（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

青 少 年 行 政 政策企画部 青少年・地域安全室
主管課(室)名 青少年課

大阪府
内

容

備

１ 大会等
（大阪市） ・住之江区青少年育成推進大会
4(1)アイ
開催日 11 月 29 日
場所 住之江会館大会議室
内容 報告「住之江区内の少年非行の現状」
講演「子どもの深夜外出の危険性について」
・青少年育成推進事業にかかるサッカー大会（さくらカップ）
小学生大会
開催日 11 月 3 日
場所 南津守さくら公園グラウンド
（岸和田市） ・市民スポーツカーニバル
開催日 11 月３日 場所 中央公園
内容 スポーツ交流・世代間交流

4(1)アイ

（吹田市） ・第 29 回ヤングフェスティバル
4(1)アエ
実施日 11 月 22 日（日）
場 所 吹田市文化会館
内 容 20 歳以下の青少年が、躍動感あふれるダンスや
歌、様々なジャンルの楽器演奏を披露。
・地域安全・青少年育成吹田市民大会
開催日 11 月 13 日
場所 吹田市文化会館
内容 講演会、防犯活動の啓発を通じ、安心・安全で住み
よいまちづくりを進めるため、広く市民の関心を喚起し、
市民運動を展開する。
（高槻市） 第６回ロープ・ジャンプ EX たかつき大会
開催日 11 月７日
場所 高槻市古曽部防災公園体育館
内容 小学生チームによるロープ・ジャンプ大会
・第 52 回こども大会
開催日 平成 27 年 11 月８日
場所 高槻市生涯学習センター多目的ホール
内容 こども会によるダンスや楽器演奏、合唱等
・はばたくこども会展
日時 11 月７日、８日
会場 現代劇場中ホール展示室
内容 こども会で作成した作品を展示

4(1)ア

（貝塚市） ・第 30 回 少年の主張大会
開催日 11 月 28 日
場所 コスモシアター

4(1)ア

（守口市、枚方市、門 ・北河内地区子ども・若者育成支援強調月間記念行事★
4(1)ア
真市、大東市、交野市、 開催日 11 月８日
(2)イ
場所 守口市市民保健センター
寝屋川市、四条畷市）
出席者 北河内各市青少年育成関係者等
内容 青少年育成功労者表彰、育成支援のための講演会、

考

合唱等
（茨木市） ・青少年健全育成大会
中学校区
内容 各中学校において講演、意見交換、大会宣言等
小学校区
内容 各小学校において親子のつどい、大会宣言等
・「中学生の主張」発表大会

4(1)アイエ

（八尾市） ・家庭教育を考える市民集会
4(1)アイ
開催日 11 月 28 日
場所 八尾市文化会館
内容 講演「家族間のコミュニケーションを、見直しまし
ょう！～皆様の家族の在り方を見直す良い機会になれば
～」
（河内長野市） ・青少年音楽フェスティバル
開催日 11 月 16 日
場所 市民交流センター
内容 青少年による演奏発表
・安全・安心まちづくり市民大会
開催日 11 月 29 日
場所 キックス
内容 講演会、事例発表等
（箕面市） ・青少年弁論大会
開催日 11 月 14 日
場所：箕面市立病院 視聴覚室「いろはホール」
内容：中学生による弁論大会
・中学生英語スピーチコンテスト
開催日 11 月 15 日
場所：箕面市立病院 視聴覚室「いろはホール」
内容：中学生による英語でのスピーチコンテスト
・こども会ドッジボール大会
開催日 11 月 28 日
場所：第一総合運動場市民体育館（スカイアリーナ）
・各小学校区での地域運動会など
（羽曳野市） ・青少年健全育成推進大会
開催日 11 月７日
場所 生活文化情報センター
内容 中学生による吹奏楽演奏、講演等
（門真市） ・門真市 PTA 研究発表大会
開催日 11 月 14 日
場所 門真市南部市民センター
内容 委員会発表、学校発表、吹奏楽演奏

4(1)ア

4(1)アエ

4(1)アイウエ

4(1)イエ

（藤井寺市） ・青少年健全育成推進藤井寺市民大会
開催日 11 月 15 日
場所 藤井寺市民総合会館中ホール
内容 青少年健全育成に関する作文の入賞者表彰、
トークイベント及びライブ

4(1)アエ

（東大阪市） ・ダンスフェスタ東大阪
開催日 11 月８日
場所 勤労市民センター(ユトリート大阪)

4(1)アイ

内容 青少年によるダンスの発表
（泉南市） ・第 20 回ちびっこずもう泉南場所
4(1)ア
開催日 11 月１日
場所 泉南市立市民体育館
内容 泉南市スポーツ少年団加入の小学生によるトーナ
メント方式の相撲大会
（四條畷市） ・小・中学生の主張コンクール
開催日 11 月 21 日
場所 四條畷市役所 議場
内容 小・中学生の主張発表

4(1)アウ

（島本町） ・島本町青少年健全育成大会
開催日 11 月８日
場所 ふれあいセンター
内容 人形劇、ダンスやバンド演奏等の発表

4(1)ア

（太子町） ・ふれあい TAISHI2015
開催日 11 月９日
場所 太子・和みの広場
内容 ステージイベント、ミニ動物園等

4(1)ア

２ 広報啓発活動
（大阪市） ・啓発ポスターの作成、掲示、広報誌、ホームページによる 4(1)アウエ
広報等★
・街頭啓発での啓発物品やリーフレットの配布等
・児童虐待防止推進月間の広報啓発
のぼり掲出、ポスター掲示、パンフレット配架、地域での
各種イベント時に啓発物品やチラシ等の配布等
（堺市） ・啓発物品の配布
4(1)アイエ
11 月７日 南区役所
11 月 14 日 西区役所
・薬物乱用防止の啓発
各区民まつりでのブース設置による啓発活動
薬物乱用防止啓発パネル展示、薬物標本展示、啓発クイズ
の開催、啓発リーフレット・危険ドラッグチラシ配布、啓
発物品配布、啓発映像放映
11 月１日 美原区役所別館北側広場
11 月８日 南区役所４階
11 月 14 日 西区役所２階
11 月 15 日 堺市役所市民交流広場
（岸和田市） ・虐待防止推進月間関連活動
「広報きしわだ」による広報および街頭啓発活動
オレンジリボン運動

4(1)アウ

（池田市） ・児童虐待防止推進月間の広報啓発
4(1)ウ
広報誌による広報
オレンジリボンの職員配布やタペストリー、のぼりの掲示
（吹田市） ・チラシの全戸回覧、イベントでの配布★
・啓発物品の配布、のぼり、懸垂幕の掲出

4(1)イ

（泉大津市） ・児童虐待防止推進月間の広報啓発
4(1)ウ
広報誌による広報及びポスター、リーフレット等での啓発

（高槻市） ・児童虐待防止推進月間の広報啓発
4(1)アウエ
庁舎内でのパネル展示及びリーフレットの配架等。
関係機関へのポスター、リーフレット、車両用マグネット
等の配布。
啓発物品の配布及び街頭啓発。職員のオレンジリボンの着
用。
開催日 11 月４日
場所 JR 高槻駅周辺
・子ども・若者育成支援強調月間街頭キャンペーン
日時 11 月４日
場所 JR 高槻駅、阪急高槻市駅、JR 摂津富田駅、阪急富
田駅周辺
内容 啓発チラシ、ティッシュ等を配付(1500 部)
・ポスター掲示★ 原画は市内中学生作品。
・広報誌による広報★
（貝塚市） ・街頭啓発
開催日 11 月１日
場所 オークワ貝塚小瀬店、イオン貝塚店
内容 啓発物品の配布

4(1)イエ

（守口市） ・広報誌による広報及び懸垂幕の掲出

4(1)エ

（枚方市） ・「青少年の健全育成」及び「青少年指導団体」の周知
啓発物品の配布

4(1)エ

（茨木市） ・懸垂幕の掲出
4(1)イウエ
・マスコットキャラクターを活用し、市内小中学校にて青少
年健全育成重点目標の PR 及びリーフレットの配布
（八尾市） ・啓発物品の配布
4(1)イウエ
・
「少年を守る日・家庭の日」
「児童虐待防止推進月間」街頭
啓発
実施日 11 月５日
内容 啓発物品の配布
（泉佐野市） ・懸垂幕の掲出
・庁舎玄関及び駅前に啓発旗の設置。
・啓発物品の配布
（河内長野市） ・ポスター掲示★
・青少年健全育成標語の募集

4(1)アイ

4(1)ア
(2)イ

（松原市） ・懸垂幕の掲出
・中学校フェスタでの広報啓発
・あいさつ運動の実施

4(1)アイウ

（大東市） ・啓発物品の配布

4(1)イエ

（和泉市） ・児童虐待防止推進月間の広報啓発
幼稚園児、保育園児が制作したオレンジリボンの配布
啓発物品の配布
広報誌への掲載

4(1)ウ

（箕面市） ・児童虐待防止推進月間の広報啓発
4(1)ウ
庁舎内でのメッセージツリーの展示他、ポスター、リーフ

レット、啓発物品の配布。
広報誌及びホームページでの広報
公用車へのマグネット貼付及び庁内外にのぼり旗の設
置
11 月７日市内３か所にて街頭啓発活動
（羽曳野市） ・のぼりによる啓発
・公用車等にマグネットシール貼付、啓発物品の配布
（門真市） ・啓発物品の配布

4(1)ア

4(1)イエ

（摂津市） ・青少年健全育成啓発ポスターの作成及び掲示★
4(1)アウエ
・パネル展開催
日程 11 月９日～24 日
場所 摂津市立コミュニティプラザ
内容 女性・子ども・高齢者・障害者への暴力・虐待の防
止に向けた取り組みの紹介
・児童虐待防止推進月間の広報啓発
懸垂幕、のぼり、ポスターの掲示、リーフレット、啓発物
品の配布。
街頭キャンペーンの実施
公用車へのマグネット貼付及び花壇にオレンジ色の花の
植樹
（藤井寺市） ・街頭啓発活動
実施日 11 月 15 日
場所 近鉄藤井寺駅周辺
内容 啓発物品の配布

4(1)アエ

（東大阪市） ・広報誌での広報、駅や学校でのポスター掲示、庁舎内にミ 4(1)イエ
ニのぼりの設置。
（四條畷市） ・啓発物品の配布

4(1)イエ

（守口市、枚方市、寝 ・北河内地区青少年指導関係者連絡協議会 20 周年記念事業 4(1)イエ
屋川市、大東市、門真
開催日 11 月 21 日
市、四条畷市、交野市） 場所 イオンモール四條畷店
内容 北河内地区青少年指導関係者連絡協議会 20 周年記
念事業として、北河内地区７市で啓発物品の配布
（交野市） ・広報誌及びホームページによる広報、ポスター、チラシの 4(1)ウ
配布★
（大阪狭山市） ・「毎月５日は少年を守る日」の広報啓発
4(1)エ
実施日 11 月５日
内容 広報車による啓発メッセージの放送と巡回。
・「子ども若者育成支援強調月間」街頭啓発★
実施日 11 月 14 日
場所 総合体育館
内容 産業まつり（イベント）に合わせ、のぼりの設置及
び啓発物品の配布
（阪南市） ・児童虐待防止月間街頭啓発活動
開催日 11 月２日
内容 啓発物品の配布
・青少年健全育成月間街頭啓発活動
開催日 11 月 14 日

4(1)アイウエ

内容 啓発物品の配布
（能勢町） ・能勢文化フェスティバル街頭啓発活動にあわせ、啓発物品 4(1)エ
の配布。
開催日 11 月３日
場所 浄るりシアター
（忠岡町） ・広報誌による広報

4(1)ア

（熊取町） ・街頭啓発活動
開催日 11 月７日
場所 泉南郡熊取町 熊取交流センター
内容 啓発物品の配布

4(1)ウ

（田尻町） ・広報誌による広報★
・啓発物品の配布★

4(1)アエ

（千早赤阪村） ・あいさつ運動の実施
（大阪府） ・児童虐待防止推進月間の広報啓発
広報誌への広報及びステッカー、貼り広告等による広報。
大阪城天守閣、万博記念公園、太陽の塔、通天閣のオレン
ジ色のライトアップ。
実施日 11 月１日
ガンバ大阪試合会場での啓発活動
実施日 11 月７日
場所 万博記念公園スタジアム
内容 ハーフタイムに横断幕行進や場外でのオレンジリ
ボンメッセージの受付等
・薬物乱用防止の広報啓発
文字情報媒体（雪印メグミルクネオン、スーパー銭湯テレ
ビバナー）による広報
麻薬・覚醒剤乱用防止運動に係るポスターの掲示
・子どもの安全見守りに係る啓発ポスターの掲示
・啓発チラシの配布
・強調月間ポスターの掲示★
・深夜はいかいの防止啓発ポスターの掲示
・
「大人が変われば、子どもも変わる」運動、
「こども 110 番」
の広報
実施日 11 月３日
場所 大阪府咲洲庁舎
内容 「こころの再生」フェスティバル 2015 にあわせ、
のぼりの設置及び啓発物品の配布等
３．研修会等
（大阪市） ・子育て講演会開催
開催日 11 月７日
場所 此花区役所講堂
内容 講演「思春期セミナー」
・旭区青少年育成推進会議 役員会
開催日 11 月 12 日
場所 旭区役所 第１会議室
内容 「こども 110 番の家事業」の検証及び意見交換、今
後の青少年健全育成の取組み方針の決定
・要保護児童対策地域協議会（実務者会議）
・私立保育園連絡会
・要保護児童対策地域協議会
・阿倍野区青少年福祉委員会主催研修会

4(1)ア
4(1)ウ

4(1)エ

4(1)イエ
4(1)アイウエ
4(1)イエ
4(2)ア

4(1)アイウエ

開催日 11 月 18 日
場所 阿倍野区民センター小ホール
・保護司、中学校との連携強化研修会
開催日 11 月 12 日
場所 住之江舞昆ホール
・薬物乱用防止教室（住之江区）
開催日 11 月 13 日、20 日
場所 大阪市立住吉第一中学校他
内容 講演、ロールプレイ
・青少年指導員研修会
開催日 11 月 23 日
内容 区役所職員による自転車運転のマナーについての
講義等
・青少年問題検討委員会
開催日 11 月 24 日
内容 警察より青少年を取り巻く状況についての報告、青
少年指導員より青少年の支援のあり方・団体間ネットワー
クについての情報提供等
（堺市） ・区ごとに青少年指導員を対象に研修会を開催
4(1)ア
堺区 11 月 27 日「青少年の保護観察について」
中区 11 月 20 日「はやく出そう SOS はやく気づこう SOS
東区 11 月 18 日「青少年を支える取組み～少年サポート
センターでの取組みを通じて～」
西区 11 月 25日
「はやく出そう SOS はやく気づこう SOS」
南区 11 月 25 日「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｽﾏﾎと青少年の関わり方」
北区 11 月 30 日「地域福祉から考える青少年育成」
美原区 11 月 19 日「自転車運転中の危険なルール違反」
（岸和田市） ・青少年育成団体合同研修会
4 (1)アイエ
開催日 11 月 21 日
場所 市立公民館
内容 自転車に係る法律改正と交通安全への意識の向上
を目指して
（豊中市） ・若者支援シンポジウム
4(1)ア
開催日 11 月６日
場所 豊中市
内容 第１部 基調講演「これからの若者施策に必要な視
点」、パネルディスカッション
第２部 対話・意見交換
（池田市） ・要保護児童対策地域協議会研修会
（泉大津市） ・子どもの貧困対策関係者会議
・泉大津市小・中学校生活指導研究協議会
（泉大津市教育委員会）
・学校警察連絡協議会
（泉大津市教育委員会・泉大津警察）
・泉北地区二市一町中学校生徒指導主事協議会
・生徒指導主事及び子どもコーディネーター研修会
・「いじめ・不登校」研究委員会
（高槻市） ・子ども・若者育成支援協調月間高槻市民の集い★
開催日 11 月９日(月)
場所 クロスパル高槻
内容 講演会

4(1)ウ
4(1)エオ

4(1)ア

「虐待防止に向けて私たちができること～子どもだけでな
く親も助ける手助けを～」
（泉佐野市） ・青少年問題協議会講演会
開催日 11 月 19 日

4(1)ウ

場所 レイクアルスタープラザ･カワサキ生涯学習センター

内容 「自治体ボランティアが主体となった子どもの居場
所づくり」
（松原市） ・青少年対策会議（青少年育成関係者と生活指導担当者の意 4(1)イ
見交換会）
（箕面市） ・児童虐待防止啓発講演会
「家族のチカラ」
開催日 11 月 28 日
場所 箕面市役所第三別館
・箕面市生徒指導主事担当者会
（東大阪市） ・子育て講座開催

4(1)アウ

4(1)イ

（大阪府） ・薬物乱用防止ブロック連絡会
4(1)エ
・薬物乱用防止教室見学会、意見交換会
・大阪府中学校生徒会サミット
4(1)アイエ
開催日 11 月 14 日
内容 生徒会代表生徒による討議
・平成 27 年度 ボランティア・ミィーティング
開催日 11 月 11 日ほか
内容 コーディネーター、ボランティア、府内市町村教育
委員会担当者による情報交換、交流等
４ 青少年保護育成
巡回活動、環境浄化活
動等
（大阪市） ・子ども 110 番の家事業
4(1)エ
内容 旗、ポスターの掲示確認及び劣化等による張替え
・巡視活動、夜間非行防止活動パトロール他
開催日 11 月２日、４日、11 日、12 日、13 日 他
・統一指導ルーム
開催日 11 月 20 日、25 日、26 日 他
参加者 青少年指導員、青少年福祉員等
内容 夜間巡回活動(夜間に外出している青少年に帰宅を
促す等)
・このはちゃんパトロール
内容 職員による公園施設等遊具の安全点検や不審者対
策としての巡回
・統一かたづけ隊の活動
開催日 11 月 22 日
内容 区内の違法広告物の撤去
（吹田市） ・全市一斉合同パトロール
実施日 11 月２日他
参加者 教育委員会、青少年指導員、各種団体等
内容 市内 32 地区のパトロール
（泉大津市） ・薬物乱用防止教室
・Izumiotsu City 声掛けチーム
「Together」による放課後巡回活動

4(1)エ

4(1)エ

（教員ＯＢ、警察ＯＢ、学生等）
（守口市） ・小学校区別による街頭パレード

4(1)エ

（八尾市） ・「青少年を守る店」の啓発及び、新規協力の依頼

4(1)エ

（大東市） ・第３回大東市内夜間一斉巡視（啓発）活動
開催日 11 月 21 日
場所 四條畷駅、野崎駅、住道駅、鴻池新田駅

4(1)エ

（和泉市） ・非行防止巡回活動

4(1)エ

（箕面市） ・街頭補導活動
4(1)エ
・箕面市・箕面市教育委員会・各小学校区青少年を守る会に
よる青色防犯パトロール
・生徒会学習会 スマホサミット
（門真市） ・門真市少年補導活動ネットワーク★
実施日 11 月 12 日 他
場所 門真市内中学校区
内容 校区内パトロール
（東大阪市） ・市内 14 地区にて環境浄化キャンペーンの実施

4(1)イエ

4(1)エ

（島本町） ・夜間パトロール
開催日 11 月 27 日
場所 町内公園や駅前等

4(1)エ

（大阪市、吹田市、高 ・有害図書類の点検・指導
槻市、貝塚市、守口市、
八尾市、泉佐野市、河
内長野市、松原市、大
東市、和泉市、箕面市、
柏原市、田尻町）

4(1)エ

（大阪府） ・少年サポートセンターと学校の合同補導
4(1)エ
開催日 11 月６日ほか
内容 各少年サポートセンターと学校が合同で夜間街頭
補導を実施
・少年サポートセンターでの社会貢献活動
4(1)アイエ
実施日 11 月 21 日
場所 八尾久宝寺緑地
内容 公園内の花壇の花植え等
５ 子ども・若者の社
会参加活動(ボランテ
ィア、体験活動等)
（大阪市） ・城北公園と淀川わんどの『お宝』を学ぶつどいの開催
4(1)アエ
開催日 11 月７日
場所 城北公園、淀川わんど
内容：小学生対象。城北公園及び淀川わんどという旭区の
地域資源を活用して、自然・環境・防災・交通安全につい
て体験しながら学習。
・にしなりプレーパークの開催
開催日 11 月１日、８日
開催場所 もと津守小学校・幼稚園
内容 子どもたちが自分の責任で自由に遊ぶことを通じ

て、「生きる力」を育むことを目指す
・竹垣づくり講習会
開催日 11 月 13 日
場所 加賀屋緑地
・子ども向け公園遊具講習
開催日 11 月６日ほか
場所 三先公園ほか
内容 小学生、幼稚園児に公園の安全利用の講習会を実施
・人と自然のかかわりや生命の大切さを知る取組
開催日 11 月 10 日
場所 天王寺動物公園
・花や緑との触れ合いを通して、地域との世代間交流を図る
取組
11 月 13 日 八幡屋小学校
八幡屋公園事務所と小学校で校内を飾るハンギングバス
ケットを子どもと保護者や地域住民で作る取組
11 月 19 日 九条幼稚園
大阪城公園事務所が、九条幼稚園児を対象に世代間交流と
して花の植え替えを実施。子どもたちの安全を地域で考え
ることも目的としている、
11 月 24 日 岩崎橋公園
八幡屋公園事務所所管の公園花壇で近隣の子どもたちと
地域住民で種から作った花苗を公園花壇に植え付ける取
組
（岸和田市） ・放課後こども教室
4(1)ア
開催日 水・土曜 場所 小学校・公民館
内容 地域住民による、安心・安全な子どもの居場所づく
り活動
・公民館まつり
開催日 土・日曜 場所 各公民館
内容 公民館を拠点とした、各種教室や
講座等の発表と交流
（豊中市） ・青少年カー二バル
開催日 11 月８日
場所 ふれあい緑地
内容：ウォークラリー、工作など
（泉大津市） ・子どもの居場所づくり
社会福祉施設での「こども食堂」実施

4(1)アイ

4(1)オ

（泉佐野市） ・小中学生のほか未就学児及びその保護者を対象にしたハイ 4(1)ア
キング
実施日 11 月 15 日
（河内長野市） ・ひきこもり等相談
開催日 11 月 12 日
場所 キックス
内容 ひきこもりで悩む青年や家族の相談
・駅前こども教室
開催日 11 月 12 日
場所 ノバティホール他
内容 小学生による工作・自然観察等

4(1)ア

（和泉市） ・自主活動支援事業「防災学習」
4(1)アエオ
災害図上訓練(DIG)で防災マップの作成、フィールドワー

クの実施
・テスト前勉強会
中学生を対象に、高校・大学生ボランティアが中心となり、
自主学習のサポートを行う
（箕面市） ・豊能地域３市合同労働問題セミナー
4(1)アイ
開催日 11 月 26 日
場所 箕面市立中央生涯学習センター
内容 知らなきゃ損？！「社会保険・税・ルール」基本の
「キ」
・親子クッキング教室
「旬と味わうお米のごはん」
開催日 11 月 21 日
場所 総合保健福祉センター
内容 食育推進事業、調理実習
・みのおアイディアメニューコンテスト
開催日：11 月 28 日
場所：メイプルホール
内容：小学５年生～中学生対象。箕面産の野菜を取り入れ
たメニューを募集。受賞者を表彰。
（豊能町） ・わが町とよのの自然体験第 10 回「森と遊ぼう!!」
開催日 11 月 21 日
場所 町内の里山及びその周辺
内容 里山整備、木工細工等

4(1)エ

（能勢町） ・地域教育協議会イベント
内容 ペーパークラフト等

4(1)ア

（大阪府） ・起業家教育活動促進事業（出前講座）の実施
4(1)ア
開催日 11 月 26 日
場所 大阪府立みどり清朋高等学校
内容 起業したきっかけなど講師の体験談やアイデアを
出し合うグループワーク
・ハッピーＪＯＢフェア
開催日 11 月 26 日
場所 エル・おおさか
内容 合同企業説明会・面接会、セミナー
・地域金融機関等と連携した未就職若年者等就職支援事業
〔第Ⅱ期〕の実施
開催日 11 月 14 日ほか
場所 高槻現代劇場ほか
内容 合同企業説明会
・若者安定就職応援事業の実施
開催日 11 月５日ほか
内容 合同企業説明会
・立ち直り支援活動
4(1)アイエ
内容 各少年サポートセンターによる個別の立ち直り支
援
６ 顕彰等
（岸和田市） ・文化の日式典
4(2)イ
開催日 11 月３日
場所 文化会館
内容 子ども・若者育成活動に貢献した個人・団体を表彰
（豊中市） ・青少年指導者表彰

4(2)イ

開催日 11 月３日
場所 豊中市役所
内容 青少年団体の指導者として、団体の発展と青少年の
健全育成に貢献された方を表彰。
（大阪府） ・青少年賞・青少年育成功労者等表彰・青少年健全育成優良 4(2)イ
店表彰式
開催日 11 月５日
場所 プリムローズ大阪
内容 青少年や多年にわたり青少年の健全育成運動に尽
力、貢献した青少年育成者等に対する表彰
７ その他
（和泉市） ・子ども電話相談(チャイルドライン)
18 歳までの青少年を対象とした電話相談事業

4(1)イウエ

（大阪府） ・電話相談「すこやかダイヤル」推進週間
4(1)アイウエ
実施期間 11 月９日～13 日
場所 大阪府教育センター
内容 いじめ・学習活動・学校生活・その他教育に関する
相談すべてに対し、電話・FAX・電子メールにより相談を
受ける。

