(茨城県)

平成 22 年度｢子ども･若者育成支援強調月間｣実施結果
都道府県名
区

茨城県
分

青少年行政
主管課(室)名

知事公室女性青少年課

内容

１ 大会等
●みんなで教育を考える｢いばらき教育の日｣推進大会(茨城県)
(茨城県､茨城県教育庁､
日時:11月1日(月)
茨城県警察本部､市町
場所:県民文化ｾﾝﾀｰ
村)
内容:各種表彰､提言発表､講演等
参加者:みんなで教育を考える｢いばらき教育の日｣推進協議会構成団
体関係者､県民等
●｢いばらき教育の日｣地域推進大会(茨城県)
(1)水戸地区
日時:11月20日(土)
場所:大子町文化福祉会館
内容:講演会､シンポジウム､親子朗読ｺﾝｻｰﾄ
(2)県北地区
日時:11月23日(火)
場所:日立市民会館
内容:講演会
参加者:県民等
(3)鹿行地区
日時:11月27日(土)
場所:行方市文化会館
内容:青少年の主張作文発表､講演会
参加者:県民等
(4)県南地区
日時:11月6日(土)
場所:阿見町民体育館
内容:表彰､少年の主張､講演会
参加者:県民等
(5)県西地区
日時:11月14日(日)
場所:筑西市立明野公民館
内容:小中学生による活動紹介､講演会
参加者:県民等
●茨城県ＰＴＡ振興大会(茨城県)
日時:11月28日(日)
場所:茨城県立県民文化ｾﾝﾀｰ
内容:各種表彰･講演会･発表等
参加者:県内小･中学校PTA会員
●ｹｰﾀｲ･ﾈｯﾄ安全利用運動ﾌｫｰﾗﾑ（茨城県）
日時:11 月 10 日(水)
出席者:県内中学･高校の生徒､保護者､教員等約 1300 人
●｢家族の日ﾌｫｰﾗﾑ｣〜家族の大切さを知ろう〜(茨城県)
日時:11 月 21 日(日)
内容:子守唄ｺﾝｻｰﾄ､表彰式､講話､童謡合唱等
●第 45 回茨城県交通安全県民大会(茨城県､茨城県交通対策協議会)
日時:11 月 19 日(金)
出席者:県知事､警察本部長､教育次長､公安委員会委員他
内容:平成 22 年度茨城県交通安全ﾎﾟｽﾀｰ作品入賞者､交通安全ｽﾛｰｶﾞﾝ
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●｢子どもﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ･子ども救急ﾌｪｽﾀ｣(笠間市)
日時:平成 22 年 11 月 14 日(日)
場所:笠間市岩間海洋ｾﾝﾀｰ
内容:はしご車体験･濃煙体験･水消火器体験･心肺蘇生法･応急手当
体験･ﾊﾞｹﾂﾘﾚｰ等
●｢親が変われば､子どもも変わる｣運動実践モデル事業(青少年育成県
民会議)
①日時:11 月 13 日(土)(八千代町地域女性連絡会)
対象者:未就学児とその親
内容:親子体操教室
②日時:11 月 27 日(木)(御前山小おやじの会)
場所:御前山小学校(常陸大宮市)
対象者:小学生とその親
内容:親子そば打ち体験
●｢親が変われば､子どもも変わる運動｣(那珂市･つくばみらい市)
那珂市推進大会 日時:11 月 6 日(土)AM9:20〜
場所:総合ｾﾝﾀｰらぽーる 多目的ﾎｰﾙ
出席者:市民会議役員等合計 327 名
内容: ①子育て体験発表 4 名
②講話:『少年非行も生活習慣病』
〜躾なき家庭に未来はない〜
●青少年育成町民会議:家庭の日｢図画作文｣表彰式(城里町)
日時:11 月 28 日
●鉾田市青少年の主張大会
日時:11 月 14 日
場所:大洋公民館
内容:小･中学生による｢青少年の主張｣発表
●青少年の主張作文発表会(行方市)
●善行青少年表彰式(鹿嶋市)
日時:11 月 26 日(金)
場所:鹿嶋市
出席者:教育庁､表彰者 9 名
●いきいき学びの町 AMI 共に育む(阿見町)
日時:11 月 6 日(土)
場所:阿見町民体育館
出席者:町長･教育長他 500 人
内容:教育委員会表彰(教育･文化･ｽﾎﾟｰﾂの各分野において､功績のあ
った個人､団体の表彰)､少年の主張(町内中学校 3 校各 2 名)
●科学で遊ぼう in さかい
日時:11 月 14 日(日)
場所:境町民体育館
●教育振興の集い(境町)
日時:11 月 26 日(金)
場所:境町中央公民館
●青少年のための科学の祭典､鹿行地区大会(潮来市)
●大洗町善行青少年表彰(大洗町)
●青少年問題:大人に対する意見･感想等を主張文として発表(石岡市)
日時:11 月 6 日
●古河市中学生の主張大会(古河市)
日時:11 月 19 日
参加者:市内中学生代表者
●第 32 回 少年の主張全国大会｢わたしの主張 2010｣視聴見学(筑西市)
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日時:11 月 7 日(日)
場所: 国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ
出席者:協和中学校 1 年生:161 名､その他随行 29 名 合計:170 名
内容:12 名の中学生による｢わたしの主張発表｣､主張審査結果発表
●第 5 回筑西市教育の集い(筑西市)
日時:11 月 14 日(日)
場所:ｲﾙ･ﾌﾞﾘﾗﾝﾃ(筑西市立明野公民館)
参加者:青少年育成市民の会､市内小中学生､教員､PTA 合計 678 名
内容:小中学生による活動紹介､講演会
●坂戸小ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(親子ふれあい事業)(桜川市)
日時:11 月 13 日(土)
２ 広報啓発活動
●｢あいさつ･声かけ運動強調月間｣の啓発･広報(茨城県､那珂市､鉾田
(茨城県､茨城県教育庁､ 市･鹿嶋市)
茨城県警察本部､茨城県
日時:11 月 1 日(月)〜11 月 30 日(火)
薬剤師会､市町村)
場所:県内全域
実施主体:青少年育成茨城県民会議､茨城県他
内容:県内主要駅での街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施
県内各地域での街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施等
①市広報｢なか｣お知らせ版への掲載(那珂市)
②市役所･市内小中学校等､幟旗の掲揚(那珂市)
③各支部によるﾁﾗｼ等の配布と通学路での声かけ(那珂市)
④日時:11 月 5 日(鉾田市)
●｢あいさつ･声かけ運動｣街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(茨城県､日立市､筑西市､土浦
市､日立市内青年団体など)
･日時:平成 22 年 11 月 5 日(金)AM7 時 20 分〜8 時 20 分まで(日立市)
場所:日立駅前
参加者:32 名
内容:通勤､通学者に啓発物を配布しながらあいさつ声かけを実施
･日時:11 月 5 日(金)(筑西市)
場所:下館駅前広場
参加者:青少年育成筑西市民の会､青少年相談員､教育委員会
内容:通勤者や通学者に元気に声をかけ､啓発用ﾃｨｯｼｭの配布
･｢あいさつ声かけ運動｣｢非行防止｣ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ合同街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(青少年育
成茨城県民会議)
日時:11月5日(金)
場所:土浦駅構内
参加者:土浦市青少年相談員関係者､土浦市更生保護女性会､土浦市
ﾈｯﾄﾜｰｶｰ等連絡協議会､社団法人青少年育成茨城県民会議､大
好きいばらき県民会議､日本公衆電話会､NTT東日本茨城､土浦
警察署､土浦市､土浦市教育委員会､県南県民ｾﾝﾀｰ等
内容:声かけをしながら啓発用品を配布する｡のぼり旗の掲出
●児童生徒のﾏﾅｰｱｯﾌﾟ啓発ﾎﾟｽﾀｰの作成･配布（茨城県）
県内幼稚園･保育所(園)･小学校･中学校･高等学校･中等教育学校･特
別支援学校へ配布
●水戸駅構内の電光掲示板に児童虐待防止月間及び児童虐待の通告先
を掲載し周知(茨城県)
●｢あいさつ･声かけ運動｣ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(土浦市)
日時:11 月 9 日(火)AM7:30〜8:30
場所:都和小学校･都和南小学校
内容:地区市民委員会青少年育成部､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ｢向日葵｣が中心
となり､校門前で児童･教職員等と声かけ､ﾁﾗｼ(あいさつ･声かけ運
動)の配布(1､000 枚)
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参加者:18 人
●｢あいさつ･声かけ運動｣ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(土浦市)
日時:11 月 15 日(火)AM7:30〜8:30
場所:新治中学校
内容:教師･PTA･生徒会の生徒･青少年相談員で､校門にて登校する生
徒にあいさつをした｡きちんとあいさつしていた｡
●あいさつ･声かけ運動の実施(各小･中･高校)(城里町)
●結城駅利用者に､市内小中高等学校の職員･生徒等と共に挨拶をしな
がら啓発物を配布｡(結城市)
●小中高校２７校の校門付近において｢あいさつ･声かけ運動｣の展開
(神栖市)
日時:11 月１日午前 7 時 30 分〜8 時 30 分 42 人参加
●朝のあいさつ運動(東海村)
日時:毎日(東海南中学校･村松小学校)
11 月 1 日〜５日 舟石川小学校
11 月 1 日〜６日 東海中学校･中丸小学校
11 月 1 日〜19 日 白方小学校
11 月 8 日〜12 日 石神小学校･照沼小学校
●｢あいさつ運動｣(笠間市･河内町･下妻市)
･日時: 11 月 1 日(月) 場所:笠間市内駅 6 ヶ所(市内 21 小･中学校
においても 11 月中に実施)(笠間市)
･毎月､町内小学校(4 校)で朝の通学時間に実施している｢あいさつ
声かけ運動｣を 11 月は回数を増やして実施(河内町)
･青少年を育てる下妻市民の会各支部にて実施｡(下妻市)
●｢あいさつ･声かけ運動｣のぼり旗の配布(北茨城市･八千代町)
･青少年健全育成市民の会の名入れのぼり旗を作成し市内の 12 学区
支部に配布し強調月間に活用してもらう｡(北茨城市)
･町内の小･中学校及び高校 8 校にのぼり旗を配付｡(八千代町)
日時:11 月 4 日〜17 日
●｢あいさつ･声かけ運動｣(鹿嶋市･桜川市:11 月 13 日､坂戸小)
●町内の小･中学校及び高等学校 8 校において、
朝の登校時に校門前で
あいさつ声かけ運動の実施(八千代町)
日時:11 月 4 日(木)〜11 月 17 日(水)
●｢あいさつ･声かけ運動｣ﾎﾟｽﾀｰ配布(潮来市)
●｢あいさつ声かけ運動ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｣(龍ケ崎市)
日時:11 月 1 日 第１部:AM７時 50 分から
内容:青少年育成関係機関･団体と連携し､市内全小学校 13 校の校門
で啓発を実施
第２部 PM３時から
内容:青少年育成関係機関･団体と連携し､ﾔｵｺｰ､ﾗﾝﾄﾞﾛｰﾑ､ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ 3
箇所でﾂﾗｼ､ｸﾞｯｽﾞ配布を同時開催
実施主体:龍ケ崎市青少年ｾﾝﾀｰ､青少年育成龍ケ崎市民会議､
龍ケ崎市青少年相談員連絡協議会
協力団体:竜ヶ崎警察署､龍ケ崎地区少年指導員連絡会､更生保護女
性会､龍ケ崎市防犯連絡員協議会､龍ケ崎市文化協会､龍ケ崎地
区子どもを守る母の会､龍ケ崎分区保護司会､73 名が参加｡
●市内小 19 小学校･8 中学校校門前において｢あいさつ声かけ運動｣を
実施｡(石岡市)日時:11 月 1 日
●強調月間周知のための街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(啓発品及びﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布)
11 月 30 日(青少年相談員連絡会､青少年育成牛久市民会議)(牛久市)
●｢だいご青少年育成町民会議だより｣第 58 号の発行(大子町)｢あいさ
つ･声かけ｣運動を推進､｢家庭の日｣を啓発等｡
●常陸太田秋まつりにおけるｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(常陸太田市)
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(家庭の日推進ﾃｨｯｼｭ､あいさつ声かけ運動推進ﾃｨｯｼｭ､ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ等携帯
電話利用に関する啓発ﾁﾗｼ､地域親ﾁﾗｼ等の配布活動)
●かすみがうら祭り(かすみがうら市)参加者 21 名
ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ･ﾘｰﾌﾚｯﾄ･ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ配布と巡回活動(会場内の巡回指導)
●境町民祭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ活動(境町)
日時:11 月 3 日
場所:境町総合運動場､出席者:各種団体役員
●さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(城里町)
日時:11 月 16 日
場所:常北高校･常北中学校
●｢さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｣(11月5日･高萩駅前)
●｢さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｣(大子町)
大子清流高校の校門付近 2 カ所で朝登校時に幟の掲揚･ビラ配布･あ
いさつ運動を PTA･学校･生徒等で実施｡同様の運動を町内小･中学校で
実施｡
●高校生さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(茨城県､取手市内高校)
日時:11 月 2 日(取手市)
場所:JR 取手駅､JR 藤代駅
出席者:県管理理事･市職員他 127 人
ﾃｰﾏ:｢社会の一員としてのﾏﾅｰを身につけよう｣をもとに､｢あいさつ
声かけ運動及び啓発ﾃｨｯｼｭの配布
●未成年喫煙防止街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(茨城県､JT､たばこ販売組合､青少年相
談員､青少年団体他､鹿嶋市､土浦市､取手市･筑西市)
日時:11 月 11 日(木)AM7 時 20 分から 8 時 10 分まで
場所:水戸駅･日立駅･土浦駅･取手駅･古河駅･下館駅･鹿島神宮駅
参加者:県内各地(県､県警本部､ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ業界他)
内容:通学する高校生を中心に未成年の喫煙防止のために啓発物を
配布しながら呼びかけた｡
●麻薬･覚せい剤乱用防止運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(県薬剤師会､日立市ﾗｲｵﾝｽﾞ
ｸﾗﾌﾞ､青少年団体)
日時:平成 22 年 11 月 25 日(木)AM7 時 30 分から 8 時 30 分まで
場所:日立駅前
参加者:約 40 名
内容:｢薬物乱用はﾀﾞﾒ｡ｾﾞｯﾀｲ｡｣のぼり旗の掲出をしながら啓発物の
配布(ﾃｨｯｼｭ､ﾘｰﾌﾚｯﾄ)を実施｡
●第２回非行防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(土浦市)
日時:11 月 5 日(金)AM7:20〜11:00
場所:土浦駅､神立駅､荒川沖駅の 3 ヶ所で同時展開
内容:今回から､県民会議の｢あいさつ･声かけ運動｣と一体化して､非
行防止､あいさつ･声かけを中心に､ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰの配布(4､500 個)
広報車の市内巡回｡不良掲示物除去
●市広報紙による｢子ども･若者育成支援強調月間｣の周知(水戸市･守
谷市･美浦村)
●｢あいさつ･声かけ運動｣｢子ども･若者育成強調月間｣HP(牛久市)(県
主催講演会)､市庁舎ﾃﾛｯﾌﾟ(11/15〜30 まで)窓口配付にて広報
●ﾎﾟｽﾀｰの掲示(ひたちなか市)
●市庁舎他出先機関､保育園､幼稚園､小学校､中学校ﾎﾟｽﾀｰ配付及び掲
示
●懸垂幕､のぼり旗の掲揚(茨城町･大洗町･城里町･潮来市･かすみがう
ら市･利根町)
●花の植栽(牛久市)(牛久駅前広場､消防署､交番)11 月 20 日
●青少年宣言推進啓発物配布とぼり旗の掲出(東海村)
●広報紙による広報(笠間市･古河市)
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『こんぱす』№31 発行:平成 22 年 11 月 18 日(木)(笠間市)
11 月 1 日号市内全戸配布(古河市)
●｢子ども･若者育成支援強調月間｣懸垂幕設置(水戸市･茨城町)
期間:11 月 1 日(月)から 30 日(火)
場所:水戸市民会館 壁面
●児童虐待防止ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ付き啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄ 1 万枚の配布(水戸市)
●水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸのﾎｰﾑｹﾞｰﾑにおけるｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施(水戸市)
●広報紙､ﾀｳﾝ誌による啓発(水戸市)
●ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ作成､配布(茨城町)
●啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布(古河市･坂東市･八千代町:11 月 20､21 日八千
代の秋祭り時)
●電話相談ｶｰﾄﾞ等の配布:街頭補導時(古河市)
●青少年健全育成啓発運動(龍ヶ崎市)
日時:11 月 1 日〜11 月 30 日
場所:市立公民館 14 館､市庁舎､市総合体育館､たつのこ山､市福祉ｾﾝ
ﾀｰ､佐貫駅(計 120 本設置)
内容:｢全国青少年健全育成強調月間｣と｢子ども･若者育成支
援強調月間｣に連動し､『あいさつ声かけ運動』の幟旗を設置､
市広報紙を活用し広く市民に啓発､啓蒙を行った(実施主体:龍ケ
崎市青少年ｾﾝﾀｰ青少年育成龍ケ崎市民会議)
●いじめ､虐待防止の講話(牛久市)(11 月 5､8､10)民生委員､児童委員
●公用車による街頭広報(町内全域の啓発巡回活動)(利根町)
日時:11 月 27 日
●広報車で市内全域を巡回しながら､家族間の会話を呼びかける内容
の広報活動を実施｡(結城市)
●ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(古河市)
日時:11 月 1 日〜30 日
内容:児童虐待防止ｺｰﾅｰの設置(市内 5 ヶ所)
３ 研修会等
●2010大好き子ども会ﾘｰﾀﾞｰ大会事前研修(茨城県)
(茨城県､茨城県教育庁､
日時:11月19日(金)〜21日(日)
茨城県教育委員会､茨城
場所:県立青少年会館
県高等学校ＰＴＡ連合
内容:2010大好き子ども会ﾘｰﾀﾞｰ大会事前活動
会､市町村)
参加者:中･高校生･OB
●地域に生きるヤングボランティア推進事業(茨城県)
場所:白浜少年自然の家
開催日:11月6日(土)､13日(土)､14日(日)
内容:介護体験実習､救急救命法実習､野外活動体験等
参加者:県内の高校生
●茨城県高等学校PTA指導者地区別研修会(茨城県)
(茨城県教育委員会･茨城県高等学校ＰＴＡ連合会)県東地区
開催日:11月24日(水)
場所:行方市(ﾚｲｸｴｺｰ)
内容:事例発表
参加者:県東地区高等学校PTA指導者
●茨城県国公立幼稚園PTA地区研修会(茨城県教育委員会･茨城県国公立
幼稚園PTA連絡協議会)県東地区(茨城県)
開催日:11月12日(金)
場所:ﾚｲｸｴｺｰ
内容:学校､家庭､地域社会の連携を担うPTAの活動の在り方
参加者:鹿行教育事務所管内各幼稚園単位PTA指導者
●いきいき子育て地域連携実践講座開設事業(茨城県)
(1)開催日:11月10日(水)
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場所:神栖市｢鹿島都市開発株式会社｣
内容:企業内での家庭教育講演会
●元気いばらきっ子｢ｴﾝｼﾞｮｲ･ｻﾀﾃﾞｰ｣事業(茨城県)
(1)開催日:11月6日(土)
場所:県北生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容:体験活動(ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ)
参加者:児童生徒及びその保護者
(2)開催日:11月6日(土)
場所:鹿行生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容:創作活動
参加者:児童生徒及びその保護者
(3)開催日:11月6日(土)
場所:鹿行生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容:天体観察
参加者:児童生徒及びその保護者
(4)開催日:11月13日(土)
場所:県北生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容:自然体験活動
参加者:児童生徒及びその保護者
(5)開催日:11月13日(土)
場所:茨城県立さしま少年自然の家
内容:天体観測
参加者:児童生徒､一般
(6)開催日:11月13日(土)〜11月14日(日)
場所:茨城県立中央青年の家
内容:秋の自然観察体験
参加者:児童
(7)開催日:11月20日(土)
場所:県南生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容:創作活動･体験活動
参加者:幼児､児童生徒及び保護者
(8)開催日:11月27日(土)
場所:県南生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容:体験活動
参加者:児童生徒及び保護者
(9)開催日:11月27日(土)
場所:茨城県立西山研修所
内容:体験活動
参加者:児童生徒及び保護者
●教育月間ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｼｱﾀｰ(茨城県)
開催日:11月13日(土)
場所:県立図書館
内容:映画上映｢日本の民話｣･｢世界の童話｣
参加者:児童生徒及び保護者
●子育て応援隊｢みんなで家庭教育を考える｣推進事業(茨城県)
(1)開催日:11 月 20 日(土)
場所:大子町文化福祉会館
内容:講演会
参加者:県民
(2)開催日:11 月 27 日(土)
場所:日立市十王交流ｾﾝﾀｰ
内容:講演会
参加者:県民
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(3)開催日:11 月 14 日(日)
場所:鹿行生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容:講演会
参加者:県民
(4)開催日:11 月 14 日(日)
場所:取手市福祉交流ｾﾝﾀｰ
内容:講演会
参加者:県民
(5)開催日:11 月 27 日(土)
場所:常総市生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容:講演会
参加者:県民
●親子ふれあいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(青少年育成茨城県民会議)
①日時:11 月 20 日(土)(青少年育成常陸大宮市民会議)
場所:ひたちおおみやｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ（常陸大宮市）
対象者:小･中･高校生とその親､家族
内容:三世代ふれあいﾄｰｸ
②日時:11 月 27 日(土)
場所:水戸市立梅が丘小学校(水戸市･水戸市青少年育成推進会議)
対象者:小･中学生とその親等
内容:｢親子のふれあいを促進する地域のあり方｣について親子対話
●交通ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実践活動推進事業(内閣府､各地域の実行委員会)
三世代が一同に会し､自転車免許制度のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ衝撃体験
等を行った｡
(1)地域みんなの in 古河
日時:11 月 6 日(土)
場所:古河市立名崎小学校
(2) 地域みんなの in 稲田小
日時:11 月 10 日(水)
場所:笠間市立稲田小学校
(3) 地域みんなの in 北川根小
日時:11 月 22 日(月)
場所:笠間市北川根小学校
(4) 地域みんなの in 玉造小
日時:11 月 25 日(木)
場所:行方市玉造小学校
(5) 地域みんなの in 牛久
日時:11 月 25 日(木)
場所:牛久市奥野小学校
(6) 地域みんなの in 川根
日時:11 月 30 日(火)
場所:茨城町立川根小学校
●生徒指導推進協議会(茨城県)
●いのちの講演会〜いのちを大切にしよう〜(茨城県)
日時:11 月 30 日(火)
場所:日立市立日高中学校
内容:交通事故ご遺族による講演
●人権教育地域学習会･大洗町家庭教育学級合同研修会(茨城県教育
庁･大洗町)
演題:｢あーよかったな あなたがいて｣
〜｢優しさ｣という温かい貯金〜
講師:教育ｻﾎﾟｰﾀｰ 仲島正教 先生
日時:11 月 28 日(日) 大洗文化ｾﾝﾀｰ大ﾎｰﾙ
●環境浄化懇談会(鹿行県民ｾﾝﾀｰ)
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●青少年相談員定例会での情報交換(大洗町)
●青少年相談員協議会会議･役員会
●乳児家庭全戸訪問事業(水戸市)
(1)新生児訪問指導
対象:生後 40 日以内の第 1 子
担当:助産師･保健師
訪問実件数:61 件
(2)こんにちは赤ちゃん訪問
対象:生後 4 ヶ月までの乳児がいる家庭
(新生児訪問を受けた家庭は除く)
担当:保健師･子育てｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 訪問実件数:90 件
●養育支援訪問事業(水戸市)
(1)育児支援家庭訪問
対象:育児に関する支援が必要な家庭
担当:保健師･OB ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･専門職ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 訪問延件数:12 件
●訪問活動(水戸市)
毎学期､訪問又は文書報告を実施して､学校の実態把握といじめ等
の未然防止に向けた助言指導を行う｡
●個別対応会議(水戸市)
学校支援訪問又は文書報告をもとに､学校と協議して､関係機関が一
堂に会して問題を起こすまたは問題を起こすおそれのある児童生徒
に対応するためのサポートチーム会議を実施して対応している｡
●相談活動(水戸市)
青少年及びその保護者を対象に電話による青少年相談を実施して助
言等を行う｡
また､市内小中学校の児童生徒及び保護者を対象に､来所又は電話に
よる教育相談を行い､助言等を行う｡
●家庭教育相談(龍ヶ崎市)
日時:生涯学習課 常設
内容:家庭でのしつけや子育ての悩み等の相談｡また､市広報紙によ
る事業の啓蒙を行った｡
●各地で開催される産業祭等での薬物乱用防止啓発運動（茨城県）
日時･場所(10 月〜11 月:17 地区)
内容:ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､啓発資材の配布､ﾊﾟﾈﾙの展示､薬物に関するｱﾝｹｰﾄ調査
●薬物乱用防止教室を 11 月に開催した学校(茨城県)
対象:県立高等学校の生徒
内容:外部講師による薬物乱用防止のための講演会の開催
開催校:多賀高等学校･磯原郷英高等学校･勝田高等学校･鉾田第二高
等学校･石岡商業等学校･竜ヶ崎第一高等学校･竜ヶ崎南高等学
校･取手第二高等学校･牛久栄進高等学校･筑波高等学校･結城第
一高等学校･結城第二高等学校･水海道第一高等学校･八千代高
等学校･境高等学校 以上 15 校
●薬物乱用防止教室の開催(水戸市)
学校薬剤師､警察職員など外部講師を活用するなど､各小中学校で学
校の実情に応じて開催している｡
●交通安全教室(水戸市)
実施回数:5 回
参加者数:962 名
●隆園指導(水戸市)
実施回数:3 回
対象者数:240 名
●水戸の｢食｣再発見事業(水戸市)
市立全小中学校を対象とした地場産物を活用した学校給食統一献立
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の一斉実施
実施日:11 月 16 日〜26 日
●｢青少年健全育成講演会｣(笠間市)
日時:平成 22 年 11 月 20 日(土)
場所:笠間市立笠間公民館
講師:長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ金ﾒﾀﾞﾘｽﾄ 清水宏保氏
演題:｢〜限界に挑み続けて〜｣
内容:ｽﾎﾟｰﾂを通じて､夢と目標を持ち､それを実現するために挫
折を乗り越え､努力することの大切さを自身の体験を通して青少
年やその保護者へ伝えられるもの
●家庭教育学級講演会(城里町)
日時:11 月 6 日
場所:幼稚園･小学校･中学校保護者･青少年育成団体
●家庭教育講座(守谷市)(11 月 17 日)
●児童虐待防止講演会(東海村･古河市)
･日時:11 月 25 日 場所:総合福祉ｾﾝﾀｰ(東海村)
･日時:11 月 17 日 内容:子ども虐待防止と早期発見の実際(古河市)
●子育て講座(9 回)(常陸太田市)
新年度に小学校就学を控えた子を持つ親を対象とした子育て講座の
実施｡
●青少年健全育成市民の会 出前講座(常陸太田市)
真弓町秋まつりにおける出前講座の開催｡
●｢親が変われば､子どもも変わる｣運動打合せ(高萩市)
●高萩市青少年相談員協議会11定例会(高萩市)
●研修視察(北茨城市)(北茨城市)
日時:11 月 10･11 日(水･木)
場所:長野県中野市
青少年相談員と少年育成委員との意見交換会
●健全育成北茨城市民の会役員会(北茨城市)
日時:11 月 12 日(金)
場所:北茨城市役所会議室
内容:青少年健全育成北茨城市民の会の事業内容ついての勉強会｡
●学童期子育て講座(鉾田市)就学児童検診に合わせて開催
●美術鑑賞教室(行方市)11/11､12､24
●青少年健全育成講演会(行方市)
日時:11 月 27 日
講師:増田太郎
演題:｢共に生きる｣
●わたしの主張(神栖市)
日時:11 月 27 日(土)
場所:矢田部公民館 250 人参加･作文発表会者:18 人
●土浦地区青少年育成市町村民会議連絡会研修会(かすみがうら市､つ
くば市､石岡市､つくばみらい市､土浦市)
日時:11 月 7 日(日)PM14:00〜16:00
場所:あじさい館(かすみがうら市)
内容:演題｢青少年を育てる家庭と地域の役割｣講師:中川實氏
参加者:青少年課他 26 人
●土浦一中地区民生委員･児童委員協議会研修会参加(土浦市)
日時:11 月 12 日(金)PM14:00〜14:30
場所:一中地区公民館
内容:要請により､青少年問題の実態や行政について説明し､理解を
求めた｡
出席者:青少年課 1 人
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●視察研修会(土浦市)
日時:11 月 24 日(水)AM9:00〜PM16:10
場所:水戸少年鑑別所
内容:青少年問題の現状と､その対策について視察研修した｡
参加者:青少年相談員 36 人
●青少年育成那珂市民会議との意見交換会を実施｡(石岡市)
日時:11 月 17 日
●家庭教育講演会(つくば市)
日時:11 月 27 日(土)
場所:つくば市役所
内容:｢子どもが危ない!〜ﾃﾚﾋﾞ･ｹﾞｰﾑとの付き合い方を考えてみませ
んか？｣
講師: 成田 弘子氏(埼玉県公立小学校教諭)
●家庭教育ｾﾐﾅｰ(牛久市)
日時:11 月 11 日(木他
場所:小田小学校他 2 校
内容:家庭教育ﾌﾞｯｸを活用し､家庭教育の重要性について啓発するた
めのｾﾐﾅｰ
●情報ﾓﾗﾙ講習会(阿見町)
“ちょっとまった携帯”講習会(町内小学校 1 校)
●平成 22 年度古河市人権ﾘｰﾀﾞｰｰ育成講座
日時:11 月 10 日･24 日
出席者:市職員･教員･民生委員等
内容:ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ､手話教室等
●青少年相談員研修視察(筑西市)
日時:11 月 5 日(金)
研修先:茨城県立茨城学園
参加者:青少年相談員
●下館中ﾌﾞﾛｯｸ学社連携事業(青少年相談員下館中ﾌﾞﾛｯｸ)(筑西市)
日時:11 月 21 日(日)
場所:下館中学校
参加者:青少年相談員､生徒指導主事
●青少年相談員連絡協議会役員会(坂東市)
●青少年相談員視察研修(桜川市)
日時:11 月 8 日(月)
場所:八街少年院

4(1)イ

４ 青少年保護育成巡 ●街頭巡回補導活動(水戸市･鹿嶋市･鉾田市･つくばみらい市･美浦村･
回活動､環境浄化活動等 結城市･下妻市･常総市･坂東市)
(茨城県､市町村)
･11 月中に述べ 18 回実施(水戸市)
･11 月 4 回(結城市)
･市内 9 班が各 1 回､延べ 9 回の巡回を実施(ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ等)(下妻市)
●第 2 回青少年のための社会環境整備一斉活動
･｢青少年の健全育成に協力する店｣の店舗訪問及び新規加入の促進
等
･青少年に悪影響を及ぼす張り紙及び捨て看板等の簡易看板の撤去
作業
●街頭活動(日立市･古河市:8 回)
青少年相談員を中心に各地域での街頭活動を実施｡併せて､ﾋﾞﾃﾞｵや
有害図書の点検･指導も実施(日立市)
●街頭指導(龍ケ崎市)(月 4〜6 回)
内容:不審者出没等の情報が増加にあり､青色回転灯を装着した公用
車による巡回を行い､地域の防犯と併せた街頭指導活動を実施
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した｡(実施主体:龍ケ崎市青少年ｾﾝﾀｰ･龍ケ崎市青少年相談員連
絡協議会)
●定期街頭指導(石岡市)(1 日･5 日･12 日･17 日･19 日)
･早朝街頭指導(10 日)
●青少年相談員街頭指導活動(六所神社祭礼の際の巡視)(笠間市)
日時:平成 22 年 11 月 5･6･7 日
･11 月は祭礼時等ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(2 ヶ所)(那珂市)
●青少年相談員街頭補導(常陸太田市:7 回)(筑西市:12 日)
●青少年相談員街頭補導(年間 18 回)(常陸大宮市)
●市内巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(5 回･小美玉市)(2 回･かすみがうら市)(祭礼時ﾊﾟﾄﾛ
ｰﾙ･坂東市)
●ｾｰﾌﾃｨｰﾃﾞｲ巡回活動(守谷市)(11 月 26 日)
●青少年相談員による守谷駅周辺ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(守谷市)(11 月 22 日)
●広報車による街宣活動と地域ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施｡(大子町)
●青少年相談員による街頭ﾊﾟﾄﾛｰﾙ活動(茨城町)
●青少年相談員ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(境町)
日時:11 月 5 日(月)
●市内の中学校区ごとに班編成をし､街頭指導を延べ 14 回行った｡ま
た､青少年の健全育成を図るため､青少年に関わりの深い関係店舗へ延
べ 37 店訪問し､社会環境浄化への関心を高めるとともに､青少年の健
全育成に協力する店の登録推進を行った｡(ひたちなか市)
●青少年の健全育成に協力する店登録活動(大洗町･常陸大宮市･東海
村･鹿嶋市･鉾田市･土浦市･牛久市･つくばみらい市･美浦村･古河市･潮
来市･神栖市･行方市)
●青少年健全育成に協力する店訪問(笠間市)
日時:平成 22 年 11 月 27 日(土)
場所:友部地内のｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ･書店･ｶﾗｵｹ店･ﾚﾝﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵ店等
●青少年の健全育成に協力する店の登録推進(牛久市)
立入調査(ｺﾝﾋﾞﾆ)11 月 11 日
●青少年相談員によるｺﾝﾋﾞﾆ､書店等訪問活動(茨城町)
●街頭少年指導ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(大洗町)
●街頭巡回活動(東海村)
●巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(牛久市)
●夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(一中ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄ委員会)(大洗町)
●青色防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(2 回)(結城市)
青少年相談員の街頭巡回活動に合わせて､青色防犯灯装備車による
ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施｡
●高萩市女性保護女性会とのﾊﾟﾄﾛｰﾙ(11 月 26 日･高萩市内)
●公用車による夜間巡視
●街頭補導活動及び｢青少年の健全育成に協力する店｣登録活動並びに
｢環境浄化啓発委託事業｣の実施｡(神栖市)
●青少年の健全育成に協力する店訪問活動(城里町･坂東市)
●第一中ＰＴＡ支部懇談会での講話(大洗町)
●高萩市青少年相談員による市内店舗訪問(高萩市)
●第24回高萩市子ども作品展(11月20日〜22日)(高萩市)
出展数:1,310点
入場者数:2,955人
内容:市内保育園児､幼稚園児､小学校児童､中学校生徒､高校生の作
品展
●青少年相談員(女性部会)による JR 市内 3 駅の巡回活動/あいさつ･
声かけ運動の実施(北茨城市)
日時:11 月 2 日(月)AM7:30〜(1 時間程度)
PM16:00〜(1 時間程度)
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●青少年相談員による情報交換活動(北茨城市)
市内 12 小学区支部の青少年相談員と｢青少年の健全育成に協力する
店｣との情報交換｡
日時:11 月 26 日(金)午後 2 時〜(2 時間程度)
●図書自動販売機調査･点検･指導(鹿嶋市･古河市･坂東市)
●環境浄化啓発委託事業(鉾田市)
●社会環境浄化活動(市民会議)(桜川市)
違法看板･ビラの撤去、通学路の安全点検
日時:11 月 20 日(土) 市内小学校区単位で実施
●ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ(通学路)清掃活動(鉾田市)
●捨て看板､風俗ビラ撤去による社会環境整備活動(美浦村)
●立入調査(結城市)
青少年相談員･市職員により､市内図書等自販機2台､書店2店舗に対
し､条例に基づく立入調査を実施
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５ 子ども･若者の社会 ●さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(茨城県)
参加活動
●地域交流会(小美玉市)
(茨城県､市町村)
はとりっ子ふれあい交流会参加
●清掃活動､花いっぱい環境美化活動(大洗ﾌﾞﾙｰｱｿｼｴｰｼｮﾝ)(大洗町)
●青少年育成村民会議白方支部｢ｳｫｰｸﾗﾘｰ大会｣(東海村)
日時:11 月 3 日
場所:白方ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
●青少年育成村民会議中丸支部｢中丸ふれあいｺﾝｻｰﾄ｣
日時:11 月 13 日
場所:東海文化ｾﾝﾀｰ
●第 38 回東海村ﾏﾗｿﾝ大会(東海村)
日時:11 月 14 日
場所:笠松運動公園
●ふるさと少年教室｢堅破山登山｣(東海村)
日時:11 月 21 日
場所:日立市
●高校生会交歓会(東海村)
日時:11 月 28 日
場所:東海村中央公民館
●高校生ﾘｰﾀﾞｰによる子どもを対象としたｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰの実施｡(常陸太田
市)常陸太田秋まつりの際に実施｡常陸太田市子ども会育成連合会役員
等とｹﾞｰﾑの運営等に携わる｡
●清掃活動(東海村青年会)(東海村)
●まちづくり若者元気塾守谷(守谷市)
日時:10 月 16 日､23 日､11 月 13 日､20 日
●市民活動､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験募集(守谷市)(通年)
●家庭児童相談室出張相談(守谷市)(11 月 12 日､25 日)
●放課後子ども教室推進事業(美浦村･利根町･坂東市)
●美浦村親子ふれあいミーティング活動(美浦村)
●筑西ﾘｰﾀﾞｰｰｽ高校生会定例会(筑西市)
●ばんどうっ子クラブ(坂東市)
●さかい元気っ子クラブ｢筑波山とミカン狩り｣(境町)
日時:11 月 3 日(土)
場所:筑波山､桜川市ミカン農園
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６ 施設管理（市町村） ●ｽﾎﾟｰﾂ施設の管理(水戸市)
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●｢家庭の日｣絵画･ﾎﾟｽﾀｰと作文展(水戸市･下妻市･桜川市)
4(1)イ
･期間:11 月 15 日(月)〜21 日(日)(水戸市)
場所:ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原
絵画ﾎﾟｽﾀｰの部:幼児 2 点､小学生 22 点､中学生 3 点､作文の部:小学
生 26 点､中学生 4 点
･下妻市文化祭において｢家庭の日｣絵画の入選作品を展示(下妻市)
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日時:11 月 5 日〜7 日
･｢家庭の日｣絵画･ﾎﾟｽﾀｰ･青春応援メッセージ作品展(桜川市)
●小学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに関するﾎﾟｽﾀｰと標語応募作品展示(守谷市)
日時:11 月 16 日〜12 月 18 日)
●平成 22 年度坂東市作品展(坂東市)
日時:11 月 19 日〜21 日
●青少年健全育成のためのﾎﾟｽﾀｰ･標語展(境町)
日時:11 月 16 日〜24 日
場所:ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙﾌｨｽﾞ店内
●善行青少年表彰(県北県民ｾﾝﾀｰ)
･日時:11 月 26 日
場所:日立市 磯原郷英高等学校
･日時:11 月 30 日
場所:常陸太田市
●よい行いをたたえる運動(鹿行県民ｾﾝﾀｰ)
･管内 56 名(善行賞)
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