(茨城県)

平成 23 年度｢子ども・若者育成支援強調月間｣開催結果
都道府県名
区

茨城県
分

青少年行政
知事公室 女性青少年課
主管課(室)名
内

容

1 大会等
○｢親が変われば,子どもも変わる運動｣那珂市推進大会(那
(那珂市,城里町,東海村, 常陸大 珂市)
宮市,鉾田市,行方市,神栖市,鹿嶋
開催日:11 月 12 日(土)9:15～
市,石岡市,阿見町,つくば市,稲敷
場所:(於)総合ｾﾝﾀｰらぽーる 多目的ﾎｰﾙ
市,五霞町,古河市,筑西市)
参加者:285 名
内容:①子育て体験発表 4 名
②講話:『親と子のかかわりについて』
○青少年育成町民会議:家庭の日(城里町)
｢図画作文｣表彰式:11 月 19 日
○東海村文化講演会(東海村)
開催日:11 月 15 日
場所:東海村文化ｾﾝﾀｰ
○東海村青少年宣言推進大会(東海村)
開催日:11 月 19 日
場所:東海村中央公民館
出席者:村長,副村長,教育長,各学校長,学校関係者及び
青少年育成関係者等 約 200 名
内容:講演
○青少年をたたえる市民のつどい(常陸大宮市)
開催日:11 月 26 日
場所:常陸大宮市
出席者:教育長,青少年育成常陸大宮市民会議役員,
内容:表彰,青少年の主張
○心とからだの講演会
中学校１校(鹿嶋市)
○子育て講演会
小学校２校(鹿嶋市)
○鉾田市青少年の主張大会(鉾田市)
開催日:11 月 13 日(日)
会場:大洋公民館
内容:小･中学生による｢青少年の主張｣発表
(青少年育成鉾田市民会議)
○青少年健全育成講演会(行方市)
開催日:11 月 20 日(日)
出席者:市長ほか青少年育成関係者 512 名
内容:善行青少年表彰式および講演会
同時開催:子供劇場ボﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体による読み聞かせ･紙芝
居等
○わたしの主張大会(神栖市)
開催日:11 月 26 日
場所:平泉ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
出席者:市内小中高校生,教育関係者,保護者外
内容:青少年の作文発表会(非行問題に関して,地域や身の
回りの友達との関わり,未来への希望など)
○少年の主張全国大会｢わたしの主張 2011｣視聴見学(筑西
市)
開催日:11 月 13 日(日)
場所:国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ,181 名参加
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出席者:協和中学校 1 年生,教職員,青少年育成筑西市民の
会
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
○少年の主張発表会(石岡市･阿見町 11/5)
開催日:11 月 30 日
場所:柿岡中学校(石岡市)
内容:青少年問題･大人に対する意見や感想などを主張文
として発表する。
○家庭教育講演会(つくば市)
開催日:11 月 21 日(月)
場所:つくば市役所
内容:｢食育は脳育!正しい脳育ての極意｣
講師:成田 奈緒子氏(文教大学教授,医学博士)
参加者:112 名
○第６回稲敷市青少年主張大会(稲敷市)
開催日:11 月 19 日(土)
場所:稲敷市あずま生涯学習ｾﾝﾀｰ
出席者:市長,議長,稲敷警察署長,青少年育成関係者 300 人
内容:小中学生,高校生 14 人による意見発表
○古河市中学生の主張大会(古河市)
開催日:11 月 18 日
参加者:市内中学生代表者
○第 17 回五霞町青少年の主張大会(五霞町)
開催日:11 月 10 日(木)
会場:五霞町中央公民館 講堂
内容:小中学生が,日頃感じていることなどを主張発表
発表者:小学生 4 名,中学生 6 名
その他:人権啓発ﾋﾞﾃﾞｵの鑑賞及び表彰式
2 広報啓発活動
○麻薬･覚せい剤乱用防止運動(茨城県･高萩市 他)
(茨城県,警察本部,県民会議,各県
・麻薬･覚せい剤乱用防止運動期間の 10/1～11/30,県内 18
民ｾﾝﾀｰ, 水戸市,守谷市･美浦村,
ヵ所で実施,うち 11 月は 10 ヵ所
城里町,東海村,日立市,常陸太田
内容:ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･啓発資材の配布,薬物に関するｱﾝｹｰﾄ調査,
市,大子町,高萩市,鹿嶋市,鉾田
薬物標本の展示,募金活動,ﾊﾟﾈﾙ･ﾎﾟｽﾀｰ･横断幕掲示
市,神栖市,土浦市,石岡市,龍ケ崎
等
市,稲敷市,阿見町,河内町,利根 ○さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟﾔﾝﾍﾟｰﾝ(茨城県･城里町 15 日･高萩市 9 日)
町,古河市,結城市,下妻市,筑西
・県内各地で幼稚園･保育所(園)･小学校･中学校･高等学
市,桜川市,八千代町,五霞町,牛久
校･中等教育学校及び特別支援学校等の学校と地域社会
市,取手市,古河市,ひたちなか市,
の関係機関が最寄りの駅等であいさつ,声かけ運動やﾏﾅ
かすみがうら市,坂東市)
ｰｱｯﾌﾟに向けた合同ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施した。
・合同ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施箇所:46 箇所
○各種ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの開催(警察本部)
・万引き防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(ひたちなか東,日立,つくば中央)
・児童虐待防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(日立,取手)
・ﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(ひたちなか東,牛久,取手)
・未成年者喫煙禁止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(県民会議･水戸他県下 7 署)
・非行防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(水戸,土浦)
○交番・駐在所のﾐﾆ広報紙による広報(警察本部)
(県下各警察署)
○児童虐待防止推進月間と連動した広報啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配
布(県下各警察署)
○ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ 100%普及に向けた携帯電話事業者に対する指導
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(警察本部少年課)
○ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ 100%普及に向けた携帯電話販売店に対する指導
(県下各警察署)
○あいさつ声かけ運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ/いばらき教育の日ｷｬﾝﾍﾟ
ｰﾝ/さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(茨城県･県民会議･各県民ｾﾝﾀｰ
他)
開催日:11 月 1 日
場所:県内全域
出席者:青少年育成県民会議,大好き茨城県民会議,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,土
浦市青少年相談員,土浦市まちづくり市民委員会,
日本公衆電話会,NTT 東日本茨城,土浦市市民活動
課,土浦市教育委員会,土浦警察署,県南県民ｾﾝﾀｰ,
県教育委員会,県科学技術振興課,県ﾒﾃﾞｨｱ指導員
連絡会,土浦市小中学校 PTA 連絡協議会,土浦地区
高等学校保護者・生徒,土浦・美浦養護学校,県高
校教育課
○｢強調月間｣周知のための街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(牛久市)
啓発品及びﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布(11 月 29 日)
○高校生さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(取手市･古河市 11/1)
開催日:11 月 4 日(取手市)
場所:ＪＲ取手駅,ＪＲ藤代駅
出席者:高校教諭,生徒,PTA,取手警察署,青少年相談員,県
管理主事,市職員等 132 名
内容:県ﾃｰﾏ｢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
○あいさつ声かけ運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(鹿行県民ｾﾝﾀｰ,城里町 11
月市内小中高校,東海村,日立市,常陸太田市,高萩市,鹿嶋
市,鉾田市,神栖市,土浦市,石岡市,龍ヶ崎市,稲敷市,阿見
町,河内町,利根町,古河市,結城市,下妻市,筑西市,桜川市,
八千代町,五霞町)
開催日:11 月 1 日 7 日,8 日,9 日 10 日,14 日,17 日 18 日
場所:県内各駅,各市町村小中学校 等
参加団体:各市民会議,教育庁義務教育課,高校教育課,県
内高校生徒・教師,保護者,民生員,保護士,各市
町村青少年相談員,各市町村警察署,各県民ｾﾝﾀｰ
内容:啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ,ﾎﾟｽﾀｰ等の配布
《日立市》
開催日:平成 23 年 11 月 2 日(水)午前 7 時 20 分から 8 時 20
分まで
場所:日立駅前
参加者:約 60 名(市内青少年団体,茨城県,高校生など)
内容:通勤,通学者に啓発物を配布しながらあいさつ･声か
けを実施した。
○青少年環境浄化啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ＆あいさつ声かけ運動(行方
市)
開催日:11 月 20 日(日)
内容:青少年相談員による環境浄化啓発用品の配布とあい
さつ声かけ運動
○青少年健全育成ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(土浦市)
開催日:11 月 1 日(火)AM7:20～11:00
場所:土浦駅,神立駅,荒川沖駅の 3 ヵ所で同時展開
内容:｢非行防止｣｢あいさつ声かけ運動｣｢いばらき教育の
3

4(1)エ(ウ)
5(1)①④

4(1)ア,ウ
4(1)イ

5(1)①④
4(1)イ,エ(2)ア
4(1)ア

4(1)エ

4(1)イ,(2)ア

5(1)①,④
(2)③

日｣と高校の｢ﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｣加えた啓発活動を実
施。ﾃｨｯｼｭ配布(125 人参加)
○青少年健全育成啓発活動(龍ケ崎市)
開催日:11 月 1 日～30 日
場所:協力小学校 13 校,市庁舎,市総合体育館,市福祉ｾﾝﾀｰ
内容:『あいさつ･声かけ運動』の幟旗を設置,防災無線放
送,市広報を活用。
○未成年者喫煙防止街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(茨城県･各県民ｾﾝﾀｰ･県民
会議･鹿嶋市･土浦市･取手市･古河市･筑西市)
開催日:11 月 10 日
場所:水戸駅･土浦駅･日立駅･取手駅･鹿島神宮駅･古河駅･
勝田駅
出席者:茨城県警察本部,土浦市青少年課,鹿島市役所職
員,市青少年相談員連絡協議会,更生保護女性
会,(社)青少年育成茨城県民会議,(株)ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ,(株)ﾛｰｿﾝ,(株)ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ,(株)ｺｺｽﾄｱ,ﾐﾆｽﾄ
ｯﾌﾟ(株),県立土浦工業高生徒会,茨城たばこの
会,土浦たばこ販売協同組合,JT 土浦営業所,土
浦･鹿嶋警察署
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(ﾃｨｯｼｭ)を配布しながら呼びかけた。
○｢犯罪被害者週間｣街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(古河市)
開催日:11 月 25 日
場所:ＪＲ古河駅東口,西口
出席者:市民会議役員,青少年相談員,県民会議役員,更生
保護女性会,古河警察署,青少年ｾﾝﾀｰ等
○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･牛久市･守谷市･美浦村･古河市)
○市内広報誌(お知らせ版)による青少年健全育成等に関す
る条例の広報(小美玉市)
○だいご広報｢お知らせ版｣による広報(大子町)
○｢だいご青少年育成町民会議だより｣による広報(大子町)
○広報車による広報啓発(城里町･結城市)
○市による町内一円の街頭宣伝啓発広報とﾊﾟﾄﾛｰﾙ
○電光掲示板による広報市本庁舎(牛久市)
○｢あいさつ･声かけ運動｣｢強調月間｣HP 掲載,市庁舎ﾃﾛｯﾌﾟ広
報(牛久市)
○幟旗の掲出･ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ作成,配布(茨城町･城里町･東海
村･常陸太田市･高萩市･八千代町)
○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
布及び掲示(牛久市)
○児童虐待防止ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(水戸市･古河市･下妻市)
《水戸市》(啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布)
11 月 1 日～31 日:各市民ｾﾝﾀｰ等
11 月 5 日:ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原
11 月 6 日:ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｽﾀｼﾞｱﾑ水戸
○店舗訪問･学校等訪問時の啓発品･ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布(大子
町･鹿嶋市)
○ﾎﾟｽﾀｰの掲示(ひたちなか市･牛久市)
○｢家庭の日｣図画･作文作品展示(那珂市･下妻市)
《那珂市》
展示期間:11 月 24 日(木)～12 月 6 日(火)
場所:(於)総合ｾﾝﾀｰらぽーる ｱﾄﾘｳﾑ
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○｢家庭の日｣絵画･ﾎﾟｽﾀｰ展の開催(優秀者を讃え,町長賞等
の受賞)と会場で期間中,啓発用ﾃｨｯｼｭの配布(大子町)
○青少年を育てる石岡市民の会による懸垂幕の設定(石岡
市)
○かすみがうら祭(かすみがうら市)
啓発活動(ﾃｨｯｼｭ,ﾚｰﾌﾚｯﾄ,ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ配布)
巡回活動(会場内の巡回指導)
○ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ啓発ﾌｧｲﾙ･｢青少年を非行から守ろう｣ﾃｨｯｼｭの配
布(利根町)
○啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ等の配布(古河市,坂東市,八千代
町)
○電話相談ｶｰﾄﾞ等の配布(古河市)街頭補導時

4(1)エ

3 研修会等
○薬物乱用防止指導員ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修会(茨城県)
(茨城県,水戸市,牛久市,守谷市,
開催日:11 月 1 日
笠間市,城里町,つくば市,東海村,
場所:水戸市
常陸太田市,鉾田市,桜川市,高萩 ○生徒指導推進協議会(茨城県)
市,美浦村,日立市,北茨城市,大子
開催日:平成 23 年 11 月 17 日
町,土浦市,かすみがうら市,つく
場所:茨城県庁 11 階共用会議室
ばみらい市,常陸大宮市,神栖市,
出席者:学識経験者,産業経済関係団体,PTA 関係団体,青少
古河市,石岡市,筑西市)
年健全育成,関係団体,地域女性関係団体,学校関
係団体の代表者,茨城県教育研修ｾﾝﾀｰ及び教育庁
関係職員
内容:｢震災等で心身に影響をうけた児童生徒への支援に
ついて～最近の児童生徒の問題行動をふまえて～｣
○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:81 件
②こんにちは赤ちゃん事業
対象:生後 4 ヶ月までの乳児がいる家庭
担当:子育てｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ,助産師,保健師
訪問実件数:147 件
○養育支援訪問指導(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:専門職ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ,OB ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｲｻﾞｰ,保健師,看護師
訪問延件数:14 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。
○いじめ,虐待防止の講話(民生委員,児童委員)(牛久市)
○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ﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ会
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。
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○家庭児童相談(通年)(守谷市)
○家庭児童相談室出張相談(11 月 11 日)(守谷市)
○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。
○防犯活動(水戸市)
・安全なまちづくりﾓﾃﾞﾙ地区(水戸駅南口周辺)における防
犯・交通安全街頭活動の実施(11/10,11/29)
○交通安全教室(水戸市)
実施回数:5 回
参加者数:476 名
○隆園指導(水戸市)
実施回数:3 回
対象者数:84 名
○家庭教育に関する講演会(笠間市)
○家庭教育学級講演会(城里町･守谷市)
10 月 15 日(小学校･中学校保護者)
○家庭教育ｾﾐﾅｰ(つくば市)
開催日:11 月 10 日(木)
場所:市立小田小学校
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
啓発するｾﾐﾅｰ
○児童虐待防止講演会(東海村)
開催日:11 月 26 日
場所:東海村中央公民館
○子育て講座(常陸太田市)
開催回数:11/2～11/30 全 9 回
出席者数:就学児童の保護者 305 名
内容:講話,ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等
○学童期子育て講座(全 10 回)(鉾田市)
就学時健診に合わせて開催
○中学生対象事業(桜川市)
開催日:11 月 12 日
出席者:桃山･桜川中生徒青少年市民会議等
内容:津軽三味線演奏会(生徒に夢と希望を与える)
○家庭教育・人権教育研修会(桜川市)
開催日:11 月 17 日
出席者:南飯田小学生保護者
内容:｢思春期の心とからだ｣講演会
○青少年相談員視察研修(桜川市)
開催日:11 月 21 日
出席者:青少年相談員
内容:少年鑑別所視察(状況説明等・見学)
○視察研修(常陸太田市)
開催日:11/1
出席者:青少年育成関係者 15 名
内容:通信制高校,県内生涯学習ｾﾝﾀｰ視察
○児童館他施設見学及び講習(牛久市)
○出前講座(常陸太田市)
開催日:11/6
出席者:一般
内容等:青少年の健全育成について
○高萩市青少年相談員協議会 11 月定例会･研修会(高萩市)
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開催日:11 月 17 日
場所:つくば市
○青少年相談連絡協議会会議･役員会(美浦村)
○県北地区市長民会議研修会(北茨城市･大子町)
開催日:11 月 8 日
場所:大子町立中央公民館
内容:5 ﾌﾞﾛｯｸからの活動計画の発表と質疑応答･史跡巡り
○土浦地区青少年育成市民会議連絡会研修会(土浦市･かす
みがうら市･つくばみらい市)
開催日:11 月 19 日(土)13:30～16:00
場所:きらくやまふれあいの丘,世代ふれあいの館
内容:演題｢子ども達に『優しさ』を育むために｣
講師:生越 達氏(茨城大学教授,県ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ)
○古河市学校警察等連絡協議会(古河市)
開催日:11 月 17 日
場所:三和庁舎
出席者:市内小中高等学校長,生徒指導主事,PTA 会長,青少
年相談員,古河警察署,教育委員会
○第 1 ﾌﾞﾛｯｸ青少年相談員研修会(北茨城市)
開催日:11 月 26 日
場所:北茨城市民ふれあいｾﾝﾀｰ
内容:講演会｢ﾏｲｸ握って 50 年,好きこそものの上手なれ下
手の横好き｣,実践事例発表会(日立･高萩･北茨城)
講師:ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ 梶 幹雄先生
○常陸大宮市子ども会育成連絡協議会幹部研修会(常陸大宮
市)
○青少年相談員 視察研修(茨城学園)(神栖市)
○青少年相談員 視察研修(筑西市)
開催日:11 月 4 日(金)
研修先:ｳｲｻﾞｽ高等学校
参加者:青少年相談員
○青少年を育てる石岡市民の会視察研修(石岡市)
・つくば中央警察署員を講師として防犯等における研修会
を実施(11 月 17 日)
○ふれあい子育て講座(全 2 回)(神栖市)
○就学時子育て講座(5 校)(神栖市)
○平成 23 年度古河市人権ﾘｰﾀﾞｰ育成講座(古河市)
開催日:11 月 10 日･6 日
出席者:市職員,教員,民生児童委員等
内容:ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ,小中学生の作文発表,人権学習会(参加型
学習会形式)
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4 青少年保護育成巡回活動,環境 ○青少年のための環境健全化懇談会(茨城県,各県民ｾﾝﾀｰ)
4(1)ア,エ
浄化活動等
開催日:11 月 2 日
(茨城県,警察本部, 各県民ｾﾝﾀｰ,
場所:茨城県庁
大子町,鉾田市,水戸市,常陸太田
出席者:(株)NTT ﾄﾞｺﾓ,KDDI(株),ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ(株),(株)ｹｰ
市,石岡市,龍ケ崎市,牛久市,古河
ｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ,(株)ｺｼﾞﾏ,(株)ﾔﾏﾀﾞ電機,(株)ﾋﾞｯｸｶ
市,常総市,日立市,鹿嶋市,鉾田
ﾒﾗ,(社)青少年育成茨城県民会議,茨城県青少年相
市,神栖市,守谷市,美浦村,結城
談員連絡協議会,茨城県 PTA 連絡協議会,茨城県ﾒﾃﾞ
市,下妻市,筑西市,坂東市,常陸大
ｨｱ教育指導員連絡会,警察本部各課,教育庁各課,
宮市,土浦市,東海村,城里町,小美
県各課
玉市,笠間市,土浦市,つくば市,茨 ○茨城県青少年の健全育成等に関する条例遵守実態調査(県 4(1)エ
城町,高萩市,結城市,ひたちなか
南県民ｾﾝﾀｰ)
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市,那珂市,北茨城市,かすみがう
ら市,五霞町)

開催日:11 月 1 日,4 日,7 日,11 日,14 日,17 日,24 日,
25 日,28 日
場所:大規模書店,複合店,ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ,大型家電販売店,
携帯電話販売店等
○青少年条例遵守状況実態調査(鹿行県民ｾﾝﾀｰ)
・茨城県青少年の健全育成条例に関係する管内 50 店舗の
書店･大型電気店,携帯電話販売店等立入調査
対象:(管内 5 市合計 50 店舗)
・書店 11 店舗,複合店 9 店舗,ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ 20 店舗,大型家
電販売店 5 店舗,携帯電話販売店 5 店舗
○青少年健全育成条例普及啓発活動(大子町)
・店舗･学校等訪問時の県条例ﾘｰﾌﾚｯﾄ等の配布･説明
○環境浄化啓発委託事業(鉾田市)
○街頭指導･補導活動(水戸市･常陸太田市 7 回･石岡市 6 回･
龍ケ崎市 6 回･牛久市･古河市 11 回･常総市)
・水戸市:11 月中に述べ 20 回実施
○街頭巡回活動【11 月 4 日･11 日･15 日･25 日実施】(東海村)
※通年で活動実施。
○街頭活動(日立市,鹿嶋市,鉾田市,神栖市,守谷市,美浦村,
結城市,下妻市,筑西市 14 回,坂東市)
・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
○街頭相談(常陸大宮市,土浦市)
○｢青少年の健全育成に協力する店｣訪問･登録等推進活動
(東海村,城里町,小美玉市,鹿嶋市,牛久市,笠間市,常陸太
田市,鉾田市,土浦市,つくば市,美浦村,坂東市)
○青少年相談員による街頭ﾊﾟﾄﾛｰﾙ活動(茨城町,高萩市)
○青少年相談員によるｺﾝﾋﾞﾆ,書店等訪問活動(茨城町)
○ﾋﾞﾃﾞｵ,有害図書類自動販売機の点検(笠間市,古河市,常総
市)
○ﾋﾞﾃﾞｵ･DVD･図書･玩具類等取扱店舗への立入調査(大子町,
牛久市,結城市)
○市内の中学校区ごとに班編成をし,街頭指導を延べ 21 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 28 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)
○環境浄化活動(那珂市)
開催日:11 月 30 日(水)
場所:(於)市内全域対象
参加者:133 名
内容:各学区の有害ビラ･捨て看板等撤去作業と通学路の
点検等
○市内巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(小美玉市,牛久市,つくば市,かすみがう
ら市 3 回,坂東市,五霞町)
○各地区常時巡回活動(北茨城市)
・小学校区 12 支部の相談員の巡回と同時に青少年健全育
成条例普及活動,102 名参加
○公用車による夜間巡視(城里町)
○ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ(通学路)清掃活動(青少年育成鉾田市民会議)
○花の植栽(牛久市)
場所:牛久駅前広場,消防署,交番
○捨て看板,風俗ビラ撤去による社会環境整備活動(美浦村)
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5 子ども・若者の社会参加活動
○｢親が変われば,子どもも変わる｣運動実践ﾓﾃﾞﾙ事業
(県民会議,古河市,稲敷市,筑西
(県民会議)
市,取手市,行方市,那珂市,小美玉
①開催日:11 月 5 日(土)
市,東海村,美浦村,守谷市,常陸太
場所:しらゆり幼稚園(古河市)
田市, 桜川市)
実施主体:青少年育成茨城県民会議,しらゆり幼稚園
対象者:未就学児とその親
内容:親子大根抜き他
②開催日:11 月 12 日(土)
場所:稲敷市桜川体育館(稲敷市)
実施主体:青少年育成茨城県民会議,ｲﾅｽﾞﾏｯｸｽ 2001
対象者:小学生とその親
内容:親子椅子づくり
③開催日:11 月 19 日(土)
場所:県西生涯学習ｾﾝﾀｰ(筑西市)
実施主体:青少年育成茨城県民会議,県西おやじの会
対象者:小学生とその親
内容:親子陶芸教室
④開催日:11 月 26 日(土)
場所:取手市保健ｾﾝﾀｰ(取手市)
実施主体:青少年育成茨城県民会議,取手地区更生保護
女性会
対象者:小学生とその親
内容:親子料理教室
⑤開催日:11 月 30 日(水)
場所:玉造幼稚園(行方市)
実施主体:青少年育成茨城県民会議,行方市子どもに読
書をすすめる会
対象者:幼稚園児とその親
内容:読み聞かせ,紙芝居他
○親子ふれあいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(県民会議)
開催日:11 月 26 日(土)
場所:水戸市立第四中学校
実施主体:青少年育成茨城県民会議,水戸市青少年育成推
進会議四中地区青少年育成会
対象者:中学生とその親
内容:映画会と親子対話
○青少年育成活動ﾓﾃﾞﾙ事業(県民会議)
①開催日:11 月 20 日(日)
場所:小貝漁業協同組合孵化場(筑西市)
実施主体:青少年育成茨城県民会議,Kids 天国委員会
対象者:小･中･高校生とその親
内容:鮭捕獲見学,孵化場見学他
②開催日:11 月１日(火)･22 日(火)･30 日(水)
場所:つくば市立豊里中学校
実施主体:青少年育成茨城県民会議,つくば･あつまれち
びっ子 in 豊里の会
対象者:中学生
内容:ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座
○｢どっきん土曜日開放講座｣(那珂市)
開催日:11 月 26 日(土)10:00～15:00
場所:(於)ふれあいｾﾝﾀｰよこぼり
参加者:56 名
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○地域交流会(はとりっ子ふれあい交流会)(小美玉市)
○東海村文化祭(東海村)
開催日:11 月 2 日～11 月 6 日
場所:東海文化ｾﾝﾀｰ 他
○親子ふれあい劇場(東海村)
開催日:11 月 2 日～11 月 11 日
場所:村内 5 幼稚園
○青少年育成東海村民会議白方支部｢ｳｵ-ｸﾗﾘｰ大会｣(東海村)
開催日:11 月 3 日
場所:白方ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 他
○青少年育成東海村民会議｢母と子のｻﾛﾝ｣(東海村)
開催日:11 月 4 日･12 日･18 日･25 日
場所:東海村中央公民館 他
○青少年育成東海村民会議中丸支部｢ふれあいｺﾝｻｰﾄ｣(東海
村)
開催日:11 月 5 日
場所:村立中丸小学校
○東海やったん祭(東海村)
開催日:11 月 6 日
場所:村立東海南中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ及び体育館
○芸術観賞教室(東海村)
開催日:11 月 10 日
場所:東海文化ｾﾝﾀｰ
○家庭教育学級(東海村)
開催日:11 月 12 日･17 日
場所:東海村総合体育館 他
○青少年育成東海村民会議石神支部｢三世代交流会｣(東海
村)
開催日:11 月 27 日
場所:石神ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
○常陸太田秋まつり(子どもｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ)(常陸太田市)の運営
開催日:11 月 19,20 日
参加者:544 名
内容:子ども会役員や,高校生ﾘｰﾀﾞｰによるｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰの運営
○市民活動･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験募集(通年)(守谷市)
○守谷市子ども会育成連合会活動記録展示による広報(子ど
も会会員の絵画・書道等の作品展を兼ねる)
実施日:11 月 6 日～18 日
○放課後子ども教室推進事業(美浦村)
○美浦村親子ふれあいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ活動(美浦村)
○｢しらとりまつり 2011｣でのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協力(筑西市)
開催日:11 月 12 日(月)
場所:特別養護老人ﾎｰﾑ｢しらとり｣
参加者:筑西ﾘｰﾀﾞｰｽ高校生会
○筑西ﾘｰﾀﾞｰｽ高校生定例会(筑西市)
開催日:11 月 14 日(月)
場所:筑西市青少年ｾﾝﾀｰ
○わくわくサタデー事業(桜川市)
開催:11 月 26 日
出席者:岩瀬地区小学生・保護者
内容:手作りソーセージ体験
○はたちの集い実行委員会(桜川市)
開催:11 月 26 日
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出席者:成人式を迎える青年等
内容:自分たちのはたちの集いを計画
6 少年の立ち直り支援活動
(茨城県警察本部)

7 青少年保護育成活動
(茨城県警察本部)

8 青少年健全育成活動(高萩市)

○不良行為少年等に対するｻﾎﾟｰﾄ活動(警察本部少年課,県下 4(１)イ
各警察署)
・少年及び家族との面接相談
・少年の学習支援
○児童ﾎﾟﾙﾉ単純製造被疑者の検挙並びに被害児童の保護
4(1)エ(ア)
(警察本部少年課,日立警察署)
○非行防止教室,薬物乱用防止教室の実施(警察本部少年課, 4(1)エ(ウ)
県下各警察署)
県内 小学校:29 校 1696 人
中学校:５校 1027 人
高 校:５校 1826 人
○第 25 回高萩市子ども作品展(高萩市)
4(１)ア
開催日:11 月 10～13 日
場所:高萩市文化会館ﾎﾜｲｴ
来場者数 2168 人(市内幼稚園･保育園児童,小学校･中学校
生徒･高校生の絵画･書写等の作品展)

9 顕彰等(水戸市,筑西市,取手 ○｢家庭の日｣絵画･ﾎﾟｽﾀｰと作文ｺﾝｸｰﾙ展(水戸市･筑西市)
市)
《水戸市》
期間:11 月 16 日(水)～23 日(水)
場所:ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原
《筑西市》
期間 11 月 15 日(土)～20 日()日
しもだて美術館
審査会:11 月 8 日(火)
表彰式:11 月 19 日(土)
○感謝状贈呈(取手市)
実施日:11 月 7 日
場所:取手市役所秘書課応接室
内容:前青少年相談員連絡協議会長への感謝状贈呈
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