
    （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   福岡県 
青 少 年 行 政  

主管課(室)名 
新社会推進部青少年課 

区分 内            容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 大会等 

（福岡県、 

市町村） 

 

 

 

 

 

青少年健全育成大会・講演会 

 

北九州市・久留米市・みやま市・鞍手町・

吉富町・宮若市・筑後市 

4(1)ア、イ、ウ、エ 

青少年健全育成奨励賞 福岡市 4(2)イ 

人権問題講演会 直方市 4(1)エ 

青少年の主張大会・意見発表会・討論会 

 

飯塚市・田川市・筑後市・小郡市・宮若市・

糸田町・大任町・大野城市 

4(1)ア、イ、エ 

 

市民文化祭・フェスタ・フォーラム 

 

福岡市・筑紫野市・春日市・大野城市・古

賀市、志免町・宇美町・篠栗町・粕屋町 

4(1)ア、イ、ウ、エ 

子どもまつり・文化祭・ヤングフェスティバル・市民ア

ート展・チャレンジウォーク 

福岡市・久留米市・宗像市 4(1)ア、４(2)イ 

児童虐待防止講演会・フォーラム 福岡県 4(1)ウ①，ウ②，ウ③ 

福岡県薬物乱用防止地域対話集会 福岡県 4(1)エ(ウ)③ 

うきは防犯青少年武道大会（剣道） 福岡県警察 4・ア、イ 

県民マラソン 福岡県青少年育成県民会議 4(1)ア 

子ども会スポーツ大会・スポーツ交流会 新宮町 4(1)エ(ｴ)③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 広報啓発

活動 

（福岡県、 

市町村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 広報啓発

広報誌・新聞・テレビ・ラジオ・ホームページ・有線放

送・通知文等による広報 

北九州市・福岡県・福岡県警察・大牟田市・

筑後市・大川市・行橋市・春日市・大野城

市・福津市・朝倉市・糸島市・那珂川町・

篠栗町・志免町・大刀洗町・大任町・苅田

町・吉富町・上毛町・福岡県青少年育成県

民会議 

★4(1)ア、イ、ウ、エ、

オ、４(2)ア，イ， 

 

懸垂幕・横断幕・のぼりの掲出、ＴＶモニター放映 

 

福岡県・福岡市・久留米市・行橋市・宗像

市・古賀市・朝倉市・糸島市・飯塚市・添

田町 

★4(1)ア，イ，ウ，エ，

オ、４(2)ア，イ 

啓発ポスターの掲示・配布 

 

福岡県・福岡市・飯塚市・大野城市・志免

町・新宮町・粕屋町･苅田町・築上町 

 

★4(1)ア，イ，ウ，エ，

オ、４(2)ア，イ 

啓発パンフレット・啓発冊子・啓発物品配布 

 

福岡県・福岡市･福岡県警・大牟田市・春

日市・太宰府市・古賀市・朝倉市・志免町・

岡垣町・吉富町・行橋市・大野城市 

★4(1)ア、イ、ウ、エ、 

広報車（公用車ボディーパネルを含む）による啓発 福岡県・久留米市・飯塚市・行橋市 4(1)ア、イ、ウ、エ 

青少年健全育成キャンペーン・犯罪防止キャンペーン・

街頭啓発 

大野城市・宗像市・福津市 4(1)エ、４(2)ア 

子ども・若者育成支援広報啓発キャンペーン、青少年非

行・被害防止キャンペーン 

田川市・福岡県警察 4(1)ア、ウ、エ、 

 

薬物乱用防止キャンペーン・ポスターの配布・掲示 久留米市 4(1)ウ、 

「女性に対する暴力をなくす運動」街頭キャンペーン 福岡県警察 4(1)エ(オ) 

飲酒運転撲滅キャンペーン 福岡県・大野城市 4(1)エ 

オレンジリボンキャンペーン 春日市・大野城市 4(1)ウ 

子ども・若者育成支援強調月間 福岡県 4(1)イ、エ 

児童虐待防止推進月間 福岡県、福岡県警察、大野城市 4(1)ウ 

青少年が利用する店舗等（カラオケ、書店、ゲームセン

ター、インターネットカフェ、コンビニ）に対する青少

年への見守り、声かけ等協力依頼 

福岡市子ども総合相談センター 4(1)エ 

インターネット利用・フィルタリングサービスに関する

講話 

福岡県警察 4(1)ア、エ 

表彰、ポスター・標語・書写・川柳の作品展 北九州市・福岡市・大牟田市 4(1)ア、イ 



活動 

（福岡県、 

市町村） 

社会教育委員の会「家庭の約束 10ヶ条」アンケート みやま市 4(1)イ 

祭り会場に啓発コーナーを設置 大刀洗町 4(1)ウ① 

 

 

 

 

 

 

３ 研修会 

 等 

（福岡県、 

市町村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年指導員・補導委員、生徒指導担当者等の研修・会

議・懇談会・情報交換会・講演会・ 

福岡県・福岡市・大牟田市・柳川市・大野

城市・福津市・篠栗町・須恵町・桂川町・

川崎町・宗像市・嘉麻市・みやま市・那珂

川町・福岡県警察 

4(1)ア、イ、ウ、エ、４

(2)ア 

青少年育成講座、子ども体験事業 福岡市 4(1)ア 

その他各種会議・研修会・講座・教室、情報交換会 大川市・春日市・大野城市・太宰府市・中

間市・福津市 

4(1)ア、イ、エ、 

福岡県要保護児童対策地域協議会 福岡県・大刀洗町 4(1)ウ② 

青少年インターネット適正利用推進協議会部会 福岡県 4(1)エ(ウ)① 

要保護児童対策実務者会議 福岡県警察 4・ア、ウ 

北九州市子ども・若者支援地域協議会 北九州市 4(1)ア① 

家庭教育学級・子育て学級 春日市 4(1)イ③ 

非行防止教室・薬物乱用防止教室 福岡県警察・久留米市 4(1)ア、ウ 

ストーカー・ＤＶ・リベンジポルノ等、防犯、ストーカ

ー事案被害防止講話 

福岡県警察 4(1)エ 

飲酒運転撲滅教育 福岡県 4(1)エ 

児童虐待防止セミナー、子どもの虐待防止講演会 福岡県・飯塚市・宗像市 4(1)ウ 

非行防止・ネット依存防止講師派遣事業 福岡県 4(1)ア，イ，ウ，エ 

小学生安心ネット・ワークショップ 福岡県 4(1)イ②、エ(ｳ)① 

ネットパトロール講習会 福岡県 4(1)エ(ｳ)① 

警察による講演会（補導説明会） 福智町 4(1)ア 

リーダー養成事業、研修 青少年団体連絡協議会 4(1)ア、エ 

 

 

 

 

 

４ 青少年 

保護育成 

巡回活動、 

環境浄化 

活動等 

（福岡県、 

市町村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県下一斉立入調査 福岡県・福岡県警察・北九州市・福岡市・

大牟田市・直方市・田川市・柳川市・八女

市・筑後市・大川市・豊前市・中間市・小

郡市・春日市・大野城市・宗像市・太宰府

市・古賀市・福津市・宮若市・嘉麻市・朝

倉市・糸島市・宇美町・篠栗町・須恵町・

新宮町・粕屋町・水巻町・岡垣町・筑前町・

苅田町・上毛町・志免町 

4(1)エ、 

街頭補導・夜間パトロール・校区巡回・街頭活動・禁煙

補導・防犯パトロール・安全パトロール・環境浄化活動、 

年末年始街頭キャンペーン・非行防止運動 

福岡県・福岡県警察・北九州市・福岡市・

大牟田市・久留米市・飯塚市・行橋市・中

間市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰

府市・宗像市・古賀市・福津市・嘉麻市・

糸島市・那珂川町・宇美町・篠栗町・志免

町・新宮町・粕屋町・芦屋町・水巻町・岡

垣町・遠賀町・桂川町・大木町・大刀洗町・

糸田町・福智町・苅田町・みやこ町・築上

町 

4(1)エ、 

青色パトカー巡回 大牟田市・田川市・大川市・中間市・大野

城市・福津市・嘉麻市・福智町・宗像市 

4(1)イ、エ、 

ヤングテレホン（電話相談） 中間市 4(1)ア 

白いポストでの図書回収 飯塚市・大川市・中間市・筑紫野市・太宰

府市・福津市・篠栗町・粕屋町・筑紫地区

少年センター・宗像市・岡垣町・苅田町 

4(1)エ、 

青少年健全育成条例普及活動 筑紫野市 4(1)エ 

ノーテレビ・ノーゲームチャレンジ 福津市 4(1)イ② 

児童の安全確保に係る一斉行動 吉富町 4(1)エ 

花いっぱい運動 篠栗町 4(1)ア②、エ 

交通安全指導 大野城市 4(1)エ(ｲ) 



乗車マナー向上キャンペーン 行橋市 4(1)エ 

風俗営業店等の立入の実施 福岡県警察 4(1)ｴ 

あいさつ運動・登下校見守り運動・子どもを見守る運動 桂川町・苅田町・吉富町・上毛町 4(1)ア、イ、エ、 

 

 

 

 

５ 子ども・

若者の 

社会参加 

活動 

（福岡県、 

市町村） 

 

 

 

 

校区・公園等の清掃活動・落書き消し活動 福岡県警察・福岡県 4(1)ア、 

成人式実行委員会 春日市 4(1)ア② 

青年の翼 福岡県 4(1)ア④ 

通学合宿 春日市、福津市 4(1)ア、 

蕎麦打ち体験、農業体験、芋掘りと収穫祭 福岡県警察・福岡市 4(1)ア 

親子キャンプ、海岸清掃、野外活動、自然学校、スポー

ツクライミング、三世代交流ニュースポーツ大会、親子

サッカー教室 

北九州市・福岡市・岡垣町 4(1)ア、イ 

子ども議会（町内小学校６年生代表による参画）、子ど

もリーダー研修、通学合宿 

福岡市・春日市 4(1)ア 

生活がんばり強調月間 大野城市 4(1)イ 

地域のイベントへの協力、灯明祭 古賀市・福岡市 4(1)ア 

英彦山こてんぐ塾 添田町 4(1)ア 

防風林保全活動、海岸清掃活動 福津市 4(1)ア② 

海岸一帯及び各学校周辺の清掃活動 岡垣町 4(1)ｱ 

ジュニアリーダークラブによる文化祭ボランティア 太宰府市 4(1)ｱ 

 

 

 

６ その他 

 

 

「家庭の日」及び「オアシス運動」作文・ポスター作品

入賞者に対する表彰 

福岡県青少年育成県民会議 4(2)イ 

オアシス運動の実施 須恵町 4(1)ｴ(ｲ)① 

養育支援訪問 春日市 4(1)ウ② 

相談機関の設置（教育サポートセンター） 大野城市 4(1)ウ 

冬季休業期間に向けた児童生徒の指導について（通知） 福岡県 4(1)イ、エ 

 


