（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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○インターネット安全教室・講話等（県、県 4(1)イ②、エ(ウ)①
警、千葉市、鋸南町、木更津市）
開催日:11 月 2 日～30 日
場所：県内小・中・高等学校、及び特別支援
学校等
内容：インターネットの適正な利用方法に関
する講話等
○薬物乱用防止教室（県、県警、千葉市、富 4(1)エ(ウ)③
里市）
開催日：11 月 1 日～30 日
場所： 県内の小・中・高等学校等
内容：児童生徒等を対象に、違法な薬物の有
害性、違法性についての講演等を行った。
○スケアード・ストレイト自転車交通安全教 4(1)エ(イ)③
室（県、船橋市）
開催日：11 月 17、18、20 日
場所：県内の中・高等学校
内容：スタントマンによるリアルな交通事故
再現を取り入れた自転車交通安全教室を実
施。
○平成 27 年度青少年育成千葉県民会議推進 4(1)ア②
大会（県、千葉県青少年協会）
4(2)ア、イ
開催日：11 月 7 日（土）
場所：千葉県青少年女性会館（千葉市）
内容：青少年育成功労団体・功労者表彰、
「私
の思い」中学生の主張大会最優秀賞・優秀賞
作文発表、高校生マレーシア派遣事業報告、
銚子電鉄支援活動パネルディスカッション、
参加者：青少年育成関係者、行政関係者 250
人
○子育て広場「すくすく」
（県）
4(1)イ③
開催日：11 月 10 日、17 日（年間 24 回開催）
場所：さわやかちば県民プラザ
内容：プラザ施設を活用した施設ボランティ
アによる子育て講座・幼児、保護者の自由遊
びを実施した。
○おはなし夢空間（県）
4(1)イ②
開催日：11 月 21 日（年間 11 回）
場所：さわやかちば県民プラザ
内容：絵本や物語とのふれあいを通し、幼児
期・児童期の子どもに読書の楽しさを伝え
た。

○県民の安全と健康な暮らしのための総合 4(1)エ(イ)①
講座⑤（県）
「防災マップから減災を考える」
開催日：11 月 29 日
場所：さわやかちば県民プラザ
内容：
「聞き書きマップ」による安全点検ま
ちあるきを実施した。
○第 64 回千葉県ＰＴＡ研究大会印旛大会 in 4(1)ア③
栄町（県）
開催日：11 月 15 日
場所：ふれあいプラザさかえ
内容：ＰＴＡとして学校教育、地域活動、家
庭教育、健康と安全教育、広報活動について
の発表に対して協議した。
記念講演「世界チャンピオンへの道」～当た
って砕けろ！不良少年から世界チャンピオ
ンへ～ 講師＝渡嘉敷 勝男 氏
○第 51 回千葉県高等学校ＰＴＡ研究集会 4(1)ア③、イ③
（県）
開催日：11 月 19 日
場所：千葉県総合教育センター大ホール
内容：講演「キャリア教育の現状と課題」
～子どもの力は親の秘密の言葉で作られる
～
講師 敬愛大学事務局長兼キャリアセンタ
ー長 高田 茂 氏
分科会 高校教育とＰＴＡ活動・進路指導と
ＰＴＡ活動、健全育成と地域活動・家庭教育
とＰＴＡ活動
○柏ユネスコ活動 2015（県）
4(1)ア②
開催日：10 月 30 日～11 月 4 日
場所：柏市中央公民館
内容：
「わたしの町のたからもの」絵画展・
表彰
○市川ユネスコ「わたしの町のたからもの」 4(1)ア②
絵画展（県）
開催日：11 月 5 日～8 日
場所：メディアパーク市川
内容：小・中学生の絵画展示・表彰
○不登校サポートセミナー「講演会」
（県） 4(1)ア②、イ③
開催日：１１月１４日
場所：子どもと親のサポートセンター
内容：子どもを取り巻く環境と不登校支援に
ついて
講師＝千葉大学 准教授 磯邉 聡氏
参加者 ７３名

4(1)エ(ウ)③
○非行防止教室（県警）
開催日：11 月 1 日～11 月 30 日
場所：県内の小・中・高等学校等
内容：県内の各学校からの依頼に基づき、少
年の規範意識の醸成を図るべく非行防止教
室を開催した。
○交通安全教室（千葉市、船橋市・八千代市） 4(1)エ(イ)③
開催日：11 月 2～30 日
場所：市内幼稚園・保育園・小・中学校
内容：交通ルール及びマナー向上を目的とし
た教室を実施した。
○青少年健全育成（推進）大会（市原市、流 4(1)ア②③、エ(エ)①
山市、鴨川市、千葉県青少年協会）
4(2)イ
開催日：11 月 21、28、29 日
内容：表彰式、講演等
○子育てに関する講演会・座談会・交流促進 4(1)イ①③④
等（千葉市）
開催日：11 月 3,5,7,10,11,12,14,16,17,18,
19,24,25,26 日
内容：しつけ、食育、離乳食等、子育てにつ
いて学ぶ。
○講演会「子どもと通じあえてますか？～成 4(1)ウ
長発達にあった言葉かけと向き合い方を知
ろう！～」
（市川市）
開催日：11 月 21 日
場所：男女共同参画センター
内容：成長発達にあわせた関わり方のヒント
等、子どもたちとの向き合い方を学ぶ
○親子で楽しむ子育て支援イベント（船橋 4(1)イ③
市）
講演会「幼年童話の魔法～文字を読めるよう
になった子供が出会う新たな世界～」及び、
子育てレクリエーションタイム
開催日：11 月 15 日
場所：中央公民館
内容：家庭教育支援のための講演及びレクリ
エーション
○就学時健診時等における子育て学習会（船 4(1)イ③
橋市）
開催日：11 月 12、13、20 日
場所：湊町小学校、南本町小学校、船橋小学
校
内容：小学校での就学時健診時に行う保護者
向け子育て学習講演
○「発達支援セミナー こどもの未来を見据 4(1)ア①
えて」
（浦安市）
開催日：11 月 27 日
場所：浦安市民プラザ Wave101 大ホール
内容：発達が気になる子どもの支援方法につ
いて（障がい事業課）

○語り場 子どもの未来を考える（浦安市） 4(1)ウ①
開催日： 11 月 11 日
場所：美浜公民館・第２会議室
内容：
「困難を抱える子ども」を題材とし 10
月 3 日（土）に開催したまちづくり講座の話
の感想や気付きを共有する場として開催。参
加者 10 人（協働推進課）
○千葉県立浦安南高等学校における出前授 4(1)ア①
業（浦安市）
開催日：11 月 2 日
場所：千葉県立浦安南高等学校体育館
内容：平成 28 年 6 月 19 日から選挙権年齢が
18 歳以上に引き下げられることに伴い、18
歳になれば選挙運動に関わることも可能と
なる。スマートフォンの普及等により高校生
の間でもフェイスブックやライン等の SNSが
身近なものとなっているが、高校 3 年生は同
級生同士でも誕生日を迎えたかどうかで選
挙運動に関わることができるかどうか異な
るため、生徒が知らず知らずの内に公職選挙
法違反にならないよう選挙に関する正しい
知識を取得することを目的した出前授業を
実施した。
（選挙管理員会）
○子育て学習講座（成田市）
開催日：11 月 2 日～11 月 27 日
場所：市内各小学校
内容：小学校入学前の親の心得について

4(1)イ③

○佐倉市民学習発表会（佐倉市）
4(1)ア②
開催日：11 月 28 日
場所：佐倉市立美術館
内容：児童・生徒・一般市民による研究発表
会を行った。
○ジュニア司書認定式（八街市）
4(1)ア③
開催日：11 月 15 日
場所：八街市立図書館
内容：八街市立図書館が主催した「平成 27
年度ジュニア司書養成講座を修了した市内
の小中学生 10 人（5 期生）と保護者を招き、
八街市教育長より認定証の授与と 4期生まで
のジュニア司書との対面
4(1)イ③
〇生涯学習家庭教育講演会（富里市）
開催日：11 月 10 日
場所：富里中央公民館
内容：地域と家庭の協力のもと、子どもたち
を育てる意識の高揚及びそれぞれの取り組
みの一層の充実を目的とした講演会を開催
した。
演題：
「心でつながる子育て」～ネット世代
の子どもを支える家族、地域のあり方～
講師：作家・ジャーナリスト/石川結貴氏

4(1)ア②③
○旭市青少年意見発表大会（旭市）
開催日：11 月 14 日
場所：千葉県東総文化会館 小ホール
内容：小中学校、高校生及び青年による意見
発表大会
○大網白里市生涯学習推進大会（大網白里 4(2)イ
市）
開催日：１１月３日
場所：大網白里市保健文化センター
内容：社会教育功労者表彰と「まちづくり・
人づくり」に関する講演。講師＝フリーアナ
ウンサー 森順子氏。参加者１６０名。
○大網白里市家庭教育学級 幼稚園部会講 4(1)イ①③④
演会（大網白里市）
開催日：１１月５日
場所：大網白里市中部コミュニティセンター
内容：主に幼稚園の保護者を対象として、
「食
育」に関する講演。講師＝栄養士 澤木千鶴
子氏。参加者５０名
○喫煙防止教育（横芝光町）
4(1)エ(ウ)③
開催日：11 月 24 日
場所：白浜小学校
内容：小学 6 年生とその保護者対象「タバコ
のなにがいけないの」と題した講義等
○講演会 「野菜の魅力再発見！ 楽しく元 4(1)イ①
気になる野菜学」
（いすみ市）
開催日：11 月 18 日
場所：いすみ市立国吉中学校
内容：家庭教育学級
講師：野菜ソムリエ 髙原 和江 氏
○講演会 「わかりあうことの大切さ」
（い 4(1)ア②
すみ市）
開催日：11 月 26 日
場所：いすみ市立古沢小学校
内容：家庭教育学級
講師：一般社団法人 こども未来共生会 理
事長 中島 展 氏
○「第１０回南房総市教育の日」記念行事（南 4(1)イ①
房総市）
開催日：11 月 21 日
場所：南房総市立嶺南中学校体育館
内容：講演会「食と健康について～わが家で
タニタ食堂オープン～」講師 タニタ食堂管
理栄養士 堀越 理恵子氏
：給食レストラン
：教育功労表彰及びその他表彰

4(1)ア①
○鋸南町教育の日 講演会（鋸南町）
開催日：11/21
場所：鋸南町立鋸南中学校
内容：家庭教育についての講演。講師＝會津
藩校日新館館長宗像精氏
4(1)イ③
○子育て講演会（木更津市）
「子どもに伝わりやすいことばかけと生活
の工夫」
開催日：１１月１３日（金）
場所：木更津市民総合福祉会館１階市民ホー
ル
内容：ことばかけのヒントや日々の子育ての
中で出来る工夫を紹介。
講師＝VoiceManage 代表 言語聴覚士 村
上由美 氏

２ 広報啓発活動
（千葉県、市町村）

○広報誌による広報（児童虐待防止月間等） 4(1)ウ、エ（イ）、
（県、市川市、船橋市、浦安市、我孫子市、 （ウ）①②
富里市、匝瑳市、君津市、袖ケ浦市）
○ポスター掲示（子ども・若者育成支援強調 ★4(1)イ③
月間）
（県、習志野市、酒々井町、多古町）
○啓発ポスターの作成、掲示、配布等（児童
虐待防止、メディア利用等）（県、千葉市、
市川市、船橋市、習志野市、成田市、佐倉市、
富里市、神崎町、多古町、匝瑳市、鋸南町、
君津市、袖ケ浦市）

4(1)イ③、ウ、
エ(イ)①③、(ウ)②③、
(エ)②、
4(2)ア

○啓発パンフレット、グッズ等の配布（児童
虐待防止、子ども・若者育成支援強調月間等）
（県、市川市、船橋市、成田市、佐倉市、
★八街市、長南町、袖ケ浦市）

★4(1)ア②
4(1)ア①、イ①、ウ、
エ(ウ)③
4(2)ア、イ

○ホームページによる広報（児童虐待防止推 4(1)ウ
進月間等）（県、船橋市、我孫子市、袖ケ浦
市）
○ラジオＣＭを放送（児童虐待防止）
（県） 4(1)ウ①
○パネル、大型映像装置等での啓発（薬物乱 4(1)ウ、エ(ウ)③
用防止、児童虐待防止）（千葉市、船橋市）
○懸垂幕の掲示（市川市、八街市）

4(1)ア②、ウ

○標語等、作品の展示（生活・交通安全啓発 4(1)エ(イ)①③
等）（成田市、富里市）
4(2)ア
○公用車、市内タクシー等に児童虐待防止啓 4(1)ウ
発マグネットシート貼付（船橋市）
○子どもの帰宅を促すための放送（浦安市） 4(1)エ(イ)①
○オレンジリボン着用、配布等（千葉市、市 4(1)ウ
川市、我孫子市、富里市、君津市）

○児童虐待防止街頭キャンペーン（県）

4(1)ウ①

○薬物乱用防止キャンペーン（県、千葉市） 4(1)エ(ウ)③
○未成年者飲酒・喫煙防止キャンペーン（県 4(1)エ(ウ)③
警）
○パープルリボンキャンペーン（千葉市）

4(1)エ(オ)

○いじめ撲滅キャンペーン（銚子市）

4(1)エ(エ)①

○流山市青少年社会環境浄化推進事業「青少 4(1)ア、エ(エ)
年ふれあい運動」(全体のつどい)の PR 活動
（流山市）

３ 研修会等
（千葉県、市町村）

○第５回教育ＣＳＲフォーラム（県）

4(1)ア③

○指導主事会議（県）

4(1)ア①、イ②、
エ(ウ)①、(エ)①②

○教育相談ネットワーク連絡協議会（県）

4(1)ア①、イ②④、
エ(エ)②

○訪問相談担当教員研修会（県）

4(1)ア①、イ④、
エ(エ)①②

○千葉県学校保健研修会・顕彰式（県）

4(1)エ(ウ)③

○訪問相談担当教員研修・ＳＳＷ研修（県） 4(1)ア①②③、イ③、
ウ③
○不登校の子どもを支援する実践研修（県） 4(1)ア①③、イ③、ウ③
○学校警察連絡会議等（千葉市、習志野市、 4(1)ウ③、
我孫子市）
エ(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)
○生徒指導担当者会議・研修等（県、千葉市、 4(1)エ(ア)①、(ウ)、
習志野市、富里市、木更津市）
(エ)①②
○青少年補導員会議・研修等（松戸市、流山 4(1)ア①
市、我孫子市、銚子市）
エ(イ)、(ウ)、(エ)①②
○民生児童委員研修会（千葉市）

4(1)ア①

○稲毛区育成委員会ブロック研修会（千葉 4(1)エ(ウ)②
市）
○青少年サポート事業担当者会議（千葉市） 4(1)ア①
○千葉市大型店補導連絡協議会（千葉市）

4(1)エ(イ)①

○学校・家庭裁判所との連絡協議会（千葉市） 4(1)エ(エ)①
○青少年サポートセンター所員会（千葉市） 4(1)エ(イ)①

○研修会「気づく・つなぐ・かかわる～児童 4(1)ウ
虐待に関する困難な事例への対応～」（習志
野市）
○青少年センター連絡会（習志野市）

4(1)エ(ア)①、(ウ)①、
(エ)①

○小中高連協全体研修会、子ども安全ネット 4(1)イ②
ワーク理事会（銚子市）
○銚子市児童福祉関係機関連絡協議会（銚子 4(1)イ④
市）
○青少年育成指導者研修会（鴨川市）

4(1)ア①

○就学指導委員会（富津市）

4(1)エ(イ)

○佐倉市青少年育成市民会議意見交換会（千 4(1)ア①
葉県青少年協会）

４ 青少年保護育成巡回活動、 ○街頭補導活動（千葉市、船橋市、習志野市、 4(1)エ(ア)、(イ)、
浦安市、野田市、流山市、我孫子市、匝瑳市、 (ウ)②③
環境浄化活動等
木更津市）
（千葉県、市町村）
○防犯パトロール（千葉市、習志野市、成田 4(1)エ(ア)①、(イ)①②、
(ウ)②③
市、佐倉市、香取市、長生村）
○登下校時パトロール（千葉市、浦安市、多 4(1)エ(ア)①、(イ)①
古町、茂原市、木更津市）
○県下一斉広域列車パトロール（千葉市、市 4(1)エ(ア)①、(イ)、
原市、市川市、船橋市、習志野市、浦安市、 (ウ)②
松戸市、野田市、我孫子市、銚子市、木更津
市）
○違法屋外広告物撤去（富里市、香取市）

4(1)エ(ウ)②

５ 子供・若者の社会参加活動 ○スポーツ・レクリエーション大会等（県、 4(1)ア②③、イ②、
（千葉県、県警、市町村）
県警、千葉市、習志野市、野田市、我孫子市、 エ(エ)③
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、匝瑳市、
旭市、東金市、九十九里町、芝山町、茂原市、
一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、
長南町、勝浦市、木更津市、富津市）
○体験教室・体験学習等（県、千葉市、市川 4(1)ア②④、イ①④
市、佐倉市、富里市、酒々井町、栄町、長南
町、南房総市、千葉県青少年協会）
○かるた大会（県、富里市、山武市、芝山町、 4(1)ア②、エ(エ)③
茂原市、君津市）
○地域のまつり（県、千葉市、佐倉市、富津 4(1)ア②、エ(エ)③
市）

○清掃活動（県、千葉市、芝山町、木更津市） 4(1)ア②
エ(イ)①②、(エ)③
○職場体験学習（県、船橋市、白井市、九十 4(1)ア③
九里町）
○酪農・農業体験（県警、千葉市、佐倉市） 4(1)ア②、イ①、
エ(エ)③
○子どもチャレンジプロジェクト「ハッピー 4(1)ア②
ランドカーニバル」
（県）
○市川ユネスコ「サタデースクール」
（県） 4(1)ア①
○柏ユネスコ少年団街頭募金活動（県）

4(1)ア②

○料理教室（県）

4(1)ア②

○サポート広場（県）

4(1)ア②、イ③④

○あいさつ運動（千葉市、君津市）

4(1)エ(イ)①

○宿泊通学、通学合宿等（我孫子市、匝瑳市） 4(1)ア、イ、エ(エ)③
○花植えボランティア、緑化運動（千葉市） 4(1)ア②、エ(エ)③
○音楽演奏、発表会等（千葉市）

4(1)ア②

○ジュニアリーダー講習会（市川市）

4(1)ア②

○第７回ヤングカルチャースクール（市川 4(1)ア②
市）
○うらやす子ども大学（浦安市）

4(1)ア②

○世界一行きたい科学広場 in 浦安（浦安市） 4(1)ア②
○子育て交流フリーマーケット（我孫子市） 4(1)イ④
○もちつき大会、いも煮会等（鎌ケ谷市、富 4(1)ア②
津市）
○千葉黎明高等学校図書館サポーター（八街 4(1)ア②
市）

６ その他

○英語スピーチコンテスト（富里市）

4(1)ア④

○久留里子どもふれあい教室（君津市）

4(1)オ

○悩み相談等窓口（県、千葉市、船橋市、浦 4(1)ア①、イ③、
エ(エ)②
安市、我孫子市、木更津市）
○安全点検、防災トレーニング等（千葉市、 4(1)ア②、エ(イ)①
南房総市）
○いじめの未然防止（調査活動と教育相談の 4(1)エ(エ)①
実施）
（千葉市）

○「子どもの権利条約」読後感想文（千葉市） 4(2)ア
○視察受入 茨城県石岡市（市川市）

4(1)エ(イ)①

○健康フェア 2015（我孫子市）

4(1)イ②

○就学時子育て講座（茂原市）

4(1)イ③

○平成２７年度七歳児合同祝い（長南町）

4(1)ア①

