（茨城県）

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
知事公室 女性青少年課
主管課(室)名

茨城県
分

内

容

１ 大会等
○第 48 回茨城県交通安全県民大会（茨城県，茨城県交
（茨城県，那珂市，日立市，常陸
通対策協議会）
大宮市，鹿嶋市，鉾田市，行方市， 開催日：11 月 29 日（木）
石岡市，牛久市，つくば市，稲敷
出席者：知事，警察本部長，教育次長，公安委員会
市，つくばみらい市，阿見町，古
委員ほか，交通関係者
河市，筑西市）
内容：
「平成 24 年度茨城県交通安全ﾎﾟｽﾀｰ作品入賞者
表彰式」ほか
○児童虐待防止講演会（茨城県）
「児童虐待防止を子守唄で」
日本子守唄協会理事長による講演会
日時：11 月 23 日
場所：県民文化ｾﾝﾀｰ
出席者：一般県民 200 名程度
○茨城県PTA振興大会（茨城県,茨城県教育委員会，みん
なで教育を考える｢いばらき教育の日｣推進協議会等）
開催日：11月11日（土)
場所：結城市民文化ｾﾝﾀｰ
内容：講演会・発表等
参加者：県内小・中学校PTA役員等
○みんなで教育を考える「いばらき教育の日」推進大
会（茨城県,茨城県教育委員会，みんなで教育を考え
る「いばらき教育の日」推進協議会等）
開催日：11月1日（木）
場所：県民文化ｾﾝﾀｰ
内容：各種表彰，提言発表，講演等
参加者：みんなで教育を考える｢いばらき教育の日｣
推進協議会構成団体関係者，県民等
○「いばらき教育の日」地域推進大会（茨城県,茨城県
教育委員会，みんなで教育を考える「いばらき教育の
日」推進協議会等）
(1)水戸地区
開催日：11 月 18 日（日）
場所：市民ｾﾝﾀｰいわま
内容：講演会
参加者：県民等
(2)県北地区
開催日：12 月 2 日（日）
場所：高萩市文化会館
内容：講演会
参加者：県民等
(3)鹿行地区
開催日：11 月 10 日（土）
場所：行方市文化会館
内容：講演会
参加者：県民等
(4)県南地区
開催日：11 月 3 日(土)
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場所：阿見町民体育館
内容：講演会
参加者：県民等
(5)県西地区
①開催日：11 月 22 日（木）
場所：境町中央公民館
内容：講演会
参加者：県民等
②開催日：12 月 6 日（木）
，7 日（金）
場所：6 日 境町立境第一中学校
7 日 境町立境第二中学校
内容：講演会，ﾌｫｰﾗﾑ
参加者：生徒，保護者，町教育委員等
○「地域安全ﾏｯﾌﾟｺﾝｸｰﾙ’12」表彰式（茨城県，茨城県
教育委員会，茨城県警察本部，茨城県防犯協会）
開催日：11 月 27 日
場所：茨城県庁舎 9 階講堂
出席者：副知事，県警本部長，保健体育課長，県防
犯協会理事長，受賞者及び引率者
約 100 人
内容：表彰式，防犯に関する講演他
○「親が変われば，子どもも変わる運動」那珂市推進
大会（青少年育成那珂市民会議）
（那珂市）
開催日：11 月 10 日（土）
場所：市総合ｾﾝﾀｰらぽーる
青少年育成関係者，幼・小・中・高校教職員
等，243 人
内容：市内幼・小・中・高校の保護者 4 名による子
育て体験発表，講演
○日立市教育講演会（教育振興大会Ⅱ）
（日立市）
開催日：11 月 17 日（土） 13:30～
場所：多賀市民会館
出席者：市教育長，市 P 連会長，小中学校教職員・
PTA，幼稚園，保育園職員，一般市民 等
内容：講演
講師：教育評論家 親野智可等 氏
○青少年をたたえる市民のつどい（常陸大宮市）
開催日：12 月 2 日
場所：常陸大宮市
出席者：市長，市議会議員，学校長，青少年育成指
導者，保護者，小中学生等 221 名
○心とからだの講演会
中学校 2 校（鹿嶋市）
○子育て講演会
小学校 1 校（鹿嶋市）
○鉾田市青少年の主張大会（鉾田市）
開催日：11 月 18 日（土）
会場：旭中学校講堂兼体育館
内容：小・中学生による「青少年の主張」発表
（青少年育成鉾田市民会議）
○青少年健全育成講演会（行方市）
・家族のきずなを深める講演会
開催日：11 月 10 日
場所：行方市文化会館
出席者：市長，教育長，教育委員会，青少年相談
員，社会教育委員，市民会議青少年育成
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部，家庭対策部，PTA 連絡協議会会員等
内容：異文化との心の交流
講師：ﾊﾞｲﾏｰﾔﾝｼﾞﾝ
演題：日本とﾁﾍﾞｯﾄのこころを歌う語る
・善行青少年の表彰式
開催日：同上
場所：同上
出席者：同上
内容：行方市民会議善行賞表彰規定により，各小
中高等学校長の推薦者及び各地区協議会長
の推薦者について，選考を実施し，該当者
を表彰。
・子ども劇場
開催日：同上
場所：同上
出席者：講演会参加者の幼児・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2 団体
内容：地域女性団体連絡会による預かり保育の実
施，ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2 団体による紙芝居・読み聞か
せ等の実施。
○少年の主張発表会（石岡市）
開催日：11 月 26 日
場所：柿岡中学校
内容：青少年問題・大人に対する意見や感想などを
主張文として発表する。
○育成支援のための講演会（牛久市）
開催日：11 月 17 日
内容：
「親子の絆を考える」
～子どもの心を育む子育て～
講師：石浜みち子 氏
○家庭教育講演会（つくば市）
実施日：11 月 10 日（土）
場所：つくば市役所
内容：今どきの友だち関係
講師：土井隆義（筑波大学大学院教授）
参加者：174 名
○第 7 回稲敷市青少年の主張大会（稲敷市）
開催日：11 月 17 日（土）
場所：稲敷市あずま生涯学習ｾﾝﾀｰ
出席者：市長，議長，稲敷警察署長，青少年育成関
係者 300 人
内容：小，中，高校生 14 人による主張発表
○講演会（親がかわれば,子どもも変わる運動）
（つく
ばみらい市）
○平成24年度いきいき学びの町AMI共に育む教育の日
行事（阿見町）
・教育委員会表彰
開催日：11 月 3 日
内容：教育・文化・ｽﾎﾟｰﾂの各分野において功績の
あった町内の児童生徒・団体の表彰
・少年の主張発表
内容：平成 24 年度少年の主張茨城県大会へ応募し
た町内中学生 6 名の主張文発表大会
・記念講演
演題：
「いのちの感受性」
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講師：落合恵子 氏
○古河市中学生の主張大会(古河市)
4(1)ア
開催日：11 月 15 日
参加者：市内中学生代表者
○第 34 回 少年の主張全国大会「わたしの主張 2012」 4(1)ア
視聴見学（筑西市）
開催日：11 月 11 日（日）
場所：国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ
出席者：協和中学校 1 年生，教職員，青少年育成筑
西市民の会
合計 160 名
内容：12 名の中学生による「わたしの主張発表」
，
主張審査結果発表
○第 7 回 筑西市教育の集い（筑西市）
4(1)ア
開催日：11 月 18 日（日）
場所：ﾍﾟｱｰﾉ（筑西市生涯学習ｾﾝﾀｰ）
参加者：青少年育成市民の会，市内小中学生，教員，
PTA
合計 434 名
内容：小中学生による活動紹介，講演会
２ 広報啓発活動
○麻薬・覚醒剤乱用防止運動（茨城県）
（茨城県，警察本部，各県民ｾﾝﾀ
（麻薬・覚醒剤乱用防止運動期間の 10/1～11/30，
ｰ，
（社）茨城県青少年育成協会，
県内 23 カ所で実施，うち 11 月は 15 カ所）
水戸市，笠間市，ひたちなか市，
内容：ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・啓発資材の配布，脱法ﾄﾞﾗｯｸﾞに関す
那珂市，小美玉市，茨城町，大洗
るｱﾝｹｰﾄ調査，薬物標本の展示，ﾊﾟﾈﾙ・ﾎﾟｽﾀｰ・
町，城里町，東海村，日立市，常
横断幕掲示 等
陸太田市，高萩市，常陸大宮市， ○いじめ解消ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの周知（茨城県）
大子町，鹿嶋市，潮来市，鉾田市， ・
「いばらき教育の日」いじめ撲滅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝに参加し，
神栖市，土浦市，石岡市，龍ヶ崎
県内 5 ヶ所の教育事務所に設置した「いじめ解消
市，取手市，牛久市，つくば市，
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ」の周知のためのﾁﾗｼを配付した。
守谷市，稲敷市，かすみがうら市， ○さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（茨城県，城里町 14 日，日
美浦村，阿見町，河内町，利根町， 立市，高萩市 7 日）
古河市，結城市，下妻市，筑西市， ・県内各地で幼稚園・保育所(園)・小学校・中学校・
坂東市，桜川市，八千代町，五霞
高等学校・中等教育学校及び特別支援学校等の学
町）
校と地域社会の関係機関が最寄りの駅等であいさ
つ，声かけ運動やﾏﾅｰｱｯﾌﾟに向けた合同ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを
実施する。
・合同ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施箇所：61 箇所
○各種ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの開催（警察本部）
・児童虐待防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（日立，古河署）
・ﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（ひたちなか西，つくば北，古河，
取手署）
・未成年者喫煙禁止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（水戸他県下 8 署）
・防犯ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（牛久，稲敷署）
・あいさつ声かけｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（太田署）
○交番・駐在所のﾐﾆ広報紙による広報（警察本部）(県
下各警察署)
○児童虐待防止推進月間と連動した広報啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
等の配布（警察本部）
（県下各警察署）
○ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞの 100%普及に向けた携帯電話販売店に対
する指導（警察本部）
（県下各警察署）
○あいさつ・声かけ運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ/いばらき教育の
日・教育月間ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ/さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ/いじ
め撲滅運動/非行防止運動（県南県民ｾﾝﾀｰ，
（社）茨
城県青少年育成協会）
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開催日：11 月 1 日
場所：県内全域
出席者：茨城県青少年育成協会，土浦市教育委員会，
（社）茨城県青少年育成協会，大好きいば
らき県民会議，土浦警察署，土浦市内高等
学校生徒会，県南県民ｾﾝﾀｰ等
○あいさつ声かけ運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（各県民ｾﾝﾀｰ，笠間
市，大洗町，城里町，東海村，日立市，常陸太田市，
常陸大宮市，鹿嶋市，鉾田市，神栖市，土浦市，石
岡市，龍ヶ崎市，牛久市，稲敷市，阿見町，河内町，
利根町，古河市，結城市，下妻市，筑西市，桜川市，
八千代町，五霞町）
開催日：11 月 1 日～3 日，5 日～17 日，21 日，27
日
場所：県内各駅，各市町村小中学校 等
参加団体：各市民会議，教育庁義務教育課，高校教
育課，県内高校生徒・教師・保護者，民
生員，保護士，各市町村青少年相談員，
各市町村警察署，各県民ｾﾝﾀｰ
内容：啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ，ﾎﾟｽﾀｰ等の配布
○高校生さわやかﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（取手市，古河市）
《取手市》
開催日：11 月 9 日
場所：JR 取手駅，JR 藤代駅
出席者：高校教諭，生徒，PTA，取手警察署，青少年
相談員，市職員等 158 名
内容：県ﾃｰﾏ「社会の一員としてのﾏﾅｰを身につけよ
う」をもとに，あいさつ声かけ運動及び啓発
ﾃｨｯｼｭの配布
《古河市》
開催日：11 月 7 日
場所：古河駅東口・西口
出席者：近隣高校等 12 校の生徒・教諭・保護者・古
河市青少年相談員・青少年ｾﾝﾀｰ
○未成年喫煙防止街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（各県民ｾﾝﾀｰ，
（社）茨
城県青少年育成協会，日立市，鹿嶋市，土浦市，取
手市，筑西市）
開催日：11 月 8 日
場所：水戸駅，土浦駅，日立駅，取手駅，下館駅，
鹿島神宮駅，古河駅，勝田駅
出席者：茨城県，茨城県警察本部，土浦市青少年課，
鹿嶋市役所職員，市青少年相談員連絡協議
会，更生保護女性会，
（社）茨城県青少年育
成協会，茨城県青少年相談員連絡協議会，
青少年育成市民会議，青少年育成筑西市民
の会，教育委員会，ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ各社，県立
土浦工業高等学校生徒会，JT，たばこ販売
協同組合，土浦・鹿嶋・取手警察署
内容：通学する高校生を中心に未成年の喫煙防止の
ために啓発物（ﾃｨｯｼｭ）を配布しながら呼びか
けた。
○青少年健全育成ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（土浦市）
開催日：11 月 1 日（木） 7:20～10:00
場所：土浦駅，神立駅，荒川沖駅の 3 ヵ所で同時展
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開
内容：
「非行防止」
，
「あいさつ声かけ運動」
，
「いばら
き教育の日」
－いじめ撲滅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ－を中心と
した啓発活動を実施。ﾃｨｯｼｭ配布
（約 350 人参加）
○青少年健全育成啓発運動（龍ヶ崎市）
実施日：11 月 1 日～11 月 30 日
場所：市立ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ(公民館)14 館,市庁舎,総合体
育館，商店街等（計 120 本設置）
内容：
「全国青少年健全育成強調月間」と「子ども・
若者育成支援強調月間」に連動し，
『あいさつ
声かけ運動』の幟旗を設置，市広報紙を活用
し広く市民に啓発，啓蒙を行なった。
（実施主体：龍ケ崎市青少年ｾﾝﾀｰ・青少年育
成龍ケ崎市民会議）
○児童虐待防止啓発活動（ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）駅前街
頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（水戸市，日立市，古河市）
《水戸市》
開催日：11 月 1 日～30 日 各市民ｾﾝﾀｰ等
10 月 28 日 水戸まちなかﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
11 月 4 日 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｽﾀｼﾞｱﾑ水戸
内容：啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布
《日立市》
開催日：11 月 1 日 7:30～8:30 まで
場所：JR 日立駅自由通路
参加者：日立市要保護児童対策地域協議会
内容：通勤，通学者に啓発物（ｴｺﾊﾞｯｸ，ﾁﾗｼ 2,600
個）を配布しあいさつ，声掛けを行った。
《古河市》
開催日：11 月 1 日～30 日
内容：児童虐待防止ｺｰﾅｰの設置（市内 5 箇所）
○ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝの配布（市管理職に配布）
（牛久市）
○児童待防止推進月間の市庁舎ほか出先機関，
保育園，
幼稚園，小学校，中学校ﾎﾟｽﾀｰ，配付および掲示（牛
久市）
○いじめ，虐待防止の講話（民生委員，児童委員）
（牛
久市）
○就学時健康診断の際，保護者に対する家庭教育に関
する講話を実施（笠間市内小学校）
（笠間市）
○家庭教育相談（龍ヶ崎市）
実施日：青少年育成課 常設
内容：家庭でのしつけや子育ての悩み等の相談。ま
た，市広報紙による事業の啓蒙を行なった。
○家庭児童相談（通年）
（守谷市）
○ﾎﾟｽﾀｰの掲示（ひたちなか市）
○強調月間ﾎﾟｽﾀｰ掲示（生涯学習ｾﾝﾀｰ 3 箇所）
，配布，
広報紙掲載（牛久市）
○「強調月間｣周知のための街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（牛久市）
啓発品及びﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布（11 月 27 日）
○啓発用ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭの配布（小美玉市）
○啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ等の配布（日立市，坂東市）
○店舗訪問・学校訪問時等の啓発品・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布
（大子町）
○かすみがうら祭(かすみがうら市)
啓発活動(ﾃｨｯｼｭ,ﾘｰﾌﾚｯﾄ,ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ配布)
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4(1)イ，エ
4(1)ア，イ
4(1)ア，イ
4(1)エ
4(1)エ
4(1)エ
4(1)イ，エ

巡回活動(会場内の巡回指導)
○電話相談ｶｰﾄﾞ等の配布：街頭補導時（古河市）
○幟旗の掲出・ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ作成，配布（那珂市，茨城
町，大洗町，城里町，東海村，常陸太田市，潮来市，
利根町，八千代町）
○青少年を育てる石岡市民の会による懸垂幕の設定
（石岡市）
○市広報紙による｢子ども・若者育成支援強調月間｣の
周知(水戸市，守谷市，美浦村，古河市)
○広報紙「きぼう」による広報（那珂市）
※各戸配布
○だいご広報「お知らせ版」による広報（大子町）
○「だいご青少年育成町民会議だより」による啓発広
報（大子町）
○電光掲示板による広報 市本庁舎（牛久市）
○広報車による広報啓発（城里町）
○広報車による青少年非行防止巡回ｷｬﾗﾊﾞﾝ（利根町）
開催日：11 月 17 日
○学校給食食育推進事業
「親善都市交流献立」
（水戸市）
内容：親善都市の滋賀県彦根市の食文化や歴史を知
り，相互理解と地域への愛着を深めることを
目的とし，市立全小中学校を対象に「学校給
食献立」を通じた交流を実施。水戸市及びそ
の近郊の旬の食材を使用し，彦根市の郷土献
立を実施。
実施日：11 月 1 日～30 日（各校 1 日）
○「家庭の日」絵画・ﾎﾟｽﾀｰ展の開催（優秀者を讃え，
町長賞等の授賞）と会場で期間中，啓発用ﾃｨｯｼｭの配
布（大子町）
○「家庭の日」図画・ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ（つくば市）
実施日：11 月 14 日（水）～11 月 18 日（日）
場所：中央公園内「市民ｷﾞｬﾗﾘｰ」
内容：小中学生が「家庭の日」をﾃｰﾏとしたが描いた
図画の展示会
作品数：330 点 来場者数：334 人
※青少年を育てるつくば市民の会主催
○「家庭の日」絵画作品展示（下妻市）

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

4(1)エ

4(1)エ

4(1)エ
○いのちの講演会～いのちを大切にしよう～
（茨城県）
３ 研修会等
開催日：11 月 3 日（土）
4(1)エ
（茨城県，水戸市，笠間市，城里
場所：茨城県立笠間高等学校
町，東海村，日立市，常陸太田市， 内容：犯罪被害者ご遺族による講演
高萩市，北茨城市，大子町，神栖 ○交通ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実践活動推進事業（茨城県）
市，土浦市，石岡市，牛久市，つ
三世代ふれあいの集い＆ふれあい交通安全教室
4(1)エ
くば市，かすみがうら市，つくば
開催日：11 月 1 日（木）
みらい市，美浦村，古河市，筑西
場所：笠間市立大原小学校
市，桜川市）
内容：
「ｼｰﾄﾍﾞﾙ衝撃体験」
「自転車ｼｭﾐﾚｰﾀｰ」
「反射材
効果体験ﾃｽﾄ・反射材ｵﾘｼﾞﾅﾙﾜｯﾍﾟﾝづくり」
「交
通安全○×ｸｲｽﾞ」ほか
○生徒指導推進協議会（茨城県）
開催日：11 月 16 日
4(1)ア
場所：県庁 23 階教育庁会議室
出席者：学識経験者，産業経済関係団体，PTA 関係
団体，青少年健全育成，関係団体，地域女
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性関係団体，学校関係団体の代表者，茨城
県教育研修ｾﾝﾀｰ及び教育庁関係職員
内容：「家庭，地域社会から信頼される学校づくり
について」
～社会で求められる人材（能力）の育成を通
して～」
○元気いばらきっ子育成事業（茨城県，茨城県教育委員
会，茨城県国公立幼稚園PTA連絡協議会等）
4(1)イ
(1)開催日：11月3日（土）～4日（日）
場所：さしま少年自然の家
内容：宿泊体験活動
参加者：小中学生
(2)開催日：11月10日（土）
場所：さしま少年自然の家
内容：宿泊体験活動
参加者：小中学生とその保護者
(3)開催日：11月10日（土）
場所：西山研修所
内容：創作体験活動
参加者：小中学生とその保護者
(4)開催日：11月13日（火）
場所：県北生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験活動
参加者：小学生及びその保護者
(5)開催日：11月13日（火）
場所：県立中央青年の家
内容：自然体験活動，創作体験活動
参加者：小中学生及びその保護者
(6)開催日：11月17日（土）
場所：さしま少年自然の家
内容：歴史体験探検活動
参加者：小中学生とその保護者
(7)開催日：11月17日（土）～18日（日）
場所：県立中央青年の家
内容：宿泊体験活動，自然体験活動
参加者：小学生
(8)開催日：11月18日（日）
場所：県立白浜少年自然の家
内容：創作体験活動
参加者：小中学生及びその保護者
(9)開催日：11月18日（日）
場所：県南生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容：自然体験活動
参加者：小中学生
(10)開催日：11月24日（土）
場所：鹿行生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容：創作体験活動
参加者：小学生及びその保護者
(11)開催日：11月24日（土）
場所：県西生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容：歴史体験探索活動
参加者：小学生
(12)開催日：11月24日（土）
場所：県西生涯学習ｾﾝﾀｰ
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内容：創作体験活動 その他
参加者：小中学生及びその保護者
(13)開催日：11月24日（土）
場所：県西生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容：防災教育体験活動
参加者：小学生
(14)開催日：11月24日（土）
場所：県西生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容：創作体験活動
参加者：小学生及びその保護者
(15)開催日：11月24日（土）
場所：県西生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容：ｽﾎﾟｰﾂ体験活動
参加者：小中学生とその保護者
(16)開催日：11月24日（土）
場所：県西生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容：ｽﾎﾟｰﾂ体験活動
参加者：小学生
(17)開催日：11月24日（土）
場所：西山研修所
内容：創作体験活動
参加者：小中学生とその保護者
(18)開催日：11月25日（日）
場所：鹿行生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容：ｷｬﾘｱ教育体験活動
参加者：小学生及びその保護者
○地域に生きるﾔﾝｸﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進事業（茨城県，茨城県
教育委員会，茨城県国公立幼稚園PTA連絡協議会等） 4(1)ア
開催日：11月3日(土)，10日(土)，11日(日)
場所：白浜少年自然の家
内容：野外活動体験，介護体験，救急救命法実習 等
参加者：県内の高校生
○茨城県幼稚園PTA指導者研修会（茨城県，茨城県教育
委員会，茨城県国公立幼稚園PTA連絡協議会等）
4(1)イ，エ
（県南地区）
開催日：11月9日(金)
場所：取手福祉会館
内容：学校，家庭，地域社会の連携を担うPTA活動
の在り方
参加者：県南地区幼稚園単位PTA指導者
（県東地区）
開催日：11月16日(金)
場所：鹿行生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容：学校，家庭，地域社会の連携を担うPTA活動
の在り方
参加者：県東地区幼稚園単位PTA指導者
○茨城県小中学校PTA指導者研修会（茨城県，茨城県教
育委員会，茨城県国公立幼稚園PTA連絡協議会等）
4(1)イ，エ
（県東地区）
開催日：11月17日(土)
場所：鹿行生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容：学校，家庭，地域社会の連携を担うPTA活動
の在り方
参加者：県東地区小中学校単位PTA指導者
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（中央地区）
開催日：11月18日(日)
場所：常磐大学
内容：学校，家庭，地域社会の連携を担うPTA活動
の在り方
参加者：中央地区小中学校単位PTA指導者
○茨城県高等学校PTA指導者研修会（茨城県，茨城県教
育委員会，茨城県国公立幼稚園PTA連絡協議会等）
（県東地区）
開催日：11月28日(水)
場所：鹿行生涯学習ｾﾝﾀｰ
内容：学校，家庭，地域社会の連携を担うPTA活動
の在り方
参加者：県東地区高等学校単位PTA指導者
○教育月間ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｼｱﾀｰ（茨城県，茨城県教育委員会，
茨城県国公立幼稚園PTA連絡協議会等）
開催日：11月10日（土）
場所：県立図書館
内容：映画上映「劇団四季ﾐｭｰｼﾞｶﾙﾄﾞﾘｰﾐﾝｸﾞ」
参加者：児童生徒及び保護者
○乳児家庭全戸訪問事業（水戸市）
(1)新生児訪問指導
対象：生後 40 日以内の第 1 子
担当：助産師，保健師
訪問実件数：79 件
(2)こんにちは赤ちゃん事業
対象：生後 4 ヶ月までの乳児がいる家庭
担当：子育てｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ,助産師，保健師
訪問実件数：173 件
○養育支援訪問指導（水戸市）
(1)育児支援家庭訪問
対象：育児に関する支援が必要な家庭
担当：専門職ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ,OB ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ,保健師，
看護師
訪問延件数：16 件
○訪問活動（水戸市）
・毎学期，訪問又は文書報告を実施して，学校の実
態把握といじめ等の未然防止に向けた助言指導を
行う。
○個別対応会議（水戸市）
・学校支援訪問又は文書報告をもとに，学校と協議
して，関係機関が一堂に会して問題を起こすまた
は問題を起こすおそれのある児童生徒に対応する
ためのｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ会議を実施して対応している。
○相談活動（水戸市）
・青少年及びその保護者，教職員等を対象に電話に
よる青少年相談を実施して助言等を行う。
また，市内小中学校の児童生徒及び保護者，教職
員等を対象に，来所や電話，訪問による教育相談
を行い，助言等を行う。
○薬物乱用防止教室の開催（水戸市）
・学校薬剤師，警察職員など外部講師を活用するな
ど，各小中学校で学校の実情に応じて開催してい
る。
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○交通安全教室（水戸市）
実施回数：22 回
参加者数：1,352 名
○家庭教育講演会の開催（笠間市）
開催日：11 月 18 日
場所：笠間市
出席者：水戸教育事務所次長，水戸生涯学習ｾﾝﾀｰ所
長，笠間市教育長
笠間市内家庭教育学級関係者等 100 人
内容：講演会
○家庭教育学級講演会（城里町）
開催日：10 月 28 日
出席者：小学校･中学校保護者
内容：
「安心できる“心の居場所を”
」
講師：寺門正人様
○児童虐待防止講演会（東海村）
開催日：11 月 24 日
場所：東海村総合福祉ｾﾝﾀｰ「絆」
○喫煙防止教室（6 年親子学集会）の実施（日立市）
11/1 豊浦小学校，11/8 塙山小学校
○ｹｰﾀｲ教室（6 年親子学集会）の実施（日立市）
11/16 田尻小学校
○生徒指導主事研修会（市内小中学校の生徒指導主事
を対象）
（日立市）
会場：会瀬青少年の家
内容：いじめ問題への取組について指導主事より指
導助言
○子育て講座（常陸太田市）
開催回数：11 月 1 日～11 月 29 日 全 8 回
出席者数：就学児童の保護者 385 名
内容：講話，ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等
○高萩市青少年相談員協議会 11 月定例会（高萩市）
開催日：11 月 14 日
場所：教育委員会
○県北地区青少年育成市町民会議連絡会研修会（高萩
市）
開催日：11 月 21 日
場所：大子町
出席者：会長･教育長(大子町)
県北地区市町青少年育成関係者 19 人
内容：講演・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
活動報告･情報交換・質疑等
○市青少年相談員連絡協議会研修視察（北茨城市）
期日：11 月 6 日（火）～11 月 7 日（水）
視察地：宮城県牡鹿郡女川町
内容：(1)女川町役場復興推進課訪問
①被災の状況と復興の現状
②復興における課題と現状
③被災地における子どもの生活の様子に
ついて
④子どもへの支援について
(2)質疑
(3)被災地施設視察（仮設住宅）
○県北地区市町民会議研修会（北茨城市，大子町）
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4(1)エ

4(1)イ

4(1)イ，エ

4(1)ウ，(2)ア

4(1)エ
4(1)ウ
4(1)エ

4(1)イ③

4(1)ア，イ

4(1)ア，イ

4(1)ア，イ

開催日：11 月 21 日（水）
場所：大子温泉「やみぞ」
内容：研修Ⅰ 講演
講師：青少年心理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
(社)いばらき思春期保険協会
吉村尚先生
「現代社会の家族のあり方」
研修Ⅱ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
発表:茨城大学生
「若い世代から発信する自殺防止・予
防の啓発活動」
研修Ⅲ 情報交換・活動報告・質疑
○就学時子育て講座 6 回（神栖市）
・小学校に就学する児童を持つ母親に対する子育て
講習会を実施
○土浦地区青少年育成市町村民会議連絡会研修会(土
浦市，石岡市，つくば市，かすみがうら市，つくば
みらい市)
開催日:11 月 17 日(土)
場所: つくばみらい市
内容:｢親が変われば子どもも変わる運動｣講演会
演題：子どもの心とどう向き合うか
～自殺・いじめ問題への対応～
講師:幸島 美智子 氏
○青少年を育てる石岡市民の会視察研修（石岡市）
・第一学院高等学校を視察し，地域と学校との連携
を学ぶ研修を実施。
開催日：11 月 22 日
○児童自立支援施設の視察研修（牛久市）
宮城県仙台市「さわらび学園」を訪問
開催日：11 月 19～20 日
○家庭教育学級ｾﾐﾅｰ（つくば市）
実施日：11/ 2（金），場所：市立真瀬小学校
実施日：11/ 7（水），場所：市立小野川小学校
実施日：11/29（木），場所：市立栄小学校
内容：次年度に入学する児童の保護者を対象に家庭
教育ﾌﾞｯｸを活用し，家庭教育の重要性につい
て啓発するｾﾐﾅｰ
○青少年相談連絡協議会会議･役員会(美浦村)
○平成 24 年度古河市人権ﾘｰﾀﾞｰ育成講座（古河市）
開催日：11 月 6 日,15 日
出席者：市職員，教員，民生児童委員等
内容：ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ，小中学生の作文発表，人権学習会
（参加型学習会形式）
○青少年相談員研修視察（筑西市）
開催日：11 月 7 日（水）
研修先：水府学院
参加者：青少年相談員
○筑西市子ども会育成連合会指導者育成研修会（筑西
市）
開催日：11 月 25 日（日）
場所：明野公民館
参加者：筑西市子ども会育成会
○桜川市子連事業「桜っ子探検隊」
（桜川市）
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4(1)ア，イ

4(1)イ③

4(1)イ
5(2)②

4(1)エ

4(1)ア，エ

4(1)イ

4(1)エ
4(1)イ

4(1)エ

4(1)エ

開催日：11 月 4 日
出席者：桜川市内の小学 1 年から 6 年生
内容：防災についての学習
○小学生対象事業（桜川市）
開催日：11 月 28 日
出席者：真壁小，紫尾小，谷貝小，樺穂小の 6 年生
内容：①小学生による「いじめをなくすために」ｼﾝ
ﾎﾟｼﾞｳﾑ
②人間ｵｰｹｽﾄﾗ「ｱｶﾍﾟﾗ演奏会」
○中学生対象事業（桜川市）
開催日：11 月 11 日
出席者：桃山・桜川中生徒，青少年市民会議等
内容：大洗ﾏｰﾁﾝﾊﾞﾝﾄﾞ「ﾌﾞﾙｰﾎｰｸｽ」による演奏会（生
徒に夢と希望を与える)
○青少年相談員視察研修（桜川市）
開催日：11 月 25 日～26 日
出席者：青少年相談員
内容：栃木県立児童自立支援施設「那須学園」
（状況
説明等・見学）

4(1)エ

4(1)エ

4(1)イ

4(1)イ

○「水戸市安全なまちづくりﾓﾃﾞﾙ地区」における落書
４ 青少年保護育成巡回活動、環
き消し活動（警察本部少年課，水戸警察署）
4(1)ア②
境浄化活動等
○青少年条例遵守状況実態調査（鹿行県民ｾﾝﾀｰ）
（警察本部，各県民ｾﾝﾀｰ，水戸市， 茨城県青少年の健全育成条例に関係する管内 51 店 4(1)エ
笠間市，ひたちなか市，那珂市，
舗の書店・大型電気店，携帯電話販売店等立入調査
小美玉市，茨城町，大洗町，城里
対象：
（管内 5 市合計 51 店舗）
町，東海村，常陸太田市,高萩市，
書店 11 店舗，複合店 9 店舗，ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ 20
北茨城市，常陸大宮市,大子町，
店舗，大型家電販売店 5 店舗，携帯電話販売
鹿嶋市，潮来市，鉾田市，行方市，
店 6 店舗
神栖市，土浦市，石岡市，龍ヶ崎 ○茨城県青少年の健全育成等に関する条例遵守実態調
市，取手市，牛久市，つくば市，
査（県南県民ｾﾝﾀｰ）
4(1)エ
守谷市，かすみがうら市，つくば
活動主体：青少年指導員，県南県民ｾﾝﾀｰ担当職員
みらい市，美浦村，古河市，結城
実施日：11 月 19 日，20 日，22 日，27 日
市，下妻市，常総市，筑西市，坂
場所：書店，複合店（計 20 店舗）
東市，五霞町，境町）
○街頭指導・補導活動（水戸市 18 回，ひたちなか市
20 回,常陸太田市 7 回，鉾田市，土浦市，牛久市， 4(1)エ
古河市 11 回，常総市）
○市内巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（小美玉市，牛久市，かすみがうら
市 2 回，つくばみらい市，坂東市，五霞町，境町） 4(1)エ
○青少年相談員による街頭ﾊﾟﾄﾛｰﾙ活動（茨城町）
○街頭巡回活動（東海村）
4(1)エ
開催日：11 月 2 日，9 日，20 日，30 日
4(1)エ，(2)ア
※通年で活動実施。
○各地区常時巡回活動（北茨城市）
・小学校学区 12 支部の相談員の巡回と同時に青少年 4(1)エ
健全育成条例普及活動 76 名参加
○街頭相談活動（常陸大宮市）
実施日：11 月 8 日，17 日
4(1)エ
場所：市内
・青少年相談員による街頭相談活動を実施した。
○街頭活動（鹿嶋市，神栖市，石岡市，龍ヶ崎市，守
谷市，美浦村，結城市，下妻市，筑西市 14 回，坂東 4(1)エ
市）
・青少年相談員を中心に各地域での街頭活動を実施。
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○夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ活動（大洗町）
○公用車による夜間巡視（城里町）
○青少年のための環境浄化活動（青少年育成那珂市民
会議）
（那珂市）
開催日：11 月 30 日（金）
場所：市内全域
青少年育成・自治組織関係者，NTT 茨城支部，
東京電力水戸支社等，135 人
内容：通学路の安全点検，違法ﾋﾞﾗ・捨て看板等の撤
去
○環境浄化啓発委託事業（鉾田市）
○｢青少年の健全育成に協力する店｣訪問・登録等推進
活動（ひたちなか市,小美玉市，城里町，東海村，常
陸太田市，鹿嶋市，潮来市，鉾田市，行方市，神栖
市，土浦市，取手市，牛久市，つくば市，美浦村，
古河市，坂東市，境町）
○青少年相談員によるｺﾝﾋﾞﾆ，
書店等訪問活動
（茨城町）
○茨城県青少年健全育成条例普及・啓発活動（笠間市，
大子町）
○ｱﾀﾞﾙﾄﾋﾞﾃﾞｵ，有害図書類自動販売機の点検（笠間市，
古河市，常総市）
○高萩市内店舗訪問（高萩市）
開催日：11 月 14 日
内容：ｺﾝﾋﾞﾆ・ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ・携帯電話取扱家電店・ﾚﾝﾀ
ﾙﾋﾞﾃﾞｵ店ﾌｧﾐﾚｽ（深夜営業）等
○ﾋﾞﾃﾞｵ，DVD，図書，玩具類等取扱店舗への立入調査
等（大子町）
○捨て看板，風俗ﾋﾞﾗ撤去による社会環境整備活動（潮
来市，美浦村）
○立入調査（牛久市，結城市）
○ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ（通学路）清掃活動（青少年育成鉾田市民
会議）
（鉾田市）
○花の植栽（牛久市）
場所：牛久駅前，消防署，交番

５ 子ども・若者の社会参加活動
（
（社）茨城県青少年育成協会，
那珂市，小美玉市，東海村，常陸
太田市，高萩市，行方市，神栖市，
牛久市，守谷市，美浦村，常総市，
筑西市，桜川市）

4(1)エ
4(1)ア，ウ
4(1)エ

4(1)ア，エ
4(1)エ，(ウ)②
(2)ア

4(1)エ
4(1)エ
4(1)エ
4(1)エ

4(1)エ
4(1)エ
4(1)エ
4(1)エ
4(1)エ

○「親が変われば，子どもも変わる」運動実践ﾓﾃﾞﾙ事
業（
（社）茨城県青少年育成協会）
5(2)④
①開催日：11 月 3 日(土)
場所：茨城県立図書館（水戸市)
実施主体：茨城県青少年育成協会，偕楽園公園を
愛する市民の会
対象者：未就学児・小学生とその親
内容：論語塾
②開催日：11 月 17 日(土)
場所：笠間市立病院会議室(笠間市)
実施主体：茨城県青少年育成協会，青少年育成笠
間地区市民会議
対象者：子育て中の親
内容：親学講座
③開催日：11 月 18 日(日)
場所：川根小学校体育館(茨城町)
実施主体：茨城県青少年育成協会，茨城町更生保
護女性会
対象者：小学生とその親
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内容：親子で昔遊び
○小学生ふるさと教室（市教育委員会）
（那珂市）
開催日：11 月 11 日，17 日，23 日
場所：県内野外活動施設，県立歴史館等
市内小学校 4～6 年生，35 人程度
内容：餅つき，ﾊｲｷﾝｸﾞ，歴史館見学等
※6 回続きの教室の一部
○地域交流会（小美玉市内：はとりっ子ふれあい交流
会）
（小美玉市）
○東海村文化祭（東海村）
開催日：11月1日～11月4日
場所：東海文化ｾﾝﾀｰ他
○青少年育成東海村民会議「母と子のｻﾛﾝ（後期）」
（東
海村）
開催日：10月26日，11月2日，10日，16日，30日
場所：東海村中央公民館他
○青少年育成東海村民会議白方支部
「ｳｫｰｸﾗﾘｰ大会」
（東
海村）
開催日：11月3日
場所：白方ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ他
○東海やったん祭（東海村）
開催日：11月4日
場所：村立東海南中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ及び体育館
○家庭教育学級（東海村）
開催日：11月6日，7日，18日，29日
※通年で事業実施
場所：村立幼稚園等
○常陸太田秋まつり（子どもｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ）の運営（常陸
太田市）
内容：子ども会役員や，高校生ﾘｰﾀﾞｰによるｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘ
ｰの運営
開催日：11 月 17 日,18 日
参加者：364 名
○小学低学年対象（高萩市）
いきいき萩っ子育成事業 「親子ﾋﾟｻﾞ作り体験」
開催日：11 月 4 日
場所:市内ｱﾄﾘｴ小麦
参加者：親子 20 組
内容：親子で楽しくﾋﾟｻﾞ作りの体験をした。
○高校生会の「産業祭」への協力活動（高萩市）
開催日：11 月 10 日，11 日
参加者：10 名
内容：職員と一緒に各ﾌﾞｰｽで，手伝いをした。
○第 26 回高萩市子ども作品展（高萩市）
開催日：11 月 22 日～25 日
場所：高萩市民体育館
来場者数：2,500 人
（市内幼稚園・保育園児童，小学校・中学校生徒・
高校生の絵画・書写等の作品展）
○高校生会によるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動（行方市）
・講演会の運営・花壇清掃・訪日高校生との交流会
への参加・ｽﾎﾟｰﾂ少年団駅伝大会への運営手伝い。
開催日：通年
場所：市内
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4(1)ア

4(1)ア②
4(1)ア，(2)イ

4(1)イ

4(1)ア，イ

4(1)ア，イ

4(1)ア，イ

4(1)ア①

4(1)ア，イ，ウ，
エ

4(1)ア，イ，ウ，
エ

4(1)イ，ウ

4(1)ア

内容：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
○「青少年のための科学の祭典・鹿行地区大会神栖会
場」の実施（神栖市）
日時：11 月 18 日（日）
場所：神栖市立波崎第三中学校
内容：ｻｲｴﾝｽｼｮｰや出店形式の科学実験ｺｰﾅｰを複数設
け，交流と通し，青少年に科学の楽しさ面白
さを実体験してもらう
○みんなのしあわせ見本市（牛久市）
・子育て，食育，講演会，社会福祉の展示，盲導犬
との触れ合いなど情報提供ｲﾍﾞﾝﾄ
開催日：11 月 17 日
○市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験募集（通年）
（守谷市）
○守谷市子ども会育成連合会活動記録展示による広報
（子ども開会員の絵画・書道等の作品展を兼ねる）
（守谷市）
実施日：11 月 19 日～30 日
○放課後子ども教室推進事業（美浦村）
○みほっ子・元気っ子体験事業（美浦村）
○常総ﾘｰﾀﾞｰｽ高校生会の各種祭りへのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣
（常
総市）
○筑西ﾘｰﾀﾞｰｽ高校生会定例会（筑西市）
開催日：11 月 19 日（月）
場所：筑西市青少年ｾﾝﾀｰ
○わくわくｻﾀﾃﾞｰ事業（桜川市）
開催日：11 月 10 日，17 日
出席者：岩瀬・大和地区小学生・保護者
内容：①おもしろ理科先生
②作って楽しもう教室
③お料理教室
○放課後子ども教室（桜川市）
開催日：11 月 27 日
出席者：谷貝小学校 1 年生から 6 年生
内容：楽しい音楽会
○はたちの集い実行委員会（桜川市）
開催日：11 月 17 日
出席者：成人式を迎える青年等
内容：自分たちのはたちの集いを計画

６ 少年の立ち直り支援活動
（茨城県警察本部）

７ 青少年保護育成活動
（茨城県警察本部）

８ 顕彰等

4(1)ア②

4(1)エ

4(1)ア
4(1)ア

4(1)イ，ウ
4(1)イ，ウ
4(1)ア
4(1)ア

4(1)ア，イ

4(1)イ

4(1)ア，イ

○不良行為少年等に対するｻﾎﾟｰﾄ活動（警察本部少年
課，県下各警察署）
4(1)イ
・少年及び家族との面接相談
・少年の学習支援
○県条例違反（非行助長行為）被疑者の検挙（ﾀﾊﾞｺの
知情販売）
（警察本部少年課，県内 8 署）
4(1)エ(ウ)②
○非行防止教室，薬物乱用防止教室の実施（警察本部
少年課，県下各警察署）
4(1)エ(ウ)③
県内 小学校：33 校 2,114 人
中学校： 6 校
789 人
高 校： 3 校
580 人
○「家庭の日」絵画・ﾎﾟｽﾀｰと作文・書道ｺﾝｸｰﾙ展（水
戸市）
4(1)イ
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（水戸市，那珂市，城里町，つく
ばみらい市，筑西市）

期間：11 月 17 日（土）～26 日（月）
場所：ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原
○「家庭の日」図画・作文作品展示（青少年育成那珂
市民会議）
（那珂市）
期間：11 月 29 日（木）～12 月 11 日（火）
場所：市総合ｾﾝﾀｰらぽーる
表彰式：12 月 8 日（土）
○青少年育成町民会議：家庭の日（城里町）
「図画作文ｺﾝｸｰﾙ」
表彰式：11 月 23 日
○善行功労者表彰（つくばみらい市）
○「家庭の日」絵画・ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄ（筑西市）
作品展示：10 月 13 日（土）～11 月 25 日（日）
場所：しもだて美術館
審査会：11 月 15 日（木）
表彰式：11 月 23 日（金）
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4(1)イ

4(1)イ

4(2)イ
4(1)イ

