（兵庫県）

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
１ 大会等

青少年行政
企画県民部県民文化局青少年課
主管課(室)名

兵庫県
分

内

容

備

考

＜兵庫県・兵庫県青少年本部＞
4 (1)ア、イ及び(2)イ
○大人が変わろう全県決起大会
開催日：１１月１８日 場所：神戸市
出席者：兵庫県政策部長ほか行政関係者
青少年育成関係者・学校関係者
等２５０人
内容：講演、実践発表、表彰式
＜神戸市＞
○ 神戸市青少年育成協議会発足 60 周年記 ４（２）イ
念式典及び平成 24 年度神戸市青少年育成
委員のつどい
＜阪神南県民局＞
○阪神南県民交流大会兼阪神南青少年健全 4 (1)ア、ウ、エ
育成フォーラム
開催日：11 月 29 日 場所：尼崎市
出席者：阪神南青少年本部長、県民局長
こころ豊かな美しい阪神南推
進会議会長､阪神南青少年本部
構成団体等 165 人
内 容：表彰式、講演
＜芦屋市＞
○11 月 17 日(芦屋市)
４（１）ア
「こどもフェスティバル」の開催
（６６３人参加）
○愛護大会（芦屋市）
４（１）ア、４（１）エ
開催日：１１月２２日 場所：芦屋市
出席者：市長､警察署所長､教育長､
青少年育成愛護協会員５５人
内容：市内パトロール
愛護協会員パトロール報告
表彰
(市内パトロール中，啓発ティッシュペ
ーパーの配布等)
＜西宮市＞
○第 44 回 西宮市青少年健全育成のつどい 4 (1)ア②及び(2)イ
開催日 11 月 16 日（金）
場 所 なるお文化ホール
出席者 西宮市長・市議会議長・
阪神南青少年本部長・
教育長・青少年育成関係者 等
参加者 502 名
内 容 西宮市青少年健全育成功労者表
彰、講演
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１ 大会等

「諦めなければ夢は叶う！」
講師 朝原 宣治 氏
＜尼崎市＞
○ 青少年健全育成・非行化防止・環境浄化 ４ (１) ア、イ
キャンペーン大会
・開催日：１１月２日(金) １３：３０～
１４：４５
・場所：尼崎市阪急塚口駅周辺
・出席者：市議会議長、北警察署長、２署
生活安全課長、尼崎少年サポート
センター長、阪神南県民局青少年
指導官、副市長、こども青少年局
長、尼少補連会長、各地区会長、
他職員等 ３４人
少年補導委員 １００人
合計 １３4 人
・内 容：１．キャンペーン宣言決議
２．啓発パネルの展示
３．キャンペーン活動の実施
４ (１) ア、イ
・各種啓発用チラシの配付
・啓発ティッシュの配付
３，０００部
＜尼崎市＞
○ 三市合同補導（芦屋市）
４ (1) ア、イ
・開催日：１１月３０日(金) 14:00～16:00
・場所：山手幹線芦屋川隧道の周辺パトロ
ール
・参加団体：尼崎市・西宮市・芦屋市、尼
崎市・西宮市のサポートセンター等
＜三田市＞
○青少年健全育成大会（三田市）
４ (1) ア、イ
開催日：１１月１０日
会 場：三田市役所西３号庁舎大会議室
出席者：市長、市議会議長、三田警察署長
青少年育成関係者等約１００名
内 容：講演会
＜加古川市＞
○第 45 回兵庫県少年補導委員会 10/26
芦屋市 内容：講師 廣木克行氏
○若い夢フェスティバル 2012 11/25
○問題行動に対する連携ブロック協議会
近畿ブロック大会
近畿管区警察局、警察庁
文部科学省等の挨拶と通達事項
基調講演 古川秀明氏
○東播磨ブロック補導委員研修会 12/1
明石市 内容：講師 長谷川 弘子
＜播磨町＞
○播磨町不登校対策協議会
（播磨町教育委員会）
○民生委員児童委員協議会と播磨町教育委
員会との情報交換会（播磨町）
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４（１）ア・イ・ウ・エ
４（１）ア・イ
４（１）ア・イ・ウ・エ

４（１）ア・イ・ウ・エ

４（１）ア
４（１）ア・ウ

１ 大会等

＜明石市＞
○「
“いじめストップあかし”実践発表会」
開催日：１１月２７日
内容：いじめ防止実践発表・講演

（１）エ(エ)

＜加東市＞
○暴力追放、交通安全、青少年健全育成
４(1)ェ(ィ)
「小野・加東住民大会」
４(2)イ
開催日 11 月 17 日（土）
（加東市）
出席者
加東市長、小野市副市長
北播磨県民局長、社警察署長
加東市青少年補導委員会長
青少年健全育成関係者等約 400 人
内 容
功労者表彰
（青少年健全育成功労者表彰他）
講演
「雅生のこと」
ひょうご被害者支援センター
曽我部 とし子氏
演奏
兵庫教育大学吹奏楽部
大会宣言
（暴力追放、交通安全、青少年健全育成）
＜小野市＞
○小野・加東住民大会（暴力団追放・交通安
全・青少年健全育成）
４(2)イ
１１月１７日 滝野文化会館
市長、警察署長、防犯協会、交通安全協会、
青少年健全育成関係団体等 約６００名
功労者表彰、アトラクション、大会宣言
＜西脇市＞
○西脇市人権教育研究大会
開催日:11 月 17 日（土）場所：西脇市
４（１）ア・イ・エ
出席者：市議会議長、教育長、教職員、
ＰＴＡ、子ども会、企業、市職
員、市民等（430 人）
内 容：全体会、北はりま特別支援学校
発表、分科会
＜神河町＞
○人権・青少年健全育成合同大会（神河町）
開催日：１２月１日（土）
4 (1)ア、イ
場所：神河町グリンデルホール
出席者：県議、町長、教育長､町議会議
長
青少年育成関係者他一般参加
者総勢３３８人
内容：表彰、青少年の主張４名、講演
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１ 大会等

＜姫路市＞
（生涯学習課）
4 (1)ア
○少年の主張弁論ブロック大会
開催日 １１月１０日
場所
姫路市青少年センター外６か所
出席者 生涯学習課長、育成支援課長、青
少年育成関係者、中学生等
約１１００人
内容
姫路市内を７ブロックに分けて
弁論大会を実施。姫路市内中学校
３５校から２名ずつ選出された
弁士が弁論を披露する。
＜佐用町＞
青少年健全育成講演会 11/26 55 名出席
＜香美町＞
○香美町青少年育成町民集会（香美町）
開催日：11 月 18 日
場所：香住区中央公民館
出席者：町長､警察署警部派出所長､
教育長､青少年育成関係者等６００人
内容：学習体験発表、青少年体験発表

4 (1)イ、ウ、エ
4 (1)ア、イ

＜新温泉町＞
○新温泉町青少年育成町民大会（新温泉町） 4 (1)ア、イ
開催日：１１月１０日 （土）13：00～16：30
場所：浜坂多目的集会施設 2 階ホール
主催：新温泉町青少年育成推進協議会
美方青年会議所
後援：新温泉町・新温泉町教育委員会
新温泉町連合ＰＴＡ協議会
兵庫県教育委員会但馬教育事務所
出席者：新温泉町青推協会長他役員
新温泉町教育長、新温泉町防犯
協会会長、地区青推協、学校園、
児童委員、子育て家庭応援推進
員、青少年育成関係者等 250 人
内容：各団体/学校園による実践発表、
東京都清瀬市出身/歌手
Le Couple（ル・クプル）藤田恵美氏
による ＯＭＯＩＹＡＲＩ音楽会
＜朝来市＞
○平成２４年度教育講演会
4 (1)ア、イ
開催日：１２月２日
講師：バイマーヤンジン氏
演題：―家族の絆 幸せのかたち―
場所：和田山ジュピターホール
参集者：約３４０名
拉致問題啓発パネル展同時開催
（朝来市生涯学習推進員連絡協議会・朝
来市教育委員会）
＜豊岡市＞
○青少年健全育成大会
開催日：11 月 1 日（木）
場 所：豊岡市民会館
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４(1)ア、イ

出席者：青少年育成関係者等 ７２人
内 容：事業説明、講演会
○青少年健全育成推進大会
開催日：12 月 1 日（土）
場 所：ひぼこホール
出席者：青少年育成関係者等 １５０人
内 容：青少年体験発表、講演会

４(1)ア、イ

＜養父市＞
4 (1)エ
○第９回養父市長杯子ども会ドッジボール
大会
（養父市子ども会育成連絡協議会）
・開催日：11 月 4 日
・場 所：広谷小学校体育館ほか 2 会場
・参加者：小学 1 年～6 年生約 200 人（46
チーム）
＜篠山市＞
○兵庫県子ども会育成大会(県子連)
４(1)ア、イ
開催日：11 月 11 日（日） 場所：丹波市
出席者：子ども会役員・育成者・指導者等
40 名（篠山市から）
内容：育成者表彰、子どもの手による子ども
会支援事業の実践発表、亀山つとむ
氏による講演等
＜淡路県民局＞
○大人が変われば子どもも変わる
島っ子ＦＥＳＴＡ２０１２
開催日 １１月２５日（日）
場所
洲本市民広場
出席者 淡路青少年本部長、一般県民
総勢 7,000 名
・ティッシュペーパーの配付

４ (1)ア②

＜南あわじ市＞
○南あわじ市家庭教育フォーラム
４（１）ア
日 時 10 月 20 日（土）
場 所 南あわじ市西淡公民館
出席者 連合自治会、社会教育委員会、保
護司会、更正保護女性会、民生
委員・児童委員連合会、淡路三原
高校・ＰＴＡ、小中学校ＰＴＡ、補導
委員、地区公民館長 210 人
内 容
「子どもたちを支え育てる“きずな”づくり」に
ついて
・基調講演 講師 松尾弥生氏（「夢こら
ぼ」主宰）
演題「子どもたちの居場所がある地域づく
り」
・分科会 ８グループ（１グループ 22～23
人程度）に分かれて意見交換
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２ 広報啓発活動

＜兵庫県青少年本部＞
4 (1)ア、イ、ウ、エ
○啓発ティッシュの作成配布
○新聞折込チラシ、広告への啓発標語の掲載
○店舗内啓発放送
4 (1)ア、エ
（兵庫県青少年を守る店連絡協議会）
＜神戸県民局＞
○青少年を守り育てる県民スクラム運動と ４（１）
して、啓発リーフレット（子どもの携帯電
話フィルタリング利用促進）、青少年の心
を育てるキャンペーンポケットティッシ
ュ等の配布
・神戸市青少年育成協議会各地区・各支所
を通じての配布
○ 児童虐待防止啓発グッズの配布
４（１）ウ
・ 神戸市各区民生委員児童委員協議会
を通じて配布
・ 青少年関係団体への配布
＜神戸市＞
○ あいさつ運動特別強調期間（平成 24 年
11 月 1 日～平成 25 年 1 月 15 日）に係る啓
発用資材（のぼり）作成、ギャラリー展示、
街頭キャンペーン
○ 青少年育成市民運動冬季強調期間(平成
24 年 12 月 15 日～平成 25 年 1 月 15 日)に
係る啓発用資材（ポスター、ちらし等）作
成
○ 家族が熱い一週間（家族の週間）
○ こうべオレンジリボンキャンペーン

４(1) ア、イ、エ

４(1) ア、イ、エ

４(1) イ
４(1) ウ

＜阪神南県民局＞
○街頭啓発活動
4 (1)ア、エ
実施日：11 月 2 日 場所：尼崎市
参加者：尼崎市、少年補導委員、阪神南
県民局他
内 容：啓発グッズ等の配布、啓発パネ
ル展示
実施日：11 月 30 日 場所：芦屋市
参加者：3 市（尼崎市、西宮市、芦屋市）
青少年愛護センター、3 市青少
年補導委員連絡協議会、阪神南
県民局
内 容：繁華街見回り、店舗指導・啓発
＜芦屋市＞
○11 月 1 日号
４（１）ウ
広報紙による「女性に対する暴力廃止」
「児
童虐待の防止」合同啓発広報
○11 月 1 日～11 月 30 日
４（１）ウ
「児童虐待の防止」啓発のための横断幕
（ＪＲ芦屋駅，市役所，福祉センターの 3 箇
所）とのぼり（市役所，福祉センターの 2 箇
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所）を設置
○携帯やインターネットのトラブルから
４（１）イ、４（１）エ
青少年を守る為の啓発活動
放送期間: 11 月 15 日～11 月 30 日
内
容：広報番組“芦屋トライあんぐる”
で，特集「ネットいじめから子
どもを守る」を放送した。
出
演：インターネットアドバイザー
山根 喜代浩氏
芦屋市青少年育成愛護委員
○11 月 17 日
４（１）ウ
児童虐待の防止啓発キャンペーン
（芦屋市・民生児童委員協議会）
○11 月 22 日
４（１）ウ
「女性に対する暴力廃止」
「児童虐待の防止」
合同啓発キャンペーン
（芦屋市・警察署・阪神南県民局・民生児童
委員協議会・要保護児童地域対策協議会他）
＜西宮市＞
○横断幕の掲出
開催日 11 月 16 日。
場所
西宮市陸橋 4 カ所
○啓発看板の設置
設置日 11 月 1 日～11 月 30 日
場 所 市役所・支所・教育委員会
計 8 ヶ所

4 (1)イ③

4 (1)イ③

＜尼崎市＞
○ たばこの対面販売店に対する「未成年に ４ (1) ウ (2) イ
はたばこを売らない」協力チラシの配付
500 枚
○ 月間広報紙（なでしこ）の発行 825 枚
＜阪神北県民局＞
○「きらっと☆阪神北オータムフェスタ」 4 (1) ウ
（11/10～11）及び「500 人委員会運営委員会」
(11/27)において啓発チラシ配布（阪神北県
民局）
＜伊丹市＞
○薬物乱用防止街頭キャンペーン
○横断幕・立て看板の掲出
○少年を守る日
広報車による啓発・懸垂幕、幟の掲出
○センター通信の発行
＜三田市＞
○啓発看板の設置 ３ケ所

4(1)イ、エ

４（１）ア・イ

＜川西市＞
○「青少年ふれあいデー」強調月間として各 ４（１）ア・イ
種啓発活動を実施（川西市）
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・クリアファイルの啓発グッズを作成
・ 啓発コンクール（川柳・写真・料理レ
シピ）を実施
・ 「青少年ふれあいデー」のテーマソン
グコンクールを実施。など
＜猪名川町＞
・街頭啓発、啓発品の配布＜11/3 実施＞
（青少年健全育成推進会議）
＜東播磨県民局＞
○東播磨「大人が変われば子どもも変わる」 ４(1)イ・ エ
運動啓発街頭キャンペーンを実施
場所：明石市ＪＲ明石駅周辺
開催日：11 月８日
参加者：東播磨青少年本部構成団体員、
明石市青少年育成センター関係者
等 25 名
○啓発ティッシユ等の配布
＜稲美町＞
○広報誌(紙)による広報
○立て看板の掲出

4 (1)ア、イ
4 (1)エ

４（１）アイ
＜加古川市＞
○若い夢フェスティバル 2012 での啓発ティ
ッシュの配布
＜高砂市＞
○非行防止啓発活動
公用車による市内８地区巡回啓発
○おもいやり標語看板作成 ８地区掲示
＜播磨町＞
○ポスター掲示（播磨町教育委員会）
○携帯電話に関するアンケート調査
（播磨町教育委員会）
＜明石市＞
○いじめ防止啓発作品（ポスター・標語部門）
の表彰と展示
開催日：11 月１日～９日、19 日～28 日
○「いじめ防止月間」啓発ポスター・リーフ
レット配布：小学生（低学年用・高学年
用）
・中学生
○いじめ防止啓発人形劇の上演

４（１）エ

４（１）エ
４（１）エ

（１）エ(エ)

（１）エ(エ)

（１）エ(エ)

＜加西市＞
○平成 24 年度インターネット等による犯罪 ４(1)エ
トラブル防止運動作品展
開催日：10 月 30 日(火)～11 月 11 日
（日）
場 所:アスティアかさい 3 階ギャラリー
内 容：優秀作品の展示
○「北条の宿はくらんかい」におけるインタ ４(1)エ
ーネット等による犯罪トラブル防止運動
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作品展
開催日：11 月 10 日(土)
午前 9 時～午後 6 時
場 所：加西市北条町 1147
特設会場
内 容：優秀作品の展示
○女性協力員巡回活動
４(1)エ
開催日：11 月 21 日(水)
午後 2 時 30 分～午後 4 時
場 所：加西市内
参加者：加西市青少年補導委員連絡協議
会女性協力員、総合教育センタ
ー職員 計 3 名
内 容：広報車により市内を巡回し、下
校中の児童等に対して声かけ
を実施。
○広報紙「コアタイムス」による広報
４(1)エ
発行日：11 月 29 日(木)
発行数：2,300 部
発行先：小・中・高等学校、小・中学校
教員、青少年健全育成関係機
関・団体、警察署、市内各家庭
への回覧、保護司会等
＜加東市＞
○加東市青少年センター広報誌「育」の発行 ４(1)ア、ウ、エ
青少年健全育成に取り組む加東市青少年
補導委員の活動 、「加東市ネット見守り
隊」の活動及び不審者情報の発信
11 月 1 日付 16,000 部発行
加東市内全戸及び関係機関に配布
＜三木市＞
○青少年健全育成ポスターの配布及び掲示
ポスター配布 市内９７か所 １４１枚
＜小野市＞
○ONO いじめ等防止ウィーク
１１月１９日～１１月２５日
懸垂幕・のぼり・啓発ポスター掲出
街頭啓発キャンペーン・啓発グッズ配布
１１月２５日
小野工業高校生によるグッズ配布
＜西脇市＞
○マナーアップ運動啓発横断幕の掲出
11/1～11/30
○児童虐待防止月間懸垂幕の掲出及び啓発
用ﾁﾗｼ・ボールペン等の配布、広報誌啓発、
啓発用ﾘｰﾌﾚｯﾄ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成 11/1～11/30
○児童虐待防止月間街頭啓発
11 月 13 日（火）
○教育相談カレンダーの作成・配布（各幼小
中） 11 月～12 月
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４(1)イ

４(1)ウ、エ(ｴ)

４ (1)エ
４ (1)ウ

４ (1)ウ
４ (1)イ

＜多可町＞
○11 月号広報誌に掲載
児童虐待防止推進月間の周知
○児童虐待防止推進月間の懸水幕掲出
＜神河町＞
○啓発チラシの配布（１１月１日）

４(１)ウ(２)ア

4 (1)ア、ウ及び(2)イ

＜姫路市＞
（生涯学習課）
○地域住民による啓発活動を実施
4 (1)ア
（育成支援課）
○薬物乱用防止教室（小中高校、専門学校） 4 (1)エ
○有害情報対策講座（小中高校）
4 (1)エ
＜福崎町＞
○広報誌による広報
（広報「ふくさき」１１月号掲載）

4(1)ア、イ、エ

＜西播磨県民局＞
○青少年育成啓発活動（オータムフェスタ in ４(1)ウ・エ
光都の会場において）チラシ等配布
10/27、28 光都芝生広場 21,000 人
500 人委員会ＯＢ、県民局
＜たつの市・太子町＞
○強調月間ポスター配布(11 月 1 ～ 30 日)

5(1)

＜佐用町＞
○「子ども・若者育成支援強調月間」普及啓 ４(1)エ
発活動
関係９店舗訪問
○「子ども・若者育成支援強調月間」普及啓 ４(1)エ
発活動
関係３店舗訪問
○「子ども・若者育成支援強調月間」普及啓 ４(1)エ
発活動
関係３店舗訪問
＜宍粟市＞
○広報誌(紙)による広報（15 日 ）
○懸垂幕・横断幕の掲出（１１月中）
○啓発パンフレット等の配布（２３日）

4 (1)ｲ、ウ､エ
4 (1)ｲ、ウ､エ
4 (1)ｲ、ウ､エ

＜赤穂市＞
○啓発活動 無灯火指導（２２日塩屋地区） ４（１）エ
○啓発活動 各地区ふるさと祭りで啓発活動 ４（１）エ
○啓発活動 赤穂市非行防止キャンペーン・
パレード
＜相生市＞
○全国強調月間ｱﾋﾟｰﾙの広報、横断幕の設置 4（1）ア、エ
○広報あいおい（機関紙への掲載）
（11 月号） 4（1）ア、エ
「子ども・若者育成支援強調月間」
○非行・薬物乱用防止、フィルタリング等の 4（1）ア、エ
啓発、街宣活動
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＜但馬県民局＞
○街頭啓発活動
「大人が変われば 子どもも変わる」キ ４(1)ア、イ、ウ
ャンペーン
（豊岡市）
日 時：１１月５日（月）午後４～５時
場 所：コープこうべコープデイズ豊岡店前
参加者：市青少年担当、青少年センター職
員、補導委員、警察署員、市連合
PTA、小学校長、青少年団体関係
者、豊岡こども家庭センター職
員、500 人委員会 OB 会員、500
人委員、但馬青少年本部職員
計３７名
（養父市）
日 時：１１月９日（金）午後４～５時
場 所：やぶ Y タウン マックスバリュー養父店前
参加者：教育事務所職員、市青少年担当、
警察署員、小学校長、中学校 PTA、
青少年団体関係者、
豊岡こども家
庭センター職員、
500 人委員会 OB
会員、500 人委員、但馬青少年本
部職員
計２０名
（朝来市）
日 時：１１月１２日（月）午後４～５時
場 所：イオン和田山店前
参加者：市青少年担当、警察署員、市連
合 PTA、小学校長、青少年団体
関係者、豊岡こども家庭センタ
ー職員、500 人委員会 OB 会員、
500 人委員、但馬青少年本部職
員
計２２名
（新温泉町）
日 時：１１月１３日（火）午後４～５時
場 所：トヨダ浜坂店前
参加者：町青少年担当、青少年推進協議
会会員、警察署員、町連合 PTA、
小学校長、青少年団体関係者、
豊岡こども家庭センター職員、
500 人委員会 OB 会員、500 人委
員、但馬青少年本部職員
計２２名
○大人が変われば子どもも変わる県民運動 ４(1)ア、イ
のプレゼンテーション実施
（チラシ・条例のあらましも配布）
（豊岡市）
実施日時：１１月１日（木）１９：００～
場 所：豊岡市市民会館大会議室
大会名：豊岡市青少年健全育成大会
参加者：７２名
（香美町）
〔チラシ等配付のみ〕
実施日時：１１月１８日（日）１３：００～
場 所：香美町香住区中央公民館
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大会名：ふるさと教育発表会（青少年育成
町民会議）
参加者：６００名
（新温泉町）
実施日時：１１月１０日（土）１３：００～
場 所：浜坂中央公民館
大会名：青少年育成町民会議総会
参加者：２５０名
＜香美町＞
○広報誌(紙)による広報
○啓発パンフレット等の配布

4 (1)ア、イ、エ

＜新温泉町＞
○青少年育成町民大会（11/10）にあて、青 ４（１）ア、イ、ウ
少年健全育成にかかる啓発パンフレット、 （２）ア
幟旗の設置
○「大人が変われば子どもも変わる」キャン
ペーン参加
場所：トヨダ浜坂店 時間：11/13 １６
時～１７時
出席者：新温泉町青推協会長他役員、ＰＴ
Ａ、社会教育課職員等 ９人
＜朝来市＞
○「大人が変われば子どもも変わる」キャン 4 (1)ア、イ、ウ
ペーン
開催日：１１月１２日（月）
場 所：イオン和田山店
参加者：担当者２名
（但馬青少年本部）
＜豊岡市＞
○あいさつ運動（市ＰＴＡ連合会）〔1･2･3
月曜日〕
○大人が変われば子どもが変わるキャンペ
ーン
〔11/ 5(月)〕 11 人
○豊岡市補導委員啓発〔11/13(火)〕
市内全域を青パト車で広報啓発
○「子どもと心でつながる市民運動」
啓発懸垂幕を市内 6 箇所に設置

４(1)ア、イ
４(1)ア、イ、ウ
４(1)ア、イ
４(1)ア

＜養父市＞
「大人が変われば子どもも変わる」キャンペ
4 (1)ア、イ、ウ
ーン
（但馬青少年本部）
・開催日：11 月 9 日
・場 所：Ｙタウン（養父市上箇）
・参加者：青少年育成団体等関係者ほか
・内 容：買い物客等へ啓発用テイッシュ
やチラシ等を配布
＜丹波県民局＞
○丹波青少年本部だより発行（第４９号）
○丹波青少年本部ＨＰによる啓発
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4 (1)ア

＜丹波市＞
○広報、防災行政無線による広報

4 (1)ア、イ、ウ、エ

＜篠山市＞
○オレンジネット街頭啓発活動(福祉総務課・こ ４(1)ウ
ども未来課)
開催日：11 月 11 日（日）
場所：篠山総合スポーツセンター、四季の森
生涯学習センター
参加者：民生児童委員、要保護児童対策推
進協議会委員、市職員(福祉総務課・
こども未来課)延べ 40 名
内容：児童虐待防止を啓発するティッシュ
を街頭で配布

３ 研修会等

＜南あわじ市＞
○広報紙による広報
（広報南あわじ 11 月 1 日発行分）

４ (1)エ(ｳ)①、②

＜神戸市＞
○青少年育成委員研修
・ 神戸市青少年育成協議会による
青少年育成委員のつどいでの講演
（事務局：神戸市）

４（１）イ・エ

＜芦屋市＞
○地域子育て事業
11 月１日，６日，９日
小学校の校庭で，低学年とその保護者等を
対象にスポーツ推進委員による体を使っ
た昔遊びを行い，児童の体力向上及び世代
間交流を図る
○食育推進事業 11 月 12 日
幼児の食事とおやつの教室
「ご存知ですか？食品表示」
講演及び試食
○生徒指導連絡協議会 11 月 14 日
○不審者対応避難訓練 11 月 15 日 精道幼
＜西宮市＞
○補導委員代表者会
開催日 11 月 13 日 場所 西宮市
＜尼崎市＞
○ 地区補導委員研修会（大庄地区）
11 月 12 日(月) 13:30～ 〔47 人〕
○ 青少年健全育成講演会（立花地区）
11 月 30 日(金) 13:30～ 〔47 人〕
＜伊丹市＞
○伊丹市少年補導委員管外視察研修
開催日：１１月 １日
13

４（１）ア

４（１）イ①

４（１）ア，エ
４（１）エ

４(1)エ

４ (1) ア

4(1)ア、イ、エ

○伊丹市青少年健全育成研修会
開催日：１１月１３日
○伊丹市少年補導委員実務研修会
開催日：１１月２１日
○伊丹市少年進路相談員連絡会
開催日：１１月２０日
＜川西市＞
〇若者のいまを考えるﾌｫｰﾗﾑ「生きづらい時 ４（1）ア
代の若者たち」へ 222 人が参加
・ 精神科医の斎藤環氏による基調講演、
斎藤氏とひきこもり等支援・研究者 3
名によるﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ・12 月 11 日
４（1）イ
○放課後子どもプラン研修会・講演会 ・
motto ひょうご 事務局長の栗木剛さ
んによる「地域で子育て〜子どもを育
てる地域教育」と題しての講演・11
月 12 日開催・112 人の参加
○生徒指導担当教員連絡協議会
＜宝塚市＞
○宝塚市青少年補導委員連絡協議会
第８回定例役員会
１１月１６日 教育総合センター
（宝塚市青少年補導委員連絡協議会）
○第２回青少年育成関係者交流会（右岸）
１１月２９日 教育総合センター
（青少年センター）
○第２回青少年育成関係者交流会（左岸）
１１月３０日 教育総合センター
（青少年センター）
＜稲美町＞
○稲美町小中生徒指導担当者会議
開催日：11 月 16 日 場所：稲美町
＜加古川市＞
○平岡北小学校ＰＴＡ合同人権研修会
11/16「情報モラル教育について」
○浜の宮小学校ＰＴＡ人権学習会
11/21「ネットいじめについて」
○神崎郡補導委員会研修会 11/12
○中学校生徒指導担当者会議（1 市２町）
○少年補導委員理事会
＜高砂市＞
○高砂市青少年補導委員研修会
地域、学校、みんなで取り組む青少年
育成をテーマとした講演
＜播磨町＞
○「不登校を考える集い」講演会
（播磨町教育委員会）
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４（１）イ、ウ、エ

４（１）エ

４（１）エ

4 (1)エ

４（１）アイウエ
４（１）アイウエ
４（１）アイウエ
４（１）アイウエ
４（１）アエ

４（１）エ

４（１）ア・イ

＜明石市＞
○明石市青少年補導委員会理事会
開催日：１１月１日
○小学校生徒指導担当者会議
開催日：１１月６日
○明石市青少年補導委員・視察研修
開催日：１１月１３日 場所：京都医療
少年院
○喫煙防止会議
開催日：１１月１５日
○防犯施策会議
開催日：１１月２６日
○中学校生徒指導担当者会議
開催日：１１月２７日

（１）ア エ(イ)
（１）ア
（１）ア
（１）エ(ウ)
（１）ア
（１）ア

＜北播磨県民局＞
○ＳＯＳキャッチ専門研修
４(1)ウ
開催日 11 月 29 日（木）
時 間 14：00～16：00
場 所 西脇市生涯学習まちづくりセン
ター
参加者 行政職員、主任児童委員、子育て
家庭応援推進員等 55 名
講演演題「虐待問題を考える」
交流会テーマ「市町域を超えての情報交換
と交流会」
主 催 北播磨県民局
＜加西市＞
○平成 24 年度 PTCA 活動支援
実践発表・講演会
開催日：11 月 4 日(日)
午前 9 時 15 分～午後 0 時
場 所：加西市健康福祉会館ホール
出席者：加西市連合 PTA、播磨東教育事
務所
255 名
○市内中学校生徒指導担当連絡会議
開催日：11 月 7 日(水)
午後 3 時 30 分～午後 5 時
場 所：加西市立善防中学校
出席者：善防中校長、市内 4 中学校生徒
指導担当教諭、総合教育センタ
ー職員
計7名
○第 3 回加西市｢ネット見守り隊｣監視行動
開催日:11 月 13 日(火)
午後 7 時 30 分～午後 9 時
場 所:加西市立総合教育センター
出席者:加西市青少年補導委員、総合教
育センター職員 3 名
内 容：インターネットによる検索
○平成 24 年度第 5 回加西市青少年補導委員
連絡協議会理事会
開催日：11 月 16 日(金)
午後 7 時 30 分～午後 8 時 30 分
15

４(1)イ

４(1)ア

４(1)エ

４(1)エ

場 所：加西市立総合教育センター
参加者：加西市青少年補導委員連絡協議
会理事、センター所長他
計 13 名
内 容：活動報告、情報交換
○第 4 回加西市｢ネット見守り隊｣監視行動
４(1)エ
開催日:11 月 27 日(火)
午後 7 時 30 分～午後 9 時
場 所:加西市立総合教育センター
出席者:加西市青少年補導委員、総合教
育センター職員 3 名
内 容：インターネットによる検索
○不登校「親の会」
4(1)イ
開催日：11 月 22 日(木)
午後 3 時～午後 5 時
場 所：加西市立総合教育センター
内 容：不登校のためセンター内の適応
教室に通う保護者との懇談会
＜加東市＞
○北播磨補導委員連絡協議会第 4 回理事会
11 月 8 日（木）
（加東市滝野庁舎）
・北播磨健全育成関係機関・団体合同研
修会について
・北播磨統一活動について
・平成 25 年度事業計画（案）について
・情報交換
○市補導委員会第４回役員会（加東市社）
11 月 15 日（木）
（社公民館）
・合同研修会への参加
・市補導委員研修会の開催
○市補導委員会東条支部会議（加東市東条）
11 月 20 日（火）
（東条公民館）
・合同研修会への参加
・市補導委員研修会への参加
・平成 25 年度補導委員の推薦について
・情報交換
○市補導委員会社支部会議（加東市社）
11 月 21 日（水）
（社公民館）
・合同研修会への参加
・市補導委員研修会への参加
・平成 25 年度補導委員の推薦について
・情報交換
○市補導委員会滝野支部会議（加東市滝野）
11 月 22 日（木）
（滝野公民館）
・合同研修会への参加
・市補導委員研修会への参加
＜三木市＞
○青少年補導委員役員会（１１月９日）
年末年始非行防止対策について
＜小野市＞
○心あったかフォーラム
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４(1)エ

４(1)エ(イ)①③
４(1)エ(ウ)②

４(1)エ(イ)①③
４(1)エ(ウ)②

４(1)エ(イ)①③
４(1)エ(ウ)②

４(1)エ(イ)①③
４(1)エ(ウ)②

４(1)ア

４(1)ア

１１月２３日 小野市伝統産業会館
○不審者対応避難訓練
４(1)エ(ｲ)
１１月 ６日小野東小学校 ８８０名
１１月 ８日小野小学校
７５０名
全児童、教職員、社警察署、青少年センタ
ーによる不審者侵入対応・避難訓練
地域教育防災訓練
４(1)エ(ｲ)
１１月１８日 大部小学校 約 900 名
児童、地域住民、警察、消防、自衛隊など
参加の防災訓練
＜西脇市＞
○中学校ブロック青少年健全育成研修会
食育と健やかな体に関する講演会
11 月７日（水）
○西脇市職員人権研修会
虐待に関する講演会 11 月 14 日（水）
○不登校問題等研修会
不登校に関するケース研修会
11 月 29 日（木）

４ (1)イ

４ (1)ウ
４ (1)ア、エ

＜多可町＞
○多可町 PTCA 子育てフォーラム
４(１)イ①②③
開催日 11 月 17 日
場所 八千代南小学校(体育館)
出席者 教育長・加東教育振興室長・県議
内 容 ・PTA 実践発表
・講演：石堂美紀代
＜神河町＞
○神河町青少年補導委員会１２月１０日
４(1)ア
＜姫路市＞
（育成支援課）
○万引き防止対策会議
○中学校生徒指導担当者会
○小学校生徒指導担当者会
地区別開催（6 地区）
○市立３高校 PTA 研修会
○少年補導委員研修会
○子ども・若者育成支援のための地域連携推
進事業中央研修会
○青少年相談機関に関する近畿ブロック連
絡会議
○要保護児童対策会議
＜福崎町＞
○福崎町補導委員会視察研修
（加古川市少年愛護センターでの研修）

4 (1)ア
4 (1)ア、イ、ウ、エ
4 (1)ア、イ、ウ、エ
4 (1)ア、イ
4 (1)ア、イ及びエ
4 (1)ア
4 (1)ア
4 (1)ウ

4(1)ア

＜西播磨県民局＞
○たつの市民祭り広域補導会議及び補導活 ４(1)エ
動
11/3、揖龍広域センター、21 人、補導委員
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会、補導センター、県民局
＜たつの市・太子町＞
○西播磨地区広域補導会議 (AM10:00 ～ 4 (1)ア、ｲ及びエ
12:00）11 月 3 日(土) 場所：揖龍広域
ｾﾝﾀｰ 補導委員連合会会長、西播磨県民
局、光都教育振興室
○たつの市青少年問題協議会
４(1)ア､ｲ、ウ
11 月 20 日（火）たつの市役所 3 階会議室
及びエ
たつの市長・教育長、総務文教常任委
員会、連合自治会、青少年健全育成
協議会等、関係諸団体代表
○学警育成連絡会 (年間９回実施)
４(1)ア、イ
11 月 29 日(木) 場所：揖龍広域センター
及びエ
中学校・高等学校生徒指導担当者、たつ
の署、姫路南少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、西播磨県
民局、たつの市・太子町教育委員会、 光
都教育振興室
＜佐用町＞
○保幼小中高児童生徒指導協議会 理事会
４(1)ｲ、エ
11/12
○保幼小中高児童生徒指導協議会 評議員 ４(1)ｲ、エ
会
11/26
＜宍粟市＞
○青少年健全育成研修会（１３日）

４(1)イ、ウ

＜赤穂市＞
○育成推進委員協議会役員会・理事会
○育成推進委員協議会地区例会
○学校、警察、育成センター連絡会

４（１）エ
４（１）エ
４（１）エ

＜相生市＞
○小･中･高補導連絡会・研修会、11/7 17 名 4 (1)イ、エ
○第２回児童問題連絡会議 11/12 12 名
4（1）ア、イ、ウ
○平成 24 年度相生市青少年健全育成対策本 4（1）ア、イ、エ
部会
11/14 21 名
＜新温泉町＞
○青少年を守り育てる学習会
4 (1)エ
開催日：１２月４日 （火）
19：00～21：00
場所：浜坂多目的集会施設会議室
主催：新温泉町青少年育成推進協議会
共催：新温泉町連合ＰＴＡ協議会
出席者：新温泉町青推協会長他役員
青少年育成関係者、学校園教職
員、ＰＴＡ関係者等 111 人
講師：篠原 嘉一氏
講演内容：
「ツイートは見られている！
Twitter、LINE、GREE 等アプ
リ徹底解説～子どもたちを
守るために何をすべきか」
＜豊岡市＞
○豊岡市青少年補導委員協議会
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４(1)エ

県補導委員大会・研修会〔10/26(金)〕
18 人
＜養父市＞
○子育て支援研修会
４ (1)ア、イ
（養父市子育て支援協力隊）
・開催日：12 月 9 日
・場 所：養父公民館
・テーマ：子育てに対して良きおせっかい
社会となるために
・講 師：山崎清治さん（NPO 法人生涯学
習サポート兵庫理事長）
＜篠山市＞
○民生児童委員・民生児童協力委員合同研修 ４(1)ア、ウ
会(福祉総務課)
開催日： 11 月 12 日(月)、13 日(火)
場所：城東公民館、丹南健康福祉センター
参加者：民生児童委員・民生児童協力委員
222 名
内容：行政説明｢ひきこもりの実態に関する
アンケート調査結果報告｣講演会｢ひき
こもり支援について｣
○篠山ＰＴＣＡフォーラム第 3 回実行委員会
４ (1)イ、エの(ｲ)､(ｴ)
(市教委 社会教育・文化財課)
開催日：11 月 29 日(木)
場所：篠山市民センター
内容：フォーラムの内容について協議
＜淡路市＞
○第３回淡路市青少年健全育成委員会
開催日：平成２４年１１月１９日
４（１）ア
場所：淡路市青少年センター
出席者：青少年健全育成委員、事務局
内容：平成２４年度淡路市青少年健全育
成大会に向けて、広報・案内等に
ついて協議
＜南あわじ市＞
○南あわじ市小中高生活指導担当者会議（12
月 10 日（月））
4（1）ア、イ、ウ、エ
○市内各４ブロック生徒指導連絡会
（11 月 22 日～12 月６日）
4（1）ア、イ、ウ、エ
○市青少年問題関係団体等の情報交換会（12
月 20 日）
4（1）ア、イ、ウ、エ

４ 青少年保護育成巡回活動、 ＜神戸県民局＞
環境浄化活動等
○青少年愛護活動推進員による青少年を取 ４（１）エ
り巻く環境実態調査の重点実施
＜神戸市＞
○ 青少年の情報活用能力育成事業（助成） ４(1)エ
○ こども１１０番 青少年を守る店・守る ４(1)エ
家・守る車
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○ 地域みはり番（イエローフラッグ）制度 ４(1)エ
○ スマイルハートあいさつ運動
４(1)ア、イ、エ
○ ピアカウンセリングティーンズﾃﾚﾌｫﾝ
４(1)エ
＜阪神南県民局＞
○有害図書類自動販売機、ビデオショップ、 4 (1)エ
インターネットカフェ、玩具類取扱店等の
点検及び指導
＜尼崎市＞
○白ホスト(有害図書・ビデオ等)回収
○青少年育成愛護委員による環境実態調査
＜西宮市＞
○ビデオ、有害図書類の回収
開催日 11 月 12 日・11 月 27 日

４(1)エ
４(1)エ

４(1)エ

○西宮・芦屋・尼崎三市合同補導
（芦屋市内 11 月 30 日、金）
西宮市は 21 名参加。
○街頭補導活動（西宮市）
市内３９地区 159 回の補導を計画。
４(1)エ(ｲ)②
そのうち、17 地区の 17 回は西宮市街頭補導
委員と市補導委員と巡回。
＜尼崎市＞
○ 白ポスト（有害図書類）の 11 月回収
市内（６箇所）の合計 581 点

４ (1) エ

＜阪神北県民局＞
4 (1) エ
○有害図書、ビデオ類の区分陳列等の点検・
指導及び青少年の使用する携帯電話等フィ
ルタリングの普及指導の実施
＜伊丹市＞
○街頭補導活動
○夜間特別パトロール
○有害図書類の回収
○「青少年を守る店」協力店の拡大運動
○青少年を取り巻く環境実態調査
＜川西市＞
○街頭補導活動
○青少年を取り巻く環境実態調査

4(1)エ

4(1)エ

＜猪名川町＞
○街頭補導活動
＜11/8.13.14.22.27.28 実施＞
（青少年指導員会）
＜宝塚市＞
○街頭補導活動

４（１）エ
４(1)ア・ イ・ エ

＜東播磨県民局＞
○パネル展示
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場所：加古川総合庁舎１階
期間：11 月 14 日～29 日
○携帯電話のフィルタリング利用促進等
4(1) エ
○有害環境実態調査
（東播磨の明石市、加古川市、高砂市
稲美町、播磨町の対象に対して実施）
＜稲美町＞
○街頭補導活動

4 (1)エ

＜加古川市＞
○街頭補導活動
○合同補導（市内 12 中学校）
○有害図書類回収(白ポスト市内 4 箇所)
○有害環境調査
＜高砂市＞
○街頭補導活動
公用車による市内８地区の巡回補導
○有害図書等の販売店へ訪問調査
有害図書等の点検、指導

４（１）エ

４（１）エ

＜播磨町＞
○播磨町内補導活動(播磨町少年補導委員 ４（１）エ
会）
＜明石市＞
○環境浄化活動(ビデオ、有害図書類自動販 （１）エ(ウ)
売機の点検･指導) １月１０日まで
指示日：１１月１日
○各校区青少年補導委員による月４回の補 （１）エ(イ)（ウ）
導活動
＜北播磨県民局＞
○県の青少年愛護条例にかかる図書類販売 4 (1)エ
店、ビデオレンタル店等への調査・指導
（29 箇所）
＜加西市＞
○街頭補導活動
４(1)エ
開催日：11 月中毎日
場 所：加西市内全域
実施者：センター職員、補導委員、女性
協力員
○有害環境実態調査
実施日：11 月中
４(1)エ
対 象：加西市内コンビニ、カラオケ等
対象業者(27 業者)
実施者：センター相談員
＜加東市＞
○東条西小学校全児童・教職員・社警察署
４(1)エ(イ）
○青少年センター職員合同による不審者侵
入を想定した避難訓練及び防犯講話
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11 月 6 日（火）
（東条西小学校）
全児童・教職員等 145 名
○有害環境の浄化活動と青少年愛護条例普 ４(1)エ(イ)①(ウ)①②
及啓発稼働
実施対象
ｲﾝﾝﾀｰﾈｯﾄカフェまんが喫茶 １店舗
有害図書類販売店
２１店舗
ビデオレンタル店
１店舗
携帯電話販売店
３店舗
がん具（刃物）取扱店
１店舗
○市補導委員会支部街頭補導
４(1)エ(イ)①
11 月 20 日（火）
（東条支部）
11 月 21 日（水）
（社支部）
11 月 22 日（木）
（滝野支部）
＜三木市＞
○深夜街頭補導活動
各小学校区各班ごとに実施
○通学時の早朝ﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施（11/1、15）
○下校時の通学路パトロールと白ポストの
点検・回収（月８回、小学校区ごとに実施）
○金物まつり特別警備（１１月３・４日）
○人の目の垣根隊の小学校区別意見交換会
（１１月１日～３０日
１０小学校区）

４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ

＜小野市＞
○街頭補導活動、巡回活動
青少年補導委員、青少年センターによる公 ４(1)エ
園、コンビニなどでの活動
○環境実態調査等
図書類販売店、ビデオレンタル店、カラオ ４(1)エ(ｳ)
ケ店などの環境実態調査、指導
＜西脇市・多可町＞
○西脇多可青少年ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ運動・統一行動
11 月１日（木）
○金毘羅祭礼補導
（西脇市・多可町）11 月 22 日（木）
○レンタルビデオ店・書店等の調査
（西脇市）10 月～11 月
＜多可町＞
○有害図書等の実態調査
町内各所、少年育成センター

＜中播磨県民局＞
○青少年愛護条例の普及啓発活動
○総合立入調査（環境実態調査）
ビデオ店、カラオケ店等の点検・指導
○播但線列車補導
○たつの市民まつり街頭補導
○各種会議等への啓発グッズ配布 など
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４ (1)エ
４ (1)エ
４ (1)エ

４(１)エ(ウ)②

４(1)エ

＜市川町＞
○月例合同巡回補導…11 月 9 日 21 時～
○各地区巡回補導…４地区 週１回 20 時～

４(1)エ

＜神河町＞
○青少年を取り巻く環境実態調査
４(1)エ
（ビデオ、有害図書類自動販売機の点検･指
導）
＜姫路市＞
（育成支援課）
○通学時列車補導
○下校時列車補導
○姫路駅前街頭補導（平日毎日）
○市内巡回補導（平日毎日）
○白ポスト回収
○たつの市民まつり巡回
○総合立ち入り調査
＜福崎町＞
○街頭補導（町内・福崎秋まつり会場内）
○列車補導
（播但線 姫路駅～寺前駅での列車補導）
○白ポスト回収

4
4
4
4
4
4
4

(1)ア
(1)ア
(1)ア
(1)ア及びエ
(1)エ
(1)ア及びエ
(1)エ

4(1)エ

＜西播磨県民局＞
○青少年を取り巻く環境実態調査
４(1)ｳ・エ
11/1 上郡町、11/5 宍粟市
11/8・15 たつの市・太子町
11/13 佐用町
11/19 赤穂市、11/26 相生市 "
○西播磨列車通学生徒指導連絡協議会によ ４(1)エ
る列車通学生徒補導活動
11/6 姫新線 9 人、播磨新宮駅周辺
高等学校徒指導、育成センター、県民局、
補導委員、警察"
＜たつの市・太子町＞
○姫新線列車補導(年間 10 回実施)
4 (1)イ
11 月 6 日(火)
本竜野駅 ⇔ 姫路駅
○たつの市民祭り巡回街頭補導
4 (1)イ
11 月 3 日(土) 午後 12 時 30 分より
たつの市民祭り会場周辺
4 (1)イ
○環境実態調査
場所：たつの市・太子町
内 11 月 8 日(木)、15 日(木)
＜佐用町＞
○通学マナー指導（登校指導） 11/1
○オープンスクール見学・巡回活動（利神小
学校） 11/1
○佐用大収穫祭 巡回補導
11/4
○オープンスクール見学・巡回活動 11/7
（三土中・山崎高・山の学校）
○佐用町立中学校音楽交歓会 巡回補導
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４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ

11/7
○三日月・南光地域自然学校見学・巡回活動
11/12 (三日月小･徳久小・中安小・三河小）
○青少年を取り巻く環境実態調査
11/13
○オープンスクール見学・巡回活動 11/15
○西はりま特支校･三日月中･久崎小･上月中
○佐用中学校文化発表会 巡回補導 11/17
○佐用郡小学校連合音楽会巡回補導 11/21

４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ
４(1)エ

＜宍粟市＞
○青少年を取り巻く環境調査 11/5 11 名
４(1)ウ、エ
○街頭補導活動（16 日、23 日、24 日）
4 (1)ア、ｲ、ウ､エ
○青少年健全育成条例普及啓発活動（23 日） 4 (1)ア、ｲ、ウ､エ
＜赤穂市＞
○市内量販店、校区内の巡回(各地区:計７回）
○地区の秋祭りの巡回
○あいさつ運動（各中学校・小学校）
○立ち入り調査（１９日）

４（１）エ
４（１）エ
４（１）イ
４（１）エ

＜相生市＞
○青少年を取り巻く環境実態調査 11/26
9名
4 (1)エ
○西播磨列車通学生徒指導協議会による列 4 (1)エ
車学生徒補導活動
山陽線・赤穂線乗車指導
11/13 7 名
相生駅構内及び周辺生徒指導 11/13 12 名
＜但馬県民局＞
○愛護条例普及啓発活動や有害図書類等販 ４(1)エ
売の点検・指導
（豊岡市）
実施日時：１２月７日（金）１２月１０日（月）
いずれも 10：00～15：00
場 所：豊岡市内当該店舗
参加者：豊岡市教委生涯学習課職員、青少
年センター指導主事、豊岡北警察
署員
（養父市）
実施日時：１１月２９日 （木）11：00～15：00
場 所：養父市内当該店舗
参加者：養父市教委社会教育課職員
（朝来市）
実施日時：１２月４日 （火）10：45～16：00
場 所：朝来市内当該店舗
参加者：朝来市教委社会教育課職員
（香美町）
実施日時：１１月２６日 （月）11：00～15：00
場 所：香美町内当該店舗
参加者：香美町教委生涯学習課職員、香住
分室職員
（新温泉町）
実施日時：１１月２８日（水）11：00～15：00
場 所：新温泉町内当該店舗
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参加者：新温泉町青推協役員
新温泉町教委社会教育課職員
＜新温泉町＞
○青少年健全育成条例普及啓発活動
＜豊岡市＞
○街頭補導活動
○白いポスト回収〔市内８ヶ所×2 回〕

4 (1)エ

４(1)エ
４(1)エ

＜丹波県民局＞
・青少年を取り巻く環境実態立入調査
・高校生通学列車等マナー指導
丹波県民局、丹波青少年本部、関係機関、
高等学校１６校
＜丹波市＞
○街頭補導活動（丹波市）
○乗車マナー等列車指導（兵庫県、丹波市）
○交通事故防止キャンペーン（丹波市）

４(1)エ

＜篠山市＞
○通学列車補導(丹波青少年本部)
４(1)エの(ｲ)
開催日：11 月 27 日(火)
場所：ＪＲ篠山口駅－ＪＲ福知山駅間
参加者：市青少協委員､各青少協役員等 5 名
内容：高校生へのマナー指導・啓発活動
＜淡路市＞
○街頭補導活動
４（１）エ
開催日：平成２４年１１月９日
参加者：小・中学校 PTA、中学校職員
補導委員、青少年健全育成委員
＜南あわじ市＞
○市青少年補導委員会研修会（12 月４日（火））
○南あわじ市青少年非行防止化愛護広報活動 4（1）ア、ウ、エ
日 時 11 月７日（水）
4（1）ア、イ、ウ、エ
場 所 南あわじ市内全域
参加者数 補導委員８名
＜淡路県民局＞
青少年を取り巻く環境実態調査
１１月 ５日（月）
（洲本市）
１１月３０日（金）
（南あわじ市）
１２月 ７日（金）
（洲本市）
１２月１０日（月）
（淡路市）
１２月１４日（金）
（南あわじ市）
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４（１）エ(ｳ)①、②

５ 青少年の社会参加活動

＜神戸市＞
○ 子どもの手伝いを推進する市民運動
○ ＮＰＯでの就業体験
○ ニート就労支援相談会

４(1)ア、イ
４(1)ア
４(1)ア

＜芦屋市＞
○11 月 17 日
４（１）ア
「こどもフェスティバル」へ支援ボランティ
アとして地域住民とともに参加要請
（民生児童委員協議会・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ・助
産師・子ども・若者 126 名ボランティア参加）
＜川西市＞
○「里山プログラム」の開催
４（１）ア
11 月から 25 年 2 月にかけて、若者を対象
に、働くことの意義・意味を考える機会を
持つことを目的に、合計５日間の里山整
備・炭焼体験を行う。
○「かわにしトークセッション 『夢 あと ４（１）ア
一歩、もう一歩』
」実行委員会
＜稲美町＞
4 (1)ア
○稲美北中学校生徒会の特別養護老人ホー
ムへの訪問
4 (1)ア
○稲美北中学校吹奏楽部の介護老人保健施
設演奏訪問
＜加古川市＞
○トライやる・ウィーク（11/5～9）
＜播磨町＞
○大中遺跡まつりボランティア

４（１）ア
４（１）ア

＜佐用町＞
○佐用駅トイレ・駅裏公園の清掃活動
11/20 （佐用高校生徒会役員）
○警察・消防合同年末警戒発隊式 11/30
（マリア幼稚園児）

６ 顕彰

＜赤穂市＞
○各地区ふるさと祭りへの参加
４（１）ア
（１０月下旬から１１月上旬）
４（１）ア
○啓発活動 赤穂市非行防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ・ﾊﾟﾚｰﾄﾞ
＜豊岡市＞
○各地区文化祭へのスタッフ参加
○地域清掃活動（豊岡南中・森本中）
＜加古川市＞
○加古川市少年善行表彰式（10/29）
市内 45 名の善行児童生徒を表彰
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４(1)ア

４（２）イ

