平成 26 年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果
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○平成 26 年度全国青少年補導センター連絡協議会定期大会
「栃木
大会ｉｎうつのみや」
（各青少年補導センター）
実施日 11 月 21 日（金） 場所 宇都宮市文化会館
参加者 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付青少年環境
整備担当参事官，栃木県知事，栃木県教育長、栃木県
警察本部長，宇都宮市長，宇都宮市教育長，青少年補
導関係者等 620 人
内 容 全体会（テーマ別提案発表）
，記念講演（非行防止のた
めの講演会）定期総会（大会決議文決議等）
○心豊かな青少年を育む県民のつどい（栃木県青少年育成県民
会議、鹿沼市など）
実施日 11 月 29 日（土） 場所 鹿沼市民文化センター
参加者 820 名
内 容 少年の主張、作文コンテスト受賞者による発表
鹿沼市立東中学校オーケストラ部による演奏
藤原和博氏による講演「今大切にしたいナナメの関係」
○第３回宇都宮スポーツ GOMI 拾い大会(11 月 23 日)（宇都宮市）
○第 45 回藤原支部子ども会大会（日光市）
実施日 11 月９日（日） 場所 藤原総合文化会館
内 容 子どもと大人の交流事業
○第９回小山市青少年健全育成大会（小山市） ★
実施日 11 月 15 日（土） 場所 小山市立文化センター
参加者 市長、教育委員長、教育長、市議会議長、警察署長
下都賀教育事務所長、青少年育成関係者、一般市民等
計 657 名
内 容 青少年の主張作文コンクール、アトラクション（青少
年による自由パフォーマンス）
○子どもなんでも発表会（下野市青少年育成市民会議・下野市）
実施日 11 月 22 日（土） 場所 石橋北小学校体育館
内 容 市内の子どもたちの自己肯定感を高めることを目的に
子どもたちが自主的に好きな事・やりたい事を発表す
る機会を設ける。
発表児童 延べ 90 人
観覧者 100 人
○町ＰＴＡ研修大会並びに市貝町学校・地域連携いじめ防止推進
大会（市貝町）
実施日 10 月 19 日（日） 場所 市貝町町民ホール
参加者 町長、教育長、町議会議員、ＰＴＡ、自治会、青少年
育成関係者等 計 250 人
内 容 パネルディスカッション（小中学生、教員、保護者、
地域代表）
講 演 丸山隆氏とせせらぎ会によるいじめの講演、即興劇
○高根沢町青少年健全育成大会「きらきらフェスタ 2014～キミも
ワタシも主人公～」
（高根沢町）
実施日 11 月 22 日（土） 場所 高根沢町町民ホール
内 容 町内小・中・高校生によるステージ発表・作品展示発
表会
○第４回和い輪い学習フォーラム＆那須町 PTA 連絡協議会講演会
（那須町）
実施日 11 月９日（日） 場所 那須町文化センター
テーマ 親子の絆を深めよう
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演 題 これだけは親として伝えたい
講 師 三代目 林家 染二氏
○とちぎ県民協働フェスタ（栃木県県民文化課）
実施日 11 月１日（土） 場所 ＪＲ宇都宮駅西口
内 容 社会貢献活動団体等の活動紹介、活動体験、物品販売、
クイズラリー等
○第 73 回県内高等学校英語弁論大会（県教育委員会学校教育課）
実施日 11 月 20 日（木） 場所 栃木県総合教育センター
参加者 県内高等学校在学者 内容 英語による弁論大会
○第 24 回栃木県中学校英語スピーチコンテスト
（県教育委員会学校教育課）
実施日 11 月 10 日（月） 場所 栃木県総合教育センター
参加者 県内中学校在学者
内 容 英語によるスピーチコンテスト
○少年健全育成大会（栃木県警察）
実施日 11 月 27 日（木） 場所 ホテル日光千姫物語
内 容 小学生から高校生 30 名が少年非行防止の意見発表
２ 広報啓発活動

○市広報紙による健全育成啓発活動（強調月間の特集記事）
（宇都宮市）
○ふれあいのある家庭づくりの推進活動（宇都宮市）
・コンクール優秀作品の展示（福田屋百貨店）
，作品集の配布
・市広報紙・市役所庁内放送・職員掲示板における「家庭の日」
の啓発
○宮っこフェスタにおける啓発物品の配布（宇都宮市）
（宇都宮市）
○のぼり旗設置（地区市民センター等、計 39 施設）
○オレンジリボンツリー設置（地域自治センター等，計７施設）
（宇都宮市）
○ポスター掲示（行政機関・教育機関計 268 施設、民間企業 105
施設）
（宇都宮市）
○オレンジリボンの着用(市議会議員，市職員主幹以上，子ども部
全職員）
（宇都宮市）
○オリオンスクエア大型映像装置でのＣＭ放映（宇都宮市）
○本庁舎でのオレンジリボンキャンペーンブース設置（１階市民
ホール，２階展示スペース）
（宇都宮市）
○虐待防止に関する庁内放送の実施（１日２回）
（宇都宮市）
○市全職員に対し「オレンジリボン通信」を配信（計４回）
（宇都宮市）
○地元プロスポーツチームとの連携（リンク栃木ブレックス及び
栃木ＳＣのホームゲーム開催時，来場者へ啓発物品を配布，場
内アナウンスの実施，チーム関係者のオレンジリボン着用）
（宇都宮市）
○「広報うつのみや」11 月号に特集記事を掲載（宇都宮市）
○とちぎテレビ放映中常時，データ放送画面でメッセージを放送
（宇都宮市）
○アンテナショップ「宮カフェ」情報発信コーナーにて，啓発パ
ネル・メッセージボードの展示（宇都宮市）
○市内図書館や出張所での麻薬・覚せい剤乱用防止運動啓発ポス
ターの掲示（11 月１日～11 月 30 日実施）
（宇都宮市）
○オリオンスクエア大型映像装置での薬物乱用防止啓発に係る広
報実施（11 月１日～11 月 30 日）
（宇都宮市）
○第９回うつのみや食育フェアにおける薬物乱用防止啓発活動
（実施日：11 月９日，実施場所：宇都宮市城址公園，参加者：
宇都宮市職員，内容：リーフレットの配布 500 部）
（宇都宮市）
○第８回宇都宮市民福祉の祭典における薬物乱用防止啓発活動
（宇都宮市）
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実施日 11 月 23 日
実施場所 宇都宮市総合福祉センター
参加者 宇都宮市薬物乱用防止会議構成団体，栃木県薬物乱用
防止指導員
内 容 リーフレットの配布 3000 部，クイズコーナーの設置
○「子ども・若者育成支援強調月間」啓発活動（足利市）★
実施日 11 月９日
場 所 ヨークベニマル足利大月店、ケーズデンキ足利大月店
スーパービバホーム足利堀込店、マミーマート足利店
○庁舎内掲示板に啓発ポスター掲示（足利市）
○啓発用立看板の設置（市内 13 箇所）
（栃木市）
○啓発用パンフレット等の配布（栃木市）
○啓発用ポスターの掲示（栃木市）
○広報とちぎ 11 月号による広報（栃木市）
○都賀町のこどもを育む会関係者による祭りでの街頭啓発キャン
ペーンとポケットティッシュの配布（栃木市）
○広報誌（紙）による広報、のぼり旗の掲出（佐野市）
○青少年健全育成啓発活動（鹿沼市）
・市内５店舗にて、啓発チラシ・物資を配布
・「第３日曜日は家庭の日」の、のぼり旗を掲示
・市民会議団体、市内各中学・高校生が参加
○啓発パンフレット等の市内全戸配布（50,000 部）
（小山市）
○ケーブルテレビでの広報（11 月）
（小山市）
○のぼり旗・懸垂幕等の掲出（11 月）
（小山市）
○街頭啓発活動（啓発物の配布）（小山市）★
実施日 11 月 15 日（土）
会 場 小山市立文化センター（第９回小山市青少年健全育成
大会会場）
参加者 小山市青少年健全育成連絡協議会
小山市青少年育成指導員協議会 他
○啓発チラシ「さざんか」の市内全戸配布（11/1）
（矢板市）★
表：青少年の健全育成をめざした活動紹介
裏：矢板市少年指導センターの活動報告、あいさつ運動、家庭
の日の過し方のすすめ
○横看板「はぐくむ心にたくす未来」掲示（11 月１日～30 日）
（矢板市）
○市ホームページで青少年センターだよりを掲載（那須塩原市）
○のぼり旗設置（さくら市）
○広報紙「夢咲楽」和輪話通信 24 号発行（さくら市）
○「子ども・若者育成支援強調月間～いのち輝くみんなの未来～」
啓発ポスター掲示（さくら市）
○広報啓発物品の配布（那須烏山市）★
日時場所 健康福祉まつり 11 月１日開催
主管課窓口、図書館、公民館 期間内随時
内
容 とちぎ未来づくり財団提供のＰＲティッシュ配布
○のぼり旗掲揚（那須烏山市）
期間内公民館敷地に設置
○啓発品（エコバック）の配布（11 月９日）
（下野市）
○桃太郎旗の掲出、チラシ配布（下野市）
○オレンジリボンキャンペーン（下野市）
・市職員の名札にオレンジリボンを着用、
・啓発品（ティッシュ・ホッカイロ）の配布（11 月２、９日）
・横断幕・桃太郎旗の掲出、チラシ配布、
・国分寺庁舎入口にオレンジリボンのツリーを掲出
○「子ども・若者育成支援強調月間」及び「上三川町いじめ撲滅
子ども宣言」啓発物品の配布（上三川町）★
期間 11 月中
場所 上三川町役場庁舎内
○町広報紙による啓発、懸垂幕・のぼり旗の掲出（茂木町）
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３ 研修会等

○町ケーブルテレビ（行政チャンネル）にテロップ掲載（茂木町）
○広報紙による広報、横断幕の掲出（市貝町）
○イベント会場にて啓発品配付（壬生町）
・10 月 26 日 壬生町健康ふくしまつり
・11 月２日 青少年健全育成バンドフェスタ
○啓発用懸垂幕を駅前広場に掲出（野木町）
○広報啓発街頭キャンペーンでティッシュを配布（野木町）
○広報紙及びホームページによる広報（高根沢町）
・高根沢町青少年健全育成大会
・高根沢町子ども会議リーフレット
○10 月 18 日町福祉まつり会場において、県青少年育成県民会議
より配布された広報啓発物品（名入りティッシュ）を来場者へ
配布（那珂川町）★
○展示（県青少年育成県民会議）
・表彰式展示 「家庭の日」絵日記コンテスト優秀作品
・「県民のつどい」展示
・「家庭の日」絵日記コンテスト優秀作品
・とちぎのこども育成憲章実践事例
・鹿沼市青少年育成県民会議活動紹介
○「子ども・若者育成支援強調月間」啓発物品の作成、配布
ポケットティッシュ（10,000 個）配布
（県青少年育成県民会議）★
○薬物乱用防止広報車「きらきら号」による薬物乱用防止教室の
開催（栃木県警察少年課）
小学校 20 校、34 回、1,192 名
○非行防止教室の開催（県内各警察署）
小学校、中学校、高等学校において実施
○非行防止啓発広報（県内各警察署）
各イベント会場等の参加者にフィルタリング励行と万引き防
止、特殊詐欺加担防止のチラシを配布
○児童虐待防止啓発広報（県内各警察署）
免許更新時講習、街頭活動、パチンコ店等でチラシ、リーフレ
ットを配布
○非行防止講演会（宇都宮市）
実施日 11 月 21 日（金） 場所 宇都宮市文化会館
参加者 106 名 演題「子どもと大人 同時代を生きる－ひとり
ひとりが『主役』の社会を」 講師 作家・落合恵子氏
○中・高生徒指導連絡協議会（足利市）
実施日 11 月 11 日（火） 場所 足利市民会館
参加者 市内中高等学校生徒指導担当者
○中学生地区活動ボランティアクラブ研修会（足利市）
実施日 11 月９日（日） 場所 生涯学習センター
参加者 中学生地区活動ボランティアクラブ員
内 容 仲間とのコミュニケーション能力を高め協調性を学ぶ
体験学習等
○育成者を対象にした講習会（栃木市）
実施日 11 月５日（水） 参加者 17 名
内 容 子どもの教育について
○青少年健全育成講演会（栃木市）
・吹上中学校地区
実施日 11 月 17 日（月） 参加者 83 名
内 容 スポーツをする子どもの栄養と食事
・東陽中学校地区
実施日 11 月 21 日（金） 参加者 100 名
内 容 スクールソーシャルワーカーの役割について
○栃木市青少年育成市民会議とちぎ支部研修会（栃木市）
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実施日 11 月 27 日（木） 参加者 82 名
内 容 危険ドラッグの悪質性・危険性について
○おおひらっ子ネットワーク講演会（栃木市）
実施日 11 月 30 日（日） 参加者 100 名
内 容 お笑い＆夢トークライブ「かっこいい大人になるため
には？」
○子育てセミナー2014（日光市）
実施日 11 月 13 日（木） 場所 宇都宮市文化会館
内 容 講演「子育てハッピーアドバイス」
○青少年健全育成連絡協議会視察研修会（小山市）
実施日 11 月 26～27 日
視察先 福島県立会津自然の家
○青少年健全育成連絡協議会視察研修（真岡市）
実施日 11 月５日（水） 視察先 水府学院
参加者 会員 10 名、事務局２名
内 容 ８～10 月の街頭指導状況
○真岡市少年指導員会定例会（真岡市）
実施日 11 月 14 日（金） 場所 真岡市公民館
参加者 少年指導員 27 名、事務局４名
内 容 ８～10 月の街頭指導状況、12～２月の街頭指導計画
○相談員・指導員研修（11 月 17 日）
（大田原市）
○那須地区青少年育成推進連絡協議会視察研修会（那須塩原市）
実施日 11 月 13 日（木）
場 所 群馬県前橋市（国立赤城青少年交流の家）
参加者 少年指導員８名
内 容 自然体験活動の意義について
赤城青少年交流の家のプログラムについて
○青少年育成指導員等研修会（さくら市）
実施日 11 月 28 日（金） 場所 矢板健康福祉センター
内 容 「アルコール中毒の人生」青少年とアルコール
○携帯電話講習会（壬生町）
町内１小学校で実施（11 月 21 日）
○青少年健全育成講演会（野木町）
実施日 11 月 16 日（日） 場所 野木町文化会館大ホール
参加者 一般、教職員、PTA、町青少年健全育成協議会委員、町
図書館関係者等約 480 名
内 容 「読書のあとさき」(講師：作家 池田香代子氏)
○平成 26 年度第２回県立学校生徒指導連絡協議会
（県教育委員会学校教育課）
実施日 11 月 17 日（月） 場所 栃木県総合教育センター
参加者 各県立学校の生徒指導担当主幹教諭又は生徒指導主事
内 容 県教育委員会関係所管事項説明、事例発表、班別研究
協議
○児童生徒指導担当指導主事研修会（県教育委員会学校教育課）
実施日 11 月 19 日（水） 場所 児童養護施設さくら市養徳園
参加者 県及び市町教育委員会の児童生徒指導担当指導主事
約 40 名
内 容 施設見学、施設長の講話等
○親子の心のふれあい推進プロジェクト
（県教育委員会生涯学習課）
心豊かで健やかな子どもたちを育むために、家庭教育において
いじめ予防につながる親子の交流活動を行う
・栃木県家庭教育オピニオンリーダー連合会
藤原支部 11 月１日（土）
，真岡支部 11 月２日（日）
茂木支部 11 月７日（金)，黒磯支部 11 月 15 日（土）
連合会 11 月 19 日（水）
，大平支部 11 月 20 日（木）
・栃木県地域婦人連絡協議会 11 月 13 日（木）栃木市
・栃木県子ども会連合会
11 月２日（日）鹿沼市
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○ウェークエンド青少年セミナー
（県教育委員会総合教育センター）
実施日 11 月 15、29 日
（11 月 15 日～12 月 20 日までの５シリーズのうちの２回）
場 所 宇都宮大学地域連携教育研究センター
参加者 大学生、高校生
内 容 次代を担う青少年が、身近な地域活動・ボランティア
活動に積極的に参加できるよう、
「ボランティア活動の
企画・運営の疑似体験」など、演習を中心とした主体
的な活動を通して学ぶ
○放課後子どもプラン指導者研修
（県教育委員会総合教育センター）
実施日 11 月 14 日（金）
（６月７日～11 月 14 日までの６回シリーズの最終回）
場 所 総合教育センター
参加者 放課後子どもプラン（放課後子ども教室・放課後児童
クラブ）にかかわるコーディネーター・安全管理者・
学習アドバイザー・指導員等
内 容 放課後子ども教室関係者の資質向上や情報交換を図る
○家庭教育オピニオンリーダー研修
（県教育委員会総合教育センター）
実施日 11 月７、26 日
（９月 22 日～12 月 10 日までの７シリーズの２回）
場 所 総合教育センター
参加者 地域で家庭教育支援に携わっている方、地域での家庭
教育支援に関する活動に意欲のある方、ＰＴＡ指導者
内 容 家庭教育について自主的な学習、情報や学習機会の提
供、相談活動を積極的に行い、地域に根ざした家庭教
育支援ができる方を養成する
○少年サポートセンター研修会（栃木県警察少年課）
○少年指導委員視察研修（各警察署）
・栃木警察署管内少年指導委員会（11 月 14 日）
・宇都宮南警察署管内少年指導委員会（11 月 14 日）
・大田原警察署管内少年指導委員会（11 月 20 日）
○児童相談所・警察による児童虐待対応合同訓練（11 月 26 日）
（栃木県警察少年課）
４ 青少年保護育成巡回 ○有害図書、ＤＶＤ等自動販売機、携帯電話販売店等に対する立
活動、環境浄化活動等
入調査（栃木県、各市町）のべ 14 日間、201 箇所実施
○地域内における巡回防犯活動(市内各所)、青少年巡回指導活動
（月２回，中学校区及び市内中心部において，地域の実情に応
じて実施）
（宇都宮市）
（足利市）
○街頭指導活動、恵比寿講特別補導（11 月 19 日、29 日）
○街頭補導活動、有害広告物除去活動（栃木市）
○街頭指導活動（佐野市）
○街頭指導活動（月２回から３回程度の実施）
（鹿沼市）
青少年の下校時間帯から夜間にかけて、青パト巡回
○列車指導（11 月 4 日、17 日）
（鹿沼市）
ＪＲ・東武日光線の２路線にて、列車内指導を実施
○街頭指導活動（日光市）
実施日 11 月７、14、15、16、26 日
場所 市内各所
内 容 少年指導委員の巡回指導
○街頭指導活動（小山市）
中央指導 市内繁華街７回、地区指導 11 中学校区 各 2 回
○列車・自転車補導
実施日 11 月 7 日（金） 場所 ＪＲ小山駅
○白ポスト巡回による有害図書回収
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実施日 11 月 19 日（水） 場所 小山駅・間々田駅
○少年指導員による街頭指導活動（26 回実施）
（真岡市）
○街頭補導活動（11 月 14、21、27 日）
、夜間巡回活動（11 月 25
日）（大田原市）
○溜まり場や危険地帯の一斉街頭指導（11 月 14 日）
（矢板市）
○有害図書・ビデオ・ＤＶＤ等自動販売機実態調査（11 月８、25
日）（矢板市）
○登校時間帯あいさつ活動（さくら市）
11 月 ５日（水）小中高校（８校・41 名）
氏家駅周辺あいさつ巡回活動（９名）
11 月 12 日（水）小学校（１校・８名）
○青色パトロールカーによる巡回活動（茂木町）
○町広報誌でのスマートフォン使用状況における啓発活動
（塩谷町）
○少年指導員による「いきいきパトロール（街頭補導活動）
」
風俗営業等立入調査（さくら警察署と合同）
（高根沢町）
○街頭補導強化の日（県内各警察署）
少年ボランティア等と街頭活動を実施
○列車補導（栃木県警察少年課）
ＪＲ宇都宮線において、少年に対する乗車マナー、喫煙行為、
乗客への迷惑行為の指導及び補導（11 月 25 日）
○安全パトロール（県内警察署）
職場警察連絡協議会、教諭、少年指導委員等と合同パトロール
を実施（11 月 19 日）
５ 子供・若者の社会参 ○「第 29 回 子どものつどい」の開催（鹿沼市）
加活動
実施日 11 月 2 日（日） 場所 出会いの森総合公園
参加者 市内在住の小学生およびその保護者
内 容 大縄跳び、水運びリレー、ペットボトルボーリング等
のゲームを行うことで、子どもたちの協調性を育み、併
せて親子のふれあいを深めた
○強調月間啓発活動（小山市）
実施日 11 月 15 日（土）
場 所 小山市立文化センター大ホール（第９回小山市青少年
健全育成大会会場）
参加者 栃木県立小山城南高校書道部 他
○イベントへの中学生ボランティアの参加（矢板市）
11 月３日 秋祭りを楽しもう、福祉まつり
11 月９日 矢板たかはらマラソン大会
○なすしおばら まなび博覧会（那須塩原市）
実施日 11 月 15、16 日 場所 宇都宮共和大学那須キャンパス
○「横町子ども会、育成会支援」
（さくら市）
実施日 11 月 15 日（土） 場所 横町公民館
参加者 さくらリーダースクラブ（中高生ボランティア５名）
横町子ども会、育成会（200 名）
○イルミネーション飾りつけ（さくら市）
実施日 11 月 23 日（日） 場所 市民活動応援館 樹（たつき）
参加者 中学生（7 名〉
○ジュニアリーダースクラブ並びにユースリーダースクラブの育
成（町主催事業への協力参加）
（益子町）
○町内イベントへ中学生がボランティアで参加（壬生町）
10 月４日 ねんりんピック栃木 2014 リハーサル大会
10 月 26 日 壬生町健康ふくしまつり
12 月７日 ゆうがおマラソン大会
○生涯学習フェスティバルへの参画（塩谷町）
10 月 25、26 日 塩谷中学校 20 名 模擬店・体験コーナーへの
出展
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○第 21 回熱気球ふれあい in 高根沢（高根沢町）
日時 11 月 30 日（日） 場所 高根沢町町民広場
内容 参加家族の交流サポート等
※高根沢リーダースクラブ他、町内の中学生・高校生・
大学生ボランティアが参加
○那須町ジュニアリーダースクラブ那須高原マラソン大会ボラン
ティア参加（那須町）
開催日 11 月 30 日（日） ボランティア参加人数 19 名
内 容 入場券配布、賞品配布等
○栃木県青少年健全育成功労者等表彰
（県人権・青少年男女参画課、県青少年育成県民会議）
実施日 11 月 13 日（木） 場所 県公館
内 容 栃木県青少年健全育成表彰
・青少年健全育成功労者 11 名、青少年健全育成功労
団体５団体、社会貢献青少年等１名･２団体
「家庭の日」絵日記コンテスト表彰
・最優秀賞１名、優秀賞２名
栃木県青少年育成県民会議表彰
・子ども育成・憲章功労者 31 名、子ども育成・憲章
功労団体 10 団体、社会貢献青少年２名、優良青少年
団体５団体
○各地域学校園児童生徒指導強化連絡会の開催（宇都宮市）
実施日 各学校園による
実施学校園数 １３
参加者 学校長，児童生徒指導主任主事，市教委指導主事等
内 容 地域学校園のテーマに関する取組、児童生徒に関する
情報交換
○優良青少年・団体表彰式（足利市）
実施日
11 月３日
場所 足利市民会館
表彰者等 優良青少年 34 名、優良校内団体１団体
○模範児童・生徒表彰式（栃木市）
・栃木市青少年問題協議会
実施日 11 月 26 日（水）
参加者 250 名（表彰者 小学生 52 名、中学生 100 名）
○親子ふれあい事業（栃木市）
・岩舟町子ども会育成会連絡協議会
実施日 11 月２日（日）
参加者 150 名
内 容 大型カルタ大会
・吹上地区子ども会育成会連絡協議会
実施日 11 月 30 日（日） 参加者 500 名
内 容 第 51 回吹上地区一周駅伝大会
○市内中学校・高等学校訪問（栃木市）
栃木市青少年育成センター
実施日 11 月中
内容 いじめなどについて情報交換
○市政・教育功労者等表彰式（日光市）
実施日 11 月 23 日（日）
場所 今市文化会館
参加者 教育功労者、特別表彰者、教育関係協力者
内 容 模範児童・生徒や青少年健全育成に貢献した者を日光
市教育委員会表彰規定に基づき表彰
○平成 26 年度優れた「地域による学校支援活動」文部科学大臣表
彰（小山市）
乙女小放課後子ども教室「乙女っ子なかよし広場」
○那須塩原市表彰（那須塩原市）
実施日 11 月１日（土） 場所 黒磯文化会館
受賞者 少年指導員３名
○青少年センター事業（さくら市）
・「農業体験：野菜の収穫と収穫祭」
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実施日 11 月 15 日（土） 場所 グリーンさくら/氏家公民館
参加者 28 名
・「ツインリンクの森で遊ぼうよ！」
実施日 11 月 29 日(土) 場所 ツインリンクもてぎ
参加者 56 名
○青少年健全育成地域懇談会の実施（１自治会）
（壬生町）
○町文化優秀者表彰（高根沢町）
実施日 11 月 1 日（土） 場所 高根沢町町民ホール
○不登校児童生徒支援事業（ふれあいキャンプ）
（県教育委員会生涯学習課）
不登校傾向の児童生徒を対象に、青少年教育施設において様々
な体験活動を実施し、集団適応力や社会性、協調性等を育む
11 月５日（水）～７日（金） 栃木県芳賀青年の家
○優良勤労青少年等表彰式（栃木県警察少年課）
栃木県職場警察連絡協議会と共催で、優良勤労青少年、優良事
業所等を表彰
県表彰
11 月 14 日 勤労青少年 60 名、事業所 10 社
下野地区 11 月６日 勤労青少年 26 名
今市地区 11 月４日 勤労青少年 31 名
○善行篤行少年表彰（栃木県警察少年課）
日光地区学校警察連絡協議会と共催で、小学生から高校生まで
18 名を表彰（11 月 27 日）
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