（別添様式）

平成 27 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

宮城県
分

１ 大会等（各市町村）

青少年行政
環境生活部共同参画社会推進課
主管課(室)名
内

容

【各市町村】
●仙台市児童・青少年健全育成大会（仙台市）
・開催日：平成２７年１１月２７日（金）
・場 所：宮城野区文化センター（ﾊﾟﾄﾅﾎｰﾙ）
・出席者：仙台市長、子供未来局長
社会を明るくする運動仙台市推進委員会、児
童福祉協議会連絡協議会、青少年健全育成協
議会等 青少年健全育成関係者他計２３８名
・内 容：①功労者表彰式及び各団体の紹介・活動報告
②健全育成に係る講演
講師：独立行政法人国立病院機構
久里浜医療センター院長 樋口 進 氏
内容：「青少年のネット依存の理解とその対
応」
●青少年健全育成講演会（石巻市）
「盲目のシンガーソングライター板橋かずゆき」講演会
●青少年健全育成塩竈市民のつどい（主催：青少年育成塩
竈市民会議・事務局：塩竈市青少年相談センタ－）
・開催日：１１月１２日(木)
・場所：塩竈市公民館
・出席者：市長・市議会議長等来賓、塩竈市民会議加盟団
体、一般等 １１２人
・内 容：少年の主張＜塩竈市大会最優秀賞者発表＞
講演「自分の子どもは、自分で守れるか？」
・その他：薬物乱用撲滅募金も実施
●第１０回気仙沼市家庭教育大会 [人権啓発地方委託事
業]（気仙沼市教育委員会、気仙沼市青少年育成協議会）
・開催日：１１月１４日(土)
・場 所：はまなすホール
・出席者：市長、市議会議員、気仙沼警察署関係者、教育
長、学校関係者、青少年育成関係者、一般市民
など、２６０名
・内 容：青少年健全育成文集「燈火」第３１号
入選者代表表彰（小学生３名、中学生３名)
入選者代表朗読
記念講演
松本市立旭町中学校桐分校元法務教官
角谷敏夫 氏
～学びと感動が人を変える～
刑務所の中の中学校桐分校
●白石市青少年健全育成市民のつどい（青少年のための白
石市民会議）
・開催日：平成２７年１１月１５日（日）１３：００～
・場 所：白石市中央公民館 大ホール
・内 容：
「家庭の日」絵画ポスターの表彰、わが家の「家
庭の日」実践発表（小学生親子２組）
、白石工
業高等学校の活動の紹介（吹奏楽部の演奏）
、
私の主張（６校の中学生の意見発表）
、大会宣
言採択。

備

考

(１)
ア、イ、エ

(１)ア
(１)ア、イ

(１)ア、イ

(１)
ア②、
イ③、
エ(イ)①

参加者：２８７名＜加盟８９団体の会員、市民、来賓（県
議、市議、教育委員、社会教育委員、学校長）
、市
民会議役員等＞
●なとり市民のつどい（名取市）
・開催日：１１月２８日(土)
・内容
① 青少年健全育成名取市民会議、翔け！名取の女(ひと)
と男(ひと)実行委員会、名取市生涯学習推進本部の三
者合同開催。
② 「少年の主張」名取市大会最優秀賞・優秀者２名の発
表、佐伯ちず氏の講演
・来場者：青少年育成関係者含む市民４０６人
●青少年健全育成市民のつどい（角田市生涯学習課）
・開催日：１１月２８日（土）
・場 所：かくだ田園ホール
・出席者：市長、市議会議長、教育長、
青少年育成関係者
・内 容：小中高生の意見発表、講演会、
大会宣言決議、
小中学生の三行詩冊子発行
●防犯まちづくり多賀城市民のつどい
（多賀城市防犯まちづくり推進協議会）
・開催日：１１月２１日（土）
・講 演：
「地域で守る子どもたち－子どもが犯罪に巻き込
まれないために」 講師：阿部芳吉仙台大学長
●健全育成講演会（岩沼市教育委員会・健やかな子どもを
育てる岩沼市民会議）
●登米市青少年健全育成推進のつどいの開催（青少年のた
めの登米市民会議）
●自転車安全講習会（東松島市青少年健全育成市民会議）
１１月４日（水）開催
●明日青のつどい（大河原町）
・開催日：１１月１４日(土)
・場 所：大河原町中央公民館
●職業人に聞く会（大河原町）
・開催日：１１月１３日(金)
・場 所：大河原中学校
●青少年育成利府町民会議（利府町）
・開催日：平成２７年７月２日（木）
・会 場：十符の里プラザ 文化ホール
・出席者：町長、議会議長、教育長、行政区長会会長、教
育委員長、青少年育成関係者等…約１５０人
・内 容：①議 事：事業報告、事業計画（案）
②研修会：講演会「携帯電話・インターネット
等による犯罪被害防止」
★子ども・若者育成支援強調月間ポスターコンクール及び
展示会（大和町）
●講演会「心も体も健康な子どもを育てよう」
（富谷町成田地区青少年健全育成連絡会）
●講演会「インターネット安全安心講話～子どもをネット
トラブルから守るために」
（富谷町東向陽台・明石台地区青少年健全育成連絡会）
●青少年健全育成「町民のつどい」
（涌谷町）
・開催日：１１月１５日（日）
・内 容：意見発表（町内中高生３名）
、講演会（８７名参
加）
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２ 広報啓発活動
(１)ウ
【警察関係】
（警察本部少年課、北部教育事 （１）仙台市ＰＴＡフェスティバルにおける薬物乱用防止 ②③、
務所栗原地域支所、各市町村）
エ(ウ)
広報
実施日：平成２７年１１月８日（日）
実施場所：仙台市民広場
（２）薬物乱用防止・防煙キャンペーン（仙台市薬剤師会
主催）
実施日：平成２７年１１月８日（日）
実施場所：仙台メディアテーク
（３）啓発ポスターの掲示
警察本部、県内各警察署、交番、駐在所
（４）キャンペーン活動（８回）
非行・被害・薬物乱用防止、フィルタリング普及等
（５）非行・被害・薬物乱用防止、情報モラル教室
（２３回）内訳 小学校
１０回
中学校
１０回
高等学校
３回
（６）非行等防止講話（３０回）
学校関連会議、健全育成関連会議等で実施
【北部教育事務所栗原地域支所】
●生徒指導だより『くりはら』
配布先…栗原市内小・中学校
【各市町村】
●子供相談支援センター機関紙「銀杏坂タイム」及び大会
チラシ・ポスターによる広報（仙台市）
（仙台市内小・中学校・高等学校，児童館等 約５０
０箇所）
各区民生委員児童委員協議会に参加しての広報（約１８
０枚）
●青少年健全育成啓発活動（青少年育成塩竈市民会議）
・活動内容：標語入りのポケットティッシュ配布
「考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの
心」
・活動日：１１月４日(水)
・場所：JR 本塩釜駅、イオンタウン塩釜
・参加者：役員、加盟団体の会員 １４名
・その他：のぼり旗の掲出「地域の子は地域で育てよう」
市広報誌や各小・中学校の学校だよりへの掲載
●平成２７年度気仙沼地区万引き防止対策協議会総会
および万引き防止対策研修会
（気仙沼地区万引き防止対策協議会）
・開催日：１１月２４日（火）
・場 所：気仙沼警察署 ２階大会議室
・出席者：万引き防止対策協議会会員１５名
・内 容
① 総会
② 研修
③ 気仙沼警察署生活安全課長
「気仙沼警察署管内の万引きの実態について」
④情報交換
●広報「しろいし」による広報、チラシによる各戸回覧、
加盟団体及び各種会議での配布（白石市民会議事務局）
★会報「こころ」発行 市内全家庭配布（２６，４００部）
１１月１日（日）
（青少年健全育成多賀城市民会議）
★一斉街頭指導においてチラシ（子どもを地域で守ろう／
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家庭の日等）とタネ配布（１，０００セット）１１月６日
（金）
（多賀城市青少年育成センター）
★定例巡回指導時、車載マイクなどでの啓発広報（多賀城
市青少年育成センター）
●明日青ニュースの地区内回覧（大河原町）
・日 時 １２月１日号の配布
★大和町会議会報の発行（町内全戸配布）
（大和町）
●啓発ポスター等の掲示（大郷町）
●町広報紙による広報、街頭キャンペーン活動
（ 美里町）
● 町 広報誌による広報啓蒙（色麻町）

【警察関係】
３ 研修会等
（警察本部少年課、北部教育事 （１）各ブロック少年補導員カンファレンス
（２）各地区補導員研修会
務所栗原地域支所、市町村）
（３）各地区学校警察連絡協議会
（４）各地区万引き防止対策協議会
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４ブロック (１)ウ、エ
７地区
４地区
４地区

【北部教育事務所栗原地域支所】
●問題行動等対策推進協議会
(１)
・日 時：１０月１９日（月）
ア、イ、エ
・出席者：生徒指導支援事業対策推進校生徒指導担当教員，
市教育委員会と事務所の生徒指導担当者
・内 容：児童生徒の問題行動等の未然防止・早期発見等
に関する取組や成果の情報交換及び協議
●登校支援ネットワーク事業（児童生徒登校支援研修会） (１)ア、イ
・日 時：１０月２１日（水）
・出席者：小・中学校教職員(担任・生徒指導担当・教育相
談担当・養護教諭等)、適応指導教室指導員、教
育事務所相談員 等
・内 容：講義「不登校の理解と対応」
講師：宮城学院女子大学准教授小柴 孝子 氏
【各市町村】
●少年補導員会議（石巻市）
★県下一斉街頭巡回指導
（気仙沼市青少年育成支援センター）
・日 時：１１月４日（水） １１月５日（木）
・内 容：街頭巡回活動、啓発グッズ等の配布(★)
参加者：青少年指導員，センター職員，気仙沼市少年警
察補導員など３９名
●名取市生徒指導問題対策委員会（名取市）
・日 時：１１月２４日（火）
・出席者：教育長、市内小中学校生徒指導担当者、ＰＴＡ、
岩沼警察署、民生委員、主任児童委員、市民会
議会長、家庭児童相談員、健康福祉部・教育委
員会職員
●DV 被害者等サポート講座（多賀城市こども福祉課）
・日 時：１１月２５日（水）
・講 演：
「児童虐待・仙台市立病院の取組－背景にある機
能不全家族とＤＶの問題」 講師：村田祐二医師
●市生徒指導担当者会（多賀城市校長会）
・日 時：１１月２６日（木）
●要保護児童対策地域協議会実務者会議（岩沼市）
●青少年健全育成地域研修会への参加（東松島市青少年健
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全育成市民会議）
・日 時：１２月３日（木）
●明日青のつどい内の研修（大河原町）
・テーマ：ゲーム・携帯・スマホのより良い使い方
・参加者：小学生
●柴田郡学校保健研修会「映像メディアの光と陰」
、柴田郡
ＰＴＡ地区セミナー「夢と希望の氷の大陸」
、ＰＴＡ教育講
演会（川崎町）
●キャリアセミナー
（ 亘理町生涯学習課）
・ 内 容 ：町内の中学校を対象に学校教育支援事業
と し て、様々な職業で活躍されている方
々 か ら職業の内容や社会人としての生き
方 を 聞き、職業を学ぶとともに自己の進
路 学 習に活かし、これからの亘理町を支
え る 若い世代のリーダー育成に資する。
・ 開 催日：１１月５日（木）
・ 出 席者：亘理中２年生１５８人、講師１６人
・ 開 催日：１１月２０日（金）
・ 出 席者：逢隈中２年生１０７人、講師１０人
●家庭教育支援事業「わたりの協働教育」
“親の学び
支 援 セミナー”セミナー１「早ね早起おき朝ごは
ん 等 の子どもの生活習慣づくりを学ぶ」
（ 亘 理町生涯学習課）
・ 開 催日：１１月１２日（木）
・ 会 場 ：亘理町立吉田小学校
・出席者：５年生の児童・保護者、校長等、亘理町
家 庭 教育支援チーム ５ ２人
・ 内 容 ：子どもの生活習慣づくりのアドバイス。
栄 養 士による食生活に関する講話。

(１)イ
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①②③④

親子で調理実習 自作味噌の豚汁
★ 「 子どもをみまもり隊」合同研修会
（ 亘 理町青少年育成推進協議会）
・ 開 催日：１１月２５日（水）
・ 会 場 ：亘理町中央公民館
・出席者：「子どもをみまもり隊」登録者、亘理町青
少年育成推進協議会会長、亘理町青少年
育 成 推進指導員、町内小学校担当職員
８０人
・ 内 容 ：町内６小学校において、児童生徒の登下
校 時 の見守り活動のため組織している
「 子 どもをみまもり隊」の合同研修会。
一 般 社団法人宮城県警備業協会の講演。
●青少年育成利府町民会議講演会（利府町）
・開催日：平成２７年１１月１０日（火）
・会 場：十符の里プラザ 文化ホール
・出席者：副町長、議会議長、行政区長会会長、
青少年育成関係者等…約１００人
・内 容：意見発表・講演会
＜意見発表＞
「笑顔を『届ける』
」
（町内中学３年生）
＜講演会＞
「今こそ皆さんの出番です」
（宮城県社会教育委員連絡協議会代議員）
●女川町いじめ問題対策協議会
（女川町教育委員会教育総務課）
・開催日：１１月２６日(木)
・場 所：女川町
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・出席者：教育長、小・中学校長、小・中学校 PTA 代表、
児童相談所、法務局、警察担当者、町健康福祉
課長等
・内 容：いじめの防止等に関係する機関の連携を推進す
る為の連絡調整
●「通学路の交通安全の確保の徹底」に係る関係各所の協
議（女川町教育委員会教育総務課）
・開催日：１１月２７日(金)
・場 所：女川町
・出場者：教育長、女川町教育委員会、小・中学校長、東
部土木事務所、警察担当者、復興推進課、町民
課、建設課、スクールバス委託業者
・内 容：小・中学校の通学路の安全点検を実施し、児童
生徒が安全に通学できる為の会議
●要保護児童対策協議会代表者会議、食育推進会議、子ど
も・子育て会議、いじめ問題対策連絡協議会、各種訪問、
各種検診・健診、育児教室、子育て相談会、小児生活習慣
予防検診に係る打ち合わせ（女川町健康福祉課）

４ 青少年保護育成巡回活動、 【警察関係】
環境浄化活動等
（１）県下一斉「少年を非行から守る日」街頭補導活動
（警察本部少年課、東部地方振
実施日：平成２７年度１１月１３日（金）
興事務所、北部教育事務所栗原
実施場所：県下２４警察署
地域支所、各市町村）
実施者：警察官、少年警察補導員、少年補導員等
合計４４６名
（２）各署独自「少年を非行から守る日」街頭補導活動
実施場所：県下２４警察署管内
実施者：警察官、少年警察補導員、少年補導員等
合計４２０名
（３）合同補導活動 ２回
学校関係者、青少年指導委員等と合同で実施
（４）風俗営業店に対する立入活動（河北警察署）
【東部地方振興事務所】
●有害図書等調査・指導
（東松島市及び石巻市コンビニ店）
東松島市６店舗、石巻市４店舗

(１)エ

(１)ア、
イ、ウ、エ、
(２)

(１)ウ、エ

(１)エ

【北部教育事務所栗原地域支所】
●若柳地区学校警察連絡協議会
(１)エ
・実施日：１２月８日(火)
・出席者…若柳地区小・中・高校の生徒指導担当、若柳警
察署員、青少年育成関係者
・内 容…青少年の健全育成に関する講話、情報交換講話
「ネット安全教室」、情報交換「管内の様子につ
いて」
【各市町村】
★宮城県青少年補導センター連絡協議会による「県下一斉 (１)ア
街頭指導」を実施。
（１日分）
（仙台市）
・実施日：１１月１３日(金)
・内 容：中央街頭指導と，中学校区街頭指導を７校で実
施（仙台市内指導人数６名）
●塩竈市青少年指導員・所員による街頭指導活動
(１)
（塩竈市青少年相談センタ－）
エ(イ)、

・実施日：１１月５日(木)
・巡回場所：JR 本塩釜駅・西塩釜駅・塩釜駅周辺、イオン
タウン塩釜、ヨ－クベニマル、生協等
・参加者：１９名
●青少年相談センターが委嘱した相談員による巡回活動
（白石氏青少年相談センター）
（後期〈１０月～３月〉延べ７２回実施予定 １１月
は１５日間）
●大規模小売店舗巡回活動（通年実施）
（名取市）
・大型ショッピングセンター「イオンモール名取」店舗内
巡回活動。１１月中は２回実施。
★一斉街頭指導（多賀城市青少年育成センター）
・実施日：１１月６日(木)
・場 所：ＪＲ多賀城駅前、イオン多賀城店、みやぎ生協
大代店、ヨークベニマル多賀城店
★定例巡回指導（午後２時～午後５時） （多賀城市青少年
育成センター）
１１月２、４、９、１２、１６、１８、１９、２５、２６、
３０日 １０回（２人一組）
●街頭巡回指導、有害広告撤去作業、有害図書等自動販売
機の点検、子ども１１０番の家実態調査、子ども１１０番
の家ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、青少年相談ｾﾝﾀｰ相談活動（岩沼市教育委
員会・健やかな子どもを育てる岩沼市民会議）
●有害図書パトロール（東松島市青少年健全育成市民会議）
・実施日：１２月５日（土）
●防犯指導隊によるパトロール（大河原町）
・日 時：毎週日曜日 午後４時から
・場 所：町内全域
●防犯実動隊によるパトロール（村田町）
●有害図書実態の見回り（川崎町）
●浄化モニターによる定期的な町内巡回（松島町）
●子どもの安全守ろうデー（七ヶ浜町内小中学校 PTA 他）
・内容：児童生徒の登校の安全を図るための交通整理と街
頭指導
●青少年育成推進指導員会議（利府町）
開催日：平成２７年７月１５日（水）
会 場：生涯学習センターミーティングルーム４
出席者：青少年育成推進指導員
内 容：巡回報告、不審者情報について
●青少年育成推進指導員による巡回活動（利府町）
町内ショッピングセンター、ゲームセンター、公園、不
審者情報のあった箇所等への巡回活動
●大型店舗巡回指導（長期休暇期間中実施）
（青少年健全育成富谷町民会議）
●大型店舗巡回指導（年５回）
（富谷町富谷地区青少年健全育成連絡会）
●夜間パトロール（年３回）
（富谷町日吉台地区青少年健全育成連絡会）
●広報車による町内巡回パトロール(涌谷町)
毎月２回、４月～１１月まで１１回、延べ４０名
●南三陸町地域安全指導員防犯パトロール
（南三陸町）
●町内の小中学校並びにその周辺における登校、下校時の
児童への声かけ及び見回り運動。
（防犯ウォーキングパトロ
ール隊による巡回活動）（色麻町）

エ(ウ)

(１)エ
(イ)①②

(１)エ

(１)エ

(１)イ、エ

(１)
ア、イ、エ

(１)エ
(１)エ

(１)エ
(１)エ(ｳ)
(１)エ
(１)エ

(１)エ
(イ)①

(１)エ
(イ)①
(１)エ
(１)エ
(１)エ
(１)ア、エ
(１)エ(ｲ)
①②③
(１)エ

【各市町村】
●ＰＳＣいじめ撲滅活動（白石市内中学校、白石警察署）
市内６中学校による常時活動（登・下校時・市内イベン
トで）
●市環境美化デー(通学路清掃) （多賀城市地域ぐるみ生徒
指導委員会）
・日 時：１１月２日(月)
・内 容：市内小中学生による登校時一斉ゴミ拾い活動
●たがじょう市民市でのちびっこゲーム大会（多賀城市ジ
ュニアリーダー・中央公民館）
・日 時：１１月１５日(日)
●平成２７年度登米市青少年海外派遣事業「オーストラリ
アへ中学生の派遣」
（登米市教育委員会）
●人権フェスティバル（大河原町）
・日 時：１２月５日(土)
・場 所：フォルテ
・参加者：中学生
●福祉体験活動（点字、アイマスク、車いすの体験など）
、
デイサービス施設の訪問及び慰問活動（交流活動）
（川崎町）
●ジュニア・リーダーの町内会行事等への派遣（松島町）
●ふるさと子どもゆめ議会（七ヶ浜町内５小中学校＝七ヶ
浜ジョイント５）
・日 時：１１月５日（木）
・参加者：小中学生１６人（議員）
、観覧児童生徒１５人
・内 容：町議場にて、子ども議員が町長に対し一般質問
や提案、児童生徒活動の報告を行った
●中学生職場体験、地区運動会（女川町健康福祉課）

(１)エ
(イ)③
(１)ア

(１)ア

(１)ア
(２)ア

(１)ア

(１)ア
(１)ア

(１)ア

５ 子供・若者の社会参加活動 【警察関係】
（各市町村）
（１）少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動及び継続補 (１)ウ、エ
導
ア 立ち直り支援活動
・県内１４警察署，１７名を対象に実施
・スポーツ活動，面接・電話による生活指導を実
施
イ 継続補導
・県内４警察署，４名を対象に実施
・農業・調理体験，面接・電話による生活指導を
実施
(１)エ
（２）青少年健全育成野球大会
(エ)③
実施日：平成２７年１１月２２日（日）
実施場所：石巻市立山下中学校
実施者：石巻警察署員
実施対象者：山下中学校野球部
【北部教育事務所栗原地域支所】
●ほっと iｎくりはらの会
・実施日：１０月２０日(火)
・出席者：不登校児童生徒の保護者及び教員(担任)
・内 容：教育相談
・担 当：事務所専門カウンセラー
【大河原教育事務所】
●ジュニア・リーダー交流研修会

(１)ア、イ

(１)ア

・実施日：１２月１２日(土)
・場 所：大河原町中央公民館
・参加者：小・中・高校生１１名
６ その他
【各市町村】
(警察本部少年課、北部教育事務 ●定例青少年相談の実施（通年実施）
（名取市）
所栗原地域支所、大河原教育事 ・悩みを持つ児童・生徒・保護者などを対象に、問題の解
決と未然防止を図るため、年１８回の相談窓口の設置。
【１
務所、各市町村)
１月１３日(水)、２５日(水)に実施】
●食育講座（幼児と保護者対象）3 回（角田市健康推進課）
①むし歯予防 ②おやつづくり ③お弁当づくり
●市内中学校２年生対象の立志式（東松島市教育委員会、
東松島市青少年健全育成市民会議）
・実施日：１２月５日(土)
●ジュニアリーダー（青少年ボランティア）による秋季研
修会（村田町）
●祖父母参観、進路説明会、異種校体験研修、学校公開（川
崎町内県立高校）
、小中交流会、人権教室の開催（川崎町）
●要保護児童対策地域協議会代表者会議（七ヶ浜町）
・実施日：５月１２日（火）
・参加者：県、県警、学校、幼稚園等関係機関の代表
・内 容：虐待相談、通告の状況について
●要保護児童対策地域協議会実務者会議（七ヶ浜町）
・実施日：６月２日（火）
、９月１０日（木）
、１月末予定
・参加者及び内容：上記代表者会議と同様
●帰宅・安全指導放送（女川町教育委員会生涯学習課）
帰宅時間（秋・冬期午後４時３０分、春・夏期午後５時３
０分）を町内全域に放送することにより、子どもたちに帰
宅を促し、安心安全な地域づくりと子どもたちを守り育て
る町を醸成する。
●富士サマーキャンプ（富士山登山）
、庄内ふるさと交流（庄
内町小学生との合同合宿）
（南三陸町）
内容：青少年が多様な交流体験を経験しながら社会性・
主体をはぐくむことができるようにするとともに、地域に
おける青少年の居場所づくりを推進している。

(１)ア、エ

(１) イ①
(２)
(１)ア

(１) ア
(１)ア、
エ(エ)
(１)ウ

(１)ウ

(１)エ
(イ)

(１)ア②

