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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・未来みやざき子育て応援フェスティバル
（宮崎県）
開催日：１１月１５，１６日
内 容：子育て表彰式、子育て支援団体・企業
の紹介、体験講座、各種イベント、子
育て相談、子ども相談
・「若者の職業的自立のためにできること」講演会
（宮崎県）
開催日：１１月２４日
・田野町青少年育成大会（宮崎市）
開催日：１１月２日
出席者：総合支所長、小中学校長、青少年育成
関係者、ＰＴＡ等約３５０人
内 容：児童・生徒による意見発表、活動発表
・さどわら青少年健全育成大会（宮崎市）
開催日：１１月１６日
出席者：市長、青少年育成関係者等約３３０人
内 容：児童・生徒による意見発表、活動発表
・高岡地区青少年健全育成大会（宮崎市）
開催日：１１月１９日
出席者：高岡地区連合会会長、小中学校長、各
学校ＰＴＡ会長等約２００人
内 容：講演
・土々呂中校区青少年育成大会（延岡市）
開催日：１１月２９日
出席者：社会教育指導員、青少協関係者約１４
０名
内 容：講演、アトラクション、児童・生徒の
意見発表
・東海地区青少年育成大会（延岡市）
開催日：１１月２９日
出席者：社会教育指導員、青少協関係者約１４
５名
内 容：講演、アトラクション、児童・生徒の
意見発表
・青少年育成村民大会・ＰＴＡ研究大会
（諸塚村）
開催日：１１月２９日
出席者：村長・教育長、青少年育成関係者、Ｐ
ＴＡ等約１２０人
内 容：①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
②子ほめ被表彰者３８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
③講演「雑草のごとく 転んでも踏ま
れても立ち上がれ！」
講 師：マラソン選手 谷口浩美氏
・児童虐待防止フォーラム（宮崎市）
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開催日：１１月４日
・木城町町民文化祭【生涯学習のつどい大会】
（木城町）
開催日：１１月１日
内 容：表彰、実践発表、講演
・教育文化祭（五ヶ瀬町）
開催日：１１月１４日
内 容：善行児童・生徒及び青少年健全育成功
労者表彰
・中学生講演会（国富町）
開催日：１１月１８日
出席者：町内３中学校生徒
講 師：中村 文昭氏
・青少年の主張住吉大会（宮崎市）
出席者：地域センター長、公民館長、歴史文化
館長、青少年育成センター長、小中学
校長、青少年育成関係者（ＰＴＡ）等
約２００名
・上南地区青少年意見発表会（延岡市）
開催日：１１月３０日
出席者：社会教育指導員、ＰＴＡ、青少協関係
者約１０５人
・子どもの声を聞く会（三股町）
開催日：１１月３日
内 容：小中学生代表者８名による意見発表会
出席者：町長、町議会議員、教育委員、各民主
団体代表者、青少年指導員、学校関係
者等約２００名
・高木兼寛賞顕彰式（宮崎市）
内 容：高木兼寛の功績を学び、自分の将来の
夢などについての作文への表彰
・石井十次顕彰のつどい（高鍋町）
開催日：１１月９日
出席者：町長、行政職員、町内の小中学生、教
諭等約５００人
内 容：演劇、講演等
・子どもふれあい広場（えびの市）
開催日：１１月１５日、１６日
内 容：子ども体験講座、親子ふれあい講座
・県民総ぐるみ「学び」推進事業に関するパネル展
２ 広報啓発活動
示（宮崎県教育庁）
（県、県警、県教育庁、市町村）
開催日：１１月１１日～２４日
場 所：宮崎県立図書館
・高校生による一日警察署長、チラシ配布
（宮崎県警察）
開催日：１１月２５日
内 容：富島高校生による一日警察署長
高校生チーム零レンジャーによるチラ
シ配布
・児童虐待防止広報啓発【テレビ】
(1) 「石井十次に学ぶ児童虐待防止」（宮崎県）
(2) アナウンス告知（宮崎県）
(3) ＣＭ（宮崎県）
(4) 県政番組への職員出演（宮崎県）
(5) ケーブルテレビ出演（宮崎市）
・児童虐待防止広報啓発【ラジオ】
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(1) ＣＭ（宮崎県）
(2) 職員電話出演（宮崎県）
・児童虐待防止啓発広報【新聞】（宮崎県）
・児童虐待防止啓発広報【ホームページ】
（宮崎県）
・児童虐待防止啓発広報【広報誌】
（宮崎市、延岡市、三股町）
・児童虐待防止推進のパネル展示（三股町）
・親と子のふれあい標語作品の展示（三股町）
親子のふれあいに関する標語を募集し、優秀作
品の展示・表彰を行った。
・青少年非行防止、健全育成等標語の募集
（宮崎市、高千穂町）
・児童虐待防止懸垂幕掲出（宮崎県、都城市）
・青少年健全育成強調月間懸垂幕掲出（都城市）
・児童虐待防止ポスター掲示
（宮崎県、宮崎県教育庁、延岡市、三股町）
・広報啓発ポスター掲示
（宮崎県、宮崎県警察、えびの市、国富町、
高鍋町、諸塚村、日之影町）
・児童虐待防止啓発バナー掲示（都城市）
・児童虐待防止パンフレット配布（三股町）
・啓発のぼり設置（小林市）
・児童虐待防止推進月間の県庁本館ライトアップ
（宮崎県）
・街頭啓発活動
(1) パンフレット配布（宮崎県警察）
(2) クリアファイル等配布（都城市）
(3) 祭会場でのチラシ配布（日之影町）
・「家庭の日」巡回広報（延岡市）
・「家庭の日」のぼり設置（高鍋町）
・児童虐待防止推進のパネル展示（三股町）
・広報誌による広報啓発
（高鍋町、日之影町、五ヶ瀬町）
・ミニ広報誌による広報啓発（宮崎県警察）
・サポートセンターたよりによる広報
（宮崎県警察）
・青パト出発式（日向市）
・講演会の開催（宮崎県警察）
・オレンジリボンピンバッジ着用（宮崎県）
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・トレーナーによる「みやざき家庭教育サポートプ 4(1)イ
３ 研修会等
ログラム」を活用した講座の実施
（県、県警、県教育庁、市町村）
（宮崎県教育庁）
(1) 宮崎市立生目台中学校 学級活動
「家族の一員として」３８名参加
(2) 小林市立栗須小学校 学校保健委員会
「家庭のしつけ・生活習慣」 ２０名参加
(3) 宮崎県立宮崎農業高校 家庭科
「地域の一員として」
３４名参加
(4) 小林市立三松中学校 家庭教育学級
「携帯電話やインターネットと親の対応」
２０名参加
(5) 串間市立北方中学校 家庭教育学級
「子どものほめ方・しかり方」２５名参加
(6) 日南市立南郷小学校 家庭教育学級
「子どものほめ方・しかり方」２０名参加

(7) 都城市立西小学校 就学時指導検診
「家庭のしつけ・生活習慣」１５０名参加
・スクールソーシャルワーカー運営委協議会
（宮崎県教育庁）
・出前講座「子ども虐待への対応について」
（宮崎市）
(1) 市職員地域プロジェクト
(2) 地区民生委員・児童委員協議会
・青少年指導員・青少協役員合同研修会（延岡市）
開催日：１１月５日
講 話：「携帯電話等情報端末における青少年
のトラブル」
講 師：渡木 武道氏
・家庭教育に関する研修会（三股町）
開催日：１１月２１日
小中学校の保護者対象に、こどもの人権につい
ての講演会
・青少年指導員正副班長会（宮崎市）
・いじめ防止対策専門家委員会会議 （都城市）
開催日：１１月２１日
出席者：教育長２名ほか１１名
・不審者撃退訓練（宮崎県警察）
・薬物乱用防止教室（宮崎県警察）
・非行防止教室（宮崎県警察）
・子ども会連絡協議会インリーダー研修（国富町）
・県北ジュニアリーダークラブ交流会（高鍋町）
開催日：１１月２３日
約４０名参加
・ジュニアリーダークラブ１１月教室（高鍋町）
１０名参加
・県北ジュニアリーダークラブ代表者会（高鍋町）
６名参加
・子ども会ジュニアリーダー研修会「遊び三昧」
（宮崎市）
開催日：１１月２３日 出席者：約８０名
・要保護児童対策地域協議会関係機関向け研修会
（宮崎市）
児童クラブ指導委員研修
・未成年者喫煙防止対策協議会
（宮崎県、宮崎県教育庁、宮崎県警察）
・ＡＯＵ地域懇談会（宮崎県、宮崎県教育庁）
・定例教育委員会（高鍋町）
・生活安全連絡会議（宮崎県警察）
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４ 青少年保護育成巡回活動、環 ・青少年健全育成条例に基づく立入調査（宮崎県） 4(1)エ
実施日：１１月１２日～１４日
境浄化活動等
・風俗営業適正化法に基づく立入調査
（県、県警、市町村）
4(1)エ
（宮崎県警察）
実施日：１１月４日、１４日、１９日、
２１日、２２日
・屋外広告物除去作業（宮崎市）
4(1)エ
実施日：１１月１４日
１１８名参加
・青少年健全育成条例に基づく勧告（宮崎県）
4(1)エ
・携帯電話販売店等へのフィルタリング要請
（宮崎県警察）
・青少年指導委員等による街頭指導・巡回指導
4(1)エ
（宮崎市、延岡市、串間市、三股町、国富町、都
農町）

・役場管理職による巡回活動（都農町）
・祭礼行事等に伴う見回り・巡回指導
（小林市、三股町）
・夜間巡回パトロール（日南市、川南町、門川町）
・登下校時の交通安全指導活動等（都農町）
・高校生に対する自転車マナー指導（日向市）
・北郷青年団見守り隊（美郷町）
地元青年団・中学生保護者と協力して防犯パト
ロール
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５ 子ども・若者の社会参加活動 ・「宮崎の自然と遊ぼう」（宮崎市）
（市町村）
開催日：１１月８日
内 容：小学１～３年生を対象とした自然体験
活動
・青少年宿泊体験事業（日南市）
開催日：１１月２２日～２４日
場所：熊本県立豊野少年自然の家
内容：野外炊飯、石段登り、天体観測、まが玉
作り
・スポーツ少年団沿道修景美化活動（串間市）
開催日：１１月２２日
参加団体：１５団体 参加人数 ２０１名
内 容：沿道清掃活動
・めいりん公園収穫祭（高鍋町）
開催日：１１月２３日
出席者：町長、行政職員、町内の小中高校生、
ジュニアリーダー等約３５０人
内 容：収穫体験や地産地消の学習等
・地域こどもフェスティバル（日向市）
場所：大王谷学園
・３校合同「米の山交流会」（日向市）
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６ その他
・立ち直り支援活動（宮崎県警察）
（県、県警、県教育庁、市町村）
開催日：１１月２９日 開催地：宮崎市
・「知事に伝えよう 私の思い」
（宮崎県、県青少年育成県民会議）
開催日：１１月２７日
参加者：宮崎県青少年の主張大会入賞者
場 所：県庁知事会議室
・県下一斉「学校におけるいじめの実態把握」アン
ケート調査（宮崎県教育庁）
・生徒指導学校訪問（宮崎県教育庁）
・あいさ２（ツー）運動（高原町）
小中学校におけるボランティア・指導員等との
あいさつ運動
・あいさつプラス運動（日南市）
・かるがも隊（美郷町）
子育て保護者間のネットワーク作り
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