（宮崎県）

平成 24 年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果
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１ 大会等
○第42回九州ブロック社会教育研究大会
4 (1)エ
（県、県教育委員会、市町村、 宮崎大会
関係団体）
開催日：11 月１日、２日
出席者：九州各県・各市町村社会教育委員
及び生涯学習・社会教育関係職
員、学校教育関係職員、公民館関
係者、社会教育関係団体関係者
1,000 人参加
内容：記念講演、安全・安心な地域づくり、
青少年の健全
（県教育委員会）
○宮崎県子ども会育成大会
4 (1)ア及び(2)イ
開催日：11 月４日
出席者：子ども会育成者及び指導者、社会
教育・学校教育関係者 300 人参加
内容：表彰、講演、研究協議等
（県、県教育委員会、市町村）
○未来みやざき子育て応援フェスティバル
4(1)ア、イ及び(2)イ
開催日：11月4日
①子育て表彰式
②子育て支援団体・応援企業の紹介
③イクメンパパ活動コーナー
④イベントの開催体験講座の開催
(県、関係(NPO)団体)
○各地区青少年育成会での育成大会の開催 4(1)エ
(11 月中)
(宮崎市)
○土々呂中学校校区青少年育成大会
4(1)イ
開催日：11 月 17 日
内容：講演、アトラクション、児童・生徒
の意見発表会
出席者：青少協関係者(150 名)
(延岡市)
○中学生講演会
4(1)ア
開催日：11 月 19 日
内容：町内全中学生を対象にした講演会
講師：京谷和幸氏(ロンドンパラリンピッ
ク車椅子バスケットボール日本代表)
(国富町)
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○子どもの声を聞く会
4(1)イ
開催日：11 月 3 日
内容：町内 7 校の小中学生代表者 8 名によ
る意見発表会
出席者：町長、町議員、教育委員、各民主
団体代表者、青少年指導員、学校関
係者など 約 100 名
(三股町)
○諸塚村青少年育成村民大会・PTA 研究大会 4(1)ア、イ及び(2)イ
開催日：11 月 24 日
出席者：村長・教育長、青少年育成関係者
約 170 人
青少年意見発表者 5 人
児童・生徒及び青年が夢や希
望、意思を発表
子ほめ被表彰者２５人
児童生徒の日頃の行いをほ
めて、地域で育てていこうと
いう目的
講演：「命の授業～今の幸せに気づくこと
から夢は広がる～」
講師：腰塚勇人氏
(諸塚村)

２ 広報啓発活動
○「児童虐待防止推進月間」の広報啓発ポス 4(1)ウ
（県、県教育委員会、警察、
ターの掲示（11月中）
市町村）
（県、県教育委員会、市町村）
○児童虐待防止、児童ポルノ根絶のポスター 4(1)ウ、エ
の掲示(11 月中)
（警察）
○交番等作成の広報誌(紙)による広報
(11 月中)
(警察)

4(1)ウ、エ

○非行防止啓発(薬物乱用防止教室、不審者
撃退訓練、防犯講話等の実施)(11 月中)
（非行防止教室：延べ 25 回）
(警察)

4(1)ア、イ、エ

○携帯電話のフィルタリング普及対策
・サイバーカレッジ教室：７回
・販売店に対するフィルタリング普及の
要請：57 店舗(11 月中)
(警察)

4(1)ア、イ、ウ、エ

○児童虐待防止の啓発リーフレット等の配
布(11月中)
(県、警察)

4(1)ウ、エ

○ラジオ放送を活用した児童虐待防止広報
啓発(11月中)
(県、警察)

4(1)ウ、エ
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○未成年者喫煙防止キャンペーン
4(1)ア、イ、エ
(11月19、28日)
(県、警察、ＪＴ)
○テレビ放送を活用した児童虐待防止広報
啓発(11月中)
(県)

4(1)ウ

○青少年指導員が、班別(9班)に青パトに乗 4(1)イ
り、「家庭の日」の広報テープを流しなが
ら地域を巡回し、親子の共感活動を推進
(11月3日～17日)
(延岡市)
○土々呂中学校区青少協大会で参加者に「家 4(1)イ
庭の日」の啓発チラシを配布し、親子の共
感活動を推進(11月17日)
(延岡市)
○児童虐待防止推進のパネル展示を役場ロ
ビーで行う(11月中)
(三股町)

4(1)ウ

○広報紙による広報(11月中) (五ヶ瀬町)

4(1)ア

○あさよむ村民運動(11月中) (西米良村)

4(1)ア

○ノーテレビデー、読書推進活動(11月中)
4(1)ア
(西米良村)

３ 研修会等
（県教育委員会、警察、
市町村）

○家庭教育に関する講師派遣事業
4(1)イ
家庭の教育力の向上を図ることを目的と
して、家庭教育に関する講師を研修会等へ
派遣
・三川内中保護者50 人参加（食育）
開催日：11月13日
・門川町家庭教育学級生80 人参加（家庭教
育）開催日：11月14日
・綾小新入学児童保護者59 人参加（家庭教
育）開催日：11月16日
・恒富中保護者30 人参加（家庭教育）
開催日：11月21日
・北方幼稚園保護者10 人参加（家庭教育）
開催日：11月21日
・三股町家庭教育学級生100 人参加（家庭教
育）開催日：11月22日
・旭中保護者50 人参加（家庭教育）
開催日：11月30日
（県教育委員会）
○県子ども読書活動推進委員会（8 人参加） 4(1)イ
本県の子ども読書活動推進に係る施策に
ついての協議を深めることによって、家
庭・地域・学校等における子どもの読書活
動の推進に資するために実施(11月15日)
（県教育委員会）
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○山幸・海幸ふれあい自然教室検討会議
4(1)ア
不登校等の悩みを抱える小中高校生を対
象にした体験活動等の効果的なプログラ
ムや県青少年自然の家との連携及び協力
促進について検討並びに協議(11月16日)
（県教育委員会）
○児童虐待研修会参加(宮崎市・都城地区)
4(1)ウ、エ
(11月中)
(警察、宮崎市、都城市)
○要保護児童対策実務者協議会、要保護児童 4(1)ウ、エ
等対策連絡会議(11月中)
(県、警察)
○青少年指導員、青少協役員合同研修会
4(1)ア、イ、ウ、エ
(80名参加)(11月6日)
(警察、市町村)
○少年警察ボランティア(鹿児島湘南鑑別所 4(1)ア、イ、ウ、エ
視察)(11月12日)
(警察)
○宮崎県AOU地域懇談会(11月27日)
4(1)エ
(県、県教育委員会、警察)
○青少年指導委員正副班長会の開催
・違法広告物について
・街頭指導報告
(11月20日)
(宮崎市)

4(1)エ

○青少年指導員と青少協役員合同研修会
4(1)ウ、エ
内容：講話
出席者：青少年指導員と青少協役員(72名)
(11月6日)
(延岡市)
○西都市青少年育成連絡会
4(1) ア、イ、ウ、エ
出席者：市長、教育長、西都警察署長及び
関係者、各地区主任児童委員、小
中高等学校長、各PTA会長、地区
青少年育成団体会長、青少年育成
センター指導委員・職員ほか61名
内容：学校･家庭･地域･関係機関団体が、
情報交換や課題協議を行う
(11月21日)
(警察、西都市)
○門川町家庭教育学級合同研修会
4(1)イ、エ
内容：町内の小中学校の 5 学級による合同
研修会、事例発表、講演等
(11月14日)
(門川町)
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４ 青少年保護育成巡回活動、 ○自動販売機対象立入調査
4(1)エ
環境浄化活動等
(11月13、15、16日)
(県)
（県、警察、市町村）
○カラオケ、インターネットカフェへの営業 4(1)エ
実態調査(11月中)
(警察)
○風俗営業適正化法に基づく立入（11月中） 4(1)エ
(警察)
○街頭補導(串間市福島地区・都城地区・西
都地区・高鍋地区)(11月中)
(警察)

4(1)エ

○少年指導委員による立ち入り(都城地区)
(11月28日)
(警察)

4(1)エ

○青少年指導委員による街頭指導(11月中)
4(1)エ
(宮崎市)
○青少年指導員が、青少年の非行未然防止の 4(1)エ
ため、月３回の定例街頭指導と青パトによ
る巡回指導を実施(11月中)
(延岡市)
○青少年指導員が、班別(９班)に街頭指導
4(1)エ
中、コンビニエンスストアやカラオケボッ
クス等を巡回し、環境浄化を推進(11月中)
(延岡市)
○巡回パトロール(各地区青少年育成協議
会)
(串間市)

4(1)エ

○巡回指導(各地区)
4(1)エ
内容：青少年育成センター指導委員20名が
月2回、各地区を巡回指導
(11月中)
(西都市)
○青パト隊による登下校路を中心とした巡
回活動 (11月中)
(国富町)

4(1)エ

○巡回指導活動
町主催のイベント時巡回指導活動
(11月10、11日)
(三股町)

4(1)エ

○親と子のふれあい標語募集・表彰
4(1)イ
内容：親子のふれあいに関する標語を募集
し、優秀作品の展示や表彰を行う
(11月中)
(三股町)
○ボランティア見守りグループによる交通
安全指導活動等（学校登校時間帯等）
(11月中)
(都農町)
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4(1)エ

○青少年育成町民会議による巡回指導活動
(11月12日)
(都農町)

4(1)エ

○役場管理職による町内巡回活動（夕方）
(毎週火曜日)
(都農町)

4(1)エ

○夜間巡回育成指導
4(1)エ
青少年指導員、県警委嘱少年補導員、学校
教諭等でローテーションを組んで町内の
夜間巡回を行う、年間を通して実施。期間
中は3回実施。
(11月9、17、27日)
(門川町)

５ 子ども・若者の社会参加活 ○清掃活動(清武町河川敷)(少年に手を差し 4(1)イ、エ
動
伸べる支援事業)(11月10日)
（警察、市町村）
(警察)
○「のべおかふれあい福祉まつり」で、高校 4(1)ア
生や大学生が車椅子を押しながら障がい
者の買い物の手伝いを通して、理解を深め
ながらボランティアを体験(11月4日)
(延岡市)
○串間市スポーツ少年団沿道修景美化運動
4(2)
（串間市スポーツ少年団）
開催日：11 月 10 日（土）
開催場所：各所属地区
参加団体：17 団体
参加人数：272 名
内
容：沿道清掃活動
(串間市)
○ウォーキング大会(中学生参加)
出席者：町長、副町長、教育長
(11月18日)
(国富町)

4(1)ア、イ

○中学生の読書推進イベントの実行委員参
加(11月7、21日)
(西米良村)

4(1)ア

○青年の地域振興活動参加(11月26日)
4(1)ア
(西米良村)
○子ども･青年の地域文化イベント参加
(11月17日)
(西米良村)

4(1)ア

６ その他
○生涯学習課職員を講師として派遣
4(1)イ
（県、県教育委員会、青少 ・就学時健診（家庭教育）への派遣（綾小）
年育成県民会議、市町村） 開催日：11月16日
・家庭教育学級への派遣（北方中）
開催日：11月22日
（県教育委員会）
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○通知文の発出
4(1)エ
いじめの未然防止と早期対応の為、いじめ
問題に関し、犯罪行為として取り扱われる
べきと認められるいじめ事案については、
積極的に警察に相談・通報し、適切な対応
を行うよう各市町村教育委員会及び県立
学校等に通知した。
（県教育委員会）
○「家庭の日」「少年の日」ポスターコンク 4(2)ア、イ
ール表彰式(11 月 6 日)
(県、青少年育成県民会議)
○「知事に伝えよう 私の思い」
4(1)ア、(2)イ
内容：青少年の主張宮崎県大会優秀者等が
県知事に直接、主張内容を伝える会
受賞者 5 名とその保護者等が参加
し、知事室で行った。
(11 月 19 日) (県、青少年育成県民会議)
○町立森永小学校創立 100 周年記念式典
内容：小学校児童発表等
(11 月 25 日)
(国富町)
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4(1)ア、イ及び(2)イ

