（栃木県）

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

分

栃木県

青少年行政
主管課(室)名
内

県民生活部 青少年男女共同参画課
容

備

考

・子どもの虐待をなくそう県民のつどい（中央児童相談所）
１ 大会等
・野木町学校教育祭（野木町）
期日：１１月１４日
場所：野木町文化会館
出席者：町長、議長、教育委員、学校関係者、
（栃木県・市町）
青少年育成関係者、一般町民等
内容：
「講演会 講師（陰山秀男）
」学力は一年で伸びる〜子ど
もの生活習慣を見直す〜
・
「七歳合同祝」
（野木町）
期日：１１月１５日
場所：各小学校
出席者：町長、教育長、学校長、青少年育成関係者等
内容：各分館単位で子供を育てる運動の一環
・小山市青少年健全育成大会（小山市）
期日：１１月１３日
場所：小山市立文化センター大ホール
出席者：一般市民６６８人
内容：青少年の主張作文コンクール
アトラクション：小山市立乙女中学校吹奏楽部による演奏
・心豊かな青少年を育む県民の集い in 下野市（とちぎ青少年こども財団・青少年男女共同参画課・下野
市）〜「とちぎ心のルネッサンス」運動推進県民大会〜
期日：１１月２８日
場所：下野市グ
リムの館
出席者：一般県民、青少年健全育成団体関係者、市町村青少年行政関係者等２４５名
内容：
「社会を明るくする運動」作文コンテスト・栃木県少年の主張発表大会最優秀賞受賞者発表、講演会
・市貝町ＰＴＡ研修大会（市貝町）
期日：１０月１７日
出席者：町長、教育長、議長、社会教育委員、教育委員、青少年健全育成
推進委員、ＰＴＡ会員
内容：小中学校児童生徒による意見発表、講演会「少年非行の現状と有
害環境対策について」
・青少年健全育成標語入賞者表彰式及び壬生ライオンズクラブ主催青少年健全育成「みぶバンドフェス
タ２０１０」
（壬生町）
期日：１１月７日
場所：壬生町中央公民館
出席者：町長、ライオンズクラブ会長、副町長、教育長、青少年育成関係者等３０人、一般町民及び
児童生徒７００人
内容：標語入賞者９名表彰、高校と中学校吹奏楽部による演奏会他
・高根沢町青少年健全育成大会（高根沢町）
「きらきらフェスタ２０１０ 〜光る汗、はずむ心で和・輪・
○〜」 期日：１１月２８日
場所：高根沢町町民ホール
内容：町内小中高校生によるステー
ジ発表・作品展示発表会
・那須塩原市柔道大会（那須塩原署）
期日：１１月２８日
場所：那須塩原市くろいそ武道館柔
道場
参加者：那須塩原警察署員、市教委職員、市体育協会員、市内柔道クラブ員等１７５名
・職警連ボーリング大会（さくら署）
期日：１１月３０日
参加者：４０名
・ウォークラリー大会（岩舟町）
期日：１１月２８日
場所：岩舟町立小野寺南小学校
出席者：教育長、青少年育成町民会議関係者、一般住民（子どもから大人まで）
内容：ウォークラリーを通して、家族や友人との触れ合いを図る。
・藤原支部子ども会大会（日光市）
期日：１１月７日
場所：藤原総合文化会館

４（１）ウ
４（１）イ

・広報紙による青少年健全育成啓発活動（県東健康福祉センター、壬生町、鹿沼市、真岡市、益子町、
栃木市、西方町、さくら市、市貝町）
（栃木県・市町）
・児童虐待防止対策特別事業の実施（県こども政策課）
＊児童虐待防止法施行１０年「子どもの虐待をなくそう！」県民のつどい（民間団体と協働実施）
＊県職員への「児童虐待防止推進月間」啓発用オレンジリボンの配布と着用推進活動
＊テレビ・ラジオＣＭ、新聞・雑誌広告による広報啓発
＊テレビ・ラジオによる広報活動
＊県民向けリーフレットの全戸配布
＊小・中・高校生向け相談カードの配布
＊県庁舎を利用した広報啓発
＊各種グッズ作成・配布による広報啓発
・啓発ポスター掲示、のぼり掲出、パンフレット配布（中央児童相談所、小山市、県西健康福祉センタ
ー、塩谷南那須教育事務所、壬生町、鹿沼市、真岡市、矢板市、上三川町、各警察署、さくら市、栃木市）
・立て看板設置（栃木市）市内１２か所
・横断幕掲示（野木町、小山市、矢板市）
・街頭啓発活動（小山市、鹿沼市、壬生町）
・ＨＰ（ネット）及び広報紙による広報活動（高根沢町、那須塩原市）

４（１）ア、ウ

２ 広報啓発活動

４（１）ア

４（１）ア・エ

４（１）ア・エ

４（１）ア・イ

４（１）ア・イ

４（１）ア

４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア・エ

４（１）ア

４（１）ウ

４（１）ア・エ

４（１）ア・イ
４（１）ア・エ
４（１）ア・エ
４（１）ウ及び
４（２）ア
・児童生徒と保護者のための携帯電話講習会（11/26 三島小、大山小）時に「とちぎの子ども育成憲章」 ４（１）イ
広報啓発（那須塩原市）
４（１）エ
・児童が使用する携帯電話のフィルタリング１００％普及を目指した広報啓発活動（県内各警察署）
４（１）イ
・
「家庭の日」推進（とちぎ青少年こども財団、青少年男女共同参画課）
＊新聞広告の掲載
＊絵日記、フォトエッセイコンテスト優秀作品の展示（県公館、県庁舎、下野市グリムの里）

＊花のタネ配布（各市町民会議へ５５００袋）
・
「家族・家庭」に関する標語募集（栃木市）
・麻薬･覚せい剤乱用防止運動（県薬務課）
期間：10/1〜11/31
内容：各学校等へ広報用ポスタ
ー、リーフレット等の掲示、配布
＊11/7「佐野市健康まつり」 参加者：約２００名
普及啓発パンフレット等の配布
＊11/23「宇都宮市民福祉の祭典」における薬物乱用防止啓発活動 啓発リーフレット等の配布
＊11/23「真岡市消費者まつり」資材配布等
＊11/21「鹿沼市浅間神社（町民まつり）
」
（小学生５０名）
＊11/27「鹿沼市立中央小学校（たこつくり）
」
（小学生５０名、保護者３０名他）
＊啓発資材配布
・11/3 ともなりまつり（矢板市）
・11/3 市民体育祭（さくら市）
・11/7〜8 与一の里産業文化祭（大田原市）
・
「栃木の子どもをみんなで育てよう」運動（県生涯学習課）
＊広報啓発ポスター･リーフレット作成･配布
・自転車盗難防止活動（さくら市）

３ 研修等
（市町）

・青少年育成指導員等研修会（矢板健康福祉センター、県西健康福祉センター、
）
・青少年健全育成研修会（鹿沼市） 期日：１２月４日
場所：鹿沼市民情報センター
参加者：
１０７名
内容：ＮＰＯ法人ＣＣＶ理事長を講師に招き、育成団体関係者、学校ＰＴＡ等を対象に、
青少年の健全育成に役立てるための講演会を開催
・青少年相談員視察研修（小山市）
場所：情緒障害児短期治療施設「那須こどもの家」
・こころの健康づくり講演会（県西健康福祉センター） 期日：11/2 場所：鹿沼市民情報センター
出席者：一般県民、民生委員、民生児童委員、主任児童委員、青少年健全育成関係者
内容：
「自死防止活動の取組」講演会
・
「親子学びあい事業」児童生徒と保護者のための携帯電話講習会（壬生町） 町立小学校４校
・青少年健全育成大会実行委員会（高根沢町） 期日：１１月８日
場所：高根沢町改善センター
内容：青少年健全育成大会に向けた話し合いと準備活動
・問題行動等未然防止プログラム研修（下都賀教育事務所）
①開催日：１１月５日
場所：壬生町立壬生中学校
出席者：壬生中生徒・教職員（５３０名）
内容：講演会「いじめ防止」
②開催日：１１月１１日
場所：栃木市立千塚小学校
出席者：千塚小児童・教職員（６０名）
内容：講演会「情報モラル向上」
③開催日：１１月２９日
栃木市立栃木西中学校
出席者：栃木西中教職員（３０名）
内容：講義・演習「ＱＵ・仲間づくり」
・親学習プログラム指導者フォローアップ研修（河内教育事務所、芳賀教育事務所、塩谷南那須教育事務所）
・家庭教育サポート事業（河内教育事務所）
実施日：１１月２２日
場所：県庁前ヤクルト販売店
出席者：ヤクルト社員
内容：親学習プログラムのワークショップ
・親学習プログラム出前講座（河内教育事務所）
①実施日：１１月２４日
場所：宇都宮市立国本西小学校
出席者：国本西小学校保護者
内容：親学習プログラムのワークショップ、講義
②実施日：１１月２４日
場所：宇都宮市立清原東小学校内子どもの家
出席者：清原東小学校保護者
内容：親学習プログラムのワークショップ、講義
・青少年健全育成連絡協議会視察研修（真岡市）
期日：１１月２６日
・那須塩原市少年指導員会視察研修（那須塩原市）
〈11/12 茨城県東海村〉
・茨城県石岡市青少年相談員との意見交換会（11/16 那須塩原市）
・那須地区青少年育成推進連絡協議会視察研修（那須塩原市）
〈11/18 茨城県牛久市〉
・就学時健康診断の機会を活用した親学習プログラム活用推進事業（上都賀教育事務所）
参加者：平成２３年度入学予定新１年生の保護者
内容：テーマ「しつけは子どもへの大切な贈
り物」によるワークショップ
期日と場所：11/4（鹿沼市立南押原小学校） 11/12 （鹿沼市立
板荷小学校） 11/16（鹿沼市立みなみ小学校） 11/17 （鹿沼市立津田小学校） 11/17 （鹿沼
市立北押原小学校） 11/19（鹿沼市立南摩小学校）
・携帯電話の有害情報に関する講習会（とちぎ青少年こども財団）
〈県内小中学校６校〉
・かぼちゃ倶楽部（県障害福祉課） 期日：１１月１０，２４日 場所：精神保健福祉センター
内容：グループ活動
参加者：対人関係を苦手とする本人３名
・青少年健全育成講演会（栃木市）市内６中学校区で実施
参加者：３７３名
・栃木･大平少年指導員合同研修会（栃木市）
期日：１１月４日
場所：栃木県立学悠館高校
テーマ：
「学悠館高校の現状について」
講師：学悠館高校教頭
出席者：少年指導員４１名
・大平少年指導員会視察研修（栃木市）
期日：１１月１６日
視察先：
「さいたま市 国立武蔵野
学院」
参加者：１４名
・おとな力アップ講座（さくら市） 〜ネット社会の実状を知るために〜
・薬物乱用防止教室の実施（県薬務課、県警本部、各警察署）
・親力アップ子育てセミナー（日光市）
期日：１１月１２日
場所：大沢地区センター
内容：講演会テーマ（子育てのコツ、家族の交流等）
・不登校児童生徒合同宿泊体験学習「ふれあいキャンプ」
（県生涯学習課）
趣旨：青少年教育施設の
有する豊かな自然環境や機能を活用して、
不登校児童生徒を対象とした合同宿泊体験事業をとおして、

４（１）ア・イ
４（１）エ

４（１）ア〜エ
４（１）ア・エ
４（１）ア
４（１）ア

４（１）ア
４（１）イ・エ

４（１）イ・エ
４（１）ア
４（１）エ

４（１）イ
４（１）イ

４（１）イ

４（１）エ
４（１）エ
４（１）エ
４（１）エ
４（１）イ

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

集団適応力や社会性を育み、不登校の解消に資する。また、保護者同士のふれあいや、日頃の悩みや
心配事等を相互に話し合う情報交換の場とする。
開催日：11/10〜11/12
内容：＊青少年教
育施設機能を利用した体験活動
＊自然体験活動
＊集団活動
＊宿泊を通した生活体験
＊保護者同士の情報交換、相談会等
・
「地域教育力活性化指導者研修」
（県生涯学習課）
・
「ＰＴＡ指導者研修」
（上都賀教育事務所）
・少年指導員会定例会（真岡市）
・上都賀地区青少年育成対策連絡会研修会（西方町、鹿沼市、日光市）

４（１）ア
４（１）イ
４（１）ア
４（１）ア

・立入調査（青少年男女共同参画課、矢板健康福祉センター、安足教育事務所、県東健康福祉センター、
小山市、県西健康福祉センター、市貝町、塩谷南那須教育事務所、安足健康福祉センター、鹿沼市、
烏山健康福祉センター、高根沢町、真岡市、矢板市、塩谷町、上都賀教育事務所、上三川町、各警察
育成巡回活動、
署、益子町、下野市、さくら市、宇都宮市、日光市、西方町、那須町、那須塩原市、壬生町）
・街頭指導活動（鹿沼市、高根沢町、真岡市、矢板市、県南健康福祉センター、栃木市、さくら市、日
環境浄化活動等
光市、小山市、壬生町、各警察署）
・違法･有害広告物除却活動（矢板市、栃木市、小山市）
（栃木県・市町）
・列車指導〈11/19 ＪＲ宇都宮線 黒磯〜矢板間〉
（那須塩原市）
・身近な犯罪抑止及び少年の健全育成活動を目的とした「安全パトロール」
（栃木署）
・町ぐるみ「あいさつ」「防犯」運動（岩舟町）
期日：１１月５、１２、１８、２６日
内容：青パトロールカーで地域を回りながら街宣活動
・薬物乱用防止巡回パトロール事業（県薬務課） 県内繁華街のパトロールを２３日間実施
・ホットほっと電話相談（県生涯学習課）
・西方子どもネットワーク街頭啓発活動（西方町）

４（１）エ

・
「ウインターコンサート」
（市貝町） 期日：１２月１２日 場所：町役場ロビー 参加者：３００人
・国際交流フェスティバルへのボランティア参加（高根沢町）
期日：１１月７日
場所：高根沢
町改善センター
参加者：成人式実行委員・リーダースクラブ
内容：町国際交流協会会員の作
業補助
・老人福祉施設「フローラまつり」でのボランティア参加（高根沢町）
期日：11/23
場所：社会
福祉法人光誠会ケアハウスフローラ
参加者：リーダースクラブ
内容：模擬店の手伝い
・矢板市女性団体連絡協議会活動への協力(矢板市)「マイバック持参推進運動」
（中学生）
・
「秋祭り」に中学生８名参加（矢板市）
・市民の日にジュニアリーダースが参加（矢板市）
・福祉まつりへのボランティア協力（矢板市）
・茂木地区職場警察連絡協議会加入事務所による環境美化活動の実施（茂木署）
・ジュニア及びユースリーダースクラブの育成〈町主催事業への協力参加〉
（益子町、下野市、さくら市）
・子どもなんでも発表会の開催（下野市） 期日：１１月２３日
場所：国分寺西小学校体育館

４（１）エ
４（１）ア

４ 青少年保護

５ 子ども･若者
の社会参加活動
(栃木県・市町)

・優良青少年団体等表彰（矢板健康福祉センター）
・人権に関する作文･イラスト表彰式（県総務課人権教育室）
日時：１１月１８日
会場：県庁昭和館正庁
内容：人権教育・啓発推進県民運動強調月間の
（栃木県・市町）
一環として、人権尊重の精神の涵養を図るために小・中・高等学校・特別支援学校の児童生徒とそ
の保護者を対象に募集した人権に関する作文・イラストの最優秀賞受賞者の表彰
・栃木県青少年健全育成功労者等表彰式〈青少年男女共同参画課、
（財）とちぎ青少年こども財団〉
期日：１１月１２日
場所：栃木県公館
内容：＊善行青少年(４名)
＊優良青少年団体(２
団体)
＊青少年育成功労者(２５名)
＊青少年育成功労団体(９団体)
＊「家庭の日」絵
日記・フォトエッセイコンテスト表彰(６名)
・青少年健全育成標語入賞者表彰式（壬生町）
期日：１１月７日
場所：壬生町中央公民館
出席者：町長、ライオンズクラブ会長、副町長、教育長、青少年育成関係者等３０人、一般町民及
び児童生徒７００人
内容：標語入賞者９名表彰
・町産業文化優秀者・小山文化スポーツ賞表彰（高根沢町）
期日：１１月６日
場所：高根沢町
町民広場
・優良勤労青少年表彰式（県警本部、佐野署、下野署）
・優良児童生徒表彰(栃木市)
期日：１１月２６日
場所：栃木市栃木文化会館
出席者：市長、栃木警察署長、来賓、保護者、表彰児童生徒８７名
・市政･教育功労者等表彰式(日光市) 期日：１１月２３日
場所：今市文化会館
内容：日光市
教育委員会表彰規則に基づき、教育功労者、特別表彰者、教育関係協力者、模範児童･生徒等、青少
年や青少年の健全育成に貢献した者を表彰する。

６ 表彰等
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４（１）エ
４（１）エ
４（１）エ
４（１）エ
４（１）エ
４（１）エ
４（１）エ

４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア
４（２）イ
４（２）イ

４（２）イ

４（２）イ

４（２）イ
４（２）イ
４（２）イ
４（２）イ

