（沖縄県）

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

分

１ 大会等
（沖縄県、市町村）

青少年行政
青少年・児童家庭課
主管課(室)名

沖縄県
内

容

備

考

○高校生の交通問題を自ら考える実践交流会
4(1)ア
（沖縄県教育委員会、高等学校生徒指導研究会主催）
(1) エ(イ)
開催日 平成２３年 11 月 11 日（金）
場 所 県立武道館アリーナ
出席者 生徒・職員等 計 693 名
内 容 高校生が各校で取り組んできた交通安全活動の実践発表
や意見発表を行い、
交通安全に対する意識の高揚を図り、
交通事故防止に資する。
○児童虐待防止講演会（八重瀬町、豊見城市）
4(1)イ、ウ
○地域カンファレンスの開催（沖少協・全警察署）
4(1)ア
○沖縄県「文字・活字文化の日」記念フォーラム（県教育委員会） 4(1)イ
開催日：11 月 2 日、場所：南風原町中央公民館
出席者：教育長、公立図書館、公民館図書館、児童
館等の職員、社会教育関係者、学校関係者、
PTA 団体、読書活動団体等
内 容：講演、シンポジウム
○第 41 回九州ブロック社会教育研究大会沖縄大会
４(1)ア、イ
(主催：九州ブロック社会教育員連絡協議会等）
開催日：11 月 10 日(木)～11 日(金)
場 所：那覇市民会館、牧志駅前ほしぞら公民館、沖縄県青年
会館、那覇市ぶんかテンブス館、パレット市民劇場
参加者：知事、那覇市長、教育長、九州各県・各市町村社会教
育委員及び教育委員、生涯学習・社会教育関係職員、
学校教育関係者、公民館関係者、社会教育関係団体
内 容：講演、研究会（4 分科会）
○沖縄県青少年育成大会（主催：県・県教育委員会等）
開催日： 11 月 25 日(金) 場 所：県庁
出席者：知事、警察本部長、教育長、青少年健全育成関係等

４(1)エ(ｲ)
及び 4(2)イ

○青少年スポーツ交流大会（西原町）

4(1)ア②

○石垣市児童虐待防止シンポジウム（石垣市）
4(1)ウ
開催日：11 月 11 日
場 所：石垣市健康福祉センター
出席者：市長、福祉部長、沖縄県中央児童相談所、主幹
沖縄国際大学助教授、児童福祉及び青少年育成関係者
等 １５０人参加
内 容：大学の助教授をコーディネーターとし、児童福祉関係
者とのシンポジウム
○宜野湾市小・中学生将棋大会
○宜野湾市子ども会育成者ﾘｰﾀﾞｰ及び子どもﾘｰﾀﾞｰ宿泊研修
○今帰仁村子ども会まつり
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4(1)ア
4(1)ア
4(1)ア

２ 広報啓発活動
（沖縄県、市町村）

○生涯学習フェスティバル（宜野座村）
開催日：11 月 5 日
出席者：村長、教育長、青少年関係者 100 人
内 容：講演会、教育功労者表彰

4(1)イ、
4(2)イ

○ミニ広報紙の作成配付（全警察署）
○電光掲示板を活用した広報（那覇署、豊見城署、与那原署、宜
野湾署、石川署、名護署）
○コミュニティＦＭ局４局を活用した広報（豊見城署、沖縄署、
糸満署、八重山署）
○宮古テレビ行政テレビを活用した広報（宮古島署、宮古島市）
○市町村機関誌を活用した広報（沖縄署、西原町）
○公共施設におけるパネル展の開催（沖縄署）
○横断幕設置による広報
（オレンジリボンキャンペーン～沖縄署）
○地域ミニコミ誌を活用した広報（全警察署）
○自治会広報紙による広報（宜野湾署）
○ポスター・リーフレット・パンフレット等の配付及び貼付（全
警察署、宮古島市、那覇市、東村、嘉手納町、久米島町）
○家庭訪問等による広報（全警察署）
○メールマガジンによる広報（西原町）
○青少年向けリーフレット配布（豊見城市
○青少年非行防止立看板設置（６本）
（豊見城市）
○平成 24 年度豊見城市青少年非行防止ポスター・標語の募集（豊
見城市）
○市の広報誌にて児童委虐待防止について掲載（豊見城市）
○啓発パンフレット・オレンジリボンの配布（豊見城市）
○児童虐待防止パネル展（豊見城市）
○懸垂幕の掲示（与那原町）

4(1)ウ①
全般
全般
4(1)ウ①
4(1)ウ①
4(1)ウ①
4(1)ウ
4(1)ウ①
4(1)ウ①
全般
4(1)ウ①
4(1)エ(イ)①
イ･エ(ウ)
エ
エ
4(1)ウ①
4(1)ウ
4(1)ウ

○「おきなわ地域教育の日」・「ＣＧＧ運動」の啓発
４
（主催：県社会教育関係団体等連絡会、ＣＧＧ運動沖縄県実行 (1)エ(ｨ)、(ｴ)
委員会）
内容：実施要項、リーフレット・ポスターの配布
○「子ども・若者支援機関マップ」の掲示および配布（那覇市）
○「第５回沖縄県子ども地域安全マップコンテスト」優秀作品の
展示会を実施した。
（沖縄県）
○児童虐待防止呼びかけ入り花の種子配布（読谷村）
○児童虐待防止ステッカー配布（読谷村）
○ホームページによる広報（沖縄市）
○のぼり旗を沖縄市内の関係機関・コンビニ等に設置（沖縄市）
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4(1)ア
4 エ(ｲ)①
4(1)ウ
4(1)ウ
4(1)エ
4(1)エ

３ 研修会等
（沖縄県、市町村）

４ 青少年保護育成
巡回活動、環境浄化
活動等
（沖縄県、市町村）

○沖縄県要保護児童対策協議会「おきなわ子どもを守るネットワ
ーク」の第 1 回代表者会議の開催（国、地方公共団体 18 団体、
9 法人、その他 8 団体）
○要保護児童地域対策会議の開催（浦添署、うるま署、石垣市）
○保護者カウンセリング（コスモス会）の開催（警察本部）
○青少年体験活動フォーラム in 沖縄（国立沖縄青少年の家）
開催日：11 月 26・27 日 場所：沖縄県青年会館
参加者：教育長、青少年教育行政、青少年教育施設職員学校教
育行政職員、青少年団体関係者等
内 容：講演、分科会、ワークショップ
○青少年健全育成関係機関連絡会議（石垣市）
○生徒指導連絡協議会（不登校問題を協議）
○南風原町子ども会５年生リーダー研修（南風原町）
○南風原町国際交流事業（南風原町）
○６校合同教育講演会（南風原町）
○青少年関係者会議（嘉手納町）
○「栄養教諭を中核とした食育推進事業」
（地域指定）研究実践報
告会（南城市）
○健康教育講演会（伊平屋村）
○家庭教育支援講演会及び実演会（伊平屋村）
○移動図書館＆読書講演会（伊平屋村）

4(1)ウ②

○夜間街頭指導（北谷町、西原町、宮古島市、豊見城市、浦添市、
宜野座村、那覇市、石垣市、北中城村、糸満市、南風原町、名護
市、本部町、嘉手納町、宜野湾市、南城市、中城村、与那原町、
沖縄市、恩納村）
○昼間巡回指導（那覇市）
○カラオケボックス等への立入指導（全警察署）
○「少年を守る日」
（第３金曜日）等における街頭補導及び有害環
境浄化活動の実施（全警察署）
○社会環境実態調査（西原町、宮古島市、那覇市、名護市、嘉手
納町、今帰仁村、沖縄市、北谷町）
○Ｇｏ家運動の推進

4(1)エ

4(1)ウ②
4(1)ウ③
４(1)ア、
及びエ(ｲ)

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

4(1)エ
4(1)エ
4(1)エ
4(1)エ
4(1)エ

５ 子ども・若者の社 ○クリーンアップ作戦（宜野湾署、浦添署）
4(1)ア②
会参加活動
○御万人すりてぃｸﾘｰﾝ･ｸﾞﾘｰﾝ･ｸﾞﾚｲｼｬｽ(CGC)運動出発式
４ (1) ア 及 び
（沖縄県、市町村）
（主催：ＣＧＧ運動沖縄県実行委員会）
(1)エ(ｨ)(ｴ)
開催日：12 月 1 日(木) 場 所：県民ホール
出席者：知事、警察本部長、教育長、ミス沖縄、青少年健全育
成関係者、児童生徒
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６ その他

○薬物乱用防止教室の開催（全警察署）
○いじめ事案等相談窓口（ヤングテレフォンコーナー）における
相談受理（警察本部）
○非行防止教室の開催（各警察署）
○非行少年等の居場所づくり（農業体験、料理教室、エステサロ
ン等）
○学習支援等立直り支援活動の実施（各警察署において実施）
○少年柔剣道指導（各警察署において実施）
○親子で楽しむおもしろ科学教室(沖縄県、豊見城市)
○学ぼう！地域の歴史と世界遺産～史跡巡り～（豊見城市）
○友愛フレンド農園事業（警察署、JA、豊見城市、那覇市）
○豊見城市ハーリー大会（豊見城市）
○特定生徒の職場体験学習（豊見城市）
○豊見城市「宿泊英語学習 English Camp」(豊見城市)
○スクールカウンンセラー活用事業（沖縄県）
○スクールソーシャルワーカー活用事業（沖縄県）
○子どもと親の相談員活用事業（沖縄県）
○巡回教育相談事業（沖縄県）
○中一ギャップ対策事業（沖縄県）
○生徒指導・進路指導総合推進事業（沖縄県）
○魅力ある学校づくり調査研究事業（沖縄県）
○「那覇教育の日」関連事業の取り組み
○那覇市教育長賞表彰（準備）
○善行青少年表彰（準備）
○青少年育成功労者表彰（準備）
○社会教育功労者表彰（準備）
○沖縄型ジョブシャドウイングの実施（沖縄県）

4

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

4(1)ア②

4(1)ｱ,ｳ､ｴ(ｴ)
ｴ

4(1)ア
4(2)イ
4(2)イ
4(2)イ
4(2)イ

