（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

分

１ 大会等
（新潟市、三条市、
柏崎市、新発田市、
十日町市、見附市、
五泉市、佐渡市、
魚沼市、南魚沼市、
湯沢町、津南町、
刈羽村）

青少年行政
主管課(室)名

新潟県
内

児童家庭課

容

（新潟市）
・秋葉区青少年育成人権啓発大会（11 月 14 日）
・北区青少年育成研究大会（11 月 15 日）

備

考

（２）ア

（三条市）
・私のメッセージ三条市小学生大会（11 月 14 日）
会 場：中央公民館大ホール
内 容：市内 21 か校代表児童による意見発表
（柏崎市）
・子育て支援講演会 （11 月 14 日）
（１）イ③
会場 市民プラザ波のホール
内容 講演会「子どもの発達と親子の絆」 講師 青木紀久代
お茶の水女子大学准教授
参加者 一般市民、関係機関の職員
約 150 名
・青少年健全育成大集会（11 月 28 日）
会場 新潟工科大学
内容 ・事例発表「子どもとメディアを考える」
（１）エ(ｳ)①
・大人が変われば子どもも変わる「大人のマナーアップ宣言」 （１）イ③
参加者 市内ＰＴＡ 一般市民等約 200 名
（新発田市）
・青少年健全育成「市民一斉パトロール」
（11 月３日）
（１）エ(ｲ)①
会 場：新発田市役所正面（出発式）
イオン新発田店、コモタウン、パテオ西新発田、フレスポ
新発田、ウオロク緑店・東新町店
参加者：警察、青少年育成関係者等 250 人
内 容：出 発 式＝来賓激励、決意表明
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ＝青色回転灯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車による市内巡回
啓発活動＝啓発用クリアファイルを６会場にて配布・呼び
かけ
（十日町市）
・「はぐくみのまちづくりフォーラム 2015」
（11 月 8 日）
（１）イ③
場 所：十日町市市民会館
出席者：青少年育成関係者、一般市民ほか 400 人
内 容：講師に木村悠方子さんを招き、
「育みはぐくまれ～いただ
きます、ご馳走様に心をこめて」を講演テーマに、子ども
の心に届く言葉を語りかけることの大切さや、いのちをい
ただくことを意識して食べることの大切さなどについて
講話をいただいた。
（見附市）
・スクールアカウンタビリティ in みつけ 2015（11 月 15 日）
（五泉市）
・五泉市青少年健全育成大会兼家庭教育学級合同研修会（11 月 28 日） （１）イ②

【会 場】五泉市総合会館 小ホール
【大会参加者】102 人
各地区育成協、幼稚園保育園小中学校保護者、警察、PTA、青少年
指導員幹事会、保護司会、民生委員・児童委員協議会、青年会議所、
市子連、スポーツ少年団
【内 容】
・9 月に開催したネットワーク会議の成果報告
・講演「みんなで考えよう 情報モラル」
講師：新潟県立生涯学習推進ｾﾝﾀｰ 社会教育主事 若月 隆雄
（佐渡市）
・私の主張大会（相川地区、金泉地区、二見地区、高千・外海府地
区青少年健全育成協議会）
（魚沼市）
・第 19 回子ども俳句コンクール表彰式(子ども俳句コンクール実行
委員会)
11 月 3 日 堀之内公民館(1,423 名投句)
市内の小学 5・6 年生と中学生から俳句を募集し、青少年の豊か
な感性と創造力を磨く。
・第 21 回宮柊二記念館全国短歌大会(ジュニア部門)
11 月 14 日 堀之内公民館(6,569 名投句、12,675 句)
全国の小、中、高校生から短歌を募集し、青少年の豊かな感性と
創造力を磨く。
・第 8 回魚沼子ども芸能祭
11 月 15 日 小出郷文化会館大ホール
市内にて伝統芸能の習得を行なっている幼、小、中学生が日頃の
成果を発表する。(参加総数延べ：523 人)
（南魚沼市）
・青少年健全育成南魚沼市民会議 2015 大会（11 月 14 日）
親と子の映画鑑賞会『 夢は牛のお医者さん 』（212 名参加）
（湯沢町）
・青少年問題協議会の開催
（津南町）
・はぐくみのまちづくりフォーラム２０１５（11 月 8 日）
（１）イ③
「育みはぐくまれ ～いただきます、ご馳走様に心をこめて～」
講師：木村 悠方子
青少年育成十日町市民会議、津南町青少年育成町民会議、十日
町市 PTA 連合会、十日町市教育委員会との共催
（刈羽村）
・友愛集会（11 月 4 日）
（１）エ（ｴ）①
会場：刈羽中学校
講演会：
「いじめ根絶にかかわるディスカッション」
参加者：刈羽小学５，６年生、刈羽中学校全校生徒、保護者 他
・第 13 回青少年健全育成大集会（11 月 28 日）※柏崎市との共同開催 （１）イ②
会場：新潟工科大学
講演会：
「子どもとメディアを考える」
主主催団体：柏崎市青少年健全育成市民会議、刈羽村青少年育成村
民会議、柏崎市小中学校 PTA 連合会、柏崎地区高等学校 PTA 連合会、
柏崎市子ども会連合会

２ 広報啓発活動
（新潟県、新潟市、
長岡市、三条市、
柏崎市、新発田市、
小千谷市、十日町
市、見附市、村上
市、燕市、糸魚川
市、妙高市、五泉
市、上越市、阿賀
野市、佐渡市、魚
沼市、胎内市、出
雲崎町、湯沢町、
刈羽村、関川村、
粟島浦村）

（新潟県）
・ラジオ CM による広報啓発
・強調月間ＣＭの放送（公共施設、オフィスビル等）
・広報グッズ（啓発用ポケットティッシュ）の街頭配布
・ポスター掲示
・懸垂幕・横断幕の掲出

★
★
★
★
★

（新潟市）
・各地区育成協広報誌発行
（長岡市）
・ポスターの掲示
・啓発用ポケットティッシュの配布
・防犯シールの配布
・懸垂幕の掲出
・青少年育成会議だよりの発行
（三条市）
・健全育成のぼり旗設置（三条市青少年育成市民会議）
・広報啓発用ポケットティッシュ配布（三条市青少年育成市民会議）
・内閣府作成「子ども・若者育成支援強調月間啓発用ポスター」掲
示
・新潟県・新潟県青少年健全育成県民会議作成「子ども・若者育成
支援強調月間啓発用ポスター」掲示（三条市青少年育成センター）
・広報車による「子ども・若者育成支援強調月間」のＰＲ（三条市
青少年育成センター）
（柏崎市）
・「子ども・若者健全育成支援強調月間」啓発活動（10 月３日）
会場 市内２カ所のショッピングモール
内容 啓発チラシ・ティッシュの配布
参加者 青少年育成委員 22 名、センター所員 3 名
・市の広報誌「かしわざき」による広報
・柏崎市ホームページによる広報
・ＦＭピッカラによる広報
・「柏崎日報」による広報
・センター広報誌［ＧＡＬＩＬＥＩ］による広報

★
★
★
★

★
★
★
★
★

★

（新発田市）
・子ども・若者育成支援強調月間ポスター掲示（新発田市）
★
・のぼり旗「大人が変われば子どもも変わる」を期間中市内小・中
学校、育成センター入口前に掲出。
（新発田市、市民会議）
・１３地区育成協議会独自にて、啓発用クリアファイルの配布・呼
びかけ。
（市民会議）
（小千谷市）
・機関誌「そだて」の発行
（十日町市）
家庭の日、家族の日ＰＲ活動（11 月 14 日）
場 所：市内大型店（２店）の出入り口
内 容：チラシとﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭを配布。
※市民会議役員及び十日町きもの女王１名
・地元エフエムでスポットＣＭを放送。

・強調月間ポスターの掲示。
（市内主要施設）

★

（見附市)
・広報資材（ポケットティッシュ）の配布と意識啓発
・懸垂幕の掲出(ネーブルみつけ外壁)

★
★

（村上市）
・横澤夏子講演会時に育成センターのリーフレット、及び携帯電話
の使用に関する啓発ティッシュ（県から）を配布した（11 月 13 日）
・村上市、岩船郡小中ＰＴＡ大会にあわせ、啓発活動用パンフレッ
トを配布した（11 月 15 日）
（燕市）
・市内施設での啓発ポスターの掲示

★

（糸魚川市）
・市内施設への啓発ポスター掲示

★

（妙高市）
・「子ども・若者育成支援強調月間」ポスターの掲示

★

（五泉市）
・広報誌による「ひかりくん・ひかりちゃん安心メール」の登録の
呼びかけ
（上越市）
・教育プラザ、市内公民館にポスターを掲示し、市民への啓発活動 ★
の実施
・主催団体、高校生による、子ども・若者育成支援強調月間に伴う ★
キャンペーン活動の実施（11 月 15、23 日）
（阿賀野市）
・子ども若者育成支援強調月間啓発ﾎﾟｽﾀｰの掲示
・青少年育成ｾﾝﾀｰたより「育成あがの」発行(11 月 16 日発行）

★

（佐渡市）
・広報啓発用ポケットティッシュ配布
★
・広報誌発行（相川地区、金泉地区、二見地区、高千・外海府地区、
真野地区青少年健全育成協議会）
（魚沼市）
・あいさつ旗の設置(魚沼市青少年健全育成市民会議)
～あいさつ運動推進のため、市内各地(通学路等)にのぼり旗を設置
・内閣府作成「子ども・若者育成支援強調月間啓発用ポスター」掲
出
・新潟県・新潟県青少年健全育成県民会議作成「子ども・若者育成
支援強調月間啓発用ポスター」掲出
掲示場所 魚沼市教育委員会・魚沼市中央公民館等
・第 8 回子ども芸能祭
11 月 15 日小出郷文化会館会場入り口で青少年健全育成に関する
啓蒙ポケットティッシュの配布（魚沼市健全育成市民会議）
（胎内市）
・児童虐待防止推進月間の広報

★
★
★

★

（１）ウ①

市報たいない 11 月 1 日号掲載
（出雲崎町）
・「子ども・若者育成支援強調月間ポスター」の掲示

★

（湯沢町）
・懸垂幕の掲示
・「子ども・若者育成支援強調月間ポスター」の掲示

★
★

（刈羽村）
・刈羽村ホームページによる広報
・ケーブルテレビによる広報
・のぼり旗の掲出
・防犯ベストの配布
・ポスター（２種類の掲示）

★

（関川村）
・懸垂幕の掲示

★

（粟島浦村）
・「子ども・若者育成支援強調月間ポスター」の掲示
３ 研修会等
（新潟市）
（新潟市、長岡市、 ・育成協会長事務局研修会（11 月 16 日）
三条市、柏崎市、 ・青少年健全育成講演会（９月 10 日）
新発田市、村上市、 ※例年 11 月実施だが、講師都合により９月実施
五泉市、上越市、
阿賀野市、佐渡市、 （長岡市）
魚沼市、胎内市、 ・地域連携フォーラム兼子育て講演会の開催
聖籠町）
・県民会議主催地域別懇談会参加
（三条市）
・三条市青少年指導委員研修会（11 月 19 日）
内 容：｢子どもをトラブルから守るために」
～周囲の大人が知っておきたいこと～

★

（１）エ

（柏崎市）
・新潟県青少年指導委員等研修会参加（11 月 13 日）
会場 村上市教育情報センター
参加者 青少年育成センター所長
（新発田市）
（１）エ(ｴ)③
・少年団体交歓会「わくわく合宿」
（市民会議）
（11 月 7～8 日）
目 的：市内各少年団体（健民少年団等）及び一般児童を対象に、
野外活動を通じて心身を鍛えるとともに、交流を深めるこ
とを目的に実施
会 場：新潟県少年自然の家（胎内市）
参加者：130 名（児童 105 名、指導者 25 名）
内 容：ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、ｷｬﾝﾄﾞﾙｻｰﾋﾞｽ、野外炊飯等
・青少年はぐくみ環境懇談会（市民会議）
（11 月 25 日）
参加者：警察、学校、青少年育成関係者等 70 人
内 容：
「子どもたちの現状～私たちにできること～」をテーマに、
新潟少年サポートセンター長からの講演、市内小学校長
会、中学校長会、小中ＰＴＡ連合会より現状報告、意見交
換

（村上市）
・県育成センター連絡協議会の主催で、育成委員・指導員等の研修 （１）イ③
会を行った。
（11 月 13 日）
講師・横澤夏子（よしもとのお笑い芸人）
横澤富士子（夏子の母、県スクールカウンセラー）
（五泉市）
・寺子屋指導者研修会（12 月 11 日） 参加者 50 人
（上越市）
・
「上越市学び愛フェスタ 2015(11 月 14 日)」で子どもの健全育成
実践発表、パネルディスカッション等、教育関係団体と教育委員会
各課が協力して実施
・上越地域高等学校長・上越警察署等連絡協議会で若者理解と課題
解決について協議し連携を深めた。
（阿賀野市）
・H27 年度「新潟県青少年健全育成ｾﾝﾀｰ連絡協議会研修会」参加
日時：11 月 13 日(金)13 時 30 分～
参加者：青少年育成ｾﾝﾀｰ指導員他 8 名
（佐渡市）
・スマホ・ネット講演会（市民会議）
・家庭教育講演会（両津地区）
・明るい家庭つくり講演会（畑野地区）
・ネットトラブル講演会（真野地区）

（１）エ（ｳ）①

（魚沼市）
・放課後子供教室・放課後児童クラブ連携促進ｾﾐﾅｰ(11 月 10 日)
魚沼市中央公民館（堀之内公民館）大ホール
関係者として参加
（胎内市）
・青少年育成胎内市民会議「教育懇談会」
（10 月 28 日）
参加者：約 50 名
（聖籠町）
・視察：十日町市（11 月 10 日）
内容：青少年健全育成の取組実例
（湯沢町）
（１）エ（ｳ）①
・PTA 研究集会
「ネットメディアの害から子ども達を守るために保護者ができる
ことを考える」

４ 青少年保護育
成巡回活動、環
境浄化活動等
（新潟市、長岡市、
三条市、柏崎市、
新発田市、十日町
市、見附市、村上
市、糸魚川市、五
泉市、上越市、阿
賀野市、佐渡市、
魚沼市、湯沢町、
刈羽村）

（新潟市）
・青少年育成員情報交換会（11 月 25 日）
・環境実態調査報告会（11 月 25 日）
・薬物乱用防止セミナー（11 月７日）

（１）エ（ｲ）①

（長岡市）
・街頭育成活動
・図書類自動販売機の立入調査
・セーフティパトロールの実施

（１）エ（ｲ）①
（１）エ（ｳ）②
（１）エ（ｲ）①

（三条市）
・街頭巡回指導活動（三条市青少年育成センター）

（１）エ（ｲ）①

（柏崎市）
・街頭育成活動
（１）エ（ｲ）①
（11 月 4 日）柏崎駅・安田駅における高校生対象の下校育成活動
育成委員９名参加
（11 月 16 日）昼間育成活動 育成委員９名参加
・有害図書自動販売機立入調査(11 月 16 日、24 日、25 日)
（１）エ（ｳ）②
内容 市内３カ所自販機設置場所の調査
立会人 柏崎警察署生活安全課署員 育成委員会会長
センター職員
（新発田市）
・街頭補導活動（新発田市）
（１）エ（ｲ）①
活動範囲：市内全域
活動内容：青少年が集まりやすい場所を重点的に巡回。青色回転灯
パトロール車を利用した街頭補導。愛の一声運動。
（十日町市）
・青少年育成委員による巡回パトロール

（１）エ（ｲ）①

（見附市）
・青少年育成街頭指導（青少年指導員 22 人 が活動）

（１）エ（ｲ）①

（村上市）
・育成委員による、巡回活動 ６回

（１）エ（ｲ）①

（糸魚川市）
・防犯パトロール活動

（１）エ（ｲ）①

（五泉市）
・青少年指導員街頭指導活動（11 月、15 回） 延べ 35 人

（１）エ（ｲ）①

（上越市）
・街頭指導を市内７コースで 21 回実施、
「愛の一声」活動を実施
・青パトによる巡回活動を高田、直江津地区で２回実施
・街頭指導に併せて有害広報物の撤去活動を実施

（１）エ（ｲ）①
（１）エ（ｲ）①
（１）エ（ｲ）①

（阿賀野市）
（１）エ（ｲ）①
・市内巡回活動(市内全域)
・11 月青少年健全育成強調月間青少年実態調査実施（公的施設及 （１）エ（ｲ）②
び機関、商店）

（佐渡市）
・街頭指導安全パトロール（両津地区青少年健全育成協議会）

（１）エ（ｲ）①

（魚沼市）
・スクールガード (登下校パトロールスクールガード) 毎日実 （１）エ（ｲ）①
施。児童が安全に通学するように見守りを行った。
・あいさつ運動(広神地区)
11 月 12 日～14 日：広神地区小学校 2 校、保育園２園へ朝の登校
時間を利用した、あいさつ運動を行なう。
参加者：広神中学生 7～9 名、地区 PTA、市教委、地区公民館長、
青少年健全育成市民会議、地元ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

５ 子ども・若者
の社会参加活動
（新潟市、長岡市、
三条市、柏崎市、
上越市）

（湯沢町）
・育成指導員による巡回活動

（１）エ（ｲ）①

（刈羽村）
・防犯パトロールの実施（村内全域）
・子ども見守り隊による小中学生登下校監視

（１）エ（ｲ）①
（１）エ（ｲ）①

（新潟市）
ユースアドバイザー（オール）運営委員会 （11 月 18 日）
（長岡市）
・小中学校俳句大会の実施
・明るい家庭づくり標語の募集・表彰
（三条市）
・高校生と先輩達のユーストーク（11 月 15 日）
（１）ア②
内 容：
『地域の活性化を考える』をテーマに県央の実業系３高
校の生徒が夢を語り、地元で活躍している各業界の先輩との意見交
換を実施
（柏崎市）
・青少年のための科学の祭典（11 月 21 日）
（１）ア②
会場 新潟工科大学
内容 科学実験、ものづくり体験ブースを設定し、科学技術の観
察・実験などを通し、子どもたちから科学を身近に感じても
らう。
参加者 小中高校生 保護者 一般市民
約 2,500 人

（上越市）
・22 地域青少年育成会議で中学生が地域でできることをテーマに （１）ア②
した発表会を開催し、住みよい地域づくりについて提案した。
６ その他
（加茂市）
（加茂市、燕市、 ・第 21 回育団連ソフトドッジボール大会（11 月 23 日（祝）
）
上越市、田上町、 場 所：加茂市 加茂市民体育館
出雲崎町）
参加者：市内各地区育成会の児童、保護者、青少年育成関係者等約
360 名（選手約 210 名、応援約 150 名）
内 容：加茂市青少年育成団体連絡協議会に加盟する各地区育成会
によるドッジボール大会（加茂市公民館）
（燕市）
・三条地域若者サポートステーション燕地区出張無料相談会（燕
庁舎、市民交流センター）
・ウォークラリー（分水地区青少年育成市民会議）

・親子版画づくり講習会（青少年健全育成燕市民会議吉田地区）
（上越市）
・市内小・中学校３２校で「いじめ見逃しゼロスクール集会」を地 （１）エ（ｴ）①
域青少年育成会議と連携して実施した。
・長年の青少年育成活動への貢献に対して、育成委員２名が上越市
より表彰された。
・
「社会を明るくする運動」作文コンクール出品者に対し、保護司
会と協力して参加賞を授与した。
（田上町）
・いじめ見逃しゼロスクール集会（11 月 2 日）
（１） エ（ｴ）①
中学校区において、
「いじめをしない、許さない、見逃さない」意
識を高めるため、また、いじめについての予防的取組に力を入れる
ために、町内小学校六年生も交えて集会を行った。
（出雲崎町）
・子どものメディアコントロールへの取組み
ノーメディアデーの設定
メディアと関わらない環境作り→公民館事業の実施

（１）イ②

