（千葉県）

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

分

青少年行政
主管課(室)名

千葉県
内

容

環境生活部
県民生活課
備

考

１．大会等
○青少年健全育成大会
（市原市、習志野市、柏市、流山市、鴨川市）

県内広域

県央地区

葛南地区

東葛地区

○少年の主張全国大会 （
（財）千葉県青少年協会）
開催日；11 月 11 日
場所；国立オリンピック記念青少年総合センター
○千葉県安全安心まちづくり推進協議会「万引防止対策部会」
開催日：11 月 16 日 場所：千葉市
○千葉県学校保健研修会、顕彰式（千葉県）
内容：千葉県健康功労者表彰の実施
薬物乱用防止標語コンクール優秀作品表彰
○少年の日・地域のつどい大会
（千葉県、流山市、白子町、一宮町、長柄町、長南町、睦沢町、
南房総市）
○青少年育成委員会（千葉市）
「緑区ブロック研修会」 10 月 27 日 場所 千葉市立越智中学校
「花見川区」 11 月 10 日 場所 花島公園講堂 内容：講演
「美浜ブロック研修会」 11 月 10 日 場所：千葉市立高浜中学校
内容：講演
「稲毛ブロック研修会」 11 月 17 日
内容：いじめに対する対応など、子どもを健全に育成させること
につながる講演
○中学校招待弁論大会（千葉市）
開催日：平成 24 年 11 月 7 日 場所：白井中学校
内容：市内中学校代表弁士による発表
○稲毛あかり祭り「夜灯（よとぼし）
」
（千葉市）
開催日：11 月 23 日・24 日
内容：灯篭の作成、設置ボランティアとしての作業、イベントの
ステージ発表
○福祉ボランティア大会（千葉市大宮中学校区青少年育成委員
会）
開催日 １１月２１日 場所
大宮中学校
内容
ボランティア活動の報告、ふれあいトーク
｢誰もが安心して共に生きるために｣
手話体験、車椅子体験、点字体験
手話ダンス体験、福祉車両展示
○子育て講演会（市川市）
開催日：11 月 24 日「家族の絆を深める子育てレシピ」
○ファミリーフェスタ（市川市）
開催日：11 月 18 日 場所：ニッケコルトンプラザ
内容：トークショー、遊び講座、体験コーナー等
○青少年健全育成講演会
日時：11 月 2 日 場所：松戸市民劇場
「思春期を迎えた子どもへの対応のしかた」
○健康フェア（我孫子市）講演会
日時：11 月 17 日・18 日 場所：我孫子市生涯学習センター
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４（１）ア、イ、
エ、
４（２）イ
４（１）ア

４（１）エ
４（２）イ

４（１）ア②、エ
（エ）③
４（１）ア・イ

４（１）ア

４（１）ア②

５（２）①

４（１）イ、ウ
（２）ア
４（１）イ、ウ
（２）ア
４（１）イ

４（１）イ

印旛地区

○中央交流フェスティバル（佐倉市）

４（１）ア②

○地域まつり （佐倉市）
（千代田ふれあい、和田ふるさと）
○第６回青少年ユニカール大会（四街道市）
開催日；11 月 23 日
○市 PTA ソフトボール大会（四街道市）11/4

４（１）ア②

○第 1 回栄町ドッヂビー大会（栄町）
○歳末特別警戒パトロール代表者会議（銚子市）
海匝地区

山武地区

長生地区

安房地区

君津地区

○平成 24 年度銚子市教育功労者授賞式（銚子市）
○青少年意見発表大会（旭市）
開催日；11 月 17 日
内容；小中高校生及び青年による意見発表大会
○東金市子ども会育成協議会中央大会（東金市）
日時：11 月 20 日 軽スポーツ競技
○いじめ対策講演会（横芝光町）
日時：11 月 26 日 場所：横芝通学校
「今生きる あなたはいじめをしますか」
○茂原市制施行 60 周年記念「第 18 回僕と私のジャンピング大会
（茂原市）
開催日：11 月 23 日(金) 場 所：茂原市市民体育館
参加者：584 名（市内小学生、各地区役員、保護者等）
内 容：なわとび競技
○親子写生大会（館山市）
開催日：11 月 3 日
会 場：城山公園
○「教育の日」行事（南房総市）
開催日：11 月 18 日（日）
参加者：約 330 名
内 容：教育功労表彰、百文字作文表彰、記念講演、
○少年少女の主張大会、青少年健全育成啓発標語コンクール
（木更津市）
開催日：11 月 4 日
会 場：木更津市民会館
内 容：健全育成作文・標語の発表及び表彰
参加者；350 名

４（１）ア②、エ
（エ）③
４（１）エ（エ）
③
４（１）ア②
エ（エ）③
４（１）エ（イ）
①③
４（２）イ
４（１）ア

４（１）ア②
４（１）エ

４（１）エ（エ）
③

４（１）ア②、イ
②
４（１）ア、
（２）
イ

４（１）ア

２.広報啓発活動

県内広域

○「子ども・若者育成支援強調月間」ポスター掲示
（千葉県、千葉市、市川市、習志野市、我孫子市、四街道市、八
街市、印西市、酒々井町、神埼町、多古町、匝瑳市、一宮町、勝
浦市、南房総市、鋸南町、袖ケ浦市）
○広報誌、HP 等への掲載
（千葉県、千葉市、市川市、八千代市、浦安市、流山市、我孫子
市、四街道市、八街市、印西市、銚子市、匝瑳市）
○ラジオ、ケーブルテレビ等を使っての広報
（千葉県、市川市）

４（１）ア、イ、
エ

○広報チラシの配布
（千葉県警察本部、市川市、浦安市）

４（１）エ

４
（１）
ウ、
エ
（イ）

４（１）エ

○薬物乱用防止街頭キャンペーンの実施（千葉県、流山市、勝浦 ４（１）エ（ウ）
市、成田市、長南町、東庄町、多古町、銚子市、浦安市）
③
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○児童虐待防止のためのキャンペーン（オレンジリボンキャンペ ４（１）ウ①
ーン）の実施
リボン着用、ポスター掲示、広報紙掲載、チラシ回覧等
（千葉県、市川市、船橋市、浦安市、木更津、松戸市、成田市、
佐倉市、東金市、旭市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌
ケ谷市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、酒々井
町、匝瑳市、東庄町、九十九里町、横芝光町、芝山町、いすみ市、
君津市、館山市、南房総市、富里市、野田市、富津市）
○冬の交通安全運動（千葉県、小中高校、千葉市）
４（１）エ（イ）
交通安全指導用ポスターの配付等
○ちば県民だよりに掲載（千葉県）
「子育てサポート日本一を目指して」
・bayFM ラジオ CM における月間の広報
○家庭教育支援（千葉県）
４（１）イ③
ウェブサイト「親力アップいきいき子育て広場」の保育所・幼稚
園・小学校・中学校を通じた保護者へのチラシの配布及び啓発活
動
○未成年者飲酒防止街頭キャンペーン（千葉県）
４
（１）
イ、
エ
（ウ）
啓発用ポケットティッシュ 1,500 個配布、JR 千葉駅周辺
②

県央

葛南地区

東葛地区

印旛地区

○食育広報（千葉県）
オリジナル弁当コンクール等ＰＲのため県教委 HP・県教委ニュ
ースへの掲載
○少年指導委員研修会講習及び広報・啓発活動(千葉県警察)
「千葉県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例」に
基づく広報・啓発
○第 63 回 NTT 児童画コンクール・入選作品展
(（財）千葉県青少年協会)
開催日：11 月 7 日～15 日
場所：千葉県青少年女性会館
○自転車の安全な乗り方（
「自転車安全利用五則」
）ポスターの作
成・配布（千葉市）
○「少年の日・家庭の日」街頭啓発活動（船橋市）
JR 津田沼駅等でポケットティッシュの配布
○「少年の日」ポスター展（習志野市）
○「未成年者飲酒防止並びに飲酒運転撲滅」キャンペーン
（浦安市）
場所：JR 新浦安駅周辺 ポケットティッシュ 2,000 個
○青少年健全育成ポスター展（松戸市）
開催日：10 月 12 日～14 日 場所：松戸市民文化ホール
出品数：小学校 77 点、中学校 192 点
○非行防止キャンペーン（松戸市）
○青年海外協力隊応募促進支援事業広報（佐倉市）

４（１）イ①

４（１）エ

４（１）イ

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

４（１）エ
４（１）ア④

○「若者支援ガイドブック」の作成・周知（四街道市）

４（１）ア①

○ネットトラブル防止啓発リーフレットの配布（四街道市）
対象：小学生（4～6 年生）
、中学生、保護者
○いじめ撲滅キャンペーンの実施（四街道市）
いじめ相談窓口の紹介リーフレットの配布と市ホームページへ
の掲載
○のぼり旗・懸垂幕の設置
（八街市、富里市）
○青少年健全育成啓発用ポケットティッシュの配布（八街市）

４（１）エ（ウ）
①
４（１）エ（エ）
①、②
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４（１）イ③
４（１）イ

○子ども 110 番ステッカー及び地域看板の配布（印西市）

４（１）エ（イ）

○就学前の健康診査において、保護者を対象に食生活に関する知 ４（１）イ①
識の普及を行った（白井市）
○弁当の日
毎月１日に実施（銚子市）
４（２）イ①
○いじめゼロキャンペーン（銚子市）
海匝地区

○学校訪問（銚子市）
○命を大切にするキャンペーン（銚子市）

長生地区
君津地区

○平成 24 年度長南フェスティバル出展(長南町)
○薬物乱用防止パンフレットの配布（富津市）
○「家族の日」
・
「家族の週間」HP にて広報（富津市）

４（１）エ（エ）
①
４（１）エ（エ）
①
４（１）エ（エ）
①
４（１）ア①
４（１）エ③
４（１）イ

３．研修会等
○薬物乱用防止教室（千葉県、千葉市、御宿町、山武市、東金市、
四街道市、茂原市、一宮町、白子町、芝山町、いすみ市）
○交通安全教室（千葉県、成田市、四街道市）
○スケアード・ストレイト技法による自転車交通安全教室
（千葉県、大網白里市、市原市、流山市）
○ワーク・ライフ・バランスセミナー
（千葉県、千葉市、市川市、柏市、船橋市）
内容：ワーク･ライフ･バランスの推進、働き方の見直し、男性の
育児参加の促進、両立支援制度の
利用しやすい職場風土づく
りなどをテーマに した基調講演、千葉労働局による法改正の解
説、県・市で取り組んでいる事業等の説明
○全国青少年補導センター連絡協議会定期大会（千葉県、八千代
市）
主催：全国青少年補導センター連絡協議会
○学校警察連絡委員会（千葉市、習志野市、八千代市）
○学校警察連絡協議会（流山市、我孫子市）

４（１）エ（ウ）
③
４（１）エ
４（１）エ

○研修会等（千葉県）
（子どもと親のサポートセンター）

４（１）ア①②、

４（１）ア②

４（１）ア

４（１）ウ、エ
４（エ）
（ア）①

小・中・高等学校・養護教育相談上級研修・不登校子どもを支援 イ④、ウ③、エ（
県内広域

実践研修会、教育相談ネットワーク連絡協議会、訪問相談担当教 エ）①②③
員研修会、カウンセリング専門研修
○訪問相談担当教員研修会（千葉県）
（子どもと親のｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
）
開催日：11月21日 場所：千葉市 出席者：16名
内容：児童相談所のかかわり、不登校対応
○キャリア教育の促進・未来の名工チャレンジ事業（千葉
県）
開催日；10月27日
場所；船橋高等技術専門校
高校生等を対象に高等技術専門校において様々なものづくり体
験を通してその楽しさや素晴らしさを体験し、ものづくりに対す
るイメージを深めることにより職業選択のきっかけ作りを図る。
○指導主事会議（千葉県）
開催日：11月5日 場所：千葉市 出席者：40名
内容 ：児童生徒の問題行動 への対応
○教育相談ネットワーク連絡協議会（千葉県）
(子どもと親のサポートセンター)
開催日：11月26日 場所：千葉市 出席者：79名
内容 ：教育相談関係機関の連携
○不登校の子どもを指導する実践研修会（千葉県）
（子どもと親
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４（１）ア①、
イ④、エ（エ）
①②
４（１）ア

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

県央地区

葛南地区

のサポートセンター）
開催日：１１月１日 場所：千葉市 内容：不登校への対応
○保護者のための教育相談セミナー(千葉県)
（子どもと親のサポートセンター）
開催日：11月17日 場所：千葉市 出席者32人
内容：子どもの見方、関わり方
○青少年に対するエイズ等性感染症対策講習会（千葉県）
開催回数 9 回 受講人数：1,380 人
○千葉県自然体験活動指導者養成セミナー（千葉県）
場 所：千葉県立君津亀山少年自然の家
内 容：小学校等の実施する自然体験を支援する指導者を養成
し、自然体験活動の推進を図る
○学校支援コーディネーター研修講座（千葉県）
内容：先進的な取り組みをしている学校支援地域本部や放課後子
ども教室の活動を見学し、コーディネーターとしての知識・技能
の向上を図る。
○千葉県学校保健研修会（千葉県）
○食に関する指導事業地区別研究協議会（千葉県）
○栄養教諭、栄養職員等各研修（千葉県）
○青少年サポーター｢秋企画・植物観察会｣(（財）千葉県青少年
協会)
開催日：11 月 18 日
場所：千葉県青少年女性会館
○青少年育成市町村事務担当者会議(（財）千葉県青少年協会)
開催日：11 月 22 日
場所：千葉県青少年女性会館
○千葉市・市原市隣接地域交流会（千葉市、市原市）
開催日：１１月２日
場 所：市原市教育会館
内 容：情報交換
講演 「青少年健全育成のための家庭の役割」
○関東甲信越静進路指導ブロック研修会（千葉市）
日時：11 月 9 日 場所：花園小学校
○防災訓練の実施（千葉市葛城中）
○薬物乱用防止講演会（千葉市）
開催日：１２月 １日（土）
場 所：若松中学校図書室
講師：社団法人 千葉市薬剤師会 副会長 三上 博行
演題：蔓延する脱法ドラッグの実態
○千葉市大型店補導連絡協議会（千葉市）
○学校区内歴史散歩（千葉市蘇我中）
場所：蘇我中学校区内歴史的建造物
内容：地元の成り立ち等の研修を実施した。
○食育フェスティバル（千葉市）
開催日：11 月 10 日(土) 場 所：千葉市幕張第二保育所
内 容：栄養士による食育講座、離乳食相談
食育媒体の展示及び実践、簡単レシピーの配布
○指導者育成講座（わんぱくセミナー）
（市川市）
○ジュニアリーダー講習会（市川市）
○ヤングカルチャースクール（市川市）
○市民の会合同視察研修（船橋市）
場所：茨城県つくば市筑波宇宙センター
○青少年補導委員連絡協議会視察研修会（船橋市）
開催日：11 月 28 日 場所：武蔵野学院
○家庭教育講座（八千代市）
「親子で楽しむ運動あそび 幼児編」
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④、
エ（エ）①②
４（１）ア①②、
イ②、エ（エ）
①
４（１）エ
４（１）ア①②

４（１）ア②

４（１）イ①
４（１）イ①
４（１）イ①
４（１）ア

４（１）エ

４（１）アイウ
４（１）ア②
４（１）エ

４（１）エ
４（１）ア

４（１）イ ① ③

４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア
４（１）イ③

東葛飾地区

印旛地区

○青少年相談員視察研修会（浦安市）
（主催：浦安市青少年相談員連絡協議会）
開催日：11 月 17 日（土）～18 日（日）
場 所：鴨川青年の家、内浦山県民の森
参加者：13 名
内容；ガイドウォーク・施設視察
○浦安市青少年補導員連絡協議会一日研修会（浦安市）
日時：11 月 22 日 場所：榛名女子学園（群馬県）
「現地施設の視察及び講話」
○放課後子ども教室（柏市）
○「子どもの権利条約」理解講座（我孫子）
開催日：11 月 8 日、11 月 14 日
場 所；我孫子市立湖北台西小学校、布佐南小学校
講 師；
（財）日本ユニセフ協会 米山和道
○ヘルスサポーター中学生講習会（鎌ヶ谷市）
内容；中学生に対し食事バランスガイドを使用しバランスの良い
食事についてと、朝食の大切さの講話。朝食メニューの実習。
○早寝・早起・朝ごはん「食育講演会」
（鎌ヶ谷市）
○思春期保健教育
（鎌ヶ谷市）
「命の大切さがわかる子どもを育成する」 対象：小学生・保護
者
○思春期ネットワーク連絡会 （鎌ヶ谷市）
○ジュニアリーダー養成講座（成田市）

４（１）ア②

○子育て学習講座（成田市）

４（１）イ④

４（１）ア
４（２）ア

４（１）イ

４（１）イ
４（１）ア

４（１）ア
４（１）ア②

小学校の就学時健診、保護者対象に専門家による子育て学習講座
○若者自立支援相談(11/19) （佐倉市）
４（１）ア②
○子育て理解講座(11/10・17・24・28)（佐倉市）
４（１）ア②・ウ
①
○青少年相談員研修会（11/24、25）
（佐倉市）
４（１）エ（エ）
③
○怒鳴らない子育て練習講座（佐倉市）
４（１）イ③
○子育て学習講座（全小学校開催）
（四街道市）
４（１）イ③
(11/2～11/16) 小学校入学時の子育てについて
○文化講演会（四街道市）
４（１）イ③④
(11/14) 演題；「人とのつながりを信じて、夢を育てる。そして
未来へ」
○放課後子ども教室（四街道市）
４（１）ア②
「まじゃりんこ」
、
「あそびの城」
、
「出会い体験夢ひろば」
○地域・家庭教育学級（四街道市）
４（１）イ③④
○生涯学習・家庭教育講演会（富里市）
日時：11 月 15 日 場所：富里中央公民館
○ふるさと学習（富里市）
日時：11 月 25 日 農産物の収穫体験及び北総中央用水施設見学
○心の健康づくり講習会 （栄町）
○第４回銚子市小中高生徒指導連絡協議会（銚子市）
「学種を超えた授業参観研修会」
○第８回東総地区補導委員連絡協議会（銚子市）

海匝地区

４（１）ウ
４（１）エ

○第２回児童福祉連絡協議会（銚子市）
○東総地区青少年補導委員連絡協議会（匝瑳市）
○市生徒指導委員会（匝瑳市）
6

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

山武地区

安房地区

君津地区

○幼児家庭教育学級（横芝光町）
(11/8・14) 場所：白浜保育所・日吉保育所
内容：歯磨き指導・グラウンドゴルフ・カレー作り
○喫煙防止教室（横芝光町）
(11/1) 場所：白浜小学校
「みんなのかけがえのない大切な命」
○ジュニアリーダー養成講座（大網白里市）
(11/10)、内容：子ども会ジュニア・リーダー初級研修
○青少年育成指導者研修会（鴨川市）
(11/25)、会場；鴨川市ふれあいセンター 参加者：100 名
講師；丸淳一氏「気づいたらすぐやる人が成功する人」
○高齢者福祉学習（中学校）
（木更津市）
○先輩に学ぶ（中学校）
（木更津市）
○教育講演会（第一中学校）
（木更津市）
○教育ミニ集会（木更津市）
○IT 環境・課題研修会（住民会議）
（木更津市）
○食育研修会（木更津市）
○子育て支援（君津市）
(11/9)おはなし会、(11/21)わらべうた
○家庭教育学級（君津市、富津市）

①
４（１）ア、イ

４（１）エ

４（１）ア②
４（１）イ

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

４．巡回活動、
環境浄化活動等

県内広域

県央地区

東葛地区

○防犯パトロール（千葉市、習志野市、浦安市、流山市、成田市、
佐倉市、富里市、多古町、銚子市、茂原市、長生村、一宮町、木
更津市）
○街頭啓発補導活動（千葉市、船橋市、習志野市、八千代市、浦
安市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、
銚子市）
○県下一斉広域列車パトロール
（千葉市、船橋市、市川市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸
市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、多古町、銚子市）
○子どもの登下校時の安全確保、見守りパトロール（千葉市、木
更津市）
○環境浄化活動（書店・コンビニの有害図書の陳列や、ピンクビ
ラ、捨て看板の撤去等）
（千葉市、鎌ケ谷市、芝山町、四街道市、
富里市、香取市、銚子市、木更津市）
○暴走族による違法行為に対する指導取締りの強化（千葉県警
察）
県内全域で実施
○暴走族による集団暴走事案の事件化による検挙と再発防止策
の徹底（千葉県警察本部）
○学校舎の安全点検と補修（千葉市）
○パトロールによる啓発活動（千葉市）
日時：11/24 携帯電話会社に、青少年の携帯電話購入の際のフ
ィルタリングの説明が適切におこなわれているかどうかの確認
活動
カラオケで未成年へのアルコール飲料を提供しない旨の確認活
動
○青色回転装備車両パトロール（千葉市）
○青色回転装備車両パトロール（流山市）
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４（１）エ

４（１）エ（ア）
（イ）①
４（１）エ（イ）

４（１）エ（イ）
①
４（１）エ

４（１）エ

４（１）エ
４（１）エ

４（１）エ（イ）
①②③
４（１）エ（イ）
①

○駅前に市営交番「駅前番所」を設置（成田市）
印旛地区

香取地区

君津地区

○こんにちは赤ちゃん訪問の実施 [随時]（佐倉市）
○子どもの安全確保の取組（香取市）
都市公園内遊具の安全確認
○君津中学校区レッツ・トーク（あいさつ）運動（君津市）
○ＳＰＴリサイクル回収（中学校）
（木更津市）

４（１）エ（イ）
①
４（１）ウ②
４（１）エ（イ）
②
４（１）ア①②
４（１）ア、イ、
エ

５.青少年の社会参
加活動

県内広域

県央地区

○第 24 回「房総子どもかるた千葉県大会」
（千葉県）
開催日：11 月 25 日 場所千葉県総合スポーツセンター体育館
参加者：団体 109 組（3 人 1 組）個人戦 27 名
内容：房総子どもかるたを使用して、千葉県の歴史・文化・産業
を通して郷土を知ることにより郷土愛を高め、県下の子どもたち
が一堂に会し、和気あいあいの中で競技を行う。参加者 団体戦
１０９組（３名１組）個人戦２７名
○水産業インターンシップの実施（千葉県）
実施日：11月15日～16日
○房総の山のフィールドミュージアム（千葉県）
①房総の山の観察会「夏の山の昆虫」
（7 月 21 日-22 日）
場所：清和県民の森
②観察会「山の学校 100 川の生き物たち」
（7 月 21 日）
場所：清和県民の森
○県立中央博物館大利根分館体験事業（千葉県）
①夏休み子供教室「ザリガニ釣り」
開催日：7 月 22･29 日 場所：県立中央博物館大利根分館
②夏休み子供教室「砂の中の宝物をさがそう」
開催日：7 月 28 日
場所：県立中央博物館大利根分館
○県立現代産業科学館子ども教室（千葉県）
「きらきらミラーキューブ｢万華鏡｣をつくろう」
開催日：7 月 1 日 場所：県立現代産業科学館
○県立関宿城博物館体験事業（千葉県）
①「飛ばせ 水ロケット」
開催日：7 月 22 日
場所：県立関宿城博物館
②「鳥凧「コウノトリ」をつくろう」
開催日：7 月 22･28 日
場所：県立関宿城博物館
○県立房総のむら観察会（千葉県）
里山観察会「カタツムリ」
開催日：7 月 14 日 場所：県立房総のむら
○千葉国際駅伝応援（千葉市）
開催日：１１月２３日（祝） 内容：千葉国際駅伝の応援
吹奏楽部演奏 応援横断幕制作
○第二回 育成レク ウォークラリー（千葉市）
開催日：１２月８日（土） 内容：ウォークラリー、クイズ、ゲ
ーム
○「魔法の教室」
（千葉市）
開催日：11 月 10 日（土）
場 所：千葉市立大椎中学校 参加者：幼稚園児、小学生、中学
生
内 容：魔法の教室（ゲームを通して、相手の気持ちを考えて行
動するためのコツを学ぶ。東京ディズニーリゾートの現役キャ
ストによる。
）
○「院内・椿森花いっぱい運動」
（千葉市椿森中学校）
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４（１）イ①

４（１）ア
４（１）エ③

４（１）エ③

４（１）エ③

４（１）エ③

４（１）エ③

４（１）ア②
エ（エ）
③
４（１）ア②、イ
④
エ（エ）③
４（１）ア

４（１）ア

葛南地区

東葛地区

印旛地区

香取地区

中学生が公民館や街角に飾るための花を育てた。
○福祉入門体験（千葉市川戸中）点字・手話の体験
○保育実習（千葉市川戸中）場所：川戸保育所
○川戸公民館文化祭（千葉市川戸中）
ボランティアの生徒が「ソーラン節」を踊った。
○地域の緑化活動（千葉市千城台南中学校）
通学路に花を植える緑化活動を実施
○海岸清掃（千葉市磯辺第一中）
日時：11 月 23 日 場所：検見川の浜
○子どもと地域のふれあい伝承遊び（千葉市幸町第一中学校）
伝承遊び（けん玉、折り紙など）を通して人との交流の楽しさや、
心の触れ合いを図る。
日時：11/10、参加：地域住民 28 名、中学 38 名、小学 85 名
○野馬の里チューリップ球根植え活動（千葉市越智中学校区）
越智中学校区小中学生全員、大人支援を受けチューリップ球根植
え
○小中学生による体験活動（千葉市高洲第二中）
開催日：１１月１０日 場 所：高洲第二中学校
参加者：育成委員、地域住民、学区小中学生
内 容：缶詰を利用してのカレーライス作り
○緑が丘駅前クリーン作戦（清掃活動）
（八千代市）
参加；小学校１校，高校１校、補導員
○少年野球教室（野田市）
○第 2 回手賀の丘フレッシュ！キャンプ（我孫子市）
日時：11 月 23 日 場所：千葉県立手賀の丘少年自然の家
○「もちつき大会」
（鎌ヶ谷市）
11 月 3 日、参加；計 300 名、もちつき体験・お餅の提供
○元気っ子ゼミナール（鎌ケ谷市）
11月11日、参加70名、体験活動を通して次代の青少年リーダーを
養成
○復興支援チャリティティフェスタ2012（鎌ケ谷市）
11月23日、模擬店・バザー等で得た利益を被災地に送付
○弥富グラウンドゴルフ大会[11/23]（佐倉市）
○小学校落語講座、畑の学校（佐倉市）
○体験教室（四街道市）
手芸、茶道等様々な体験教室
○児童生徒による絵画、書道等の作品展（四街道市）
○子ども会まつり、ジュニアリーダー初級認定講習会（富里市）
○中学校職場体験の受け入れ（多古町）
○旭市少年少女ドッジボール大会（旭市）
(11/25)、小学校高学年ドッジボール大会、参加；800 人
○少年少女ミニバス大会（匝瑳市）
○市民オリエンテーリング大会（匝瑳市）

海匝地区

○少年少女サッカー大会（匝瑳市）
○市民ふれあい健康ウオーク（匝瑳市）
○少年少女ドッジボール大会（匝瑳市）
○小中学校音楽会（匝瑳市）
○小中学校作品展示会（匝瑳市）
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４（１）ア
４（１）エ
４（１）エ
４（１）ア
４（１）エ（エ）
③
４（１）エ（エ）
③

４（１）ア

４（１）ア
４（１）ア②
４（１）ア
４（１）ア②
４（１）ア②

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

山武地区

長生地区

夷隅地区

君津地区

○中学生模擬会（匝瑳市）
○青少年相談員小学生紙ヒコーキ大会（東金市）
○子ども会ミニバスケットボール大会（九十九里町）
(11/24)、参加：各地区子ども会会員、51 名
○青少年国際交流（大網白里市）
(11/17～18)、出席：町内中学生・ALT、中学生が外国人と交流
○防災体験ツアー（大網白里市）
日時：11 月 23 日 参加者：町内在住・在学の小中学生と保護者
防災館・そなエリア東京を訪問し、地震体験等の防災体験を実施
○第 21 回房総子どもかるた長生茂原地区大会（茂原市）
日時：11 月 11 日 場所：一宮中央公民館 参加者：38 名
○わくわく体験クラブ「クレイ粘土教室」
（長南町）
日時：11月24日 場所：長南町中央公民館
○小学生職場体験（いすみ市立中学校）
○市内の公共機関や飲食店、その他の事業所における職場体験
○地区文化祭・敬老祭への合唱参加・作品展示（木更津市）
○職員体験学習（木更津市）
○花いっぱい運動（住民会議）
（木更津市）
○彼岸花移植作業ボランティア
○市内公民館主催青少年関連事業（君津市）
子ども教室・家庭教育学級・文化祭等、市内８公民館にて実施
○多世代グラウンドゴルフ交流会（君津市）
(11/13)、参加：児童・保護者・地域住民役 100 人
○君津ふるさとかるた大会（君津市）
(11/4)、参加：市内小学生約 150 名
○千葉県房総子どもかるた大会（君津市）
(11/25)、参加：30 人
○小中学校音楽のつどい（富津市）
(11/2)、富津公民館
○市民文化祭（子ども祭り部門）
（富津市）
(11/4)、富津公民館、吹奏楽・絵本読み聞かせ等
○わこう村大バザール（富津市）
(11/18)、和光保育園、子ども参加イベント
○もみじロードふれあいウォーク（富津市）
○ニュースポーツ教室（ドッヂビー）
（富津市）

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

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

６．その他
○青少年問題協議会の開催
４（１）ア、エ
（千葉県、酒々井町）
○放課後子ども教室（千葉県、各市町村）
４（１）ア②
開催日・場所等：各市町村ごと設定
内容：すべての子どもを対象として、放課後や週末等に小学校の
余裕教室等を活用し、安全に配慮しながら地域住民の参画を得
て、交流活動等に取り組むなど、心豊かで健やかな子どもの育成
を目指す。
県内広域

○相談活動

４（１）ア、イ、

（千葉県、子どもと親のサポートセンター）

ウ、エ(ウ)(エ)

電話相談、来所相談、FAX、Eメール相談
○地域親子園庭開放（千葉県）
開催日：11月9日、14日、22日、28日 参加者：61名
場所：市原市立惣社幼稚園
内容：園児と地域の未就学児との交流
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４（１）イ④

○子育て相談（千葉県）

県央地区

葛南地区

東葛地区

４（１）イ③

内容：臨床心理士を招いての面談等
○教育相談週間（千葉市川戸中学校）
昼休みや放課後に教育相談
○生活習慣の見直しと家庭への支援（千葉市草野中学校区育成委
員会）
ゲームなどとの過剰な接触時間を見直しノーゲームデーを設定
し、家族との直接的コミュニケーション時間を増やした。
具体的には、「子ども・若者育成支援強調月間」の平成24年11月
1日(木)～11月30日(金)をノーゲーム月間とした。特に、中学校
の定期テスト前の14日～16日をノーゲームDayとして、取組の強
化を図った。
○高校生と乳幼児の触れあい交流事業（市川市）
○浦安市民功労者表彰式（浦安市）
実施日：11 月 3 日「教育文化の分野で浦安市青少年補導員連絡協
議会長が表彰された」
○青少年相談（浦安市青少年センター）
電話及び来所による相談
○浦安市の子どもをみんなで守る条例の施行（浦安市）
児童虐待の防止に加え、児童虐待を未然に防ぐための子育て支援
に地域と行政が一体となって取り組むため、条例を制定。

４（１）エ

４（１）ア
４（２）イ

４（１）ア①、エ
（エ）②
４（１）ウ

○電話相談、来所相談（松戸市少年センター）
○教育相談（成田市）

４（１）イ④、

子育てや家庭教育の不安等に関する相談に応じる

ウ③、エ（エ）②
○乳児家庭全戸訪問の実施（八街市） 対象：生後４カ月までの ４（１）ウ②
乳児がいる家庭

○家庭児童相談、家庭教育相談、家庭教育学級（八街市）

４（１）イ④、ウ
③
エ（エ）②
４（１）イ

○なかよし教室（放課後子ども教室）
（白井市）

４（１）ア②

○学校教育相談（八街市）

印旛地区

地区社協や更生保護女性会の協力を得て、工作や裁縫などを実施
４（１）イ①

○かみかみ教室（白井市）
9か月以降の離乳食の進め方等に関する知識の普及、離乳食等へ
の不安軽減
○もうすぐパパママクラス（白井市）

４（１）イ①

妊娠期からの食生活について知識の普及及び実践への動機付け
を図る。
○ニート・ひきこもり相談会の開催（白井市）

４（１）ア①

日時：11月7日・21日 場所：冨士センター（白井駅前公民館）

海匝地区

山武地区

○来所・訪問・電話相談の実施（銚子市）

４（１）ア①

○家庭教育学級（匝瑳市）

４（１）イ③

○子育て講座（匝瑳市）

４（１）イ③④

○教育電話相談（匝瑳市）

４（１）イ③④

○適応支援教室（匝瑳市）

４（１）ア①

○家庭児童相談（匝瑳市）
○家庭教育相談（横芝光町）
開催：週 2～3 日、場所；町民会館、参加：町内相談希望者

４（１）イ③
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４（１）ア、イ、
ウ、エ

長生地区

夷隅地区

内容：町家庭教育相談員による子育て、学校生活、登校・登園し
ぶり
発達、就学等に関する相談
○芝山若竹塾（防災体験教室）
（芝山町）
(11/18)、場所；千葉県西部防災センター、対象；小学生親子
○スポレク山武（芝山町）
(11/18)、場所；大網白里市、対象；小中学生親子
○サッカーフェスティバル２０１２（芝山町）
(11/23)、場所；芝山中学校、対象；小学生～一般
○小学校の就学時検診を活用した「子育て講座」
（茂原市）
(11 月中)、6 校 6 講座開講、参加者；就学前の保護者 238 名
○七歳児合同祝（一宮町、長南町）

４（１）ア②
４（１）ア②
４（１）イ③

○家庭教育学級、講演（いすみ市）

４（１）ア
４（１）イ①

○いすみ子育てジャンボリーの開催（いすみ市）

４（１）イ④

○交通当番（木更津市）

４（１）エ

子どもの安全確保の取組
君津地区

４（１）ア

○人権集会、
・児童全校集会（木更津市）
○家庭教育学級（富津市）
○家庭教育相談（富津市）
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