（長崎県）
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

１ 大会等

２ 広報啓発活動

３ 研修会等

青少年行政
長崎県こども政策局こども未来課
主管課(室)名

長崎県
内

容

備

考

○ ココロねっこフェスタ 〜かがやけ★長崎っ子〜
・１１／２１（日）長崎市
５,０００人
・１１／２３（火）佐世保市 ２,０００人
（パレード、講演会、体験コーナー、ふれあいコーナー等）
○ 長崎っ子を育むココロねっこ広場（県・県民会議）
・１１／３（水） 長崎市
１,０００人
（親子ふれあい体験、自然体験、ゲーム等）

4 (1)ア、イ

○ 「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、Ｐ
ＴＡ、育成会）
○ 「ココロねっこ運動」登録促進

全般
全般
全般
全般
全般
全般

○ 長崎っ子のためのメディア講習会・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」
（９月〜１月、県内１０地区）
○ 「メディア安全指導員」フォローアップ講座
・１１／１４（日）、１２／１２（日）佐世保市
○ 八市少年センター職員研修会
・ １１／１８（木）〜１９（金）五島市
○ 長崎県ＰＴＡ連合会研究大会
・１１／２７（土）〜２８（日）五島市 １,５００人

4 (1)ア、イ、エ
(2)１

４青少年保護育成巡 ○ 県下一斉立入調査及び社会環境実態調査
回活動、環境浄化
（県内全域、１１月中）
活動
○ 安心メールキャッチくん配信（県警本部）

4(１)ア、イ

全般

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

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

長 崎 県

青少年行政主管課

s25100@pref.nagasaki.lg.jp

区

分

内

青少年年行政主管課

担 当 者 名

長崎県こども政策局こども未来課

原

洋 TEL095-895-2686

容

１ 子ども・若 ＜佐世保市＞
者の社会的自 ○青少年育成懇談会
立支援
＜島原市＞
○子ども・若者自立支援研修会への参加
○肢体不自由者との交流活動（大三東小）
＜大村市＞
○ひきこもりや不登校に係る研修会や講演会への参加（放虎原小）
＜南島原市＞
○「県子ども会指導者・養成者研修会」教育講演会
＜壱岐市＞
○不登校に係る関係機関との連携（渡良小）
○カウンセラーによる講演会（武生水中）
＜五島市＞
○医療実習生との交流体験（奥浦小）
＜長与町＞
○青少年育成町民のつどい
＜川棚町＞
○青少年文化フェスティバル

２ 生活習慣
の見直しと
家庭への
支援

備 考
４−（
１）
ア

＜全２１市町＞
４−（
○二者・三者面談、教育相談、家庭訪問（小・中学校）
１）
○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 イ
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）
＜諫早・雲仙・五島市＞
○通学合宿の実施
＜大村・壱岐市、長与町＞
○親子給食試食会、１年生の親子給食時、栄養教諭による食育指導（小学校）
＜島原・五島市＞
○「ココロねっこ１０」ちらしの有効活用
＜佐世保市＞
○「語らいの広場」〜ケータイ・ネット問題について〜（市Ｐ連、市教委）
○スクールカウンセラーによる「子育てを考える会」の実施
＜島原市＞
○子育て講演会、健康教育講座の実施
＜大村市＞
○３つの「あ」（あいさつ・あとしまつ・あるきかた）運動（三城小）
○「いいところみつけ」運動の推進（黒木小）
＜松浦市＞
○子どもの反抗的態度に悩む親の相談（教委）

＜壱岐市＞
○「ＮＯ車デー」、「ＮＯ部活デー」の実施（田河中）
＜五島市＞
○各家庭による「親子コミュニケーションデー」の実施（崎山小）
○栄養教諭による親子料理教室（嵯峨野島小中学校）
＜長与町＞
○親子ふれあい読書活動（洗切小）
３ 児童虐待 ＜全２１市町＞
の予防と対応 ○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）
○校医による身体観察（小・中学校）
○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、学校支援会議等での情報交換（小・中学校）
＜長崎市＞
○虐待防止研修会の開催
＜佐世保市＞
○人権講演会及び説明会の開催（大野中）
＜島原市＞
○教職員生活連絡会での情報交換、その後の対処・指導（小中学校）
＜大村市＞
○虐待防止ネットワークづくりの推進
＜壱岐市＞
○校長講話による職員への啓発（初山小）
＜雲仙市＞
○虐待に関する市広報誌１１月号への掲載（子ども支援課）
○親子ホットラインでの相談
＜川棚町＞
○虐待防止・未然防止のための個人面談の実施（小串小）
＜佐々町＞
○町保健師、福祉事務所との連携（佐々小）

４−（
１）
ウ

４ー（１） 子 ＜全２１市町＞
４−（
どもの安全確 ○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）
保の取組
（小・中学校、ＰＴＡ、地域諸団体）
エ
○登下校時の安全見守り活動（同上） ○校区内パトロール（同上）
（イ）
○校舎内施設及び通学路の安全点検（小・中学校、ＰＴＡ、スクールガー ドリ
ーダー等）
○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）
＜佐世保・島原・大村・対馬・壱岐・五島市、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）
○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）
＜大村・松浦市、川棚・佐々町＞
○安全マップ作成（小中学校）
＜大村・島原市＞
○ＣＡＰプログラムの実施
＜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

＜諫早市＞
○少年補導員合同（警察委嘱・教委委嘱）巡回活動
＜大村市＞
○踏切交差点での朝の交通安全指導（三城小）
○生徒によるあいさつ・声かけ運動（玖島中）
＜松浦市＞
○問題傾向生徒宅訪問（教委）
＜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）
＜南島原市＞
○子どもパトロール（地区消防団ＯＢ会）
＜長与・時津町＞
○「子ども１１０番の家」懇談会
＜時津町＞
○学童ガードによる定期的な見守り
４ー（２） 有 ＜全２１市町＞
４−（
害環境の
○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 １）
浄化活動
エ
態調査（立入調査員、少年セ職員、教委、教員、補導員等）
（ウ）
○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・五島市、長与・時津・川棚・小値賀・佐々町＞
○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）
＜松浦市＞
○大型店舗巡回（教委、少年補導委）
＜長与町＞
○パソコン・携帯電話へのフィルタリング加入促進
＜時津町＞
○全校生徒によるボランティアサービス活動強化週間の実施（時津小）

４−（３） い ＜全２１市町＞
じめの未然防 ○いじめ・生活アンケートの実施及び個人面談、教育相談（小・中学校）
止と早期対応 ○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）
○心のノート、心を育てる道徳教材集の活用（小・中学校）
＜佐世保・大村・壱岐・五島市＞
○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）
＜佐世保市・小値賀町＞
○「子どもを語る会」の実施（小学校）
＜佐世保市＞
○「コミュニケーションスキルタイム」の実施（黒髪小）

４−（
１）
エ
（エ）

○いじめ防止・人権標語の作成（小中学校）
＜島原市＞
○特別支援学校との年間を通じた学年別交流会（第一小）
＜大村市＞
○「ふれあいポスト」設置・活用（東大村小）
＜壱岐市＞
○「心の相談日」の設定（芦辺小）
＜五島市＞
○人権カレンダー・人権メッセージ・人権宣言文の作成（富江中）
＜松浦市＞
○「いじめ防止」講話（教委、少年セ）
○「子どもサポート会議」の実施（子育て・こども課）
＜雲仙市＞
○親子ホットラインにおける相談（教委）
＜長与町＞
○生徒会による「いじめ対策特別委員会」（長与二中）
＜時津町＞
○「いじめ防止」の授業（時津北小）
＜新上五島町＞
○子どもサポート会議の開催（各地区）
５ 広報啓発 ＜全２１市町＞
活動
○「強調月間」「ココロねっこ運動」広報・啓発活動、懸垂幕や幟旗の設置、
ポスター・ちらしの掲示・配付（教委等）
＜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
＜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）
＜五島・西海市＞
○市広報誌や生涯学習広報誌への掲載
＜島原市＞
○「家庭の日」「家庭の週間」広報・啓発活動（教委、少年セ）
＜大村市＞
○地区健全協のイベントにて強調月間の趣旨説明（教委、少年セ）
＜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）
＜雲仙市＞
○「ココロねっこ運動」実施要項の市ＨＰ掲載
＜長与町＞
○役場庁舎電光掲示板における「子ども・若者育成支援強調月間」の掲示
６ その他

＜島原・雲仙・諫早・対馬・五島市、時津・東彼杵・川棚・小値賀・新上五島町
＞
○「ココロねっこ研修会」〜情報モラル・家庭教育〜
（県・県民会議・市町教委）
＜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・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）
＜長崎市＞
○子どもゆめフェスティバル２０１０（市、市子ども会育成連合会）
＜佐世保市＞
○柚木歴史の旅「ウォークラリー大会」（地区育成協）

＜島原市＞
○ジオパーク学習（ジオパーク協議会の指導）
＜大村市＞
○地域ふれ愛フェスタ（富の原小学校区育成協）
＜壱岐市＞
○子ども会交流会（田河小）
＜五島市＞
○ふれあいもちつき大会（久賀中）
＜南島原市＞
○健全育成標語・子ども絵画の展示（有家地区青少協）
＜長与町＞
○３世代交流ウォークラリー・グラウンドゴルフ（長与中央コミュニティー）
＜時津町＞
○６年生による老人ホーム訪問（時津小）
＜東彼杵町＞
○地域とのふれあい集会（彼杵小）
＜川棚町＞
○青少年文化フェスティバル（教委、町民会議）
＜小値賀町＞
○縦割り班による「エコウォーキング」（小値賀小）

※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。

