（宮城県）

平成 24 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 環境生活部
主管課(室)名 共同参画社会推進課

宮城県
分

内

容

備

考

・青少年健全育成みやぎ県民のつどい（青少年の 4 (1)イ､エ
１ 大会等
（宮城県、宮城県教育庁，宮城 ための宮城県民会議）
開催日：１１月８日
県警察，仙台市，塩竃市，大崎
場 所：泉文化創造センター
市，気仙沼市，白石市，名取市，
出席者：環境生活部次長､警察本部少年
角田市，登米市，涌谷町，栗原
課長､教育庁生涯学習課専門監
市）
青少年育成関係者等１７０人
内容：表彰、少年の主張入賞者発表，講
演、大会宣言
・みやぎ高校生マナーアップフォーラム２０ ４(1)エ
１２（県高校教育課）
開催日：１１月３日
場 所：宮城県庁講堂
出席者：県内公私立高校代表生徒、教員
２００人
内容：いじめについての話し合い、ロー
ルプレイ、ワークショップ
・児童ポルノ根絶宮城県大会（県警察本部）
4 (1)エ
開催日：１１月２９日
場 所：仙台市シルバーセンター
出席者：警察本部長､宮城県教育委員会教
育長､仙台市教育委員会教育長
少年警察ボランティア､学校関係者等
２２０人
内容：あいさつ，講演、大会宣言
・仙台市児童・青少年健全育成大会（仙台市） ４(1)ア､イ､ウ､エ
開催日：１１月２２日
場 所：仙台市青年文化センター
出席者：仙台市長､子供未来局長
青少年健全育成関係者等１５０人
内容：表彰，講演
・青少年健全育成仙台地区研修会・塩竈市民 ４(1)ア､イ､ウ､エ
のつどい（仙台地区青少年育成市町村民会議
協議会）
開催日：１１月１５日
場 所：ふれあいエスプ塩竈
出席者：塩竈市長､塩竈市議会議長
市民等
２３２人
内 容：少年の主張入賞者発表､トークと
演奏
・青少年健全育成大崎市民会議古川大会（市 ４(1)ア､イ
民会議）
開催日：１０月２７日
場 所：大崎市生涯学習センター
出席者：２５０人
内容：小・中・高・保護者代表意見発表､
講演
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４(1)ア､イ
・気仙沼市家庭教育大会（気仙沼市）
開催日：１１月１７日
場 所：気仙沼市民会館
出席者：気仙沼市長､市議会議長、警察署
長、教育長
青少年育成関係者､学校関係者、
市民等２７０人
内容：健全育成文集入選者表彰，朗読、
講演
・白石市青少年健全育成市民のつどい（白石市） ４(1)ア､イ
開催日：１１月１８日
場 所：白石市中央公民館
出席者：加盟団体会員，市民等２８０人
内容：表彰，講演、実践発表、大会宣言
・なとり市民のつどい（名取市）
４(1)ア､イ､エ
開催日：１１月２３日
場 所：名取市文化会館
出席者：青少年育成関係者等４００人
内容：少年の主張優秀者発表，講演、高
校生よさこいチーム出演
・青少年健全育成市民のつどい（角田市）
４(1)ア､イ
開催日：１２月１日
場 所：角田小学校
出席者：副市長、教育長、青少年育成関
係者等２１６名
内容：小・中・高校生意見発表、講演
・青少年健全育成推進のつどい（登米市）
４(1)ア､イ､エ
開催日：１１月２８日
場 所：登米市石越公民館
出席者：教育長、地方振興事務所長，青
少年育成関係者､市民等１３０人
内容：事例発表、講演
・青少年健全育成町民のつどい（涌谷町）
４(1)ア､イ､エ
開催日：１２月６日
場 所：町民医療センター
出席者：青少年育成関係者､学校関係者、
市民等９０人
内容：中・高校生意見発表，講演
・栗駒子どもまつり（栗原市）
４(1)ア
開催日：１１月４日
場 所：栗駒みちのく伝創館
参加者：市民等５０人
内容：交流活動、体験活動
２ 広報啓発活動
（宮城県、宮城県教育庁，気仙 ・町民会議講演会（美里町）
４(1)イ､エ
沼地方振興事務所，県警察本部， ・健全育成講演会（岩沼市）
４(1)ア､イ
各警察署，美里町，岩沼市，塩 ・いじめ撲滅キャンペーンラッピングバス発 ４(1)エ
車式及び運行（県高校教育課）
竃市，大崎市，白石市，大河原
町，柴田町，大和町，気仙沼市， 1. 出発式
開催日：１１月３日
仙台市，色麻町）
場 所：県庁正面玄関前
参加者：仙台市交通事業管理者，仙台
法務局人権養母部長，県人権擁護委員
連合会長，ラッピングバスデザインに
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関わった生徒，みやぎ高校生マナーア
ップフォーラム２０１２参加生徒及び
教員
2. ラッピングバス運行期間
平成２４年１１月～平成２５年１月
・非行防止キャンペーン(県警察本部，各警
察署)
1.薬物乱用防止，フィルタリング普及促進
キャンペーン(警察本部)
2.大学生ボランティア「ポラリス宮城」に
よる児童虐待防止キャンペーン(仙台北
署)
3.登米市駅伝大会，マラソン大会における
非行防止キャンペーン(登米署)
4.鹿島台互市における非行防止キャンペ
ーン(古川署)
・青少年健全育成キャンペーン(塩竈市民会
議)
・インターネット安全講習会実施（宮城県）
小学校４校，中学校１校 計４５４名
・非行防止教室開催（各警察署）
小学校１０校，中学校８校，高校５校
・有線放送による広報（加美署，色麻町）
・青少年健全育成ポスター作品展(大和町)
・パンフレット等作成
1.広報誌，啓発パンフレットの作成・配布
(各警察署・交番・駐在所)
2.ポスター作成・掲出（県警察本部，各警
察署）
3.市町村広報誌による広報（大崎市，白石
市，岩沼市，大河原町，柴田町，大和町）
4.チラシ作成配布（白石市，気仙沼市）
5.機関誌による広報（仙台市子供相談支援
センター）
6.少年の主張気仙沼・本吉地区大会発表文
集発行(気仙沼地方振興事務所)
7.問題行動等に関する出席停止に関する
マニュアル作成，市町村教育委員会提案
３ 研修会等
（北部教育事務所，県警察本部， ・不登校懇談会(北部教育事務所)
警察署，塩竃市，大崎市，名取 ・
「学ぶ土台づくり」圏域別ワークショップ
市，角田市，岩沼市，柴田町，
(北部教育事務所)
亘理町，涌谷町）
・宮城県複合カフェ防犯連絡協議会（県警察
本部）
・県内４ブロック少年警察ボランティア地域
カンファレンス（警察本部，全警察署）
・少年補導員研修会（仙台東署，岩沼署，亘
理署，古川署，大河原署，名取市）
・学校警察連絡協議会総会（仙台北署，仙台
東署，大和署，角田署，古川署，築館署）
・泉地区万引き防止対策協議会総会・対話会
(泉署)
・児童生徒健全育成ボランティア「アルカス
☆塩竈」総会(塩竈署)
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４(1)イ、ウ、エ

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

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

・いじめ問題対策本部会議(大崎市)
・中学校生徒指導主事連絡会(大崎市，名取
市)
・青少年を取り巻く有害環境実態調査担当者
会議(角田市)
・要保護児童対策地域協議会実務担当者会議
(岩沼市)
・小中連絡会・幼小連絡会(柴田町)
・生徒指導委員会（柴田町）
・子どもをみまもり隊合同研修会（亘理町）
・
「学社融合講座」親の学び支援セミナー(亘
理町)
・青少年のための涌谷町民会議常任委員会
(涌谷町)
４ 青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等
・調査
（宮城県、各地方振興事務所， ・青少年を取り巻く有害環境実態調査（宮城
各警察署，全市町村，日本フラ
県，各地方振興事務所，各警察署，各市町
ンチャイズ協会，各市町補導セ
村）
ンター，柴田町槻木中）
・携帯電話に関するアンケート調査（宮城県，
柴田町槻木中）
・協議
・SS 活動の強化に向けた意見交換会（宮城県，
県警察本部，日本フランチャイズ協会）
・巡回活動
・街頭補導活動（各警察署）
少年警察ボランティア合同，ブロック少年
補導・育成センター活動，学校教職員合同
補導，早朝・深夜補導，列車補導，深夜飲
食店立入指導
・県下一斉街頭補導（各市町補導センター）
・定期街頭指導（各市町補導センター）
・有害広告物撤去活動・(白石市，名取市，
岩沼市)
・公園点検(白石市)
・子ども１１０番の家実態調査，タウンミー
ティング(岩沼市)
・防犯実働隊パトロール(村田町，柴田町，
涌谷町)
・学校職員，PTA 下校指導(七ヶ浜町，柴田町
槻木中)
５ 子ども・若者の社会参加活
動
・県警音楽隊と仙台市立高砂中生徒，中野小
（大河原教育事務所，南三陸教
児童ふれあいコンサート(仙台東署)
育事務所，仙台東署，塩竈署， ・中学生に対する農業体験調理体験（塩竈署）
白石署，白石市，栗原市，大河 ・職場体験中学生と警察職員による小中学生
原町，柴田町，村田町，涌谷町， 非行防止教室(白石署)
南三陸町，七ヶ浜町，涌谷高校， ・PSC(中学生ボランティア)いじめ撲滅イベ
七郷中，船岡中，船迫小）
ント（白石市）
・せみね合宿通学（栗原市）
・職場体験（大河原町）
・ジュニアリーダー交流会（大河原教育事務
所）
・中学生と警察職員懇談会（仙台南署，七郷
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４(1)エ
４(1)ア､イ､ウ､エ
４(1)エ
４(1)ウ
４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ
４(1)イ
４(1)ア､イ

４(1)エ

４(1)エ

４(1)エ

４(1)ア，エ

４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ

４(1)ア
４(1)ア
４(1)ア
４(1)エ
４(1)イ
４(1)ア
４(1)ア
４(1)ア

中）
・みどりの少年団植栽活動（柴田町）
・子どもフェスティバル(柴田町)
・妊婦体験授業（柴田町船岡中）
・ジュニアリーダーによるふくしまつりボラ
ンティア（柴田町）
・ジュニアリーダー定例会・研修会(柴田町，
村田町)
・町内清掃活動（涌谷町，涌谷高校）
・地方青年文化祭「わくわくキッズ☆ランド
2012」
（南三陸教育事務所，南三陸町）
・少年少女ビーチバレー大会(南三陸町)
・社会貢献青少年表彰（南三陸町）
・ふるさと子どもゆめ議会(七ヶ浜町)
・部外講師授業（柴田町船迫小）
気象台，救急救命，区長等

６ その他
(仙台南署，各市町少年補導セン
ター，柴田町)
・大学生ボランティア「ポラリス宮城」によ
る中学生学習支援(仙台南署)
・少年警察ボランティア，中学生書道教室(仙
台東署)
・少年相談実施（各市町少年補導センター）
・子育て中の親子に対する絵本読み聞かせ
(柴田町)
・子ども広場(柴田町)
・東船岡秋まつり(柴田町)
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４(1)ア
４(1)ア
４(1)ア
４(1)ア
４(1)ア
４(1)ア
４(1)エ
４(1)エ
４(1)イ
４(1)ア
４(1)ア

４(1)ア
４(1)ア
４(1)エ
４(1)ア
４(1)ア
４(1)ア

