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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環境県民局県民活動課
容

１ 大会等
・青少年育成県民運動推進大会（県，県民会議）
（県，県教委，県警，県民会議， 開催日：11 月 1 日 場所：県民文化センター（広島市）
市町，市町民会議，学校，青
内容：表彰，公演，青少年の活動発表等
少年育成団体等）
・広島県立農業技術大学校「農大祭」
（県）
・第 31 回ひろしま技能フェア
（県，広島県職業能力開発協会）
開催日：11 月 5 日・6 日 場所：県立広島産業会館（広
島市）
内容：訓練生，技能士及び工業高校生などの作品展示
ひろしまマイスターによる技能指導等
・県立歴史博物館開館 25 周年記念特別展（県教委）
・広島県高等学校総合文化祭（県教委）
・県内種目別競技会新人大会（県教委，県高等学校体育
連盟）
・第 67 回広島県高等学校総合体育大会駅伝（県教委，県
高等学校体育連盟）
・中国中学校駅伝競走大会（県教委，県中学校体育連盟）
・青少年意見発表大会（広島市安佐北区，廿日市市）
・青少年健全育成市町民大会/講演会等（広島市，広島市
中区，東区，南区，西区，安芸区，大竹市，世羅町，
府中町）
・安全安心なまちづくり大会（広島市安佐北区）
・子供フェスタ（広島市佐伯区）
・
「要保護児童生徒の現状と課題～地域の役割～」講演会
（呉市）
・安全・安心なまちづくりフェスティバル（県警）
・千代田っ子フェスティバル（北広島町）
・安芸高田市青少年育成フェスティバル（安芸高田市）
・教育フェスティバル（三原市）
・生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（三原市，三原市民会議，東広島市，
東広島市民会議，廿日市市）
・フェスティバル江田島 2014（江田島市）
・人権文化講演会（大崎上島町）
・あいさつ声かけ運動（県，県警，県民会議，三原市，
２ 広報啓発活動
三次市，庄原市民会議，東広島市，東広島市民会議，
（県，県警，県民会議，市町，
府中市，廿日市，安芸高田市，坂町，府中町民会議，
市町民会議，学校，青少年育成
北広島町）
団体等）
・青少年指導センター嘱託員等による地域巡回活動
（呉市）
・いじめ撲滅キャンペーン（呉市）
・
「呉の子どもを守る会議」街頭啓発活動（県警，呉市）
・薬物乱用防止啓発活動（県，東広島市，府中市，府中
市民会議）
・ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成・配布・掲示，街頭・イベントでの啓
発・ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ・防災行政無線による広報（東広
島市，廿日市，大崎上島町，北広島町，世羅町）
・安全・安心なまちづくりに関する情報発信（県）
・児童虐待防止推進活動
ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ装着，ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等配布，ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞによる啓発，
啓発グッズ配布，路線バスへのポスター掲出，ﾃﾚﾋﾞに
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よるｽﾎﾟｯﾄ CM，広報啓発番組，広報誌掲載，懸垂幕掲出，
幟旗の掲出（県，県警，竹原市，三原市，三原市民会
議，庄原市，三次市，東広島市，海田町，熊野町，江
田島市）
・子ども・若者育成支援啓発ﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ｸﾞｯｽﾞ
等の作成，配布，掲示（県，県民会議，県警，竹原市，
東広島市，庄原市，安芸高田市民会議，
）
・広報誌による広報（広島市，福山市，尾道市，府中市，
三次市，竹原市，大竹市，東広島市，廿日市市，熊野
町，世羅町）
・懸垂幕・立看板・幟の掲出（県，県警，広島市，福山
市，福山市青少年育成事業団，府中市民会議，大竹市，
東広島市，府中市，廿日市市民会議）
・自動車ﾊﾟﾚｰﾄﾞ，広報車等による啓発（府中市，竹原市，
）
・礼節週間（坂町）
・電光掲示板・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる広報啓発（県警，
）

３ 研修会等
（県，県警，市町，市町民会議，
学校，青少年育成団体）

４ 青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等
（県，県警，市町，市町民会議，
青少年育成団体等）

５ 子ども・若者の社会参加活
動
（県，県教委，県民会議，市町，
市町民会議，学校，青少年育成
団体等）
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・「家庭の日」作文（府中町民会議）
4(1)ｲ
・学校等における防犯教室，非行防止教室，薬物乱用防 4(1)ｱ,ｴ
止教室/講演会/訓練（県警，県）
・少年補導協助員研修会（県警）
4(1) ｴ
・就職支援スキルアップセミナー（県）
4(1)ｱ
・薬物専門講師講習会（県）
4(1)ｱ,ｴ
・学校警察連絡協議会（県警，府中市，府中市民会議他） 4(1) ｱ,ｴ
・駅前交番連絡協議会研修会（県警，府中市，府中市民 4(1)ｱ,ｴ
会議他）
4(1)ｱ
・ユースアドバイザー養成講習会/公開講座（県）
4(1)ｱ, ｲ
・補導員会議（大竹市）
4(1)ｴ
・児童虐待防止講演会・研修会（県，東広島市，江田島 ★4(1)ｳ
市，世羅町）
・ネット犯罪防止研修（東広島市）
4(1)ｴ
・スマホ・ネットトラブル講演会（江田島市）
4(1)ｴ
・親の力を学びあう学習プログラム講座（府中町）
4(1)ｲ
・万引き防止キャンペーン（県警）
4(1)ｴ
・青少年健全育成条例に基づく立入調査（県，呉市，三 4(1)ｴ
原市，竹原市，府中市，庄原市，廿日市市，安芸高田
市，熊野町，安芸太田町）
・街頭補導活動（県警，竹原市，福山市，尾道市，府中 4(1) ｲ,ｴ
市民会議他，東広島市）
・白ポスト回収（府中市民会議，庄原市民会議，
）
4(1) ｴ
・駐輪場点検・整理活動（県警，府中市民会議）
・子どもの見守り活動/防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（県警，広島市，呉市， 4(1)ｴ
三原市，府中市民会議他，庄原市民会議，三次市民会 4(1)ｴ
議，東広島市，熊野町，坂町，府中町民会議）
・携帯電話問題，ﾈｯﾄ被害防止，ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ利用についての 4(1)ｴ
講話等（県警）
・地域安全について協議（県警）
4(1)ｴ
・自転車盗難防止対策（県警）
4(1)ｱ
・学校内巡視（県警）
4(1)ｴ
・麻薬・覚せい剤乱用防止巡回活動（県）
4(1)ｴ
・青少年育成情報ネットによる体験活動情報の発信（県 4(1)ｱ,ｴ
民会議）
・ふどきの丘体験教室（県教委）
4(1)ｱ,ｲ
・創作邦楽劇「草戸千軒絵巻」
（県教委）
4(1)ｱ
4(1)ｱ
・“ほっこり体験”親子でキャンプ！（県教委）
4(1)ｱ
・県立図書館フェア（県教委）
4(1)ｱ
・図書館おはなし会（県教委）

６ 相談等
（県，県教委，市町等）

７ その他
（市町等）

・FUN チャレンジクラブ（県教委）
・三世代交流のつどい（広島市佐伯区）
・ふれ愛ランドまつり（福山市）
・青少年の居場所づくり事業（三原市，三原市民会議）
・ﾌｧﾐﾘｰ版画教室（三原市，三原市民会議）
・青少年体験活動（三次市，三次市民会議）
・子どもまつり 2014（廿日市市）
・放課後子ども教室（海田町）
・環境美化・異世代交流活動（くまの町民会議）
・子育て支援教室（江田島市）
・ひきこもり相談・精神保健福祉相談等（県）
・ひきこもり家族のつどい（県）
・ひろしましごと館福山サテライト若年者相談事業（県）
・ひろしまジョブプラザ若年者相談事業（県）
・若者交流館相談事業（県）
・高校生のための就職ガイダンス（県）
・覚せい剤等相談窓口（県）
・こころの相談室，心のふれあい相談室，いじめダイヤ
ル２４事業（県教委）
・児童青少年関係相談/支援（三原市，東広島市，世羅町）
内容：不登校，いじめ，子育て等
・みはら一日若者しごと館（三原市）
・善行青少年表彰，優良青少年補導員表彰（呉市，
三原市）
・青少年育成功労者・団体の表彰（広島市）
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