（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
主管課(室)名

福井県
分

内

安全環境部県民安全課

容

備

考

１．大会等（県、
（公財）青少 ・青少年健全育成福井県民大会（県、（公 4 (1)アイ(2)イ
年育成福井県民会議、永平寺 財）青少年育成福井県民会議、永平寺町）
開催日：11 月 29 日(日)
町）
場 所：永平寺町
出席者：副知事、県議会議長、永平寺町
長、福井警察署長、青少年育成
関係者等約 400 人
内 容：講演、少年の主張発表、善行青
少年・青少年育成功労表彰等
１．大会等（敦賀市）

・平成27年度全国青少年補導センター連絡 4 (1)アイエ
協議会定期大会「福井大会in敦賀」（県、
敦賀市、警察等）
開催日：11月20日（金）
場 所：敦賀市プラザ萬象
出席者：内閣府参事官、副知事、市長、
警察本部長、少年課長、青少年
育成関係者等約476人

１．大会等（警察）

・若狭年末安全安心大作戦出動式（小浜市） 4 (1)エ
1回、10団体、40人参加

１．大会等（福井市）

・第47回福井市子ども大会（福井市）

4 (1)アイ(2)イ

開催日：11月15日(日)
場 所：福井市西体育館
内 容：子どもたちの体験発表、新聞迷
路チャレンジ、新聞ドーム作成
等
１．大会等（大野市）

１．大会等（丹南青少年愛護
センター）

・総合文化祭「錦秋のしらべ」において地
域の伝統芸能「雨乞い踊り」の披露（乾側
小学校）
・牛ヶ原地区ふれあい集会「餅つき大会」
の参加（乾側小学校）
・奥越ふれあい駅伝の参加（富田小学校）
・ソフトバレーボール交歓会（富田小学校）
・食彩フェアでの啓発（健康長寿課）

4(2)イ

4(1)ア
4(1)アエ（エ）
4(1)アエ（エ）
4(1)イ

・たんなん青少年育成のつどい（鯖江市、 4 (1)イ③エ（ウ）①③
越前市、池田町、南越前町、越前町）
4 (2)イ
開催日：10 月 7 日（水）
内 容：功労者表彰とパネル展示
・青少年健全育成鯖江市民大会（鯖江市、 4 (1)イ④エ（ウ）①③
警察等）
開催日：11 月 8 日（日）

場 所：鯖江市嚮陽会館
参加者：鯖江市長、鯖江警察署長、教育
内

１．大会等（坂井市）

長、青少年育成関係者等
容：活動報告、講演、警察音楽隊演
奏、パワーポイントを用いた補
導活動広報等

・坂井市青少年健全育成推進大会（坂井市） 4 (1)アイ
開催日：11月28日（土）
場 所：たかむく古城ホール

２．広報啓発活動（県）

２．広報啓発活動（警察）

・薬物乱用防止街頭啓発（パンフレット等の
4(1)エ（ウ）③
配布）
（医薬食品・衛生課）
10 月 31 日：あわら市中央公民館
11 月 18 日：金津高等学校
11 月 20 日：丸岡高等学校
10 月 25 日：勝山うまいもん祭り会場
10 月 25 日：ＪＡ若狭本店前
・啓発ポスター・パンフレット等の配布（奥
越地区の高等学校・中学校、敦賀市立看護大
学）
・「児童虐待防止推進月間」ポスター・電 4 (1)ウエ
子掲示板による広報（警察本部、各署）
・ホームページによる児童虐待防止広報
（福井警察署）
・交番だよりによる児童虐待防止広報（越
前警察署）
1回、3部作成配布
・健全育成「一筆啓上」標語コンクール最

4 (1)イエ

終審査会（坂井市、坂井警察署）
1回、11人参加
・健全育成「一筆啓上」標語コンクール表
彰式及び作品の展示(坂井市、坂井警察署)
開催日：11月27日(金)
場 所：「いねす」交流ホール
出席者：受賞者、坂井市教育長、福井県
防犯協会理事長、坂井警察署
長、保護者、引率教員等

計60

人
内 容：一筆啓上標語優秀作品の表彰
・あわら地区防犯ポスター作文コンクール 4 (1)エ
入賞作品展示（あわら市、あわら警察署）
あわら市内7箇所にて展示
・小中学生「Stop！万引き」ポスターコン
クール入賞作品の展示（敦賀市、敦賀警察
署）
展示日：10月30日～11月6日

場 所：アピタ敦賀店
・児童虐待防止啓発チラシ等の配布（3回）

4 (1)ウエ
4 (1)エ

・非行防止教室（39回）
・被害防止教室（16回）
・広報紙における広報等（3回）
・非行防止標語選考会（2回）
・保護者講演の実施（1回）
２．広報啓発活動（福井市）

・少年愛護センターパネル展（福井市）

4(1)ア

開催日：11月4日(水)～6日(金)
場 所：市役所１Ｆ市民ホール
内 容：パネル展示を通じて、少年愛護
センターの活動を紹介
２．広報啓発活動（大野市）

２．広報啓発活動（勝山市）

２．広報啓発活動（丹南青少
年愛護センター）

・あいさつポスター掲示（有終南小学校）
・スマートフォンを始めとするインターネ
ット通信機器の利用に関する親子間での
ルール作りを大野市青少年問題協議会が
作成したパンフレットをもとに全校生徒
と保護者に啓発（尚徳中学校）
・県県民安全課からの「青少年のネット非
行・被害対策情報」を生徒指導部室前掲示
板に掲示（県立大野高校）
・生徒指導部通信「心清ら②」を週１ペー
スで発行（県立大野高校）
・広報「おおの」１１月号に児童虐待予防
月間について掲載（福祉こども課）
・児童虐待予防月間街頭キャンペーンの実
施及びチラシの配布（福祉こども課）
・交通安全教室
市内４箇所保育園で実施
幼児１２６名保護者２５名参加

4(1)ア
4(1)イ

4(1)アイエ

4(2)イ
★4(1)ウ
★4(1)ウ
4(1)エ

・啓発パンフレットなどの配布（勝山市）
4(1)ア
実施日：11 月 14 日（土）
場 所：勝山サンプラザ
内 容：青少年育成勝山市民会議育成部
会委員２名が参加して配布
・ユーカルフェスタ（鯖江市）
4(1)イ②エ（ウ）①③
開催日：10 月 4 日（日）
鯖江市青少年ホーム祭において実施
内 容：危険ドラッグとスマホ等に関す
るパネル展示とスマホの危険
性を訴える啓蒙ＤＶＤの上映
警察と連携し、パトカーの展
示、交通・防犯教室を実施
・松阜神社祭礼特別補導（鯖江市）
4(1)エ（イ）②③エ（ウ）
実施日：10 月 6 日（火）
①③
内 容：愛護センターの横断幕掲示と啓
発チラシ（危険ドラッグ、子ど
もを犯罪から守る）及び啓発グ
ッズ（クリアファイル、蛍光ペ
ン）の配布

・西光寺（じゃぼん講）祭礼特別街頭補導
（鯖江市）
実施日：11 月 17 日（火）
内 容：愛護センターの横断幕掲示と啓
発チラシ（危険ドラッグ、子ど
もを犯罪から守る）及び啓発グ
ッズ（クリアファイル、蛍光ペ
ン）の配布
・青少年育成キャンペーン（鯖江市）
、
実施日：10 月 15 日（木）
、11 月 13 日（金）
12 月 15 日（火）
内 容：保護司 3 名と協働し、拡声器を
使用して巡回広報活動を実施
・巡回補導マグネットシート貼付及び青ラ
ンプ点灯車両による巡回広報（鯖江市、越
前市）
10 月～12 月中に 59 回実施（鯖江市）
11 月中に 14 回実施（越前市）
・フェイスブックによる各種広報（鯖江市）
随時実施
・懸垂幕・横断幕の設置（越前市）
「家族のふれあいを深めよう」
11 月中、越前市役所本庁舎等で設置
・月間ポスターの設置（越前市、丹南愛護
センター南越支所）
・薬物乱用防止立看板の設置（越前市）
菊人形会場、越前市生涯学習センター等
で設置
・広報紙「ちぐさ」にて月間を広報（越前
市）
・フィルタリング設定促進に関するリーフ
レットの配布（越前市）
南越地区全小・中・高校の保護者対象
・携帯電話販売事業所に対するフィルタリ
ング設定促進キャンペーンの実施（越前
市）
・町内行事等を利用し啓発うちわを配布
（池田町）
・町民文化祭における住民との交流イベン
ト（南越前町）
開催日：10 月 25 日（日）
、10 月 31 日（土）
11 月 3 日（祝）
場 所：今庄小学校他 2 箇所
参加者：補導委員、青少年育成推進員

4(1)イ②③エ（ウ）①③

4(1)イ③エ（イ）①③

4(1)エ（ウ）②
4(2)ア

4(1)イ②③エ（イ）①
エ（ウ）①②③
5(1)③

5(1)①
5(1)③

5(1)②
5(1)①

5(1)④

4(1)エ（イ）①
4(1)ア②

２．広報啓発活動（あわら市） ・啓発パンフレット等の配布（あわら市） 4(1)エ（イ）①（ウ）③
配布日：10 月 31 日（土）
場 所：あわら市文化祭会場
内 容：薬物乱用防止キャンペーン参加
時に配布
・社会教育指導員研修会（あわら市）
4(1)エ（エ）①
開催日：11 月 25 日（水）
場 所：県生活学習館
２．広報啓発活動（坂井市）

・のぼり旗設置による育成支援広報啓発活 4 (1)アイエ
動(坂井市)
「いま一度 わが子にくばれ 目と心」

「みんなの力で 青少年の非行防止」
11/1～11/30 市内 47 カ所設置
市内ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ･JR 各駅舎･えち鉄各駅
舎･丸岡ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ･各体育施設･教育委員
会･愛護ｾﾝﾀｰ
・啓発キャンペーン実施(リーフレット等
の配布、坂井市)
11/7(土)補導員、市民会議関係者 30 名
参加
午前 10 時～平和堂アル・プラザアミ(春
江町)
午前 11 時 30 分～S・ワールド イーザ
(三国町)
・[イカのおすし]マグネットシート広報啓
発(坂井市)
・青色回転灯による啓発(坂井市)
・ポスター掲示による広報（三国中学校） 4 (1)アウ(2)ア
・生徒指導部だよりの配布（三国中学校）
２．広報啓発活動（高浜町）

・公共施設内に啓発チラシ等の設置（高浜町） 4(1)ア
・啓発チラシ等の配布（高浜町）
JR 若狭高浜駅、青郷駅、和田駅

２．広報啓発活動（おおい町） ・啓発ブースの設置、啓発パンフレットの 4(1)イエ
配布（おおい町）
２．研修会等（県）

・生徒指導主事合同研修会（教育庁）
4(1)イ②
「青少年のネット・スマホ利用
～知っておきたい現状と対策～」
「ネット・スマホ利用に関する指導事例」
・教育相談業務担当者等（外部人材）研修 4(1)ア①エ(エ)②
会（教育庁）
「学校における緊急支援の理論と実際」
「いじめ自殺の仮想事例について」
・市町等指導主事連絡会（教育庁）
4(1)エ(エ)①②
「いじめ・不登校への対応について」

２．研修会等（県）

・薬物乱用防止指導者研修会（医薬食品・衛 4(1)エ（ウ）③
生課）
10 月 13 日：福井県自治会館
・薬物乱用防止教室の開催（小学生、中学生、
高校生に対する薬物乱用防止に関する知識
の普及）
高志高等学校、福井市神明中学校、永平寺
町松岡中学校、福井市鷹巣中学校、丸岡高
等学校城東分校、丸岡町丸岡南中学校、南
越前町南条中学校、小浜市小浜小学校、若
狭町三宅小学校

２．研修会等（警察）

・少年警察協助員研修会（県内 14 地区 7 4(1)アイウエ
回）
・要保護児童対策地域協議会ケース検討会
（県内14地区6回）
・生徒指導担当者会議（2回）
・福井市小学校生徒指導主事連絡会（1回）

・私立4校生活指導連絡会（1回）
・薬物乱用防止指導者研修会（1回、200人）
・子ども見守り隊スキルアップ研修（1回）
・児童虐待防止講演会（敦賀市、1回、100
人）
・奥越ブロック合同研修会（1回、60人）
・その他各種研修会（3回）
３．研修会等（福井市）

・第2回小学校生徒指導主事連絡会（福井 4(1)ア
市）
開催日：11 月 12 日（木）

３．研修会等（大野市）

・ふれあい講演会（有終西小学校）
・児童生徒問題行動地域対策協議会の実施
（教育総務課）
・いじめ対策委員会の開催（下庄小学校）
・朝ごはんプロジェクトへの参加（乾側小
学校）
・学校補導連絡協議会理事会の開催（教育
総務課）
・要保護児童対策地域協議会専門研修「思
春期の行動を理解する」の実施（福祉こど
も課）
・地域子育て支援センターにおける各種行
事（福祉こども課）
・美ママ講座の開催（健康長寿課）
・家庭教育講座の開催（健康長寿課）
・味覚の授業（有終南小学校）
・人権講演会（有終南小学校）
・尚徳中学校との交流事業（富田小学校）
・奥越特別支援学校との合同学習会（富田
小学校）
・芸術鑑賞会（富田小学校）

4(1)エ
4(1)エ
4(1)エ
4(1)アイ
4(1)エ
★4(1)ウ

4(1)アイ
4(1)イ
4(1)イ
4(1)イ
4(1)エ(2)ア
4(1)ア
4(1)ア

３．研修会等（勝山市）

4(1)アイエ
・奥越ブロック合同研修会（勝山市）
開催日：11 月 11 日（水）
場 所：勝山市教育会館で実施。
勝山市より 28 名参加。
大野市および勝山市の市民会議の活動
報告後分散会を実施。分散会では、勝山
地区・荒土地区かつやまっ子応援ネット
ワークの活動報告後意見交換を実施。
会場では、強調月間のポスターを掲示

３．研修会等（丹南青少年愛
護センター）

・鯖江市補導委員会県外研修会（鯖江市、 4(1)(ウ)①
越前町）
実施日：10 月 30 日（金）
行 先：舞鶴市、舞鶴学園（児童養護施
設）
・第 3 回鯖江市小・中学校生徒指導主事連 4(1)エ(イ)①③（ウ）③
絡協議会（鯖江市）
・鯖江市いじめ問題対策連絡協議会（鯖江 4(1)エ(エ)①②
市）
実施日：12 月 24 日（木）

・要保護児童対策地域協議会実務者会議 4(1)ウ
（越前市）
実施日：11 月 13 日（金）
4(1)エ（イ）①
・奈良少年院視察研修（池田町）
実施日：9 月 3 日（木）
３．研修会等（あわら市）

・子ども見守りスキルアップ研修会（あわ 4(1)エ(イ)①
ら市）
開催日：11 月 25 日（水）
場 所：高椋コミュニティーセンター

３．研修会等（坂井市）

・要保護児童対策地域協議会代表者実務者
合同研修会（坂井市）
実施日：11 月 10 日（火）
場 所：たかむく古城ホール
・補導員地区別懇談会（坂井市）
４地区にて開催、11/11 三国 11/12 春江
11/25 丸岡 11/26 坂井
・坂井町生徒指導部会（坂井町）
11/26、坂井中学校区
・丸岡中学校区問題行動小中連携会議 (丸
岡町)
11/26
・生徒指導担当者会議（大関小学校）
・e-ネットキャラバン 情報モラル研修会
（大関小学校）
大関小４～６年生を対象
・情報モラル出前授業（大関小学校）
・生徒指導担当者会議（三国中学校）
・愛護センター研修会（三国中学校）
・薬物乱用防止教室（三国中学校）
・ネットに関する特設学活（三国中学校）
・各クラスの教育相談（三国中学校）

３．研修会等（美浜町）

4(1)アイウエオ

4(1)ア
4(1)エ

4(1)エ
4(1)アエ
4 (1)アイエ(2)ア

・美浜町青少年育成研修大会（美浜町）
4(1)アイエ
開催日：11 月 23 日（祝）
場 所：美浜町生涯学習センター「なび
あす」
参加者：青 少年育成美浜町民会議役
員、青少年愛護 センター補導員、その
他 関係機関・団体代表者等約200名
内 容 ： 実践発表、美浜中学校PTA
講 演 ： 『子どもの目の健康』
講

師：幸道眼科院長

こうどう

ともひこ

幸道

智彦

氏
４．青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動（警察）
・街頭補導活動（79 回）

4 (1)エ

・登下校時における子ども見守り活動（坂
井市、坂井西警察署）
みくにっ子見守り隊12回
４．青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動（福井市）
・街頭補導活動（福井市）
85回、216名出務
・白いポストによる有害図書回収（福井市）

4 (1)エ(イ)（ウ)

４．青少年保護育成巡回活動、 28 冊
環境浄化活動（小浜市）
・専任補導員による巡回（小浜市）

4 (1)エ

４．青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動（大野市）
・街頭補導活動の実施（有終西小学校・有
終東小学校・教育総務課）
・いじめの未然防止と早期対応（有終西小
学校）
・下校時に合わせた校区巡視活動の実施
（下庄小学校）
・いじめネットパトロールの実施（教育総
務課）
・青色防犯パトロール
毎週水曜日午後７時から９時まで
市内巡視（防災防犯課）
・地域安全点検実施（富田小学校）
４．青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動（丹南青少年 ・保護司との合同青少年育成キャンペーン
（鯖江市）
愛護センター）
10 月 15 日（木）
、11 月 13 日（金）
、12
月 15 日（火）
・夜間・夕暮れ特別補導（鯖江市）
9回
・松阜神社祭礼特別補導（鯖江市）
10 月 6 日（火）
・西光寺（じゃぼん講）祭礼特別補導（鯖
江市）
・街頭補導活動
10 月～12 月中、45 回実施（鯖江市）
10 月～12 月中、57 回実施（越前市）
町内行事時 3 日間および夜間巡回補導を
4 回実施（池田町）
・たけふ菊人形会場における特別補導（越
前市）
・白ポスト（有害図書等収納用）回収（鯖
江市）
3 回実施
４．青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動（あわら市） ・街頭補導活動（あわら市）
・専門補導員による街頭補導
月曜～金曜日の日中に実施
・少年愛護センター補導員による街頭補導
土曜・日曜日、祝日の夕方に実施
４．青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等（坂井市） ・街頭補導活動（坂井市）
委嘱補導員延べ 132 人(月間)
・子ども安全確保及び不審者対策等（坂井
市）
青色回転灯巡回（下校時，薄暮時，夜間
子供達に合わせた活動）
・コンビニ,書店等の有害図書等に関る巡
回及び指導（坂井市）
・違反広告物等の街頭巡回活動（坂井市）
・白いポスト(有害図書類)の回収及び廃棄
（坂井市）
9 ヶ所において実施
11/13 雑誌/ビデオ/DVD 等 合計 232 点

4(1)ア
4(1)エ
4(1)エ
4(1)エ
4(1)エ

4(1)エ
4 (1)イ③エ(イ)①③

4 (1)エ(イ)①③
4 (1)エ(イ)①③
4 (1)エ(イ)①③
4 (1)エ(イ)①③

4 (1)エ(ア)①

4 (1)エ(イ)

4(1)エ

4 (2)エ

4(1)エ
回収廃棄
・街頭補導活動（大関小学校）
・街頭補導活動（三国中学校）
・自転車通学生の登下校時における安全対
策を坂井西署に依頼（三国中学校）
４．青少年保護育成巡回活動、
4 (1)エ
環境浄化活動等（高浜町） ・街頭補導活動（高浜町）
JR 若狭高浜駅 2 回、青郷駅 2 回、和田駅
１回
４．青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等（おおい町）

4（1）エ
・啓発チラシ等の配布（おおい町）
・街頭補導活動（おおい町）
2回、13人参加

５．子ども・若者の社会参加
活動（福井市）

4 (1)ア
・11 月 15 日(日)に行われた、福井市子ど
も大会の進行を担当。大会運営の補助を実
施（福井市）

５．子ども・若者の社会参加
活動（大野市）
・社会福祉施設でのボランティア体験活動
（有終南小学校・乾側小学校・上庄中学校）
・市施設「いとよの里」池清掃活動（有終
南小学校）
・保育園、幼稚園、小学校交流事業（有終
南小学校）
・伝承芸能「雨乞い踊り」伝授（乾側小学
校）
５．子供・若者の社会参加活
動（坂井市）
・坂井地区中学生の集い・リーダー研修会

4(1)ア
4(1)ア
4(1)ア
4(1)イ

4 (1)ア

（三国中学校）
６．その他（警察）

4 (1)ウ
・署員教養（小浜警察署）
児童虐待に関する教養（1 回、100 人）

６．その他（福井市）

６．その他（坂井市）

4 (1)エ（ウ）
・インターネット・携帯電話の危険性に関
する講習会を実施（福井市）
4 (1)アイエ
・相談業務…毎週月・木（センター職員に
よる対応）
子ども若者及び家族や関係機関担当者
からの相談の受理（坂井市）
・留守番電話の設置（坂井市）
4 (1)アイ
夜間及び土日祝日
・あいごメール発信（坂井市）
会員 113 名

