（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

青少年行政
少子化対策監室
主管課(室)名

石川県
分

内

容

１ 大会等
金沢市：金沢市青少年健全育成推進大会
(金沢市、小松市、輪島市、 開催日：平成 27 年 11 月 1 日（日）
珠洲市、羽咋市、志賀町、
場 所：金沢市駅西健康ホール３階
石川県)
「すこやか」
出席者：金沢市長、金沢市議会副議長、
青少年健全育成関係者等 140 名
内 容：表彰式、講演会

備

考

４(2)イ

小松市：早寝早起き朝ごはん運動小松市民大会
開催日：11 月 15 日
場 所：サイエンスヒルズこまつ
出席者：副市長、市議会福祉文教常任委員長、
教育長、教育委員、青少年育成関係者等
内 容：表彰式、発表等

４(1)イ、エ（イ）

輪島市：輪島市学校力＆親力向上セミナー(輪島市)
開催日：11 月 14 日
場 所：輪島市文化会館大ホール
出席者：輪島市教育関係者、児童生徒保護者等
800 人
内 容：プレゼンテーション、
講演、アトラクション

４ (1)イ

珠洲市：第 23 回珠洲市子ども大会
４（１）ア②
開催日：11 月 15 日（日）
場 所：珠洲市立緑丘中学校体育館
出席者：珠洲市長、珠洲市教育委員会教育長、
珠洲市 PTA 連合会長、青年福祉員、社会福
祉協議会職員、公民館主事、市内小学校５・
６年生 等 約２００人
内 容：表彰式、レクリエーション、
ミニ運動会、記念撮影等
羽咋市：ＣＡＰ講演会（羽咋市）
大人ワークショップ
開催日：11 月 5 日 場所：羽咋小学校
こどもワークショップ
開催日：11 月 18 日 場所：羽咋小学校

４（1）エ（ｴ）③

志賀町：
青少年健全育成のための集い・心の教育推進大会
開催日：平成２７年１１月２９日（日）
場 所：志賀町文化ホール
出席者：町長、町議会議員、町教育委員、
町区長会、学校ＰＴＡ、女性団体、
心の教育推進員、町補導員、青少年
健全育成関係者等
３００名
内 容：意見発表、講演会

４(1)ア

県：心の教育推進大会
開催日：１１月３日
場所：金沢市
出席者：教育長、青少年育成関係者、
保護者、教員等３５０人
内容：感謝状贈呈、講演等
２ 広報啓発活動
小松市：人権教育リーフレットの作成・配付、
（小松市、輪島市、珠洲市、
小松っ子を育てる市民会議 広報部会開催、
加賀市、羽咋市、かほく市、
機関紙「小松っ子」発行に向けて協議・校正
白山市、能美市、野々市市、
津幡町、宝達志水町、穴水 輪島市：
・広報誌(紙)による広報（輪島市）
町、石川県）
・啓発チラシの配布（輪島市）
・児童虐待防止キャンペーン（輪島市）
及び DV 防止キャンペーン（輪島市）
（11 月 1 日．21 日実施）

４（１）イ
４（２）イ

４(1)ア、エ(エ)
４(2)ア
４(1）ア、イ

４(1)ア、ウ
４(2)ア

珠洲市：市広報紙（広報すず 11 月号）に強化月間の ４（１）イ②
啓発記事を掲載
加賀市：機関誌「すこやか」１１月号発行による広報 ４（１）イ ③
活動、
「児童虐待防止推進月間」オレンジリボン・ ４（１）ウ ①
キャンペーン
・街頭キャンペーン活動の実施
・ポスター、リーフレット、啓発物品等の配布
・広報誌への掲載
・懸垂幕等の掲出
羽咋市：
「家族ふれあい川柳」優秀作品広報誌掲載
親子ふれあいアルバム作品展（羽咋市）
かほく市：
・市内主要施設にポスターの掲示
・オレンジリボン（児童虐待防止）キャンペーンにか
かる啓発チラシを配布、開催日：11 月 1 日 場所：か
ほく市内大型商業施設内
・優れた「地域による学校支援活動」推進にかかる文
部科学大臣表彰の受賞にかかる市広報誌掲載〔高松第
４土曜 WAKUWAKU 教室〕
・全国優良 PTA 文科大臣表彰の受賞にかかる市広報誌
掲載〔金津小 PTA〕
白山市：
立て看板による市民への啓発、啓発カード配布
能美市：ふれあいあいさつデー（毎月１５日の朝）
各小中学校の校門前、横断歩道付近で実施

４ (1)イ、エ
(ｲ)①

４（1）ア・イ・ウ・エ・オ
４（1）ウ

４（2）イ

４（2）イ

4(1)ア、4(1)エ
４（１）イ①

野々市市：愛と和のひと声運動懸垂幕の掲出、愛と和 ４（１）ア、イ、エ
のひと声運動広報車の巡回（
“ののいちっ子を育てる”
市民会議）
津幡町：11 月イベント案内で全戸周知、各種機関への ４(1)ア､4(2)ア
取り組み依頼

宝達志水町：ポスター掲示、インターネット掲載

４（１）ア、ウ

、 ４（１）イ、エ
穴水町：広報紙による広報
（平成 27 年 11 月 1 日発行）
町内全世帯配布（町広報への折込）
県：「親子のホッとネット大作戦」展
（インターネット等適正利用推進啓発展）
開催日：１１月１日～１３日
場所：金沢市
内容：県・市町・学校等の取組紹介
啓発パンフレット配布

４（１）エ

県：広報誌「かわら版」に「子ども・若者育成支援強 ４（１）イ②
調月間について」のお知らせ記事を掲載し、県民への
周知を図った。
県：広報誌による広報活動（羽咋署）
※児童虐待防止に関する広報
児童虐待防止キャンペーン（金沢東署）
３ 研修会等
輪島市：輪島市学校・警察・保護司連絡協議会議
（輪島市、加賀市、かほく
（12 月 11 日実施）
県）
市、野々市市、能登町、
加賀市：
・親の学びの講演会の開催
演 題 「子どもの睡眠習慣と心身の健康と学力」
講 師 富山大学 理事・副学長 神川康子氏
実施日 １１月８日 １６０名参加
・加賀市地区指導員連絡協議会
○第３回全体研修会
実施日 １１月１２日
「金沢少年鑑別所」視察 １１名参加
○地区情報交換会
市内２ケ所で開催
実施日 １１月２０日、１１月２７日
１２名参加
・のぞみ教室（適応指導教室）
○第４回のぞみ相談会
実施日 １１月１３日
カウンセラーによる教育相談 １５名参加
○のぞみ情報交換会
実施日 １１月２６日
通室生等に関わる関連機関との情報交換
１０名参加

４（１）ウ
４（１）ウ
４(1)ア、ウ、エ

４（１）イ ②
４（１）イ ③

４（１）ア ②
４（１）ア ③
４（１）イ ③
４（１）エ（イ）①

４（１）イ ③

４（１）エ（イ）①

・かほく市：
PTA 大会 11/8 講演会金沢工業大学大学院 心理科 ４（1）イ
学研究科 教授 塩谷亨氏「ポジティブ心理学と日常
生活のコミュニケーション」
（かほく市 PTA）
・スマホ携帯安全教室（11/2 高松小・11/5 大海小） ４（1）イ③

野々市市：青少年問題研修会の実施（
“ののいちっ子 ４（１）イ、エ
を育てる”市民会議、野々市市 PTA 連合会）

能登町：
「いしかわ教育ウイーク」奥能登タウン
ミーティング
日時：１１月１日（日）
場所：奥能登行政センター４階
主催：県教育委員会、奥能登教育事務所

４（１）ア

県：石川県高等学校生徒指導連絡協議会
後期総会
開催日：１１月１１日（水）
場 所：石川県庁
参加者：県立・市立・私立高等学校の
生徒指導主事
内 容：講演、協議

４（１）ア、イ、エ

県：寺井高校非行防止教室
４（１）ア、イ、エ
開催日：１１月１８日（水）
場 所：県立寺井高校
参加者：寺井高校２年生２３６名
内 容：触法行為防止、情報通信機器の危険性、
安全に関して
県：金沢地区別生徒指導連絡協議会及び非行
４（１）ア、イ、エ
防止地域連絡会議
開催日：１１月１８日（水）
場 所：金沢市教育プラザ富樫
参加者：金沢市小・中・高等学校校外指導連盟指
導委員又は生徒指導担当教諭及び各警察
署、地域教育センター「青少年支援室」
、
市児童相談所、教育委員会等の担当者
内 容：講話、地区別分科会
県：
・各種団体関係機関に対する研修会の実施
４（１）エ
（少年課、小松署、七尾署）
・県下小中高等学校生徒に対する薬物乱用防止講習の
実施（県下１６校）
・薬物乱用防止広報車「はばたき号」によるキャンペ
ーンの実施（金沢東署）
・児童及び保護者等に対するネットトラブル・いじめ
防止講習の実施（県下１５校）
４ 青少年保護育成巡回 七尾市：街頭補導活動
活動、環境浄化活動等
街頭補導活動【市内巡回啓発】
（七尾市、小松市、輪島市、
常勤補導員 1 名 14 日間実施
加賀市、羽咋市、かほく市、
白山市、野々市市、津幡町、 小松市：街頭巡回活動
内灘町、宝達志水町、県）
輪島市：ひまわり号巡回指導（輪島市）
月・火・木 実施
有害図書等区分陳列等一斉点検
（輪島警察署、石川県青少年健全育成推進
指導員）
加賀市：市内各地区の定例補導巡視
〇地区指導員による巡視
実施日 １１月１３日、２０日、２７日、

4(1)エ

４(1)エ(イ)
４(1)エ

４（１）エ（イ）①
４（１）エ（ウ）②

〇大聖寺警察署生活安全課職員との巡視
実施日 １１月１３日
〇加賀市青少年育成センター職員の巡視
実施日 １１月６日、２７日
羽咋市
・街頭補導活動、朝のあいさつ運動

４(1)エ（ｲ）
４(1)エ（ｲ）①、③

かほく市：
・少年愛護員巡回指導 11/20（19：30～21：00）
（かほく市少年愛護センター）

４（1）エ（イ）
（ウ）

白山市：子ども・若者育成支援強調月間巡回指導
４(1)エ
（11 月 18 日(水)）、活動場所：松任駅及び加賀笠間駅、
街頭指導活動（週末等）場所：市内育成センター
野々市市：街頭巡視活動、インターネット巡視活動
（野々市市少年育成センター）

４（１）イ、エ

津幡町：街頭補導活動、定例補導 11 月 20 日、広域特 ４(1)エ
別補導 11 月 26 日、青少年を見守る店への協力依頼 11
月 19 日
内灘町：街頭補導活動(１０名参加)、11/27(金)20 時 4(1)エ
から 1 時間程度町内巡回補導。
各地区補導員 4 名、郡市補導員 1 名、常勤補導員と事
務局が参加し先導パトカーとともに津幡警察署員 3
名、町内巡回補導を実施。
4（１）エ
宝達志水町：毎週、青色回転灯装着車による町内巡回
パトロール、有害図書等の点検巡回パトロール
4（１）エ
穴水町：ビデオ、有害図書類の陳列等点検・指導
（町内書店・コンビニ等）
４（１）エ
県：少年警察ボランティアとの合同補導
・七尾市祭「秋の大市」における祭礼特別補導
（七尾署）
・少年補導員との合同補導 （珠洲署）
県：
書店、コンビニ、ビデオ店等における有害
図書区分陳列点検指導 （全警察署）
・書店２６店
・コンビニ１１５店
計１５３店
・レンタルビデオ店８店
・その他４店
５ 子ども・若者の社会参 加賀市：
加活動（加賀市、かほく ・のぞみ教室（適応指導教室）
市）
○社会福祉施設でのボランティア活動
実施日 １１月２日、９日

４（１）エ

４（１）ウ

かほく市：
・児童劇団「勇気ある知恵者 櫻井三郎左衛門物語」 ４（1）ア２
公演・観劇〔高松公民館・保護者・地域住民有志との

協働活動〕
（高松小）
・大海っ子フェスティバル（異学年スポーツ、健康体 ４（1）ア 2
験、餅つき）11/7（大海小）
・収穫感謝祭〔地域住民との交流会〕
（金津小）
４（1）ア 2
・日本損害保険協会主催「ぼうさい探検隊マップコン ４（1）ア 2
クール」出品 58 作品を市生涯学習フェスティバルに
展示（子ども会）
６ その他
羽咋市：
「家族ふれあい川柳」作品:優秀作品展、親子 ４(1)イ、エ（ｲ）①
（羽咋市、津幡町、石川 ふれあいアルバム作品展
４ (1)イ
県）
津幡町：町教育奨励賞授与式 11 月 3 日、青少年健全 ４(2)イ
育成標語表彰式 11 月 16 日
県：少年警察ボランティアと連携した少年の健全
育英活動（津幡署）
・内灘高校生徒とのもちつき大会
・津幡町学童保育における防犯グッズの製作

４（１）エ

