（栃木県）

平成２３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

栃木県

青少年行政主管課(室)名

分

県民生活部青少年男女共同参画課

内

容

備

・
「栃木の子どもをみんなで育てよう」運動フォーラム（県生涯学習課、河内教育事務所）
１ 大会等
期日：11 月 24 日
場所：県総合教育センター
内容：趣旨説明、パネルディスカッショ
（栃木県・市町）
ン、事例発表、分散会会議

考

４（１）ア・イ

参加者：地域で子どもを育む活動指導者、子どもの育成に関係

するボランティア団体関係者、家庭教育支援関係者、青少年育成関係者、ＰＴＡ、教職員、社会
教育団体関係者、行政関係職員等
・青少年のための市民のつどい（足利市） 期日：11 月 3 日

場所：足利市民会館

出席者：市長、 ４（１）ア

教育長、教育次長、青少年育成会連絡協議会（会長ほか 26 名）
、育成会関係者 180 名、一般各種
団体等 120 名

内容：少年の主張足利大会入賞者並びに足利市ヤングの主張入賞者による主張

発表、育成支援のための記念講演会
・子ども虐待防止ネットワークとちぎ主催「第 2 回子ども虐待をなくそう！」

４（１）ウ

県民のつどいで県内の児童虐待の状況を説明した（県北児童相談所 所長）
・
「とちぎ県民協働フェスタ 2011」にブースを出展（中央児童相談所）
・藤原支部子ども会大会（日光市）

・第 6 回小山市青少年健全育成大会（小山市）
(白鴎ホール)

４（１）ウ

期日：11 月 6 日

４（１）ア

期日：11 月 19 日

場所：白鴎大学東キャンパス

４（１）ア・エ

出席者：市長、教育委員長、教育長、警察署長、市議会議長、下都賀教育

事務所長、青少年育成関係者、一般市民

計 593 人

内容：青少年の主張作文コンクール

アトラクション：小山市立間々田小学校合唱部の合

唱と、小山市立城南中学校楽器アンサンブルの演奏
・子ども何でも発表会（下野市）青少年育成市民会議主催
立古山小学校体育館

期日：11 月 23 日

出席者：発表児童 23 名、観覧者 80 名

場所：下野市

４（１）ア

内容：児童が自主的に好きな事、

やりたい事を何でも発表する機会を与え、そこで発表することで自己肯定感を育む
・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 2011」
（壬生町）

期日：11 月 6 日

４（１）ア・イ

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 770 人

内容：標語入賞者 11 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「きらきらフェスタ 2011 ～みんなの笑顔 未来は僕らのがんばりの中
～」
（高根沢町）

期日：11 月 27 日

４（１）ア

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
・職場警察連絡協議会ボーリング大会（矢板署）

期日：11 月 25 日

参加者：45 名

４（１）ア

内容：職場の青少年同士の交流及び健全育成を図った。
・第２回ウォークラリー大会（岩舟町）

期日：11 月 27 日

場所：岩舟町中央公民館

４（１）ア・エ

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、家族や友人との交流を図る
・学びのつどい、家庭の日推進大会合同開催「和い輪い学習フォーラム」
（那須町）
期日：11 月 19 日
２ 広報啓発活動

（栃木県・市町）

場所：那須町文化センター

４（１）ア

内容：表彰、発表、講演会等

・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、下野市、足利市、益子町、さくら市、 ４（１）ア、ウ
宇都宮市、栃木市、茂木町、真岡市、那須町、壬生町、市貝町）
・のぼり旗の掲揚（那須烏山市、さくら市）青少年を育てる各地区協議会等でのぼり旗を掲揚した。

４（１）ア、ウ

・児童虐待防止対策特別事業の実施（県こども政策課）

４（１）ウ

＊新聞広告による広報
＊県庁正面玄関ロビー内にオレンジリボンツリーの設置
＊のぼり旗の掲示
＊県庁南側窓（15 階分）を利用した巨大オレンジリボンの掲示
＊スポレク“エコとちぎ”会場にて啓発パンフレット等の配布
＊県庁１５階展示ロビーにおいて児童虐待防止推進月間の啓発
＊とちぎ県民協働フェスタ 2011 に民間団体と協働で出展
＊啓発用パネルを作成し各市町等関係機関に配布・掲示
・児童虐待防止啓発ポスター掲示、のぼり掲出、パンフレット等配布（下野市、塩谷南那須教育事務所、 ４（１）イ・ウ
県西健康福祉センター、那珂川町、足利市、中央児童相談所、矢板市、上三川町、小山市、各警察署、
壬生町）
・児童虐待防止リーフレットの配布（各警察署）

４（１）ウ

・立て看板設置（栃木市）市内 14 か所

４（１）ア・イ

・横断幕掲示（
「おはようで きょうも元気に スイッチオン」矢板市）
（岩舟町）

４（１）ア

・懸垂幕、幟旗の掲出（茂木町）

４（１）ア

・横看板掲示（矢板市）
「はぐくむ 心に たくす未来」

４（１）ア

・街頭啓発活動（小山市） 期日：11 月 13 日

４（１）ア・エ

場所：小山市中央清掃センター（おやまリサイクル

フェア会場） 参加者：小山市青少年健全育成連絡協議会、小山市青少年育成指導員協議会
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・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）ウ及び

ＣＡＴＶ、町ＨＰによる啓発活動（茂木町）

４（２）ア

・11/4 西那須野地区内携帯電話販売店３店舗において携帯電話の「フィルタリング」啓発（那須塩原市） ４（１）エ
・啓発用のポスター掲示（宇都宮市、栃木市、真岡市）

４（１）ア

・街頭啓発活動（壬生町）

４（１）ア・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）エ

・
「家庭の日」推進活動（とちぎ未来づくり財団、青少年男女共同参画課）

４（１）イ

＊絵日記コンテスト優秀作品の展示（県公館、県庁舎）
＊花のタネ配布（20 市町民会議へ 9,050 袋）
・地域安全運動広報活動（岩舟町） 11 月 15 日 町内において啓発物の配布活動

４（１）イ・エ

・たばこ販売協同組合連合会との協働による未成年喫煙防止広報啓発活動の実施（警察本部、各警察署） ４（１）エ
・小売酒販協同組合連合会等との協働による未成年飲酒防止広報啓発活動の実施（警察本部、各警察署） ４（１）エ
・麻薬･覚せい剤乱用防止運動（県薬務課）

４（１）エ

薬物乱用防止指導員等による薬物乱用防止啓発リーフレット・資材の配布
＊11/3 「つつじの郷やいたともなりまつり」
（矢板市）
＊11/3 「さくら市民体育祭」
（さくら市）
＊11/6 「佐野市健康まつり」
（佐野市）
＊11/12「ふれあい健康福祉まつり」
（上三川町）
＊11/13「野木町産業祭」
（の御町）
＊11/23「第 5 回宇都宮市民福祉の祭典」
（宇都宮市）
＊11/23「真岡市消費者まつり」
（真岡市）
・
「栃木の子どもをみんなで育てよう」運動（県生涯学習課）

４（１）ア～エ

＊広報啓発ポスター･リーフレット作成･配布
・花のタネ、ティッシュペーパー等の配布（下野市、野木町、栃木市）

４（１）イ・ウ

・啓発用懸垂幕を駅前広場に掲示（野木町）

４（１）ア

・職員の「児童虐待防止推進月間」啓発オレンジリボン着用（中央児童相談所、県北児童相談所）

４（１）ウ

・青少年健全育成のチラシを作成し市内全小中学生（約 8600 人）に配布した。
（鹿沼市）

４（１）ア・エ

・11/5 市内の大型店舗 5 か所で啓発チラシ・物資を配布（参加者：中学生 30 人、高校生 11 人）

４（１）ア・エ

同時に「家庭の日」
「あいさつ運動」ののぼり旗を掲出（鹿沼市）
・11/12「ふるさと健康福祉祭り」で、薬物乱用防止リーフレット、チラシ、ティッシュ等を配布（上三川町）

４（１）ア・エ

・とちぎ食育応援団（ボランティア）による「とちぎっ子食育出前講座」の実施（県農政課）

４（１）イ

幼稚園、保育所等の児童及びその家族を対象に、食育の指導・実演、農業体験・加工体験の受入れ等を行う

３ 研修等
（市町）

・宮っ子フェスタにおいて啓発物品等の配布（宇都宮市）

４（１）ア

・宮っ子フェスタにおいてオレンジリボンキャンペーン（宇都宮市）

４（１）ウ

・栃木サッカークラブのホームゲームにおいて入場者にオレンジリボン等の配布（宇都宮市）

４（１）ウ

・市内各所へ児童虐待防止ポスターとのぼり旗の掲示（宇都宮市）

４（１）ウ

・市内オリオンスクエア電光掲示板での児童虐待防止広告の放映（宇都宮市）

４（１）ウ

・啓発用パンフレットの配布（栃木市、岩舟町、茂木町、真岡市、那須町）

４（１）ア・イ

・薬物乱用防止啓発用グッズの配布（那須町）

４（１）ア・イ

・町内各小中学校における強調月間中の見回り強化（茂木町）

４（１）エ

・青少年育成指導員等研修会（県西健康福祉センター）

期日：11 月 1 日

場所：栃木県発達障害者支援センター「ふぉーゆう」
行政主管課等

４（１）ア

参加者：上都賀地区青少年育成指導員・

内容：講演会「施設から見た青少年の現状と健全育成について」

・青少年行政地域連絡協議会及び青少年育成指導員等研修会（矢板健康福祉センター、矢板市）
期日：11 月 30 日

場所：矢板健康福祉センター

４（１）ウ

参加者：塩谷地区青少年育成指導員・市

町青少年育成担当者・民生児童委員・塩谷南那須教育事務所長・中学校長会長・小学校長会長・
地区高校学校長代表・地区更生保護女性会長・警察署員・保護司・地区青少年連絡協議会員等
内容：講演会・情報交換「女性と子供に安全な家庭を～ＤＶ相談の現場から～」
・児童虐待関係市町児童福祉・母子保健合同会議及び研修会（県こども政策課） 期日：11 月 14 日
場所：栃木県総合教育センター
講師：独協医科大学病院法医学講座

一杉正仁 准教授

・青少年健全育成講演会兼野木町学校教育祭講演会（野木町）
文化会館大ホール

４（１）ウ

内容：テーマ「虐待死ゼロを目指して」
期日：11 月 20 日

場所：野木町

４（１）イ

参加者：一般、教職員、ＰＴＡ、町青少年健全育成協議会委員等約 500 人

内容：
「子どもの日本語力をきたえる」講師 明治大学文学部 齋藤孝 教授
・青少年健全育成研修会（鹿沼市） 期日：12 月 4 日
参加者：市長、青少年育成関係者 106 名

場所：鹿沼市民情報センター

４（１）ア

内容：栃木県連合教育会相談部長を講師に招き、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
・相談員、指導員等研修会（大田原市） 期日：11 月 28 日

場所：大田原市大志館すばる会議室

・青少年健全育成大会実行委員会（高根沢町） 期日：11 月 9 日

場所：高根沢町改善センター

４（１）ア
４（１）ア

内容：青少年健全育成大会に向けた話し合いと準備活動
・避難訓練等子どもの安全確保を目的とした教室の実施（各警察署）

４（１）エ

・薬物乱用防止教室、非行防止教室、フィルタリング普及講話等の実施（各警察署）

４（１）エ

・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、県生涯学習課）

４（１）イ

2

・家庭教育支援講座（河内教育事務所）
実施日：11 月 30 日

４（１）イ

場所：宇都宮市立岡本西小学校

度入学生保護者 81 名

出席者：宇都宮市立岡本西小学校次年

内容：子どもの生活リズム・生活習慣に関する講話

・親力アップ子育てセミナー（日光市）

期日：11 月 16 日

場所：藤原総合文化会館

４（１）イ

内容：子育てのコツ、家族の交流等をテーマとして講演会を実施
・家庭教育サポート事業（県生涯学習課） 期日/場所：11 月 4 日（栃木銀行）
11 月 15，18，21 日（古河ヤクルト販売株式会社）

４（１）イ

内容：働く保護者を対象に、親子のコミ

ュニケーション等をテーマとした参加型の学習会を実施
・親学習プログラムフォローアッププログラム（河内教育事務所）
① 施日：11 月 8 日

場所：栃木県庁河内庁舎

４（１）イ

出席者：13 名

内容：親学習プログラム指導者のためのスキルアップを図るための研修
②実施日：11 月 12 日

場所：宇都宮市立古里中学校

出席者：古里中学校保護者 44 名

内容：中学生を子に持つ保護者を対象にした講座「思春期のお子さんに対する性教育を考える」
・思春期版家庭教育支援プログラム促進事業（県生涯学習課）
古里中学校） 11 月 25 日（日光市立落合中学校）

期日/場所：11 月 12 日（宇都宮市立

４（１）イ

内容：思春期の子を持つ保護者を対象に、思

春期の子どもの課題への対応等をテーマとした参加型の学習会を実施
・親学習プログラム体験（河内教育事務所） 期日：11 月 18 日

場所：宇都宮市立西が丘小学校

４（１）イ

参加者：都宮市立西が丘小学校第 2 学年保護者 27 名
・那須塩原市少年指導員会視察研修（那須塩原市）

期日/場所：
（11/25 群馬県富岡市）

・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,大田原市）期日：11 月 17 日

４（１）エ
４（１）エ

場所：埼玉県上尾市「埼玉学園」 内容：寮生活を通して自立を支援している取組を視察
・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 24 年度入学を予定している新１年生の保護者
大切な贈り物」によるワークショップ

４（１）イ

内容：テーマ「しつけは子どもへの

期日/場所：11/1（鹿沼市立粟野第 1 小学校）

11/2（鹿沼市立北押原小学校、日光市立下原小学校、鹿沼市立津田小学校、鹿沼市立清洲第 1 小学校）
11/9（鹿沼市立みなみ小学校、鹿沼市立西小学校）
・児童生徒と保護者のための携帯電話講習会（壬生町）町内小学校 5 校〉
・青少年健全育成講演会（栃木市）市内 9 中学校区で実施
・栃木市･大平少年補導員合同研修会（栃木市）
テーマ：
「育ち」

４（１）エ

参加者：986 名

期日：11 月 17 日

講師：国立きぬ川学院 板垣辰彦 調査課長

４（１）イ
場所：栃木市皆川公民館

４（１）ア

出席者：少年指導員 45 名

・少年指導員定例会（真岡市）

４（１）ア

・薬物乱用防止教室の実施（河内教育事務所）

４（１）エ

・安全教育指導者研修会（県教委学校教育課）

４（１）エ

・高校生の交通問題を考える会シンポウム（県教委学校教育課）

４（１）エ

・児童生徒指導担当指導主事会議（県教委学校教育課）

４（１）エ

・放射線等に関する教育職員セミナー（県教委学校教育課）

４（１）エ

・県立学校生徒指導連絡協議会（県教委学校教育課）

４（１）エ

・薬物乱用防止指導員による薬物乱用防止教室の実施（県薬務課）

４（１）エ

＊11/9（佐野市立佐野西中学校） 11/15（那須塩原市立稲村小学校） 11/18（那須塩原市立大原間
小学校） 11/28（那須塩原市立黒磯小学校） 11/29（大田原市立佐久山中学校） 11/30（那須塩
原市立波立小学校） 11/30（矢板市立豊田中学校）
・非行防止講演会（宇都宮市）

期日：11 月 1 日

場所：東市民活動センター

参加者：88 名

４（１）エ

内容：テーマ「家庭の大切さについて」

４ 青 少 年 保 護 ・有害図書等立入調査（県東健康福祉センター、烏山健康福祉センター、安足地区青少年育成連絡協議
会、下野市、塩谷南那須教育事務所、高根沢町、県西健康福祉センター、安足教育事務所、矢板健康
育成巡回活動、
福祉センター、鹿沼市、矢板市、上都賀教育事務所、益子町、上三川町、県南健康福祉センター、小
環境浄化活動等
（栃木県・市町） 山市、さくら市、日光市、那須塩原市、宇都宮市、下都賀教育事務所、大田原市、茂木町、真岡市、

４（１）エ

那須町、壬生町、市貝町）
・街頭指導活動（高根沢町、鹿沼市、小山市、日光市、各警察署、栃木市、大田原市、真岡市）

４（１）エ

・違法･有害広告物除却活動（栃木市）

４（１）エ

・有害図書自動販売機撤去活動（壬生町）
・列車指導（那須塩原市）

４（１）イ・エ

期日/場所：
〈11/18

ＪＲ宇都宮線 黒磯～矢板間〉

４（１）エ

・身近な犯罪抑止及び少年の健全育成活動を目的とした「壬生町内の安全パトロール」
（栃木署）

４（１）エ

・薬物乱用防止巡回パトロールの実施（県薬務課） 栃木ダルクにより月 20 回

４（１）エ

・ホットほっと電話相談（県生涯学習課）

４（１）エ

＊いじめ相談さわやかテレホン（子ども専用）通年
＊家庭教育ホットライン（保護者専用）通年
＊メール相談（保護者・子ども）通年
・携帯電話販売業者に対する青少年育成指導依頼（県東健康福祉センター、安足健康福祉センター、県

４（１）エ

西健康福祉センター、矢板健康福祉センター）
・
「環境調査（防犯パトロール）
」
（那須烏山市） 山あげ祭に合わせて、青少年の集まる場所を調査し危

４（１）エ

険個所を把握する。併せて、青少年に帰宅を促し非行や事故を未然に防止する。
・白ポスト巡回による有害図書類回収（小山市）

11/25 小山駅、間々田駅
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４（１）エ

・違反広告物除却推進事業（小山市）

５ 子ども･若者
の社会参加活動
(栃木県・市町)

11/26

４（１）エ

・終電の時間帯に駅を巡回（さくら市）

４（１）エ

・地区育成会等が主体となって巡回防犯活動を実施（宇都宮市）

４（１）エ

・
「秋の特別コンサート」
（市貝町） 期日：12 月 22 日 場所：町役場ロビー 参加者：250 人

４（１）エ

・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）

４（１）ア

・
「秋祭り」に中学生参加（矢板市）

４（１）ア

・市民の日にジュニアリーダースが参加（矢板市）

４（１）ア

・福祉まつりへのボランティア協力（矢板市）
・なすしおばら童謡フェスタ（那須塩原市）
・自然体験塾（那須塩原市）

４（１）ア
期日/場所：
（11/20

黒礒文化会館）

期日/場所：
（11/26 三島神社）

４（１）ア
４（１）ア

・ジュニア及びユースリーダースクラブの育成〈市町主催事業等への協力参加〉
（益子町、さくら市）
・人権に関する作文･イラスト表彰式（県教委総務課人権教育室）
６ 表彰等
日時：11 月 17 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一
（栃木県・市町）

４（１）ア
４（２）イ

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）とちぎ未来づくり財団〉
期日：11 月 15 日
体)

場所：栃木県公館

＊青少年育成功労者(19 名)

内容：＊善行青少年(2 名)

＊優良青少年団体(6 団

＊青少年育成功労団体(７団体)

＊「家庭の日」絵日

４（２）イ

記コンテスト表彰(3 名・1 団体)
・職場警察連絡協議会優良勤労青少年表彰式（警察本部、下野署）
・青少年健全育成標語入賞者表彰式（壬生町）

期日：11 月 6 日

４（２）イ
場所：壬生町中央公民館

４（２）イ

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 770 人

内容：標語入賞者 11 名表彰

・町文化優秀者・小山文化スポーツ賞表彰（高根沢町） 期日：11 月 3 日 場所：高根沢町町民広場

４（２）イ

・優良青少年並びに団体表彰

４（１）ア

期日：11 月 3 日

場所：足利市民会館

表彰者等：優良青少年 34 名、優良構内団体 2 団体、優良子ども会 1 団体
・模範児童生徒表彰(栃木市)

期日：12 月 8 日

場所：栃木市文化会館

（２）イ
４（２）イ

出席者：市長、栃木警察署長、教育長、来賓、保護者、表彰児童生徒 91 名（小 48 中 43）
・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

４（２）イ

内容：教育功労者、特別表彰者、教育関係協力者、模範児童･生徒等、児童生徒や青少年の健全育
成貢献者を表彰
・那須塩原市表彰

（期日/場所：11/2 三島ホール）少年指導員 4 名が該当

・明るい家庭づくり作文表彰及び発表、少年の主張全国大会出場記念発表（那須町）
期日：11 月 19 日

場所：那須町文化センター
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４（２）イ
４（１）ア、
４（２）イ

