（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
社会活動推進課
主管課(室)名

愛知県

分

内

容

備

考

１ 大 会等
（愛知県、市町村等）

・青少年健全育成（市町民）大会（春日井 ★４(1)ア、イ、ウ、エ
市、小牧市、★蒲郡市、北名古屋市、★ 及び(2)イ
大治町）
・青少年健全育成のつどい（★豊橋市）
★
・愛知県子ども会大会（愛知県・愛知県子
ども会連絡協議会等）
・愛知県子ども読書活動推進大会(愛知県)
・こどもの声作文発表会（知多市）
・横田教育文化事業弁論大会（江南市）
・青少年健全育成講演会（犬山市）
・家庭教育啓発講演会「非行を起こす子ど
もの心理とその対応」
（刈谷市）
・青少年健全育成会表彰式（東郷町）
・「あいさつ運動」決起大会（小牧市）
・「親子キャッチ 575（川柳）」表彰式（碧
南市）
・子育て支援地域交流会[地域活動発表／
県内 5 地区]（愛知県）
・各ブロック活動事例発表大会[県内 3 地
区]（愛知県・愛知県地域婦人団体連絡
協議会）
・愛知県母子寡婦福祉大会（愛知県母子寡
婦福祉連合会）
・防火作品展・優良クラブ表彰（愛知県）

２ 広 報啓発活動
（愛知県、市町村等）

・広報誌(紙)・ホームページによる広報
（愛知県、名古屋市、一宮市、半田市、
春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、
安城市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南
市、★小牧市、知多市、尾張旭市、★岩
倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、
★清須市、北名古屋市、みよし市、あま
市、長久手市、東郷町、豊山町、大治町、
★阿久比町、★南知多町、美浜町、武豊
町、豊川市）、★飛島村
・ポスターの配布・掲出（★愛知県、名古
屋市、一宮市、美浜町、設楽町、★名古
屋少年鑑別所[法務省名古屋矯正管区の
支援／助言あり]）
・看板・懸垂幕・横断幕・のぼり旗等の掲
出（愛知県、名古屋市、一宮市、豊田市、
★蒲郡市、江南市、尾張旭市、みよし市、
東郷町、扶桑町、武豊町）
・チラシの掲出（田原市）
・パネルの展示（名古屋保護観察所）

★４(1)ア、イ、ウ、エ、
(2)ア及びイ

★

★

・児童虐待防止推進月間パネル展示（春日
井市）
・新聞広告（愛知県、名古屋市、豊田市）
・電子ディスプレイによる広報（一宮市、 ★
名古屋市、★阿久比町）
・バス車内液晶表示板での広報（岡崎市）
・ケーブルテレビでの CM 放送（岡崎市）
・ラジオ（名古屋市）
・各種機関誌(紙)、会報等による広報（碧
南市、蒲郡市）
・街頭啓発活動（愛知県、名古屋市、岡崎
市、瀬戸市、西尾市、豊川市、津島市、
刈谷市、犬山市、江南市、稲沢市、新城
市、知立市、高浜市、岩倉市、清須市、
北名古屋市、東郷町、蟹江町、知多市、
阿久比町、美浜町)
・イベントでの啓発活動（愛知県、名古屋
市、岩倉市、幸田町、東栄町、名古屋保
護観察所）
・啓発資材の配布・設置（★愛知県、名古 ★
屋市、江南市、稲沢市、津島市、碧南市、
刈谷市、豊田市、常滑市、大府市、北名
古屋市、弥富市、長久手市、東郷町、大
口町、東浦町、尾張旭市、岩倉市、清須
市、扶桑町、蟹江町、阿久比町、美浜町、
知立市、豊川市、蒲郡市、新城市、東栄
町、名古屋少年鑑別所[法務省名古屋矯
正管区の支援／助言あり]）
・あいさつ運動（知多市、日進市、北名古
屋市、美浜町）
・広報車による広報（美浜町）
・無線放送による啓発（扶桑町、豊根村）
・「抱っこ合唱団ママうた」、クラウン｢カ
ノン｣によるステージ[子育て情報の広
報・啓発]（名古屋市）
・児童虐待防止啓発用リボン・バッジ等の
着用[児童虐待防止啓発市職員・民間団
体]（名古屋市）
・子育て応援の日（はぐみんデー）普及推
進強化月間啓発イベント（愛知県）
・子育てを支援する「育 19 キャンペーン」
[街頭啓発]（愛知県）
・あいちワーク・ライフ・バランス推進運
動[取組実施への賛同事業所募集]（愛知
県・あいちワーク・ライフ・バランス推
進協議会）
・イクメン・イクボス応援キャンペーン[川
柳募集、街頭啓発活動等]（愛知県・あ
いちワーク・ライフ・バランス推進協議
会）
・「いじめ・非行・万引き・暴走行為防止
ポスター」入賞作品展（一宮市）
・青少年健全育成優秀ポスター展示（蒲郡
市）

・青少年健全育成非行防止優秀作品及び
「親から子・子から親へのメッセージ」
作品展（春日井市）
・笑顔の写真展[子ども市民憲章を知る週
間行事]（高浜市）
・「町民あいさつ運動」作品募集・表彰・
展示（南知多町）
・連絡会議[県内各地区母子寡婦福祉会長
を通じて地元会員等へ伝達]（愛知県母
子寡婦福祉連合会）

３ 研 修会等
（愛知県、市町村等）

・子ども・若者支援ネットワーク協議会講 ★４(1)ア、イ、ウ、エ
演会「地域でできる、子ども・若者支援」 及びオ
（★蒲郡市）
・青少年問題協議会子ども・若者支援部会
（大府市）
・家庭教育部講演会／研修会（大府市）
・中学校訪問コンサート（大府市）
・中学生が学ぶ防災学習（大府市）
・地域協働生徒指導推進事業[講演・研究
発表・シンポジウム・街頭啓発キャンペ
ーン等／県内 12 地区]（愛知県）
・ユースアドバイザー研修会（豊橋市）
・子ども・若者支援ユースアドバイザー講
習会（田原市）
・インターネット利用の安心・安全講座（尾
張旭市）
・防犯ボランティアアカデミー［スクール
ガード研修］（蒲郡市）
・青少年センター出前講座「インターネッ
トを安全に利用するために」
（蒲郡市）
・働く若者育成のためのスキルアップセミ
ナー（愛知県・あいちワーク・ライフ・
バランス推進協議会）
・小中学校ＰＴＡ指導者研修会[事例発表、
講演会]（愛知県）
・放課後子ども総合プラン指導者等研修会
[講演会、実習]（愛知県）
・地域活動コーディネーター研修会[実践
発表、講演会]（愛知県）
・研修会「最近の青少年の非行の傾向及び
実態についての説明他」
（蟹江町）
・県情報交換事業［スマホ等の利用につい
ての講演と情報交換］
（西尾市）
・適応指導教室交流会（豊明市）
・特別支援教育担当教員研修会（豊明市）
・ひきこもり家族教室、不登校・ひきこも
り家族のつどい、ひきこもりを考える親
のつどい等（愛知県）
・ＣＡＰプログラム（尾張旭市）
・自治防災訓練の参加啓発・実施（尾張旭
市）
・保育士体験（尾張旭市）

・全校児童防犯教室（尾張旭市）
・発達障害児事例研究会（尾張旭市）
・講演会[ＰＴＡ子育て、福祉]（尾張旭市）
・ＰＴＡ研修[親子体験学習等]（尾張旭市）
・愛日ＰＴＡ指導者研修会（尾張旭市）
・非行／電話相談に関する研修（名古屋少
年鑑別所[法務省名古屋矯正管区の支援
／助言あり]）
・青少年と社会環境に関する懇談会[育成
団体・関係業界・行政]（名古屋市）
・青少年問題協議会専門委員会（岩倉市）
・青少年健全育成市民会議等（豊田市、犬
山市）
・青少年健全育成推進会議（一宮市）
・ひきこもり地域継続支援ネットワーク会
議（愛知県）
・いじめ・不登校対策についての連絡協議
会（小牧市）
・補導員による情報交換会議（みよし市）
・校外補導部会（蒲郡市）
・子ども・若者支援地域協議会実務者会議
（一宮市）
・青少年育成推進員連絡会（碧南市）
・要保護児童対策地域協議会代表者会議
（常滑市）
・少年センター運営協議会懇談会（瀬戸市）
・小中合同生徒指導担当者会議（一宮市）
・更生保護女性の集い（名古屋保護観察所）
・会員研修会[中部地方 BBS 連盟]（名古屋
保護観察所）
・薬物乱用防止教室（清須市）
・生徒指導委員会［各地域の委員会を通じ
て、啓発活動の依頼、実践事例等の情報
交換[実践例：環境浄化パトロール、交
通安全教室、防犯教室、薬物乱用防止教
室等、子どもたちの地域環境美化活動や
福祉体験活動］
（愛知県小中学校長会）
・研修会（愛知県母子寡婦福祉連合会）
・青少年健全育成推進協議会（田原市）
・要保護児童対策地域協議会実務者会議
（北名古屋市）

４

青少年保 護育成巡回活 ・街頭補導・巡回活動（豊橋市、岡崎市、 ４(1)ア、イ及びエ
動、環境浄化活動等
一宮市、瀬戸市、半田市、碧南市、刈谷
（愛知県、市町村）
市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、
小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立
市、尾張旭市、清須市、高浜市、田原市、
みよし市、あま市、東郷町、美浜町、豊
山町、幸田町、東栄町）
・青少年保護育成条例調査（愛知県）
・子どもの安全を見守るスクールガード活
動等(高浜市、名古屋保護観察所)
・有害環境浄化活動（犬山市、小牧市、稲

沢市、岡崎市、みよし市、）
・さわやかひと声運動（豊明市）
・いじめ防止アンケート調査活動（尾張旭
市）
・土曜スクール（尾張旭市）
・青色回転灯積載車によるパトロール（清
須市）
・ネットモラル啓発活動[｢中部大学＋かす
がい大好き市民フェスタ｣、｢藤岡南キッ
ズフェスタ 1015｣]（愛知県青少年育成ア
ドバイザー連絡協議会）

５

子ども・若者の社会参加 ・青少年による主体的な自主企画事業[活 ４(1)ア、イ及びエ
活動
動成果発表、体験活動、異世代との交流
（愛知県、市町村）
活動等]（名古屋市）
・市民ムービー「タカハマ物語２」製作（高
浜市）
・三世代交流事業[グランドゴルフ大会、
ウオークラリー、交流会等]（知多市）
・地域ふれあい活動[グラウンドゴルフ、
防災訓練、運動会等]（蒲郡市）
・地域イベントへの中学生等のボランティ
ア参加等（碧南市、豊田市、大府市）
・体験活動「かかみがはら航空宇宙科学博
物館へ行こう」
（江南市）
・職業体験（尾張旭市、犬山市）
・自然観察所会等（大府市）
・ほのぼの交流祭（大府市）
・福祉施設にてボランティア活動（犬山市）
・福祉実践教室（尾張旭市）
・ＰＴＡ通学路ストップマーク張替（尾張
旭市）
・認知症サポーター養成講座（尾張旭市）
・福祉実践教室
・地元歌舞伎発表（新城市）
・読書感想文発表会（名古屋保護観察所）
・清掃奉仕活動（北名古屋市、名古屋保護
観察所）
・プランター花の植え替え（北名古屋市）
・ふるさとフェスタ（飛島村）
・第 64 回全国青年大会参加[スポーツ、文
化活動野成果発表、友好親善]（愛知県）
・まつり[キッズダンス等]（豊明市）

６ そ の他
（愛知県、市町村）

・アンケートによる生活全般における小中 ４(1)ア、イ、エ及び(2)
高生の意識調査（小牧市）
イ
・親子ふれあい事業｢運動能力向上教室｣
（豊明市）
・
「愛知を食べる学校給食の日」の実施（愛
知県）
・
「ノーテレビデー・ノーゲームデー」
（大
府市）

・青少年講座Ｅラボ（大府市）
・宅配家庭教育講座「くちなし便り」（大
府市）
・あいさつ運動（扶桑町）
・ジュニアスポーツ教室／子どもビデオ劇
場等（扶桑町）
・電話相談[精神保健福祉、ひきこもり専
門]（愛知県）
・Ｅメール相談[メンタルヘルス、ひきこ
もり]（愛知県）
・面接相談[精神保健福祉、ひきこもり]（愛
知県）
・本人グループ支援[あいまーぷ（依存症
回復プログラム）等]（愛知県）
・家族グループ支援[薬物問題を考える家
族のつどい）等]（愛知県）
・相談活動（岡崎市、北名古屋市）
・子どもチャレンジまつり／地域の宝発見
（新城市）
・町まつり／文化祭（扶桑町）
・エンジョイクラブ実施[グランドゴルフ]
（南知多町）
・親子ふれあいひろば（南知多町）
・小・中学生映画教室（生活衛生同業組合
愛知県興行協会）
・連携に係わる情報提供[近隣の学校 4 校
を訪問]（名古屋少年鑑別所[法務省名古
屋矯正管区の支援／助言あり]）
・リユース活動[子供服、図書等]（名古屋
保護観察所）
・交流行事（愛知県母子寡婦福祉連合会）
・親子ふれあい避難所体験教室（飛島村）

