（千葉県）

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
１．大会等

分

千葉県

青少年行政
主管課(室)名
内

環境生活部県民生
活課青少年室
容

・青少年健全育成大会
（市原市、習志野市、柏市、流山市、鴨川市）

備

考

４（１）ア、イ、
エ、
４（２）イ
・東葛飾地区「少年の日・地域のつどい大会」
４（１）ア②③、
（6 市合同：松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市） イ、ウ
開催日：11 月 20 日
場所： 松戸市運動公園
・少年の主張全国大会 （千葉県青少年協会）
４（１）ア
開催日：11 月 13 日
場所：国立オリンピック記念青少年総合センター
・さんむ植樹祭 （千葉県青少年協会）
４（１）ア
開催日：11 月 6 日
場所：山武市
・中学校招待弁論大会（千葉市）
４（１）ア
開催日：11 月 10 日
場所：白井中学校
内容：市内中学校代表弁士による発表
・たかす虹のコンサート（千葉市）
４（１）ア、エ
開催日：10 月 29 日
場所：高洲第一中学校体育館
内容：小・中・高生による演奏会
・稲毛あかり祭り「夜灯（よとぼし）
」
（千葉市）
４（１）ア
開催日：11 月 19 日・20 日
場所：京成稲毛駅ロータリー～浅間神社
内容：灯篭の作成、設置ボランティアとしての作業、イベントのス
テージ発表
・少年の日・地域のつどい大会
４（１）ア②、エ
（流山市、大網白里町、茂原市、白子町、一宮町、長柄町、長南町、 （エ）③
睦沢町、南房総市）
・地域まつり （佐倉市）
４（１）ア②
（千代田ふれあい、和田ふるさと）
・第５回青少年ユニカール大会（四街道市）
４（１）ア②、エ
開催日：11 月 26 日
（エ）③
・子ども会交歓会（旭市）
４（１）ア
開催日：11 月 19 日
内容：市内子ども会合同ゲーム大会と模擬店
・青少年意見発表大会（旭市）
４（１）ア
開催日：11 月 12 日
内容：小中高校生及び青年による意見発表大会
・自然科学実験イベント・おもしろ実験まつり（茂原市）
４（１）ア②
開催日：11 月 19 日
場 所：茂原市中央公民館
参加者：90 名（長生郡市内小学校児童・保護者）
内 容：小学校児童に科学技術に関する興味・関心を追求する場を
提供し、より創造性豊かな人間を形成することを目的とする。
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２ 広報啓発活動

・僕と私のジャンピング大会（茂原市）
開催日：11 月 23 日
場 所：茂原市民体育館
参加者：552 名
内 容：なわとび競技

４（１）エ（エ）
③

・ちょうせい子どもまつり（長生村）
開催日：10 月 30 日
内 容：昔あそび、読み聞かせ、電気教室
・親子写生大会（館山市）
開催日：11 月 3 日
会 場：千葉県南房パラダイス
・
「教育の日」行事（南房総市）
開催日：11 月 20 日
参加者：約 600 名
内 容：教育功労表彰、人権作文表彰、記念講演、舞踊講演
・少年少女の主張大会、青少年健全育成啓発標語コンクール
（木更津市）
開催日：11 月 13 日
会 場：木更津市民会館
内 容：健全育成作文・標語の発表及び表彰
参加者：250 名

４（１）ア②

・
「子ども・若者育成支援強調月間」ポスター掲示と朝礼等
（千葉県、市原市原高等技術専門校、旭高等技術専門校、東金高等
技術専門校、銚子市共同高等職業訓練校、君津市共同高等職業訓練
校、千葉県菓子共同高等職業訓練校、習志野市、我孫子市、八街市、
酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、海匝市、南房総市、鋸
南町）
・育成委員会広報誌「WILL」発行（千葉市）
発行日：11 月 15 日
内容：育成委員会活動の紹介等を通し、小・中学生や保護者および
地域の方へ、児童生徒が安全な生活について考えてもらうとともに
危機管理の意識を高めた。
・子ども 110 番ステッカーの配布（印西市）
・薬物乱用防止の広報（千葉県、流山市、木更津市、富津市、東庄
町、千葉科学大学、県立茂原樟陽高校）
・JICA 募集広報ポスターの掲示（千葉県、佐倉市ほか）
・児童虐待防止キャンペーン（オレンジリボンキャンペーン）の実
施
リボン着用、ポスター掲示、広報紙掲載、チラシ回覧等
（千葉県、浦安市、市川市、我孫子市、佐倉市、四街道市、富里市、
海匝市、いすみ市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、山武市）
・ひきこもり支援（千葉県）
・広報紙（県民だより 11 月号）
、ラジオＣＭ
県政トピックス「ひきこもり相談電話を開設」
・千葉日報「県からのお知らせ」

４（１）イ③

・
「少年の日」ポスター展（習志野市）

４（１）イ③、４
（２）イ
４（１）エ （イ）
③

・交通安全推進
（旭高等技術専門校、銚子市共同高等職業訓練校）
登下校時巡視、校門前でシートベルト着用励行呼び掛等
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４（１）ア②

４（１）ア、
（２）
イ

４（１）ア

４（１）イ

４（１）エ（イ）
４（１）エ（ウ）
③
４（１）ア④
４（１）ウ①

４（１）ア、ウ

・冬の交通安全運動（千葉県、小中高校）
交通安全指導用ポスターの配付
・いじめの未然防止と早期対応（銚子市共同高等職業訓練校）
仲間との連帯感や協調性、思いやり精神を育む活動等

４（１）エ（イ）

・
「いじめゼロ啓発ポスター」の配布（千葉県）

４（１）エ （エ）
①
４（１）エ（エ）
①
４（１）イ③

・いじめゼロキャンペーン（銚子市）
・家庭教育支援（千葉県）
ウェブサイト「親力アップいきいき子育て広場」の保育所・幼稚園・
小学校・中学校を通じた保護者へのチラシの配布及び啓発活動
・家庭教育支援事業「第３日曜日は家庭の日」の啓発
（鎌ヶ谷市）
・内容：毎月、第３日曜日の前１週間「大切にするよ家族の絆・・・
第３日曜日は家庭の日」懸垂幕・のぼり旗を公共施設等に設置
・非行防止啓発パンフレット等の配布（千葉県、松戸市、
、流山市、
旭市、山武市）
・非行防止キャンペーン（松戸市）
・未成年者飲酒防止街頭キャンペーン（千葉県）
啓発用ポケットティッシュ 1,500 個配布、JR 千葉駅周辺
・食育広報（千葉県）
オリジナル弁当コンクール等ＰＲ
・弁当の日
毎月１日に実施（銚子市）

４（１）エ（エ）
③

４（１）イ③

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

・
「ふれあい広場」の実施（千葉市）
４（１）エ
開催日：11 月 23 日
参加者：小中高生 40 名、地域・保護者 40 名
内容：演劇や音楽活動を通し、仲間との関わり方やいじめについて、
理解を深めた。
・善行の紹介（自治会に回覧、HP 掲載）
（八千代市）
４（２）イ
青少年センター便り「フロンティア」発行
・青少年補導センター頼り「潮の香」発行（銚子市）
４（１）
（イ）③
・学校訪問（銚子市）
・命を大切にするキャンペーン（銚子市）

３ 研修会等

・教育講演会（千葉市）
松ケ丘中学校区、講師；千葉市消防局 高松 誠氏
「東日本大震災から学ぶ～自分たちにできること」
・教育講演会（千葉市）
千草台中学校区、講師：県警少年課 2 名、千葉北署員 1 名
「映像による講義とロールプレイング演習等」
・若葉区講演会（千葉市）
若葉区 PTA 主催、講師：元警察少年課 小野寺 百合子氏
「すべてのこども達の幸せを願って～今、私たち大人（地域・親）
にできること～
・命の学習・・・2 回目（千葉市）
大宮中学校、講師：千葉市助産師会 川島 広江
「生命の学習」～生命の誕生から子育てまで～
・教育相談週間（千葉市）
川戸中学校、教員とカウンセラーによる昼休み放課後の教育

3

４（１）エ（エ）
①
４（１）エ（エ）
①
４（１）ア、エ

４（１）エ

４（１）エ

４（１）イ、エ

４（１）エ

・薬物乱用防止教室（千葉市、船橋市、四街道市、白子町）
・(11/14)千葉市、対象：更科小中学校
・(11/17)船橋市、対象：金杉小学校
・(11/8)四街道市、対象：四和小学校
・(11/22)白子町、対象：白子中学校
・救命講習会（千葉市）
有吉中学校区、おゆみ野少年少女オーケストラ合唱団
「つなげよう命のバンド、親子で学ぼう応急手当」
、東日本大震災
講話、救命講習会（心肺蘇生法）
・青少年育成委員会緑ブロック研修会（千葉市）
泉谷中学校区、議題「こどもの参画の推進～子どもの意見を取り入
れた地域づくりのために～」
・ブロック研修会講演会（千葉市）
美浜ブロック（高洲第一中学校区）
、稲毛ブロック（緑が丘中学校
区）
・サイバー犯罪対策講演会（千葉市）
若松中学校区、講師：県警サイバー犯罪対策室 石渡基晴
・ユースアドバイザー養成講習会（千葉市）
「相談における基本的態度と心得」
「不登校と青年期のひきこもり」
・ユースアドバイザー定例会議（千葉市）

４（１）エ（ウ）
③

４（１）エ

４（１）ア、イ、
ウ、エ
４（１）ア、エ

４（１）エ
４（１）ア、イ
４（１）ア、イ

・学校警察連絡委員会（千葉市、習志野市、八千代市、流山市、我 ４（１）ウ、エ
孫子市）
・千葉市大型店補導連絡協議会（千葉市）
４（１）エ
・千葉市小学校生徒指導担当者連絡会（千葉市）

４（１）ウ、エ

・学校区内歴史散歩（千葉市）
場所：蘇我中学校区内歴史的建造物
内容：地元の成り立ち等の研修を実施した。
・花見川区青少年育成委員会ブロック研修会（千葉市）
内容：講演「大賀ハスと花園中学校とのかかわり」
・ヤング防犯ボランティア交流会（千葉県）
開催日：11 月 14 日 場所：柏市
内容：講義、事例発表、意見交換
・安全安心まちづくり推進協議会万引防止対策部会（千葉県）
開催日：11 月 22 日
場所：千葉市
・青少年の体験活動 チャレンジブラウニー（千葉県）
（ガールスカウト日本連盟千葉県支部）
開催日：11 月 5 日、6 日
場 所：手賀の丘少年自然の家（柏市）
内 容：宿泊・自然体験・集団活動通じ自己肯定感を高める
・ＤＶ予防啓発セミナー（千葉県）
県内高校、一般県民対象デートＤＶセミナー
・青少年に対するエイズ等性感染症対策講習会（千葉県）

４（１）ア

４（１）ア、イ
４（１）エ

４（１）エ

４（１）ア

４（１）エ
４（１）エ

・薬物乱用防止教室（千葉県）
４（１）エ（ウ）
・児童、生徒を対象
③
・交通安全コミュニティ交流会（千葉県、長柄町、長南町、栄町） ４（１）エ
・スケアード・ストレイト技法による自転車交通安全教室
（千葉県、鎌ヶ谷市、市川市、鴨川市、香取市、九十九里町）
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４（１）エ

・キャリア教育の促進・未来の名工チャレンジ事業（千葉県） ４（１）ア
開催日：11月5日
場所：船橋高等技術専門校
・生活習慣の見直し（（株）交通建設）
４（１）イ
・課題討議・検討会、啓蒙・対話（新日鉄君津 高等職業訓練
校）
(11/16)課題討議・検討会、(11/1～11/30)啓蒙・対話活動
・指導主事会議（千葉県）
開催日：11月8日
場所：千葉市
出席者：40名
内容 ：少年非行・児童生徒の問題行動 への対応
・教育相談ネットワーク連絡協議会（千葉県）
(子どもと親のサポートセンター)
開催日：11月30日
場所：千葉市
出席者：70名
内容 ：教育相談関係機関の連絡・調整
・
「自他の命を大切にし自信と夢をはぐくむ教育」講演会
（葛南・市川市、東上総・茂原市、海匝・旭市）
・特別支援アドバイザー事業（継続）
（千葉県）

４（１）ア

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

４（１）エ（エ）
①
４（１）ア①

・特別支援教育コーディネーター研修（千葉県）

４（１）ア①

・食に関する指導事業地区別研究協議会（千葉県）

４（１）イ①

・栄養教諭、栄養職員等各研修（千葉県）

４（１）イ①

・郷土食講座「そば打ち」
（千葉県立関宿城博物館）

４（１）イ①

・体験プログラム「中央博調査隊」
（千葉県立中央博物館）

４（１）エ（エ）
③
４（１）エ（エ）
③
４（１）ア、イ、
ウ、エ（ウ）
（エ）

・体験プログラム「森の調査隊」
（千葉県立中央博物館）
・研修会等（千葉県）
（子どもと親のサポートセンター）
小学校教育相談上級講座・不登校子どもを支援実践研修会・教育相
談ネットワーク連絡協議会・訪問相談担当教員研修会
・子ども・若者支援地域連携推進事業中央研修会
（内閣府主催）（千葉県青少年協会）
・児童虐待防止推進月間の啓発―子育て支援講演会（柏市）
「生活リズムでこどもの心を育てる」
開催日：11 月 12 日
場所：アミュゼ柏
講師：江戸川大学社会学部教授 福田一彦 氏
・柏市青少年健全育成関係団体合同研修会（柏市）
開催日：11 月 19 日
場所：青少年センター
内容：各団体の事業展開の参考、放射線に関する理解を深める
・柏市少年補導委員連絡協議会視察研修会（柏市）
開催日：11 月 25 日 場所：柏児童相談所
内容：柏児童相談所の業務内容と実際
・電車で行くプラネタリウムと江戸切子体験（流山市）
開催日：11 月 26 日
内容：プラネタリウムと江戸切子体験
・家庭教育学級における講演（我孫子市）
・市民学習発表会（11/19）
（佐倉市）
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４（１）ア
４（１）イ③、
ウ

４（１）エ（ｲ）①

４ （ １ ） ウ 、
エ
４（１）エ（エ）
③
４（１）イ
４（１）ア②

・指導者育成講座（わんぱくセミナー）
（市川市）
４（１）ア
・小学校 5･6 年生対象。
・自然体験を通して、集団活動の仕方や仲間作りを進め、様々な
遊びを通して創作意欲な基本的な生活技術を身につけることを目
的とする全５回の講座の最終回。クラフト作り。
・ジュニアリーダー講習会（市川市）
４（１）ア
・ヤングカルチャースクール
・中・高生対象 ・講演会「ボランティアについて考える」
・青少年補導委員研修会視察研修（船橋市青少年センター）
４（１）ア
・ジョブカフェちば出張版（八千代市）

４（１）ア

・家庭教育講演会（八千代市）
・子育て家庭対象「親と子がしあわせになる X の法則」
・青少年相談員県外研修会（浦安市）
（主催：浦安市青少年相談員連絡協議会）
開催日：11 月 26 日、27 日
場 所：三浦ふれあいの村、神奈川県立青少年センター
参加者：16 名
内容：班対抗オリエンテーリング・施設視察
・葛南地区課題研修会 （浦安市）
（主催：葛南地区青少年相談員連絡協議会）
開催日：11 月 3 日
場 所：八千代市
参加者：約 100 名（葛南地区青少年相談員）
内 容：講演会「東日本大震災現地報告」
消防庁舎・視察見学・煙中訓練
・青少年健全育成講演会（松戸市）

４（１）イ
４（１）ア②

４（１）エ（イ）
①

４（１）ア、イ

・千葉県青少年補導員連絡協議会（野田市）
東葛ブロック会議
・
「子どもの権利条約」理解講座（我孫子）
開催日：11 月 24 日
場 所：我孫子市立布佐南小学校
講 師：
（財）日本ユニセフ協会 米山和道
・ヘルスサポーター中学生講習会（鎌ヶ谷市）

４（１）ア②

・親子クラブ「子どものおやつ」実習（鎌ヶ谷市）

４（１）イ

・早寝・早起・朝ごはん「食育講演会」
（鎌ヶ谷市）

４（１）イ

・思春期保健教育 小学生・保護者 （鎌ヶ谷市）

４（１）ア

・思春期ネットワーク連絡会 （鎌ヶ谷市）

４（１）ア

・若者自立支援相談(11/19) （佐倉市）

４（１）ア②

・子育て理解講座(11/10・17・24・28)（佐倉市）

４（１）ア②・ウ
①
４（１）エ

・千葉県青少年補導員連絡協議会千葉ブロック研修会
（四街道市）
・印旛地区中高生徒指導連絡協議会第３７回研究協議会
（四街道市）
・社会人権教育講座（四街道市）
・(11/19) 子どもの人権について（３回シリーズ）
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４（２）ア

４（１）イ

４（１）エ（ア）
（ウ）
（エ）
４（２）ア

・子育て学習講座（全小学校開催）
（四街道市）
・(11/2～11/22) 小学校入学時の子育てについて
・文化講演会（四街道市）
・(11/15) 演題：
「子どもの心が見えますか」
・放課後子ども教室（四街道市）
「まじゃりんこ」
、
「あそびの城」
、
「出会い体験夢ひろば」
・地域・家庭教育学級（四街道市）
・(11/11) 性教育についての講演会
・第５回市民大学講座事業（四街道市）
(11/12)「地域における学校支援活動と今後の課題」
講師：元木更津市教育長 西村 尭 様
・体験教室（市民文化祭事業）
（四街道市）
(11/3、5、6) 市民文化団体が講師、手芸や茶道等様々な体験
・交通安全教室（四街道市）
(11/2)四街道さつき幼稚園、(11/11)つぼみ幼稚園
・子ども・若者の社会的自立支援の促進（白井市）
・職業体験（立春式事業の一環）
・家庭への支援の充実（白井市）
・家庭教育講座（就学前健診時）
・順天堂大学生涯学習公開講座（酒々井町）
(11/6、13)内容：陸上教室、サッカー教室
・家庭教育学級学習会（酒々井町）
(11/11、25、30) 内容：食育講習会、運動教室
・子ども会体験教室（酒々井町）
（11/23） 内容：水と石鹸の学習会
・酒々井町青少年問題協議会 （酒々井町）
開催日：11 月 28 日
・弁当の日講演会 （栄町）
・第４回銚子市小中高生徒指導連絡協議会（銚子市）
「学種を超えた授業参観研修会」
・第８回東総地区補導委員連絡協議会（銚子市）
・第２回児童福祉連絡協議会（銚子市）
・東総地区青少年補導委員連絡協議会（匝瑳市）
・市生徒指導委員会（匝瑳市）
・いじめ対策講演会（横芝光町）
(11/2)、場所：横芝中学校、内容：
「命について考える」講演会
・幼児家庭教育学級（横芝光町）
(11/9)、場所：白浜保育所・日吉保育所
内容：歯磨き指導・グラウンドゴルフ・カレー作り
・子育てサポーター養成講座（横芝光町）
(11/11)、場所：南条遊びの広場
内容：
「子育て支援の活動」と題した講義等
・ジュニアリーダー養成講座（大網白里町）
(11/3、23)、内容：子ども会ジュニア・リーダー初級研修
・薬物乱用防止教室の実施（いすみ市）
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４（１）イ③
４（１）イ③④
４（１）ア②
４（１）イ③④
４（１）イ④

４（１）ア②
４（１）エ（イ）
③
４（１）ア③
４（１）イ③
４（１）ア②
４（１）イ①③
４（１）ア②、エ
（エ）③
４（１）エ（エ）
①
４（１）ア
４（１）エ（イ）
①
４（１）エ（イ）
①
４（１）ア①
４（１）エ（イ）
①
４（１）エ（イ）
①
４（１）エ
４（１）ア、イ

４（１）ア、イ、
エ
４（１）ア②
４（１）エ（ウ）
③

・たてやまいいとこ体験教室もりたんけんへ行こう（館山市）
４（１）ア②
(11/12)、会場：館山野鳥の森、対象：市内小学生・保護者
内容：森の探検を通じてふるさとの自然を学習するとともに子ども
たちの生きる力の育成と学校外活動の充実を図る。
・青少年育成指導者研修会（鴨川市）
４（１）イ
(11/27)、会場：JOSAI 安房ラーニングセンター
講師：青木悦子氏「次世代を担う子どもたちへのアプローチ」
・ふれあいの日（小学校・ＰＴＡ）
（木更津市）
４（１）イ
・生徒指導会議（小学校）
（木更津市）

４（１）エ

・高齢者福祉学習（中学校）
（木更津市）

４（１）ア、エ

・先輩に学ぶ（中学校）
（木更津市）

４（１）ア、エ

・教育講演会（ＰＴＡ）
（木更津市）

４（１）ア

・いじめ未然防止と早期対応（木更津市）

４（１）エ

・君津中学校区青少年健全育成協議会教育講演会（君津市）
(11/12)、対象：児童・保護者・地域住民
演題：
「目の先のこと・その先のこと」
・子育て支援（君津市）
(11/14)ひなたぼっこタイム、(11/11)おはなし会、
(11/16)わらべうた
・家庭教育学級（君津市）

４（１）ア①

４ 巡回活動、環 ・君津中学校区レッツ・トーク（あいさつ）運動（君津市）
境浄化活動等
・防犯パトロール（千葉市、八千代市、流山市、鎌ヶ谷市、成田市、
佐倉市、富里市、多古町、銚子市、長生村、大多喜町、木更津市）
・街頭啓発補導活動（千葉市、船橋市、習志野市、八千代市、松戸
市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、銚子市）
・青少年補導員列車補導
（千葉市、船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井
市、浦安市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市、銚子市）
・子どもの登下校時の安全確保、見守りパトロール（千葉市川戸中
学校区、茂原市、木更津市）
・環境浄化活動（書店・コンビニの有害図書の陳列や、ピンクビラ、
捨て看板の撤去等）
（千葉市、銚子市、芝山町、四街道市、富里市、
香取市）
・遊具他施設安全点検活動（千葉市花見川第二中学校区）

４（１）イ③

４（１）イ③④

４（１）ア①②
４（１）エ
４（１）エ（ア）
（イ）
①
４（１）エ（イ）

４（１）エ（イ）
①
４（１）エ

４（１）エ

・こんにちは赤ちゃん訪問の実施 [随時]（佐倉市）

４（１）ウ②

・ＳＰＴリサイクル回収（中学校）
（木更津市）

４（１）ア、イ、
エ

５青少年の社会参 ・子育て支援活動・地域親子園庭開放 （千葉県、PTA 連絡協議会） ４（１）イ④
加活動
(11/9)、柏市立かしわ幼稚園、参加 25 名
・青少年育成活動・中学生職場体験受入（千葉県、PTA 連絡協議会） ４（１）ア②③
(11/10、29、30)、柏中・柏三中、参加 7 名
・
「院内・椿森花いっぱい運動」花の栽培（千葉市）
４（１）ア
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・子どもと地域のふれあい伝承遊び（千葉市幸町）
(11/5)、幸町公民館他、参加：地域住民 28 名、中学 38 名、小学 85
名
・地区文化祭（千葉市千草台中学校区）
(11/18)、千草台公民館他、
「展示」
「発表」
・あいさつ運動（千葉市千城台南中学校区）
(11/1、2、4)、千城台南中学校区内小中学校、登校時挨拶と声かけ
・職場体験・職業調べ（千葉市川戸中学校区）
2 年生（3 日間）
、1 年生（1 日間）
・老人福祉施設での交流会（千葉市川戸中学校）
教員 2 人・生徒 25 人、地域福祉施設「都苑」
・野馬の里チューリップ球根植え活動（千葉市越智中学校区）
越智中学校区小中学生全員、大人支援を受けチューリップ球根植
え
・
「ＯＨ！みつわ子どもまつり」
（千葉市みつわ台地区）
(11/12)、みつわ台北小学校校庭、参加：小中学生 631 名、大人 100
名
・夢の箱（手作りキャンドル作り）
（千葉市緑町中学校区）
(11/19)、黒砂公民館、参加:小学生 30 人、大人 15 人
・職場体験（中学２年生）
（千葉市山王中学校）
(11/29～12/1)、山王中近隣 87 事業所訪問、職場体験
・ボランティア活動（千葉市山王中学校）
(11/12)、老人ホーム、清掃等の奉仕活動
・緑が丘駅前クリーン作戦（清掃活動）
（八千代市）
参加：小学校１校，高校１校
・
「もちつき大会」
（鎌ヶ谷市第四中学校区）
(11/3)、参加：計 300 名、もちつき体験・お餅の提供
・ペタンタを体験しよう＆昔遊び（鎌ヶ谷市西部小、北部小区）
(11/5)、ペタンタ及び昔遊び（軽スポーツ）を通して異年齢交流
・元気っ子ゼミナール（鎌ヶ谷市子ども会育成会連絡協議会）
(11/13)、参加：計70名、壁新聞作成、レクリエーション
・子ども会ジュニアリーダー初級認定講習会[11/12]（佐倉市）

４（１）ア

４（１）ア、イ
４（１）イ
４（１）ア
４（１）エ
４（１）ア

４（１）ア

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

・弥富グラウンドゴルフ大会[11/23]（佐倉市）

４（１）ア②

・最寄駅から事務所までの清掃活動（佐倉市）
（（株）交通建設）

４（１）エ（エ）

・美術・書道等優秀作品（特別賞）表彰 （四街道市）
・(11/11～15)児童生徒作品展
・(11/15)児童生徒作品展表彰式、四街道市文化センター
・旭市少年少女ドッジボール大会（旭市）
(11/27)、小学校高学年ドッジボール大会、参加；900 人
・市民オリエンテーリング大会（匝瑳市）

４（２）イ

・少年少女サッカー大会（匝瑳市）
・市民ふれあい健康ウオーク（匝瑳市）
・少年少女ドッジボール大会（匝瑳市）
・小中学校音楽会（匝瑳市）

４（１）ア
４（１）エ（エ）
③
４（１）エ（エ）
③
４（１）エ（エ）
③
４（１）ア②
４（１）エ（エ）
③
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・小中学校作品展示会（匝瑳市）
・中学生模擬会（匝瑳市）

６．その他

４（１）エ（エ）
③
４（１）ア③

・子ども会ミニバスケットボール大会（九十九里町）
(11/13)、参加：各地区子ども会会員、70 名
・青少年国際交流（大網白里町）
(11/19～20)、出席：町内中学生・ALT、中学生が外国人と交流
・第１９回房総・子どもかるた長生茂原地区大会（一宮町）
(11/13)、一宮町中央公民館
・中学生職場体験（いすみ市立中学校）
・市内の公共機関や飲食店、その他の事業所における職場体験
・地区文化祭への合唱参加（小学校）
（木更津市）

４（１）エ（エ）
③
４（１）ア④

・地区文化祭への芸術作品展示（中学校）
（木更津市）

４（１）ア

・キャリア教育（仕事体験）(小学校)（木更津市）

４（１）ア

・社会人を学校に呼び体験学習を実施（中学校）
（木更津市）

４（１）ア、イ

・花いっぱい運動（住民会議）
（木更津市）

４（１）ア

・スマイルフェスタ２０１１（木更津市）
(11/5)、木更津市立清見台公民館付属体育館
内容：映画会、昔遊び、レクリエーション
対象：幼児、小･中学生、地区住民 参加者 110 名
・房総子どもカルタ大会（木更津市）
(11/5)、木更津市立清見台公民館付属体育館、参加：小学生 120 名
・市内公民館主催青少年関連事業（君津市）
子ども教室・家庭教育学級・文化祭等、市内 8８公民館にて実施
・多世代グラウンドゴルフ交流会（君津市）
(11/14)、参加：児童・保護者・地域住民 120 人
・君津ふるさとかるた大会（君津市）
(11/6)、参加：市内小学生約 150 名
・千葉県房総子どもかるた大会（君津市）
(11/27)、参加：30 人
・小中学校音楽のつどい（富津市）
(10/28)、富津公民館
・市民文化祭（子ども祭り部門）
（富津市）
(11/6)、富津公民館、吹奏楽・絵本読み聞かせ等
・わこう村大バザール（富津市）
(11/20)、和光保育園、子ども参加イベント
・市民ハイキング （富津市）
(11/23)、金谷小～鋸山周辺、ハイキング
・もみじロードふれあいウォーク（富津市）
(11/27)、峰上第 10 区・第 3 回「もみじロードふれあいウォーク」
・あすをきずく青少年のつどい大会（富津市）
(11/27)、大貫～観音様～佐貫、ウォーキング

４（１）ア

４（１）ア
４（１）ア③
４（１）ア

４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア②
４（１）ア①
４（１）ア①
４（１）エ（エ）
③
４（１）エ（エ）
③
４（１）エ（エ）
③
４（１）エ（エ）
③
４（１）エ（エ）
③
４（１）エ（エ）
③

・千葉県健康功労者表彰の実施（千葉県）

４（２）

・平成２３年度銚子市教育功労者授賞式（銚子市）

４（２）イ

・少年指導員理事会（我孫子市教育委員会）
（我孫子市）

４（１）エ
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・幼保小交流（千葉県、PTA 連絡協議会）
(11/18)、柏第四小学校、参加：幼保小
・放課後子ども教室（千葉県、各市町村）
開催日・場所等：各市町村ごと設定

４（１）ア②

・相談活動（千葉県全県）
（子どもと親のサポートセンター）

４（１）ア、イ、

・電話相談、来所相談、ＦＡＸ・Ｅメール相談
・電話、来所等による相談（習志野市）

ウ、エ(ウ)(エ)
４（１）ア、イ、
ウ、エ（ウ）
４（２）イ

４（１）ア②

・青少年健全育成ポスター展（松戸市）
(10/14～16)、出展作品：150 点
・困難な状況にある子どもの社会体験（我孫子市）
４（１）ア
第一回手賀の丘フレッシュ！キャンプ
(10/29)、県立手賀の丘少年自然の家、小学 4 年～中学 3 年不登校
児童
・子育て学習講座（成田市）

４（１）イ④

小学校の就学時健診、保護者対象に専門家による子育て学習講座
・教育相談（成田市）

４（１）イ④、

子育てや家庭教育の不安等に関する相談に応じる

ウ③、エ（エ）②
４（１）ア①

・電話相談、来所相談、
（青少年育成センター）
（四街道市）
・なかよし教室（放課後子ども教室）
（白井市）
地区社協や更生保護女性会の協力を得て、工作や裁縫などを実施
・おも白井デーの実施（青少年相談員）
（白井市）
市内の青少年を対象に様々な体験活動ができるブースを設け、異年

４（１）エ（エ）
③
４（１）エ（エ）
③

齢交流や家族交流の場の提供
・生活習慣の見直しと家庭への支援（富里市）

４（１）イ①

富里市教育委員会食育推進プラン、各小中学校で実施
・キャリア教育への協力（多古町）
多古中学校、多古高等学校のキャリア教育への協力

４（１）ア

・来所・訪問・電話相談の実施（銚子市）

４（１）ア①

・家庭教育学級（匝瑳市）

４（１）イ③

・子育て講座（匝瑳市）

４（１）イ③④

・教育電話相談（匝瑳市）

４（１）イ③④

・適応支援教室（匝瑳市）

４（１）ア①

・家庭児童相談（匝瑳市）

４（１）イ③

・家庭教育相談（横芝光町）
開催：週 2～3 日、場所；町民会館、参加：町内相談希望者
内容：家庭教育相談員による子育て、学校生活、登校・登園しぶり
発達、就学等に関する相談
・芝山若竹塾リズムなわとび教室（町教委）
（芝山町）
(11/20)、場所：農業者トレーニングセンター、対象：小中学生親
子
・スポレク山武（山武郡市体育指導委員）
（芝山町）
(11/20)、場所：九十九里町、対象：小中学生親子
・サッカーフェスティバル２０１１（町サッカー協会）
（芝山町）
(11/23)、場所：芝山中学校、対象：小学生～一般

４（１）ア、イ、
ウ、エ
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４（１）ア②

４（１）ア②
４（１）ア②

・房総子どもカルタ千葉県大会（県子ども会）
（芝山町）
(11/27)、場所：千葉県総合体育館、対象；小学生
・子育て携帯サイト紹介依頼（町教委→町広報）
（芝山町）
(11/初旬)、乳幼児期から中学校期まで、子どもの成長段階に応じ
た家庭で直面する問題への知識や手立てを学べるサイトの紹介
・小学校の就学時検診を活用した「子育て講座」
（茂原市）
(11/中)、8 校 8 講座開講、参加者：就学前の保護者 308 名
・七歳児合同祝（一宮町）
(11/15)、場所：一宮町中央公民館

４（１）ア②

・家庭教育学級、講演（いすみ市）

４（１）イ①

・生活習慣向上月間の実施（いすみ市）

４（１）イ①②③

４（１）イ③

４（１）イ③
４（１）ア

対象；いすみ市内保育所・いすみ市立小学校１年生
・いすみ子育てジャンボリーの開催（いすみ市）
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４（１）イ④

