（大阪府）

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

青 少 年 行 政 政策企画部青少年・地域安全室
主管課(室)名 青少年課

大阪府
分

１ 大会等
（大阪府、大阪市、岸和田市、
高槻市、貝塚市、枚方市、茨木
市、八尾市、河内長野市、大東
市、柏原市、羽曳野市、門真市、
摂津市、高石市、藤井寺市、東
大阪市、島本町、豊能町、太子
町）

内

容

備

考

・子ども家庭サポーターによる児童虐待防止 4 (1)ウ
シンポジウム（大阪府）
開催日：11 月 15 日 場所：ドーンセンター
（大阪市中央区）
内容：大阪府子ども家庭サポーターとして活動
する市民の皆さんがパネリストとなる
シンポジウム

・半径５メートルの日常を歌う 秦万里子児 4（1）ウ
童虐待防止トーク＆ライブ
開催日：11 月 17 日 場所：浪切ホール（岸
和田市）
内容：半径５メートルの日常を歌う音楽家の
秦万里子さんによる、児童虐待防止に
もつながる心温まるメッセージソン
グライブ
・親と子のふれ愛カーニバル（大阪市北区） 4（1）ア、イ
開催日：11 月 20 日(日)
場所：豊崎本庄小学校
出席人数：３００人
内容：昔遊び・マジック・バルーンアート・
ポップコーン・綿菓子・
白バイにまたがって写真撮影
・此花区青少年健全育成講演会
（大阪市此花区）
開 催 日：１１月４日（金）
場
所：此花会館／梅香殿 ホール
参加人数：１００人
内
容：講演
「いのちをつなぐ言葉の力」
講師：大沼 えり子さん

4（1）ア、イ、ウ及びエ

・子ども会親善スポーツ大会（大阪市東成区） ４（１）エ（イ）①
（東成区子供会育成連合協議会）
日時 平成 23 年 11 月 6 日（日）
午前 9 時から午後 3 時 30 分
場所 片江小学校
内容 親善スポーツ大会の参加者を
対象に大阪府警が、
「防犯教室」
を行った。
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１ 大会等
（大阪府、大阪市、岸和田市、
高槻市、貝塚市、枚方市、茨木
市、八尾市、河内長野市、大東
市、柏原市、羽曳野市、門真市、
摂津市、高石市、藤井寺市、東
大阪市、島本町、豊能町、太子
町）

・2011 こどもカーニバル（大阪市東成区） ４（１）ア②
（大阪市コミュニティ協会東成区支部協議会）
日時 平成 23 年 11 月 19・20 日（土・日）
午前 10 時から午後 4 時
場所 東成区民センター
内容 木工体験や手話体験などの参加型
のイベントと働く車展示体験
（消防車・市バス・青パト）
・青少年健全育成旭区民大会・青少年健全育 4（1）ア及びエ（ア）
成講演会（大阪市旭区）
（旭区青少年育成推進会議・旭区ＰＴＡ協
議会、区内４中学校下在学青少年非行防
止連絡会）
開催日：11 月 26 日
場 所：常翔学園 OIT ホール
出席人数：400 人
内 容：式典
吹奏楽演奏
講演：講師 山本シュウ
テーマ
「レモンさんのビタミント～ク
～We are シンセキ！絆 MAX・繋がって
いこう～」

・青少年育成推進大会（大阪市住之江区）
4（1）ア
開催日：１１月２２日
場 所：住之江区民ホール
出席人数：１５０人
内容：事例報告
報告者：平林校下青少年指導員会
代表 茂岡 秀和
テーマ：大人も子どもも盛り上がろう☆地
域ふれあい交流会
内容：報告
報告者：住之江警察署 上西 永一
テーマ：住之江区内の少年非行の現状につ
いて
内容：講演
講師：臨床心理士、精神保健福祉士、健康
管理士 井上 序子
テーマ：若い世代と理解しあうために
・市民スポーツカーニバル（岸和田市）
開催日：11 月３日 場所：中央公園
内 容：スポーツ交流・世代間交流

4（1）ア、イ

・文化の式典（岸和田市）
4（2）イ
開催日：11 月３日 場所：文化会館
内 容：子ども・若者育成活動に貢献した
個人・団体を表彰
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・－オレンジリボン運動－映画「うまれる」 4（1）ウ①
１ 大会等
上映会（池田市）
（大阪府、大阪市、岸和田市、
開催日：11 月 20 日（日）
高槻市、貝塚市、枚方市、茨木
場 所：池田市保健福祉総合センター
市、八尾市、河内長野市、大東
内 容：映画「うまれる」上映会
市、柏原市、羽曳野市、門真市、
摂津市、高石市、藤井寺市、東 ・青少年健全育成高槻市民集会と講演会
4 (1)ア
大阪市、島本町、豊能町、太子
(高槻市・市教育委員会・市青少年指導
町）
員協議会)
日時： 平成 23 年 11 月 12 日(土)
午後 5 時～午後 7 時
場所： 高槻市立総合市民交流センター
８階 イベントホール
内容： 市民集会（健全育成の決議宣言）
講演会（テーマ：「みんなで創
ろう！認め合える社会」～他の
人と違うところは個性だよ～）
講師： J.A.T.D にしゃんた氏
(羽衣国際大学准教授)
・ 第２６回ブラスバンドフェスティバル
４（１）ア
（高槻市）(青少年指導員協議会・高槻
市中学校吹奏楽連盟)
日時: 平成 23 年 12 月 3 日(土)
午後 0 時 30 分～午後 4 時 30 分
会場： 高槻現代劇場大ホール
出演： 高槻市中学校吹奏楽連盟加盟校
(17 校)
後援： 高槻市教育委員会
・ こども大会（高槻市）
４（１）ア
（高槻市こども会連合会 主催）
日時： 平成 23 年 11 月 6 日(日)
午後 1 時～午後 4 時
会場： 高槻市生涯学習センター多目的
ホール
後援： 高槻市教育委員会
内容： こども会によるダンスや楽器演
奏など
・少年の主張大会
4（1）ア
（貝塚市、貝塚市教育委員会）
開催日 １１月２３日(水)
場 所 貝塚市コスモスシアター
出席者 副市長、教育長、
青少年問題協議会所属 29 団体ほか
参加者 ４００人
内 容 小学生・中学生（大阪府中学生の
主張大会入賞者）の代表者が日頃感
じていることや胸に抱いている思
いを発表することにより、人と社会
との関わりについて考える契機と
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し、併せて青少年の健全育成に対す
１ 大会等
る市民の理解と関心を深める。
（大阪府、大阪市、岸和田市、
高槻市、貝塚市、枚方市、茨木 ・北河内地区子ども・若者育成支援強調月間 4（1）ア、イ及び（2）イ
市、八尾市、河内長野市、大東
記念行事（枚方市、大東市）
市、柏原市、羽曳野市、門真市、 開催日： １１月１２日
摂津市、高石市、藤井寺市、東
場 所： 寝屋川市立エスポアール
大阪市、島本町、豊能町、太子
出席者： 北河内各市青少年育成関係者等
町）
１００人、事務局等
内 容： 青少年育成功労者表彰
育成支援のための講演会
・青少年育成指導員のための講演会（枚方市） 4（1）ア、イ及びエ
開催日： １１月２０日
場 所： 枚方市 輝きプラザきらら
出席者： 青少年育成指導員
内 容： 講演会
・第一回「大阪府ひきこもり青少年支援事業」 4（1）ア、イ
北摂ネットワーク会議（茨木市）
（大阪府、NPO 法人）
大阪府ひきこもり青少年支援事業の一環
として、北摂各市の関係機関が集まり、ネッ
トワーク構築の意義及び情報交換について
話し合った。
開催日：11 月 25 日
出席者：大阪府青少年課及び雇用対策課
茨木市子ども政策課
茨木保健所
吹田こども家庭センター
吹田市教育委員会青少年サポ
ートプラザ
吹田市労働政策室
パーソナルサポートセンター
すいた
豊中市雇用労働課
豊中市教育委員会
豊中市パーソナルサポートセ
ンター
摂津市次世代育成課
箕面市教育委員会
池田こども家庭センター
池田保健所
特定非営利活動法人くらしづ
くりネットワーク茨木
ＮＰＯ法人淡路プラッツ
他
内 容：大阪府から「ひきこもり青少年
支援事業」について説明
今後のネットワーク構築のため
の話し合い
他
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１ 大会等
・青少年健全育成大会（茨木市）
4（1）ア、イ、及びエ
（大阪府、大阪市、岸和田市、
期間：10 月 29 日～12 月４日の間に開催
高槻市、貝塚市、枚方市、茨木
①中学校区
市、八尾市、河内長野市、大東
・市内７中学校区において、講演活動、
市、柏原市、羽曳野市、門真市、
意見交換・大会宣言等を実施
摂津市、高石市、藤井寺市、東
・実施場所：各中学校
大阪市、島本町、豊能町、太子
町）
②小学校区
4（1）イ
・市内２小学校区において親子のつどい、
たそがれコンサートを実施
・実施場所：各小学校
・家庭教育を考える市民集会（八尾市）
4（1）ア②
開催日：平成 23 年 11 月 26 日(土)
場所：八尾市文化会館
参加者：３５６ 名
内容：家庭教育に関わる講演会
テーマ「こんな時 子どもはステキ
に正しく育つ」～いま、家庭で一番
大切にしたいこと～
・青少年音楽フェスティバル（河内長野市） ４（１）ア、ウ
開催日：１１月２０日
場所 ：河内長野市立市民交流センター
内容 ：青少年による演奏発表
・なんでもオリンピック（河内長野市）
４（１）ア
開催日：１１月７日
場所 ：南花台東小学校
内容 ：市内小学生を対象としたスポーツ
レクレーション
・ウォークラリー（河内長野市）
４（１）ア、ウ
開催日：１１月２３日
（２）ア
場所 ：加賀田中校区、美加の台中校区
内容 ：小中学生を対象にしたｸｲｽﾞ形式の
ｳｵｰｸﾗﾘｰ
・親子スタンプテーリング（河内長野市）
４（１）ア、ウ
開催日：１１月１日～３０日
（２）ア
場所 ：東中校区
内容 ：青少年を対象にした東中校区名所
旧跡を巡るスタンプラリー
・児童虐待防止啓発講演会（箕面市）
4（1）ウ
「子どもに伝わる！子どもが変わる！
～ほめて育てる効果的な子育て法の
ワークショップ～」
開催日：１１月１３日（日）
場 所：総合保健福祉センター 大会議室
対象者：市民等
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１ 大会等
・教育月間全体会（柏原市）
（大阪府、大阪市、岸和田市、
開催日：１１月９日
高槻市、貝塚市、枚方市、茨木
場所：柏原市民文化会館
市、八尾市、河内長野市、大東
（リビエールホール）
市、柏原市、羽曳野市、門真市、
出席者：市長､教育委員長､教育長､
摂津市、高石市、藤井寺市、東
市議会議長、府議会議員、
大阪市、島本町、豊能町、太子
教職員、ＰＴＡ、各種団体等
町）
４００人
内容：重点活動の報告、
パネルディスカッション

4 (1)ア、イ

・青少年健全育成推進大会＆ＰＴＡ連絡協議 4（1）ア、イ及びウ
会全体研修会（羽曳野市）
開催日：11月5日
場 所：羽曳野市立生活文化情報センター
ホールM
出席者：羽曳野市青少年健全育成推進協
議会役員、羽曳野市ＰＴＡ連絡
協議会役員、羽曳野市長、教育
長、羽曳野警察署長、市議会議
長、市内青少年健全育成関係者
内 容：市内中学生による吹奏楽演奏、
主催者挨拶、来賓祝辞、来賓紹介
大会宣言決議
講演（『叩かず甘やかさず子育て
する方法』）
・門真市 PTA 研究発表大会（門真市）
（門真市 PTA 協議会）
開催日：１１月１２日（土）
場 所：南部市民センター
出席者：教育長、PTA 協議会会長、PTA 関
係者等
内 容：各委員会発表
１、母親代表委員会
２、生活指導委員会
３、人権啓発委員会
４、広報委員会
アトラクション
第三中学校コーラス部
学校発表
１、門真市立第一・第六中学校
２、門真市立北小学校
３、門真市立浜町中央小学校
４、門真市立古川橋小学校

４（１）ア、イ

・セレモニーの開催（摂津市）
日 時：11 月１日（金）10 時～
児童虐待防止協会副理事・石田雅弘氏に
よる講演

4（1）ウ
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・社会を明るくする運動（高石市）
4（1）ア、イ
１ 大会等
高石市青少年健全育成市民大会
（大阪府、大阪市、岸和田市、
開催日：７月１１日（月）
高槻市、貝塚市、枚方市、茨木
場所：市民文化ホール
市、八尾市、河内長野市、大東
参加人員：１５０名
市、柏原市、羽曳野市、門真市、
摂津市、高石市、藤井寺市、東 ・健全育成のための講演（高石市）
4（1）ア、イ
大阪市、島本町、豊能町、太子 「大人も子どもも共に育つ地域をめざして」
町）
開催日：７月１１日（月）
場所：市民文化ホール
参加人員：１５０名
・青少年健全育成推進藤井寺市民大会
4（1）ア、イ及び（2）イ
（藤井寺市）
開催日：11 月 5 日 午後 1 時から 3 時
場 所：藤井寺市民総合会館別館中ホール
出席者：市長、教育長、教育委員、市議会
議員、市内小・中学校長、羽曳野
警察署長、青少年育成関係者
市民合わせて ４００名
内 容：＝第１部＝
・オープニング
「手と手をつないで～絆～」の
プロモーションビデオ上映
・大会宣言・啓発作文発表、表彰
・団体活動報告・市内大人の取組み
＝第２部＝
・市内の中学１年生（上田将大）に
よる、エレクトーン演奏
・
「くすのきフォーラム」の開催（東大阪市）
開催日：１１月１３日
場所：東大阪市立文化会館
講演会：育児漫画家 高野優氏による
子育て講演会
市民によるパフォーマンス
・幼稚園児によるダンス
・小学生による歌、ミュージックベル
・児童虐待防止講演会（阪南市）
4（1）ウ
日時：平成２３年１１月７日（月）
午後２時～午後３時３０分
場所：阪南市役所 第３・４会議室
（別棟２階）
内容：子ども虐待への介入 Child Abuse &
Neglect の様相と対応戦略
主催：阪南市児童虐待防止ネットワーク
（はな・ＣＡＰ）
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4（1）ア
・平成２３年度島本町青少年健全育成大会
（島本町）
開催日：平成２３年１１月１３日（日）
場 所：島本町
出席者：島本町青少年指導員協議会、島本
町教育委員会
・青少年のための自然体験事業「森と遊ぼう」 4（1）ア、イ
（豊能町）
開催日：11 月 26 日
参加者：約 100 名

・行政広報紙及び新聞・フリーペーパー等に 4（1）ア、イ、ウ、エ
２ 広報啓発活動
よる広報
（大阪府、大阪市、堺市、岸和
及び（２）イ
田市、吹田市、高槻市、貝塚市、 （大阪府、大阪市北区、此花区、
浪速区、旭区、城東区、鶴見区、堺市、池
守口市、枚方市、茨木市、八尾
田市、高槻市、守口市、八尾市、河内長野
市、泉佐野市、富田林市、河内
市、和泉市、箕面市、柏原市、摂津市、高
長野市、松原市、和泉市、箕面
市、柏原市、羽曳野市、摂津市、 石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、忠岡
町）
高石市、藤井寺市、東大阪市、
四條畷市、交野市、大阪狭山市、
阪南市、忠岡町、熊取町、田尻 ・ガンバ大阪の試合のハーフタイム時に公募 4（1）ウ
で選出したフラッグベアラーがスタジア
町、千早赤阪村）
ムを行進。ビッグビジョンでガンバの選手
による児童虐待防止アピールビデオの放
映（大阪府）
・第 10 回 全国子育てひろば実践交流セミナー 4 (1)ウ
in おおさか会場での児童虐待防止オレンジ
リボンキャンペーン活動（大阪府）

・啓発物等の配布、オレンジリボンツリーへ 4（1）ウ
の飾りつけ（大阪府）
・児童虐待防止フォトモザイクアートの写真 4（1）ウ
募集（大阪府）
・児童虐待防止月間の CM 放送及び新聞広告 4（1）ウ
掲載（近畿 2 府 4 県 4 政令指定都市の共同）
（大阪府）
・
「こころの再生」フェスティバル 2011 にお ４（1）ア
ける「大人が変われば、子どもも変わる」
運動の広報（大阪府）
（青少年育成大阪府民会議）
日 時：平成 23 年 11 月６日（日）
場 所：万博記念公園 お祭り広場
来場者：約 130 名
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２ 広報啓発活動
・大阪府未成年者喫煙防止キャンペーン出席 ４（１）エ
（大阪府、大阪市、堺市、岸和
（大阪府）
田市、吹田市、高槻市、貝塚市、 日 時：平成 23 年 11 月 25 日（金）
守口市、枚方市、茨木市、八尾
場 所：曽根崎警察署 地下コミュニティ
市、泉佐野市、富田林市、河内
プラザ及び大阪駅東広告塔前
長野市、松原市、和泉市、箕面
内 容：式典、街頭啓発
市、柏原市、羽曳野市、摂津市、
高石市、藤井寺市、東大阪市、 ・
「児童虐待防止・オレンジリボンキャンペ 4 (1)ウ
四條畷市、交野市、大阪狭山市、 ーン」
（大阪市こども青少年局）
阪南市、忠岡町、熊取町、田尻
期間：11 月 1 日～11 月 30 日
町、千早赤阪村）
○オープニングイベント
4 (1)ウ
開催日：11 月 1 日（火）
内容：児童虐待防止推進月間オープニング
宣言、啓発グッズ配布、オレンジリ
ボンメッセージの受付
場所：大阪ステーションシティ「アトリウ
ム広場」
（大阪市・大阪府・堺市・大阪市教育委員
会・堺市教育委員会・大阪府教育委員
会・大阪府警察本部・特定非営利活動法
人児童虐待防止協会共催）
○スーパーライフにおける児童虐待防止 4 (1)ウ
啓発
内容：オブジェの設置、チラシ・グッズの
配布等
（11 月 19 日喜連瓜破店、11 月 23 日弁天
町店）
○児童虐待防止啓発シール及びカードを 4 (1)ウ
生活ガイドブック「くらしの便利帳」の市
内全戸配付に合わせて配付
○地下鉄御堂筋線女性専用車両をオレン 4 (1)ウ
ジリボンや児童虐待ホットラインの電話
番号が記載されたデザインにラッピング
し、運行しながらの広報啓発
期間：11 月 1 日～3 月 31 日
○本庁舎玄関前と東側ロビーにオブジェ 4 (1)ウ
を設置
期間：11 月 1 日～11 月 30 日
○市立保育所・幼稚園の 5 歳児童がオレン 4 (1)ウ
ジリボンを作成し、そのリボンを街頭啓発
グッズとして使用
○J リーグ セレッソ大阪と協働した取り 4 (1)ウ
組み
開催日：11 月 20 日（日）
場所：セレッソ大阪ホームゲームの会場
内容：啓発ポスターの掲示、啓発チラシや
グッズを配布、カラービジョン・電
光掲示板でセレッソの選手による
児童虐待防止のメッセージの発信
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・主要駅前や施設での啓発物品配布等による
２ 広報啓発活動
街頭啓発活動
（大阪府、大阪市、堺市、岸和
（大阪市此花区、西淀川区、旭 区、鶴見
田市、吹田市、高槻市、貝塚市、 区、平野区、池田市、吹田市、高槻市、貝
守口市、枚方市、茨木市、八尾
塚市、八尾市、泉佐野市、河内長野市、和
市、泉佐野市、富田林市、河内
泉市、箕面市、摂津市、東大阪市、四條畷
長野市、松原市、和泉市、箕面
市、交野市、大阪狭山市、阪南市、熊取町、
市、柏原市、羽曳野市、摂津市、 田尻町）
高石市、藤井寺市、東大阪市、
四條畷市、交野市、大阪狭山市、 ・インターネット・ホームページへの掲載
阪南市、忠岡町、熊取町、田尻 （大阪市西区、大正区、生野区、箕面市、
町、千早赤阪村）
四條畷市）

４（１）ア、イ、ウ及び
エ

４（１）ア、イ、ウ、エ
及び（２）ア

・区民まつり等イベントにて啓発パンフレッ ４（１）ア、ウ
ト等の配布
（大阪市西区、城東区）
・啓発ティッシュ等の配架
（大阪市大正区、旭区）

４（１）ア

・主要駅、学校、施設等への啓発ポスター展 ４（１）ア、イ、ウ及び
示
エ（イ）①
（大阪市大正区、生野区、高槻市、八尾市、
摂津市、東大阪市）
・庁舎やイベント会場での懸垂幕・横断幕・ ４（１）ア、イ、ウ及び
のぼり等の掲出
エ
（大阪市旭区、鶴見区、堺市、池田市、吹田
市、守口市、茨木市、八尾市、泉佐野市、
松原市、箕面市、藤井寺市、東大阪市、四
條畷市）
・シンナー・覚せい剤等薬物乱用防止啓発事 4（１）エ（ウ）③
業 （堺市）
１１月中に開催される各区民まつりにおい
て、ブースを設けて啓発活動を行う。
内容：薬物乱用防止啓発キャラバンカーの
展示（北、美原）
、啓発パネル展示、
薬物標本展示、啓発クイズの開催、
啓発用物品配布（リーフレット、2
色蛍光ペン、メジャー)、啓発ビデ
オ放映
日時及び場所：
北（北区域交流まつり）
１１／５（土）１０：００～１６：００
金岡公園野球場
クイズ参加者９０３名
美原（みはら区民まつり）
１１／６（日）１０：００～１５：３０
美原区役所別館前広場
クイズ参加者４９９名
西（西区ふれあいまつり）
１１／１２（土）１０：００～１７：０
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０
西区役所２階
２ 広報啓発活動
クイズ参加者３０１名
（大阪府、大阪市、堺市、岸和
田市、吹田市、高槻市、貝塚市、 南（南区ふれあいまつり）
１１／１３（日）１０：００～１５：０
守口市、枚方市、茨木市、八尾
０
市、泉佐野市、富田林市、河内
南区役所４階
長野市、松原市、和泉市、箕面
クイズ参加者３２０名
市、柏原市、羽曳野市、摂津市、
堺（堺区ふれあいまつり）
高石市、藤井寺市、東大阪市、
１１／２０（日）１０：００～１５：０
四條畷市、交野市、大阪狭山市、
０
阪南市、忠岡町、熊取町、田尻
堺市役所市民広場
町、千早赤阪村）
クイズ参加者３２７名
・ラジオによる啓発活動（ＦＭ）
（枚方市）

４（１）ウ及びエ

４(1)イ、ウ、エ
・青少年健全育成リーフレットの発行
（茨木市）
発行部数：２８，０００部
（幼・小・中学校の園児・児童・生徒を通
じて各家庭に配布）
・公用車による啓発テープ等での呼びかけ
（泉佐野市、富田林市、大阪狭山市）

４（１）ア、イ及びエ

・青少年健全育成標語の募集（河内長野市） ４（１）ア
・公用車へのマグネットシート
（箕面市、摂津市）

４（１）ウ

４ (1)ア
・市内の小学 6 年生・中学 2 年生全
員に「大人が変われば・子どもも
変わる」のスローガン入りのウエッ
トティシュ（1,500 個）を配布（藤
井寺市）
４（１）ア
・青少年育成啓発事業（千早赤阪村）
開催日：１１月１３日（日）
、１９日（土）
内 容：村内の小学校、中学校参観日登校
時に青少年指導員による『あいさ
つ運動』を校門前にて実施。
３ 研修会等
・児童虐待防止推進月間記念講演会
（大阪市、堺市、岸和田市、泉
（大阪市こども青少年局）
佐野市、寝屋川市、松原市、和
開催日：11 月 15 日（火）
泉市、柏原市、阪南市、島本町、
場所：大阪市立こども文化センター
忠岡町）
内容：
「孤立させない子育て！～つなぐ
こえ つなぐこころ～」
・青少年福祉委員研修会
（大阪市こども青少年局）
開催日：11 月 17 日（木）
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４（1）イ

４（1）エ

３ 研修会等
（大阪市、堺市、岸和田市、泉
佐野市、寝屋川市、松原市、和
泉市、柏原市、阪南市、島本町、
忠岡町）

場所：大阪市立港区民センター
出席者：大阪市青少年福祉委員 255 人
内容： 講演「薬物を使うこどもはなぜ
助けを求められないのか」

４（1）エ（ウ）
・青少年健全育成研修会
（大阪市大正区）
開催日：１１月５日
場所：大正区民ホール
出席人数：約８０人
講師：大阪市こころの健康センター
所長 以倉 康充 氏
内容：
「薬物の危険 ～親・地域として
気をつけたいこと～」
４（1）ア
・青少年福祉委員青少年福祉委員研修会
（大阪市東淀川区）
実施日：１１月２２日（火）
場 所：東淀川区民会館
参加者数：２２名
内 容：
「中学生・中学校の健全育成の現状」
「地域での青少年指導員・青少年福祉委員
の役割」等をテーマに、中学２校と青
指・青福の正副会長をパネリストに迎
え、パネルディスカッションを行った。
・青少年育成懇談会（大阪市旭区）
（旭区更生保護女性会）
実施日：11 月 8 日
場 所：旭区役所 会議室
出席人数：50 人
内 容：講演会
講師 大宮小学校長 澤井 茂和
テーマ「気持ちの学校」

４（1）ア

・青少年問題専門委員会（大阪市旭区）
（旭区地域女性団体協議会）
実施日：11 月 30 日
場 所：旭区役所 会議室
出席人数：16 人
内 容：講演会：
講師 大阪府警 中央サポートセンター
警部補 川端 はるみ
テーマ「青少年の現状」

４（1）ア

・阿倍野区人権講座①（大阪市阿倍野区）
開 催 日：11 月 29 日（火）
場
所：阿倍野区役所
出席人数：59 名
内
容：講演

４（1）ア
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講
師：植田 稔さん
３ 研修会等
（阿倍野地区保護司会 会長）
（大阪市、堺市、岸和田市、泉
テ ー マ：
「薬物について」
佐野市、寝屋川市、松原市、和
泉市、柏原市、阪南市、島本町、 ・薬物乱用防止教室（大阪市住之江区）
４（1）エ（ウ）
忠岡町）
開催日：１１月３日（水）
場所：真住中学校
出席人数：真住中学校２年生２１０人
内容：講演
講師：保護司会
・薬物乱用防止教室（大阪市住之江区）
４（1）エ（ウ）
開催日：１１月１０（木）
場所：住吉第一中学校
出席人数：住吉第一中学校１年生 160 人
内容：講演
講師：保護司会
・保護司、中学校との連携強化研修会
（大阪市住之江区）
開催日：１１月８日（火）
場所：区民ホール
出席人数：７３人
内容：講演
講師：保護司会

４（1）ア及びエ（ウ）

・各区青少年指導員セミナー（堺市）
４（1）ア
（堺市青少年指導員連絡協議会）
各区（７ヶ所）ごとに青少年指導員を対象
にセミナーを開催
【堺区】
日 時：11 月 29 日（火）19:30～21:00
テーマ：「児童虐待について」
～地域で見守る視点～
参加者数 ４５名
【中区】
日 時：11 月 28 日（月）19:30～21:00
テーマ：「コミュニケーション力について
考える」
参加者数 ３８名
【東区】
日 時：11 月 16 日（水）19:30～21:00
テーマ：「今、必要なコミュニケーション
力は」
参加者数 ５１名
【西区】
日 時：11 月 16 日（水）19:00～21:00
テーマ：「ニュースポーツ体験研修」
参加者数 ２８名
【南区】
日 時：11 月 22 日（火）19:30～21:00
テーマ：「心とこころの会話力」～健全な
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青少年健全育成をめざして～
３ 研修会等
参加者数 ５０名
（大阪市、堺市、岸和田市、泉 【北区】
佐野市、寝屋川市、松原市、和
日 時：11 月 24 日（木）19:30～21:00
泉市、柏原市、阪南市、島本町、 テーマ：「子どもたちと共に学び、共に歩
忠岡町）
む子育てを考える」
参加者数 ４９名
【美原区】
日 時：11 月 17 日（木）19:30～21:00
テーマ：「美原の子どもたちの現状と学校
の関わり方 」
参加者数 ２８名
・青少年健全育成研修会（岸和田市）
４（1）ア、イ、ウ、エ及
開催日 11 月 19 日 場所 市立公民館
び（2）ア
内容 社会教育諸団体の研修会
子どもの安全確保、非行防止に関す
る研修
・青少年自立支援講座（3 回講座）
（岸和田市）
開催日 10/18，11/1，11/26
内容 ニート・ひきこもり問題の啓発

４（1）ア、イ

・青少年問題協議会講演会（泉佐野市）
「児童虐待の早期発見と現状について」
講師：子ども家庭センター虐待対応課職員
（泉佐野市青少年問題協議会）

４（1）ウ

・北河内子ども・若者育成支援強調月間
４（1）ア、イ
（寝屋川市）
開催日：11 月 12 日(土) 場所:寝屋川市
出席者：社会教育部長､
青少年育成関係者等 131 人
内容： 表彰、記念講演
・青少年対策会議（松原市）
４（1）ア
（青少年育成関係者と生活指導担当者の意
見交換会）
・小・中学校区毎の「非行防止教室」実施に ４（1）ア、エ
よる児童・生徒への指導、啓発活動
（和泉市）
（和泉警察生活安全課少年係による講演）
・虐待防止研修会（柏原市）
４（1）ウ、エ及び（2）
開催日：１１月１５日
ア
場所：柏原市女性センター
（フローラルセンター）
出席者：柏原市要保護児童対策地域協議
会委員、教育委員会社会教育課
等
４０人
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３ 研修会等
・生活指導担当者会議
（大阪市、堺市、岸和田市、泉 （柏原市生活指導研究協議会）
（柏原市）
佐野市、寝屋川市、松原市、和
開催日：１１月３０日
泉市、柏原市、阪南市、島本町、
場所：柏原市
忠岡町）
出席者：市内各小中学校生活指導担当者
教育委員会指導課指導主事等
２０人
・青少年指導員協議会役員会（柏原市）
開催日：１１月１１日
場所：柏原市
出席者：青少年指導員協議会役員、
教育委員会社会教育課等
３０人
４（1）イ
・生徒指導研修会①（阪南市）
日時：平成２３年１１月１日（火）
午後３時３０分～午後４時４５分
場所：尾崎公民館 ２階 研修室
内容：生徒指導における小中連携について
主催：阪南市教育委員会
４（1）エ
・青少年指導員協議会定例会（島本町）
開催日：平成２３年１１月１０日（木）
場 所：島本町
出席者：島本町青少年指導員協議会、島本
町教育委員会
・青少年指導員会議（忠岡町）

４（1）エ（イ）①

４ 青少年保護育成巡回活動、 ・統一指導ルーム（大阪市都島区）
４(1)エ(ｲ)①
実施日：11 月 25 日・８コース
環境浄化活動等
参加者：青少年指導員 48 名、青少年福祉
（大阪市、岸和田市、吹田市、
委員２名、内容：夜間巡視活動等）
泉大津市、守口市、枚方市、八
尾市、泉佐野市、寝屋川市、河 ・指導ルーム（大阪市都島区）
実施回数：１回・１コース
内長野市、松原市、和泉市、柏
参加者：青少年指導員７名
原市、門真市、藤井寺市、島本
内容：夜間巡視活動等
町、岬町）
・ 青少年指導員区内夜間巡視活動（大阪市 ４（1）エ（イ）①
中央区）
実施日：１１月２５日（金）
場 所：区内７コース（７校下）
参 加：５６人
（中央区青少年指導員連絡協議会４５名・
協力団体１１名）
・青少年福祉委員 子どもの環境ととのえ隊 ４（１）エ
（大阪市東淀川区）
実施日：１１月１２日（土）
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場 所：上新庄駅周辺
４ 青少年保護育成巡回活動、
参加者数：７０名
環境浄化活動等
内 容：午後７時～８時頃にかけて
（大阪市、岸和田市、吹田市、
チラシにて街頭啓発および
泉大津市、守口市、枚方市、八
周辺巡視。
尾市、泉佐野市、寝屋川市、河
内長野市、松原市、和泉市、柏 ・青少年指導員 指導ルーム夜間巡視活動
４（１）エ
原市、門真市、藤井寺市、島本 （大阪市東淀川区）
町、岬町）
実施日：１１月２５日（金）
場 所：東淀川区小・中学校下
参加人数：８０名
内 容：午後８時３０分～９時３０分頃
にかけて地域を青指、協力団体
の方で巡視する。
・各校下における有害図書調査
（大阪市城東区）
（城東区青少年福祉委員）

４（１）エ

・統一かたづけ隊の活動
４（１）エ
区内の違法広告物の撤去（大阪市鶴見区）
実施日：11 月 6 日
（大阪市鶴見区青少年福祉委員連絡協議会）
・青少年非行防止パトロール
（大阪市東住吉区）
（区青少年指導員連絡協議会）
場 所：東住吉区内全域
実施日：11 月 1 日～30 日
参加人数：全 100 人
・青色防犯パトロール（大阪市東住吉区）
（区内各連合・区役所）
場 所：東住吉区内全域
実施日：11 月 1 日～30 日
実施回数：224 回
参加人数：全 476 人

４（１）エ（イ）

・イレブン・スリー（岸和田市）
実施日：11 月３日 場所：市内各所
内容：夜間街頭指導活動

4 (1)エ

４（１）エ（イ）

・全市一斉合同パトロール（吹田市）
（教育委員会・青少年指導員会）
4 (1)エ（イ）
実施日：11 月 6 日（日）を主に実施
場 所：市内３２地区
参加人数：１，７０８人
内 容：吹田市教育委員会と吹田市青少年
指導員会が主催。地区の各種団体
と協力しパトロールを実施
・青少年環境浄化事業（泉大津市）
開催時期：11 月中
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４（1）エ

４ 青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等
（大阪市、岸和田市、吹田市、
泉大津市、守口市、枚方市、八
尾市、泉佐野市、寝屋川市、河
内長野市、松原市、和泉市、柏
原市、門真市、藤井寺市、島本
町、岬町）

実施主体：泉大津市青少年指導員協議会
内
容：ビデオ、有害図書類販売の点検、
指導
・小学校区別による街頭パレード（守口市） ４（1）エ
・ビデオ、有害図書類自動販売機の点検・指 ４（1）エ
導（守口市、枚方市、八尾市、泉佐野市、松
原市、和泉市、柏原市、藤井寺市、岬町）
・街頭補導活動（枚方市、河内長野市、和泉 ４（1）エ
市、岬町）
・
「青少年を守る日・家庭の日」の啓発及び、 4（1）エ（ウ）②
新規協力店の依頼（八尾市）
4（1）エ
・夜間街頭パトロール（寝屋川市）
社会を明るくする運動九中地区推進委
員会
開催日：11 月９日(水)
社会を明るくする運動九中地区推進委
員会
開催日：11 月５日(土)
・青少年指導員による各校区内パトロールの 4（1）ウ、エ
実施（柏原市）
・青色防犯パトロール（柏原市）

4（1）ウ、エ

4（1）エ
・門真市立第五中学校区合同パトロール
（門真市）
開催日：１１月１５日（火）
参加者：青少年健全育成関係団体、学校関
係者、教育委員会等、約３５名
・・非行防止のためのパトロール
（青少年指導員会、藤井寺市）
・市内巡回パトロール（藤井寺市）
・毎月 5 日、子どもを守る日
（青少年指導員会と藤井寺市が広報車に
よる巡回啓発活動）
・平成２３年度いきいき・ふれあい教育事業
「子ども・安全育成部会」を活用した交流
会（島本町）
開催日：平成２３年１１月２９日（火）
場 所：島本町
出席者：大阪府政策企画部青少年・地域安
全室青少年課、少年補導員、町立
小学校長、島本町単位ＰＴＡ会
長、島本町青少年指導員協議会、
民生委員児童委員協議会、主任児
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4（1）エ
4（1）エ
4（1）エ

童委員、保護司会、府立島本高等
学校首席、島本町教育委員会

５ 子ども・若者の社会参加活 ・職場体験学習（大阪府）
４（1）ア
動
中学校（東大阪市内４校）(縄手北、長瀬、
（大阪府、大阪市、平野区、岸
楠根、盾津)
和田市、和泉市、柏原市、忠岡 ・たまがわ高等支援学校 職場実習（大阪府）
町、岬町）
・芦原高等職業技術専門校 職場実習
（大阪府）
・龍華地下歩道落書き消し活動（大阪府）
日時：11 月 19 日
場所：八尾市龍華地下道
内容：土木事務所と連携し、少年による
補導壁面の落書き消し活動を実施

４（1）ア

・ 落書き消去活動（大阪市）
４（1）ア
（喜連東連合町会、喜連東小学校、建設局
平野工営所、平野警察署、平野区役所）
開催日：11 月 12 日
参加人数：50 人
・放課後こども教室（岸和田市）
４（1）ア
開催日 水・土曜 場所 小学校・公民館
内容 地域住民による、安心・安全な子ど
もの居場所づくり活動
・公民館まつり（岸和田市）
開催日 土・日曜 場所 各公民館
内容 公民館を拠点とした、各種教室や
講座等の発表と交流

４（1）ア

・中学生の「職場体験学習」を町会、自治会、 ４（１）ア、イ、ウ、エ
ＰＴＡと共に支援（和泉市）
・ 社会福祉施設でのボランティア体験支援
（和泉市）
・ 地域清掃活動（町会と共催）
（和泉市）
《青少年問題協議会、地域教育協議会（す
こやかネット）
、青少年指導員等》
・地域清掃活動（柏原市）

４（1）ア

・清掃活動（河川敷清掃）
（忠岡町）

４（1）ア

・子ども安全デー 登下校町内見守り活動
（岬町）

４（1）エ

・町内歴史遺産清掃活動(岬町)

４（1）ア
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６ その他
・
「大阪新卒者就職応援本部」第２回会合へ ４(1)ア
（大阪府、大阪市、吹田市、高
の参加（大阪府）
槻市、泉佐野市、箕面市、柏原
各構成団体と新卒者支援に関する事項を
市、泉南市）
情報共有
・平成 23 年度若者自立支援功労団体等厚生 ４(1)ア、(2)イ
労働大臣表彰（大阪府）
特定非営利法人
平成 23 年度候補者の推薦により、団体代
おおさか若者就労支援
表が厚生労働大臣表彰を授与された。
機構（11 月 18 日授与）
・労働に関する講演（大阪府）
４(1)ア
高校の就職予定者に対する労働に関する
講演
日時：11 月 29 日
場所：大阪府立門真なみはや高校
参加者数：就職予定者 32 人及び教師
内容：働くことの心構えや、労働契約、
働くときのルール、退職と解雇な
ど働く上で最低限、必要な知識な
ど
・大阪ニート 100 人会議（大阪府）
４(1)ア
働きたいという意志があるものの、現在就
職に至っていない 100 人のニート状態の若
者が一同に介し、参加者それぞれの現状や
課題等について意見交換やワークショッ
プを通じて、支援のあり方や理想の働き方
に向けた解決策を模索する会議を開催。
開催日：11 月 23 日（水）10:00～18:00
（勤労感謝の日）
開催場所：ブリーゼプラザ 7 階小ホール
参加者：ニート状態の若者 19 歳～38 歳
参加者数：約 80 人
関係機関：青少年課、ＮＰＯ、府サポステ
等支援団体
内容：課題に対するグループ（5 名程度）
トーク
最終的に、17 つの提言を発表
ニートに代わる言葉として、遅咲
き・大器晩成型を意味する「レイ
ブル」を発信
記事掲載等：朝日新聞、読売新聞、日テレ、
毎日放送等
・教育に関する電話相談
４(１)ア、イ、ウ、エ
特別電話相談第３期(大阪府)
実施日時：11 月 7 日(月)～11 月 11 日(金)
9：30～17：30
実施場所：大阪府教育センター
実施方法：教育相談室「すこやか教育相
談」の電話 5 台、ファックス 1
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６ その他
（大阪府、大阪市、吹田市、高
槻市、泉佐野市、箕面市、柏原
市、泉南市）

台及び電子メールにより、児
童生徒・保護者・教職員から
の相談を受ける
実施内容：いじめ・性に関する悩み・学校
生活・その他教育に関する相
談全て
・市青指中学生親善魚釣り大会（大阪市）
（大阪市青少年指導員連絡協議会）
開催日：11 月 6 日（日）
場所:舞洲緑地シーサイトプロムナード
C 護岸
出席者：中学生 青少年指導員
内容：海釣り

4 (1)ア

・こども１１０番の家の旗の維持管理（大阪 4 (1)エ（イ）①
市生野区）
（掲示家庭との連絡調整）等を青少年福
祉委員連絡協議会に依頼
・スポーツ交流会（大阪市東住吉区）
４（１）ア
（区役所・区こども会育成連合会）
場 所：白鷺公園グランド
実施日：11 月 27 日
参加人数：300 人
内 容：ソフトボール大会・キックベー
スボール大会
・第 10 回西成区小学生サッカー大会
４（1）ア
「さくらカップ」
（大阪市西成区）
開催日：11 月 5 日（土）
・6 日（日）
参加者：区内小学生約 320 名
（10 チーム参加）
内 容：「さくらカップ」は、青少年健
全育成事業として開催しており、
ルールを守り仲間と協調するこ
との大切さを身につけることな
どを目的としている。
1 日目は予選リーグ戦を行い、2
日目には決勝トーナメントと 10
歳以下トーナメントを開催。
・第 25 回ヤングフェスティバル（吹田市） ４（１）ア②
実施日：11 月 13 日（日）
場 所：吹田市文化会館
参加人数：４１８人（４３グループ）
観客数：約３，８００人
内 容：２０歳以下の青少年が、躍動感
あふれるダンスや歌、様々なジャンルの
楽器演奏を披露。
（教育委員会・青少年指導員会）
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６ その他
・はばたくこども会展（高槻市）
4 (1)ア
（大阪府、大阪市、吹田市、高
（高槻市こども会連合会 主催）
槻市、泉佐野市、箕面市、柏原
日時：平成 23 年 11 月 5 日（土)
市、泉南市）
午前 10 時～午後 5 時
平成 23 年 11 月 6 日(日)
午前 10 時～午後 4 時
会場： 高槻市生涯学習センター展示ホ
ール
後援：高槻市教育委員会
内容：こども会で作成した作品を展示
・青少年指導員が主催して本市教育委員会が ４（１）ア
後援しているハイキングを実施。市内の中
学３年生以下が対象で小学校３年以下は
保護者が同伴する。
（泉佐野市）
（泉佐野市青少年指導員連絡協議会）
・箕面１日ハローワーク（箕面市）
４（１）ア
開催日：１１月２９日（火）
主 催：らいとぴあ 21
場 所：らいとぴあ 21
内 容：ハローワーク池田が出張して、求
人情報の提供や相談などを行う
・親子クッキング「旬と味わうお米のごはん」 ４（１）イ
（箕面市）
開催日：１１月１２日（土）
場 所：箕面市総合保健福祉センター
出席者：３歳６か月～就学前児と保護者
２４人
内 容：さつまいもごはん、白身魚のホイ
ル焼き、こまつなのソテー、味噌
汁、さつまいもとりんごの重ね煮
を親子で調理、試食
・人権教育推進学習会「イキイキさわやかに ４（１）イ
学ぶ会」
（箕面市）
開催日：１１月２２日（火）
場 所：中央生涯学習センター
対象者：市内ＰＴＡ会員
内 容：こどもの性についての講演
参加者：２３人
・リビエールわくわくフェスタ（柏原市）
4 (1)ア
開催日：１１月２０日
場所：柏原市民文化会館
（リビエールホール）
内容：柏原市少年少女鼓笛隊による演
奏、ダンス発表会、年代を超えた
コーラスなど。

21

６ その他
・柏原ふれあい広場（柏原市）
4 (1)ア
（大阪府、大阪市、吹田市、高
開催日：１１月２０日
槻市、泉佐野市、箕面市、柏原
場所：柏原市役所駐車場一帯
市、泉南市）
内容：地区福祉委員会や協力団体による
各種模擬店、バザー、河内音頭等
を通じて、地域交流、福祉意識の
高揚、地域活性化を図った。
・ちびっこずもう泉南場所（泉南市）
4 (1)ア
開催日 11 月 6 日 場所 泉南市
出席者 小学生 296 名
内容 学年男女別すもう大会
（泉南市教育委員会・泉南市青少年指導
員協議会）
・泉南市ＰＴＡ研究大会（泉南市）
4 (1)ア
開催日 11 月 5 日 場所 泉南市
参加者 100 名
内容 ＰＴＡ、青少年指導員、市民を対
象に講演会を実施
（泉南市ＰＴＡ協議会・泉南市青少年指
導員協議会）
・ふれあいＴＡＩＳＨＩ２０１１（太子町） 4（1）ア
日 時：平成２３年１１月１３日（日）
場 所：太子・和みの広場
参加者：町長・副町長・教育長・ふれあい
ＴＡＩＳＨＩ実行委員会会長・各
種団体役員約 2,000 人
内 容：模擬店、フリーマーケット、ステ
ージイベント、アトラクション
（ミニ動物園、ふあふあエアマッ
ト）
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