（愛媛県）

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
（愛媛県、市町）

２ 広報啓発活動
（愛媛県・市町）

愛媛県
分

青少年行政
主管課(室)名
内

県民環境部管理局県民活動推進課

容

・青少年健全育成推進大会の開催
（開催：四国中央市、松山市、西予市、参加：県、市町）
東予大会：11 月６日（火）四国中央市
中予大会：10 月 20 日（土）松山市
南予大会：11 月 13 日（火）西予市
（開催：愛媛県、参加：市町）
・薬物乱用防止地区大会
・愛顔の子育て顕彰
（新居浜市）
・第２27 回新居浜市駅伝大会兼第 56 回中学校駅伝大会
月 日
11 月３日（木)
場 所
河川敷東雲競技場
参加者
約 400 人
（松山市教育委員会）
・
「オーバーナイトハイキング 2012」
（東温市・松前町・久万高原町）
・
「全国青少年補導センター連絡協議会定期大会」参加
広島大会 11/29・30
（砥部町）
・砥部町青少年健全育成集会 11/20
場 所 砥部町文化会館
出席者 町長、教育長、青少年育成センター所長
松山南警察署生活安全課長、砥部交番所長
青少年育成関係者 90 人
内 容 表彰式、少年非行の現状報告
講演「”私とあなた”から”あなたと私”へ」
（大洲市）
・小学生意見発表会（※４年に１回は中学生が発表）
開催日：11 月１日（火）
場 所：大洲市民会館中ホール
参加者：小・中の教員、ＰＴＡ会員・青少年健全育成関係
者多数
内 容：大洲市内の小学校代表者９名が意見を発表
・大洲市ＰＴＡ連合会研究大会
（
「愛の手で未来を築くＰＴＡ」
肱東ブロック研究大会）
開催日：10 月 13 日（土）
場 所：大洲小学校体育館
参加者：市内小中学校ＰＴＡ関係者約 180 名
内 容：21 世紀に生きる児童生徒の健全育成をめざす
（愛媛県）
・オレンジリボンキャンペーンに係るテレビ CM・ラジオ CM・
新聞折込広告・路線バス後背面広告
・子ども・若者育成支援強調月間に係るラジオ放送
広報日：１１月２日（金）
番 組：
「FM 愛顔のえひめ（南海放送ラジオ）
」
内 容：
「子ども・若者育成支援強調月間」について
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備

考

（１）ア～エ
（２）ア、イ

（１）ア～エ
（２）ア、イ

３ 研修会等
（愛媛県・市町）

・ホームページによる広報
・広報誌「愛顔のえひめ」による広報
・オレンジリボンの一斉配布
（県・市町）
・ポスター・チラシ等の作成・配布・掲示
（市町）
・市広報誌への掲載等
（西条市）
・市内小・中・高校生より非行防止と健全育成に関する標語
を募集し、最優秀作品を立て看板と横断幕にして掲示。
最優秀・優秀作品を短冊にし、市内小中高校及び、公民館
等に配布、掲示。
（宇和島市）
・11 月街頭補導実績報告書・少年センターだよりの配布
小中学校 41 校、高校 6 校、理事 17 名、関係機関 14 名
（八幡浜市）
・
「強調月間実施要領」の配布と徹底
八幡浜市青少年補導員会本部役員並びに地区長に実施要領
を配布した。また、全補導員には趣旨の徹底及び、取り
組むべき課題について周知をお願いした。
市内 23 の全小中学校に、同様の文書を発送し、ＰＴＡ会
員への周知徹底を依頼した。
（市町）
・懸垂幕の掲示
（西予市）
・広報車による市内全域地域街頭宣伝
・懸垂幕の掲示
（愛媛県・松野町・鬼北町）
・児童虐待防止啓発グッズの配布
・町事務職員オレンジリボンによる児童虐待防止啓発
（愛南町）
・防災無線による児童生徒を守り育てる日の趣旨説明や児童
生徒の安全確保の協力依頼。
（愛媛県）
（１）ア、イ①～④
・児童虐待防止対策支援事業地域協力員研修会
ウ①～③
・ジョブカフェ愛 work（愛媛県若年者就職支援センター）に
よるスキルアップ・就職準備セミナー開催
・えひめ教育月間「栄養教諭による食に関する公開授業」
開催
（今治市）
・市青少年問題協議会の開催
・高校生徒指導連絡協議会（明徳高校）
・高校生交通安全会議
・小中学校生徒指導主事会
・11 月 22 日 少年補導委員視察研修 参加
（西条市）
・ハートなんでも相談員等連絡会参加
・広域不登校対策センター連絡協議会参加
・西条市児童生徒をまもり育てる協議会参加
（四国中央市）
・市内中学・高校 生徒指導連絡協議会
・市内小中学校 生徒指導主事会
・各地区少年補導委員会・青少年健全育成協議会他
・児童生徒をまもり育てる協議会
（久万高原町）
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・生徒指導連絡協議会会議
（松前町）
・町内青少年補導委員定例会・研修会の開催
・各分館家庭教育学集会の開催
・松山地区高等学校校外補導協議会への参加
（宇和島市）
・少年補導のあり方及び地域支援によるいじめ防止懇談会参
加（宇和島警察署）
・いじめ問題対策委員会参加（宇和島東高等学校）
・城東校区児童生徒をまもり育てる協議会参加（城東中学校）
・宇和島地区非行防止対策協議会総会参加（宇和島警察署）
（八幡浜市）
・学校警察連絡協議会
（八幡浜市・伊方町）
（西予市）
・西予市青少年育成協議会
（鬼北町）
・児童虐待防止対策支援事業地域協力員研修会への参加（南
予児童相談所主催）
・小中学校教育懇談会
・近永地区青少年健全育成委員会
４ 青少年保護育成巡回活
(愛媛県、各市町）
動、環境浄化活動等
・児童生徒を守り育てる日(下校時の見守り活動等)
（愛媛県・市町）
（愛媛県）
・図書・ビデオ販売店等立入調査
（市町）
・街頭補導活動
・登下校見守り活動
・地方祭等のイベント時巡回、青パト巡回
・有害環境点検、白ポスト回収
（今治市）
・高校下校列車指導／今治駅
・高校生徒指導による大型店舗巡回
・悩みを持つ青少年や保護者からの電話、来所相談活動
（西条市）
・中・高等学校合同登校指導
（四国中央市）
・緊急避難所「子どもを守るいえ」の協力者募集
・あいさつ運動「笑顔の町をつくり隊」の会員募集
・不審者情報の配信
（伊予市）
伊予市青少年補導委員会
（郡中地区の地区長５名事務局２名毎月２０日）
（西予市）
・各種イベントでの移動補導センター
・自転車通学生総点検（自転車通学生を対象に通学路に点検
所を設置し、並列走行・無灯火走行等の点検指導）
５ 子ども・若者の社会参加 ・ヤング３Ｓ（ｻｰﾋﾞｽ、ｽﾎﾟｰﾂ、ｻﾎﾟｰﾄ）運動の推進(愛媛県)
（愛媛県・市町）
・
「ヤングボランティアセンター」における高校生等のボラン
ティア活動の支援・啓発活動（愛媛県）
（今治市）
・11 月 25 日 小島ﾌｧﾐﾘｰｷｬﾝﾌﾟ（NPO）
（久万高原町）
・11 月 23 日 まなび交流会
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（１）エ（イ）①③、
（ウ）②、
（エ）①

（１）ア②、エ（エ）
③

（松前町）
・福祉施設のボランティア体験活動
（八幡浜市）
・各地区公民館主体のボランティア活動
（大洲市）
・10 月 31 日 大洲まつりで児童の鼓笛パレード
（鬼北町）
・地方祭（五つ鹿踊り）
（愛南町）
・国道及び県道美化活動の花植え。
６ 青少年の社会的自立支 （愛媛県）
援
・えひめ若者サポートステーションにおける職業的自立支援
（愛媛県）

4

