（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
くらし創造部青少年・生涯学習課
主管課(室)名

奈良県
分

１ 大会等

２ 広報啓発活動

内

容

○おでかけ健康フェスタ（県）
開催日：平成 27 年 11 月 7 日（土）
実施場所：奈良県文化会館
内
容：健康寿命日本一を目指し、広く県民
に健康づくりの大切さや実践方法
を学ぶ場を提供。奈良県食育作文コ
ンテスト知事表彰、軽スポーツ体験
等、子ども・若者も楽しめるイベン
トを実施
○ユニバーサルキャンプ in 生駒
（生駒市）
○ふれあいハートフェスタ
（生駒市）
○ファミリーウォーク in 生駒
（生駒市、三宅町）
○青少年健全育成集会等
（香芝市、桜井市）
○青少年を守り育てる市民の集い
（天理市）
○県内一斉オレンジリボンキャンペーン
実施日：平成 27 年 11 月 2 日（月）
実施場所：奈良市、天理市、橿原氏、五條市、生
駒市、香芝市、宇陀市、平群町、川西
町、王寺町、広陵町、大淀町
内容：児童虐待防止推進月間の取り組みとして、
県による近鉄奈良駅周辺での街頭啓発および県内
１２市町村による駅等で街頭啓発を実施。市町村各
所においてオレンジリボン・ティッシュ等の啓発物
品の配布
○オレンジリボンキャンペーン
実施日：平成 27 年 11 月 3 日（火）
○オレンジリボン「みんなで見守る」市町村リレー
キャンペーン
実施期間：平成 27 年 9 月～12 月
○「子ども・若者育成支援強調月間」啓発等
（宇陀市、香芝市、斑鳩町、奈良市）
○広報誌及びホームページ等に掲載
（★斑鳩町、★安堵町、★葛城市、★天理市、
御杖村）
○有線放送、広報車両による広報等
（桜井市、葛城市）
○横断幕、懸垂幕、のぼり等の掲出等
（★上牧町、★香芝市、★斑鳩町、★奈良市、
★三郷町、★葛城市、★明日香村、大和郡山市）
○啓発パンフレット、啓発物品等の配布等
（★宇陀市、★香芝市、★桜井市、★東吉野村、
★葛城市、★御所市、★明日香村、大和高田市）
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３ 研修会等

○「スマホ・ケータイ」出前啓発講習会
（県、ＮＰＯ団体他）
実施期間：平成 27 年 6 月 1 日（月）～
平成 28 年 1 月 31 日（日）
計 75 講座〔月間中１２講座開催〕
内
容：近年の急速な情報化の進展に伴い、携
帯電話やスマートフォン等から発信されるインタ
ーネット利用の拡大と比例して、青少年が犯罪の被
害者・加害者になる事例が急増している。そこで、
各専門講師を派遣し、青少年のインターネット利用
に関する現状やその危険性について啓発し、適切な
利用方法について講習を行う。
○青少年指導員研修会
（生駒市、桜井市、山添村、奈良市、天理市、大和
郡山市、大和高田市、平群町）
○「子ども・若者育成支援のための地域連携推進事
業」近畿ブロック研修会
（天理市）
○県補導センター連絡協議会研修会等
（県、天理市、香芝市、五條市、奈良市、大和郡山
市、大和高田市、桜井市、橿原市）
○生徒指導講演会等
（天理市、大和郡山市）
○ユースアドバイザー養成講座
（天理市）
○「子ども・若者育成支援強調月間」記念講演会
（橿原市）
○家庭教育研修会
（田原本町）
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４ 青少年保護育成巡回 ○合同立入・巡回啓発活動
4★（1）エ
活動、環境浄化活動等
（県、県教委、県警察、奈良市、天理市、宇陀市、
平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、三宅町、田原本
町、川西町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町）
実施期間：平成 27 年 11 月 5 日（木）～
平成 27 年 11 月 19 日（木）
〔期間中のうち、８日間〕
内
容：県、県教委、県警、各市町村と連携し、
青少年にとって有害環境となるおそれ
のある店舗への立入・巡回を実施
○少年サポート強化デーにおける街頭補導
4（1）エ
啓発活動（県警察、少年補導員、市町村）
実施日：平成 27 年 11 月 20 日（金）
実施場所：県内主要駅、大型商業施設等、他
内
容：少年補導員、少年サポートセンター、各
警察署及び各市町村青少年育成関係者
による街頭啓発活動を実施
○乗車マナー向上運動にかかる巡視指導活動
4（1）エ
（県高等学校ＰＴＡ協議会、県内高等学校、
県警察）
実施日：平成 27 年 11 月 13 日（金）
実施場所：県内主要駅、バスターミナル
内
容：県高等学校ＰＴＡ協議会、県高等学校、
少年サポートセンター、各警察署により
高校生下校時におけるマナー向上等を
目的に巡視指導活動を実施

○補導、指導、校区巡視活動
（平群町、大和高田市、大和郡山市、天理市）
葛城市、生駒市、御杖村、桜井市）
○有害看板撤去活動、違法広告物簡易除去
（大和高田市、
）
○少年サポート強化デーの取組
（桜井市）

５ 子供・若者の社会参 ○大和高田市子ども会
加活動
（大和高田市）
○親子まつり
（大和郡山市）
○子どもカーニバル
（田原本町）
○桜井市ウォーキングフェスティバル
（桜井市）
○ふれあいのつどい～家族のきずな～
（三郷町）

６ その他
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○ひきこもり相談窓口
（県）
実施日時：毎週月～金曜日
（土・日祝日・年末年始を除く）
9 時～17 時（12 時～13 時を除く）
実施場所：奈良県庁１階
青少年・生涯学習課内
内
容：ひきこもり相談窓口を設置し、社会的自
立を目指す若者の状況に応じた個別的・継続的な相
談・支援を専門スタッフが電話相談、来所相談（要
予約）により行う。
4（1）オ
○中和はばたき教室の開催
（県）
実施日時：毎週金曜日１８時～
（教室は通年開催）
実施場所：王寺町
内
容：中和・吉野福祉事務所管内の生活保護世
帯及び生活困窮世帯のちゅう学生を対象に「子ども
の居場所（はばたき教室）」を開設し、子どもの社
会性や他者と関係を育む支援や高校進学に向けて
の学習支援を行う。
4★（1）ア
○「心と学び」のサポート事業
（県）
実施日時：毎週月、水、土曜日
14 時～20 時 30 分
（教室によって異なる）
実施場所：奈良市、大和郡山市、香芝市
内
容：ひとり親家庭の児童（小学校～高校生）
を対象に、ボランティアによる少人数制
の学習支援や悩みなどへの寄り添い支
援を行う。

○児童虐待事案対応合同訓練
（県警察）
実施日時：平成 27 年 11 月 11 日（水）
13 時 30 分～16 時
実施場所：奈良県警察学校
内
容：警察と児童相談所及び要保護児童対策地
域協議会等が互いに職務の理解を深め、
より一層の連携強化を図り、児童虐待事
案対応時における現場執行力を高める
ことを目的として実施
○あすなろダイヤル連絡会議
（県、県教委、県警察、奈良いのちの電話）
実施日時：平成 27 年 11 月 4 日（水）
実施場所：県立教育研究所
内
容：教育、いじめ、不登校、児童虐待
などの電話相談窓口機関の有機連携を
図るための情報交換ならびに事例研究
などを行う
○奈良県教育週間
（県教委、市町村教委、各学校等）
実施期間：平成 27 年 11 月 1 日（日）～
平成 27 年 11 月 7 日（土）
実施場所：県内各地
内
容：教育に対する県民の意識や関心を高める
とともに、家庭、地域社会及び学校が
一層連携を深め奈良教育の充実と発展を図ること
を目的としている。
○相談活動
（大和郡山市、田原本町、生駒市）
○子ども作品展
（天川村）
○少年指導員教育表彰
（天理市）
・社会貢献活動
（桜井市）
・挨拶運動
（吉野町）
・若者自立支援セミナー「父親塾母親塾」
（生駒市）
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