（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
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★４（１）ア、イ
●福島県青少年健全育成推進大会
（福島県、福島県青少年育成県民会議）
開催日：１１月２０日
出席者：知事､教育長､警察本部長
青少年育成関係者等３５０人
内容：合唱披露優良各団体・個人への表彰
大会宣言決議、家庭の日最優秀作文、少年の主張
県大会最優秀作文の発表
４（２）イ
●福島市青少年健全育成推進大会（福島市）
開催日：11 月 13 日 場所：福島市
出席者：福島市議会副議長、副市長、教育長、福島市青少
年健全育成推進会議会長、青少年健全育成関係者
等 250 名
内容：(1)青少年健全育成功労表彰
(2)少年の主張発表
①福島地区中学生弁論大会最優秀賞受賞者によ
る発表
②中学生ドリームアップ事業活動発表
(3)記念講演
（２）イ
●伊達市青少年育成推進大会・第 31 回伊達地域青少年作文 ４（１）ア、
コンクール発表（伊達市）
開催日：11 月 21 日（土）
場 所：伊達市ふるさと会館 MDD ホール
参加者：児童、生徒、保護者、地域住民
PTA、青少年関係者（124 名）
実施内容：青少年育成市民会議表彰、少年の主張発表、青
少年作文コンクール最優秀作品発表
●第３８回郡山市青少年健全育成推進大会
（郡山市）
開催日 平成２７年１１月１９日
場所
郡山市
出席者 市長、教育長、関係行政機関、
青少年育成関係者等 ６００名
内容
大会宣言、青少年健全育成推進
協議会長表彰、中学生の作文発表
高校演劇の上演

４（１）ア、
（２）イ

●二本松市青少年健全育成推進大会
（二本松市）
開催日：11 月 7 日（土）
場 所：二本松市
出席者：市民会議会長（市長）ほか会員
青少年育成に関心のある市民
228 人
内 容：小中学生の作文発表、講演、大会宣言決議

４（１）ア、ウ

４（１）ア
●第１３回うつくしま育樹祭
（福島県農林水産部）
開催日：１１月７日
場 所：いわき市
主 催：うつくしま育樹祭実行委員会
出席者：副知事、いわき市長、鳥取県美鳥の大使、福島県
綴秋山緑の少年団等参加者３８０名
内 容：育樹活動、記念植樹、各交流イベント
●作文・標語・ポスター作品表彰式
（磐梯町、会津坂下町、湯川村、いわき市）

（２）
４（１）エ(ｴ)、
イ

４（１）ア
●少年の主張大会
（会津坂下町、湯川村、柳津町）
４（１）イ
●みんなで子育てワイワイショップ
（相馬市）
開催日：11月8日（日）
場所：相馬市総合福祉センターはまなす館
参加者：相馬市子育て支援連絡会員、相馬市青少年健全育
成市民会議家庭教育部会員など。
一般参加約300人
内容：
「子育ての日」に相馬市子育て支援連絡会が主催で
開催している行事。アンパンマンショーなどのステ
ージのほか、各参加団体で子どもが喜ぶブースを運
営し、楽しい子育てを応援した。（＊ブースは水ヨ
ーヨー屋、折り紙屋など）

２ 広報啓発活動 ●広報誌(紙)による広報
（福島県警察本部、伊達署、いわき市）
●啓発パンフレット等の配布
（会津坂下町、南相馬市、いわき市）
●ＨＰによる広報（福島県農林水産部）
●街頭キャンペーン
（福島署、福島北署、二本松署、郡山署、郡山北署、棚倉署、
会津若松署、猪苗代署、いわき東署、南相馬署、双葉署、相
馬署、相馬市、いわき市）
●朝のあいさつ運動（西会津町、いわき市）
●広報車による広報（いわき市）
●ラジオ広報（福島県警察本部）
●食育の日普及啓発（いわき市）
●「いじめ根絶ポスター」及び「いじめ根絶１０か条」の作
成・配付（いわき市）
●ノーゲームデー・読書デーの推進
（伊達市、会津坂下町）
●強化月間ポスターの掲示（南相馬市）
●「家庭の日」作品コンクール入賞者及び参加者の作品掲示
（磐梯町）
●青色回転灯広報車による不審者からの犯防パトロール活
動（須賀川市）
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３ 研修会等

●「陸上王国福島」パワーアップ事業
（福島県文化スポーツ局）
●フレッシュ農業ガイド講座
（福島県農林水産部）
開催日：１１月１６日
場所：小野町、田村市
出席者：小野高等学校
農業科目選択 1 年生 16 人
担当教諭 2 名
内容：先進農家、6 次化商品生産加工組合等視察研修
田村地方農業概要の紹介
県農業短期大学校の紹介

４（１）ア

●白河署・教育委員会・いじめ問題対策合同会議（白河署）
●学校警察連絡協議会
（福島署、福島北署、石川署、田村署、猪苗代署、南会津署）
●小・中学校生徒指導協議会
（会津若松署、いわき中央署、須賀川市）
●高等学校 PTA 連合会健全育成委員会研修会（いわき南署）
●幼稚園小・中学校校長会（棚倉署、白河市）
●デイサービスセンターあすか・小野町婦人会との会合
（田村署）
●少年非行防止等講話（いわき中央署、相馬署）
●少年警察ボランティア協会研修会
（会津若松署、南会津署）
●会津方部少年警察ボランティア協会地域カンファレンス
（会津若松署）
●少年センター補導員連絡協議会幹事会
（喜多方市、西会津町）
●勤労青少年ホーム運営委員会（喜多方市）
●青少年育成市民会議研修会（喜多方市）
●食育講座（いわき市）
●食育健康講話（三和保育）
●いわきっ子いきいき健やか食育教室（幼児期）
（いわき市）
●歯ピカリ教室（いわき市）
●歯科健康教育（いわき市）
●第７回いわき志塾「医療関係」
（いわき市）
医師等の医療関係者の講話を市内中学生約７０名が聴
講し、グループごとに学んだことを発表した。
開催日：平成２７年１１月７日（土）
出席者：医師等医療関係者８名
●家庭教育学級講演会（伊達市、会津美里町）
●子育て支援教室（伊達市、西会津町）
●ブックスタート（伊達市）
●青少年健全育成懇談会（相馬市）
開催日：11月17日（火）
参加者：相馬市少年センター補導員、相馬地区少年警察ボ
ランティア協会員、市内小中学校関係者（PTA、
教諭等）
●南相馬市青少年問題協議会・南相馬市要保護児童対策地域
協議会合同会議（虐待に関する研修）
（南相馬市）
●「平成２７年度白河市ノーメディアデー
推進協議会第１回会議」（白河市）
開催日：１１月３０日
出席者：各協議会委員（市内幼小中高の代表 PTA）９名、
担当教職員１０名、
会長、副会長、
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教育長、事務局８名
内 容：平成２７年度各中学校区協議会活動状況につい
ての報告、
今後の活動に関する協議

４ 青少年保護育 ●街頭補導活動
成巡回活動、環 （須賀川署、石川署、福島市、須賀川市、白河市、喜多方市、
相馬市、南相馬市）
境浄化活動等
●ビデオ、有害図書類自動販売機の
点検･指導
（福島市、伊達市、桑折町、大玉村、郡山市、須賀川市、
鏡石町、平田村、南会津町、喜多方市、西会津町、相馬市、
いわき市）
●パチンコ店、ゲームセンター等立入指導
（福島北署、郡山署、石川署、棚倉署、猪苗代署、いわき南
署）
●ピンクビラ除去（田村署）
●非行防止教室
（福島署、福島北署、郡山署、郡山北署、須賀川署、白河署、
石川署、棚倉署、会津若松署、猪苗代署、喜多方署、会津坂
下署、南会津署、いわき中央署、いわき東署、いわき南署、
南相馬署、双葉署、相馬署）
●メディア講習会（いわき市）
●愛の一声運動（いわき市）
●放課後子ども教室（会津坂下町、会津美里町）
●子ども見守り隊活動（会津坂下町）
●子どもの人権ＳＯＳミニレター活用による相談環境の整
備（南相馬市）

４（１）ア、イ、エ

５ 子供・若者の ●社会福祉施設でのボランティア体験
（大玉村、郡山市、鏡石町）
社会参加活動
●環境美化活動
(須賀川署、いわき中央署、いわき南署、伊達市、大玉村)
●各種スポーツ大会
（南会津署、伊達市、いわき市）
●各種体験活動
（福島署、二本松署、会津若松署、伊達市、小野町、いわき
市）
●地域伝統行事（松明あかし）への参加
（須賀川市）
●第 69 回全国植樹祭植樹関連行事「苗木のスクールステイ」
（福島県農林水産部）
開催日：１１月９日
場 所：猪苗代町
主 催：猪苗代町立翁島小学校
出席者：翁島小学校の５、６年生３０人
内 容：平成３０年に本県で開催される「第６９回全国植
樹祭」や地域の緑化行事で植樹する苗木を子ども
たちが育てる「苗木のスクールステイ」で、コナ
ラのドングリをポットに播種した。
・他１１月９日～１１月３０日まで県内の小学校５０校で実
施した。
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６ その他

●キッズカフェ（いわき市）
●青年期グループワーク事業（いわき市）
目的：ひきこもりの悩みを持つ本人が、グループ活動を通
し対人関係の改善を図るとともに、生活リズムの回
復、積極性や生活圏の拡大を図ることにより、社会
生活への適応を促進することを目的とし実施する。
開催：月４回（内２回は自主活動）
内容：野外活動、ＳＳＴ、音楽療法、調理実習、書道等
●タイルチップ工作親子教室（いわき市）
開催日：11月14日（土）
場所 ：いわき市共同職業訓練センター
参加者：親子８組 23名
内容 ：いわき共同高等職業訓練校において、タイル技能
士を講師とし、タイルの貼り付けを親子で行い、
平成 28 年の干支のモザイク壁掛けを作成した。
●ほばらこども祭り協力（伊達市）
●三世代ふれあい行事（伊達市）
●赤い羽根共同募金活動（会津坂下町）
●祭り・スポーツ大会等ボランティア
（郡山市、会津坂下町）

４（１）ア
４（１）ア

●うつくしまスポーツキッズ発掘事業
（福島県文化スポーツ局）
●不登校対策推進事業（福島県教育委員会）
内容：不登校児童生徒が多い学校または、不登校対策の取
組で効果をあげている学校、適応指導教室等の関係
機関を訪問し、実態に応じた支援を行う。
１１月中に実施
●人権教育地域総合推進事業（福島県教育委員会）
内容：市町村教育委員会との連携の下で、幅広い観点から
研究を行い、人権教育のより一層の推進に資する。
●道徳教育総合支援事業（福島県教育委員会）
「モラル・エッセイ」コンテスト
内容：モラルやマナー、いのち、家族、人との絆など、心
温まるちょっといいお話、今伝えたいメッセージ等
を募集し、学校と家庭・地域が一体となって、子ど
もたちの道徳的実践力を養うとともに、県民一丸と
なって「生きる力」を身に付ける機会とする。
１１月３０日 審査結果発表
●公民館祭・地域祭の合同開催（いわき市）
●食育モデル事業（いわき市）
「朝食を食べよう！」料理講座～きれいな女子・できる男子
は朝食から～ プロから教わる幸せ運ぶ朝食レシピ
●幼児むし歯予防対策事業（いわき市）
●相馬市表彰「社会福祉党功労者」の部で受賞（相馬市）
●「家庭の日」作文コンクール優良賞受賞（相馬市）
●福島県青少年育成県民会議「青少年指導者」の部で受賞
（相馬市）
●秋の花いっぱい運動（湯川村、南相馬市）
●朝食について見直そう週間運動（須賀川市）
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