(香川県)

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

分

大会等
（市町）

２ 広報啓発活動
（香川県、市町）

香

川

青少年行政
主管課(室)名

県
内

県民活動・男女共同参画課
容

備考

・青少年健全育成市民のつどい（高松市）

4(1)ｱ

・まなとピアフェスティバル（坂出市）

4(1)ｱ

・青少年健全育成上映会（三豊市）

4(1)ｱ

・子ども・若者育成支援強調月間啓発用リーフレットの配布
4(1)ｱ、ｲ
（香川県）
・子ども・若者育成支援強調月間啓発用リーフレット、ポケッ
トティッシュ等の配布（高松市、観音寺市、三木町）

4(1)ｱ、ｲ

・懸垂幕、横断幕、立て看板、のぼりの掲出
（高松市、坂出市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、土庄
町、小豆島町、三木町、宇多津町、多度津町、まんのう町）

4(2)ｱ

・子ども・若者育成支援強調月間についてラジオ番組による広
報（香川県）

4(1)ｱ

・児童虐待防止啓発用リーフレット等の配付、ラジオ番組によ
る広報（香川県）

4(1)ｳ

・「食育の日」キャンペーン （香川県）
場 所：イオン高松他２ヶ所

4(1)ｲ

・「生活習慣病予防」キャンペーン（香川県）
場 所：坂出市勤労福祉会館他１ヶ所

4(1)ｲ

・食育キャンペーン「笠田高校文化祭テナント」（香川県）
開催日：11月12日（土）
場 所：笠田高等学校
参加者：129名

4(1)ｲ

・かがわ食育・地産地消フェスタ
開催日：11月21日（日）
場 所：サンメッセ香川

4(1)ｲ
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（香川県）

・食育キャンペーン（香川県）
開催日：11月6日(日)
場所：土庄町総合会館
参加者：一般住民

4(1)ｲ

・「朝ごはん大好き！野菜大好き！讃岐っ子」
絵手紙の展示
応募作品：全304点（うち、幼児41点、小･中学生115点）
展示場所：四国労働金庫志度支店、三木郵便局
東かがわ市交流プラザ

4(1)ｲ

・四国新聞「オアシス」での「大人のチカラ」掲載
（香川県）

4(1)ｱ、ｲ

・いじめゼロ月間の取組ポスター配付（香川県）

4(1)ｴ

・さぬき市志度薬物乱用防止キャンペーン （香川県）
開催日：11月25日（金）
場 所：志度保健センター、マルナカ志度店、フジグラン
参加者：約70人

4(1)ｴ

・薬物乱用防止広報活動 （香川県）
開催日：期間中
場 所：県内主要地区、地域文化祭

4(1)ｴ

・非行防止広報キャンペーン期間中の広報活動（三豊市）

4(1)ｴ

・ＣＡＴＶ、有線放送等による広報（観音寺市、さぬき市）

4(1)ｱ、ｴ

・広報誌（紙）、ポスター、ＨＰによる広報（高松市、坂出
市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊
市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川
町、多度津町、まんのう町）

4(1)ｱ、ｴ

・広報車、セスナ機による広報（観音寺市、さぬき市、三豊
市、宇多津町、綾川町、多度津町、まんのう町）

4(1)ｱ、ｴ

・街頭キャンペーン、パレードの実施（高松市、丸亀市、観音
寺市、三豊市、さぬき市、多度津町、まんのう町）

4(1)ｱ、ｴ

・薬用乱用防止駅前キャンペーンの実施（東かがわ市）

4(1)ｴ

・喫煙防止、薬物乱用キャンペーンの実施（三豊市）

4(1)ｴ

・虐待防止キャンペ－ン（土庄町）

4(1)ｳ

・児童虐待防止啓発用クリスマスツリー作成、テレビ放送によ
る広報（小豆島町）

4(1)ｳ
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３ 研修会等
（香川県、市町）

・学校等への訪問による家庭教育講座の実施
４件（約200名）

（香川県）

4(1)ｱ、ｲ、
ｴ

・家庭教育推進専門員による保護者学習会の実施（香川県）
９件（約340名）

4(1)ｱ、ｲ、
ｴ

・「香川の生徒指導を考える」シンポジウムの開催（香川県）
開催日：11月29日（火）
場 所：アルファあなぶき小ホール
参加者：教職員273名

4(1)ｱ、ｲ、
ｴ

・発達障害児（者）親の会「ウィズの会」研修会（香川県）
『身近な支援者の輪を広げるために親に出来ること』
開催日：11月10日（木）
場 所：三豊合同庁舎
参加者：13名

4(1)ｱ

・高校生の食育推進講師派遣事業 （香川県）
開催日：11月11日（木）、15日（火）
場 所：高松南高等学校
参加者：家政科2・3年健康栄養コース 延べ36名

4(1)ｲ

・夜回り先生講演会（香川県）
開催日：11月4日（金）
場 所：さぬきこどもの国
参加者：197人

4(1)ｱ、ｴ

・地域漁業体験学習会 （香川県）
開催日：11 月 30 日（水）
場 所：白方漁業協同組合、多度津高等学校
参加者：海洋生産課２年生 28 人

4(1)ｱ

・安全・安心まちづくり教育隊による県内保育園、幼稚園、小
4(1)ｴ
学校（放課後児童会を含む）での安全教室（香川県）
開催日：期間中
場 所：各学校等（７校(園)）
参加者：2,414 人
・補導員等研修会（坂出市、三豊市、三木町、綾川町）

4(1)ｱ､ｲ、ｴ

・市内小･中･高生徒指導主事･主任研修会（三豊市）

4(1)ｱ､ｲ、ｴ

・学校、警察等連絡会（高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、
観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆
島町、三木町、宇多津町、琴平町、多度津町、まんのう
町）

4(1)ｱ､ｲ、ｴ
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４ 青少年保護育
成巡回活動、環境
浄化活動
（香川県、市町）

・少年育成センター連絡会（高松市、坂出市、善通寺市、さぬ
き市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、
宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町）

4(1)ｱ､ｲ、ｴ

・少年を守る会役員会（坂出市、観音寺市、三豊市）

4(1)ｱ､ｲ、ｴ

・「子ども安全パトロール」ボランティア第６期募集（三木
町）

4(1)ｴ

・全国青少年補導センター連絡協議会定期大会に参加（高松
市）

4(1)ｴ

・出前意見交換会・自治会懇談会（まんのう町）

4(1)ｱ、ｴ

・児童虐待防止講演会（琴平町）

4(1)ｳ

・書店への立ち入り調査・指導

4(1)ｴ

（香川県）

・通学列車合同補導（香川県）
開催日：11月21日(月)
場 所：ＪＲ・琴電５路線
参加者：のべ34人
・県下一斉街頭補導（香川県）
開催日：11月25日（金）
場 所：琴電瓦町駅ほか52箇所
参加者：263人
・県内小中高校での非行防止・薬物乱用教室（香川県）
開催日：期間中 33校
場 所：各学校
参加者：児童及び保護者4,907人
・インターネット有害情報対策事業保護者自主啓発推進事業
（香川県）
「保護者対象の学習会等への講師派遣」事業による
保護者対象の学習会での啓発活動 ２件（約140名）
「さぬきっ子安全安心ネット指導員」による保護者対象の
学習会での啓発活動 ３件（約100名）
・街頭補導活動（高松市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬ
き市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、
宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町）

4

4(1)ｴ

4(1)ｴ

4(1)ｴ

4(1)ｴ

4(1)ｴ

５ 子ども・若者
の社会参加活動
（香川県、市町）

・白ポストによる有害図書・ビデオ・ＤＶＤの回収（高松市、
丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かが
わ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾
川町、琴平町、多度津町、まんのう町）

4(1)ｴ

・あいさつ運動街頭活動（丸亀市、観音寺市、宇多津町、多度
津町、まんのう町）

4(1)ｱ､ｴ

・列車補導（高松市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき
市、東かがわ市、三豊市、三木町、宇多津町、多度津町）

4(1)ｴ

・小学生下校時合同巡回（東かがわ市、三豊市、三木町）

4(1)ｴ

・青色パトロールカーによる市町内巡回活動、下校時巡回活動
（三豊市、小豆島町、琴平町）

4(1)ｴ

・小学校でのかけこみ110番授業への参加（琴平町）

4(1)ｴ

・「ジュニアオーケストラ」育成事業 （香川県）
開催日：11月1日（火）～30日（水）延べ27回
場 所：アルファあなぶきホール（高松市）
参加者：延べ250人

4(1)ｱ

・かがわマナーアップリーダーズ活動（県内関係中学校）（香
川県）

4(1)ｱ、ｴ

・花いっぱいクリーン作戦、さかいでっこ探けん隊(坂出市）

4(1)ｱ

・家族ふれあい写生大会、家族ふれあいパークゴルフ大会、わ
くわくチャレンジ教室、親子で楽しむ折り紙教室ほか（東か
がわ市）

4(1)ｱ

・宣言タイムマラソン、チャレンジ教室（土庄町）

4(1)ｱ

・青少年健全育成町民ハイキング（琴平町）

4(1)ｱ

・クリーン作戦（琴平町、多度津町）

4(1)ｱ

・ふるさとウォーク、親子もちつき大会・花いっぱい運動
（まんのう町）

4(1)ｱ

・三世代交流グラウンドゴルフ大会、ふるさと発見！健康ウォ
ーク（小豆島町）

4(1)ｱ

・青少年健全育成市民会議スポーツふれあい事業「カマタマー
レ讃岐とサッカーをしよう！」（三豊市）

4(1)ｱ
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６

その他
（市町）

・青少年健全育成、非行防止等の作品展（香川県、高松市、坂
出市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、三木町、琴平町）

4(2)ｲ

・非行防止・健全育成に関する作品（標語・書写・ポスター）表彰
（高松市）

4(2)ｲ

・「子ども・若者育成支援強調月間」ポスター掲示(高松市、
観音寺市)

4(2)ｲ

・善行青少年・健全育成功労者表彰（三豊市）

4(2)ｲ

・健全育成絵画・標語優秀作品表彰（三豊市）

4(2)ｲ

・相談活動（高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、
さぬき市、東かがわ市、三豊市、三木町、宇多津町、綾川
町、琴平町、多度津町）

4(1)ｱ、ｴ

・「家庭の日」作品展示（宇多津町）

4(2)ｲ

・文化祭にて青少年育成会議の活動展（まんのう町）

4(1)ｱ、ｴ
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