書推進（放虎原小）
＜壱岐市＞
○朝食レシピ集の作成・配布（霞翠小）
○校内読書週間（石田小）
＜壱岐・五島市＞
○通学合宿の実施（筒城小、小田地区育英会）
＜南島原市＞
○育成会だよりの発行
＜長与町＞
○親子健康学習会（高田小）
＜時津町＞
○食育に関する隣接校栄養教諭による講演（時津北小）
＜東彼杵町＞
○学校支援会議推進講演会（教委）
＜全２３市町＞
○「ココロねっこ運動」ブロック研修会（県・県民会議・市町教委）
＜八市少年センター＞長崎・佐世保・島原・諌早・大村・五島・松浦・平戸
○「少年センターだより」の配布
＜長崎市＞
○子どもゆめフェスティバル２００９（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）
＜長崎・対馬・雲仙・南島原市、小値賀町＞
○少年の意見・主張発表会（教委等）
＜佐世保市＞
○のびのび木風ふれあい広場（木風小ＰＴＡ）
○歩行ラリー（中里地区育成会）
＜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、学習発表会）
の実施（小・中学校、ＰＴＡ、地域）
＜島原市＞
○各地区週末余暇活動（地区健全協）
○地区公民館祭りへの小中学生の参加・参画
＜大村市＞

４−
（１）
ア・イ

○心もち運動（餅つき後、地域の独居老人へ持ちを届け肩もみ等を行う）
（松原小・育友会）
○福重地区親子レク・オリエンテーリング大会（福重地区健全協）
＜壱岐市＞
○渡良地区一周駅伝大会（地区育成協）
○親子ふるさと史跡めぐり（箱崎小）
＜五島市＞
○世代交流スポーツ大会（奥浦・玉之浦地区育成協）
＜南島原市＞
○第１７回布津地区ファミリンピック（布津町）
＜長与町＞
○長与町青少年健全育成の集い時における人権作文・標語の表彰（教委等）
○知的障害者のプロ和太鼓集団「瑞宝太鼓」による公演とトーク（教委等）
＜時津町＞
○三世代交流グラウンドゴルフ大会（元村地区育成協）
＜東彼杵町＞
○ふるさとふれあいまつり（教委等）
＜川棚町＞
○日曜参観における児童の群読及び合奏の披露（石木小）
＜小値賀町＞
○高齢者学級との昔遊び交流（小値賀小）
○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）

※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。

