平成 28 年度「子供・若者育成支援強調月間」実施結果
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●第 39 回郡山市青少年健全育成推進大会
開催日：11 月 10 日 場所：郡山市
出席者：郡山市長、市教育長、関係行政
機関、青少年育成関係者等 500 名
内容：大会宣言、青少年健全育成推進協
議会長表彰、中学生の作文発表
高校生の演劇上演
●二本松市青少年健全育成推進大会
開催日：11 月 5 日 場所：二本松市
出席者：二本松市長ほか会員、市民
188 人
内容：大会宣言決議、中学生の作文発表、
講演
●平成 28 年度伊達市青少年育成推進大会
開催日：11 月 26 日 場所:伊達市
参加者：児童、生徒、保護者、地域住民、
PTA、青少年関係者 220 人
実施内容：青少年育成市民会議表彰、少
年の主張発表など
●少年の主張大会(伊達市、会津坂下町、柳
津町、★矢祭町)
●第 47 回東北農村青年会議福島大会(福島
県)
開催日:11 月 1～2 日 場所：いわき市
出席者:東北各県の青年農業者、県内農
業短期大学校生、農業高校生徒、関
係機関等 300 名
内容:東北 6 県の農業青年の代表による
プロジェクト･意見発表、県内農業
高校生による成果発表、交流会、現
地視察
●平成 28 年度新規就農交流会（福島県）
開催日:11 月 24 日 場所:郡山市
出席者:就農希望者、新規就農者、関係
機関・団体等 約 140 名
内容:指導農業士による講演、新規就農
者の事例発表、県農業青年クラブ連
絡協議会及びふくしま農業女子ネ
ットワークの活動報告等

●広報誌(紙)による広報
２ 広報啓発活動
（各警察署、猪苗代町）
（福島県、市町村、各警察署、
●懸垂幕・横断幕の掲出 （会津若松市）
福島県青少年育成県民会議）
●啓発ポスター掲示
（★福島県、★県民会議、いわき市）
●啓発パンフレット等の配布
（★福島県、各警察署、会津若松市、南相
馬市、猪苗代町、会津坂下町、いわき市、
★県民会議）
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●街頭啓発キャンペーン
（福島県、各警察署、会津若松市、相馬市）
●朝のあいさつ運動 （会津若松市）
●青色回転灯広報車による不審者からの防
犯パトロール活動 （須賀川市）
●交通事故防止、非行防止標語の立て看板設
置 （★矢吹町）
●ラジオ放送 （各警察署）
●ふくしま相談支援まっぷの作成
(県民会議)
●小中学校校長会議 （白河市）
３ 研修会等
（福島県、市町村、各警察署、 ●少年センター補導員連絡協議会幹事会
（各警察署、喜多方市）
福島県青少年育成県民会議）
●青少年育成市民会議視察研修会
(喜多方市)
●青少年問題協議会・要保護児童対策地域協
議会合同会議 （各警察署、南相馬市）
●薬物乱用防止教室
（福島県、各警察署、猪苗代町）
●健康、食事面に関する教育講演会
(猪苗代町)
●人権擁護委員講演会 （猪苗代町）
●ブックスタート （会津坂下町）
●親子クッキング教室 （会津坂下町）
●家庭教育講演会・放課後子ども教室研修会
（会津美里町）
●個別ケース検討会 (泉崎村)
●スクールソーシャルワーカー学校訪問
（★矢吹町）
●不登校対策推進事業 （福島県）
●不登校講座 （いわき市）
●公開授業研修会(人権教育地域総合推進事
業) （福島県）
●健康教育推進者研修会 (福島県)
●食環境を考える会 (福島県)
●少年警察ボランティア協会視察研修
（各警察署）
●学校警察連絡協議会（各警察署）
●いわきグローバルアカデミー第 6 回「いわ
き志塾」 （いわき市）
●企業と連携したキャリア教育の推進
（いわき市）
●いわきっ子いきいき健やか食育教室
（いわき市）
●幼児むし歯予防対策事業（歯科健康教育、
歯ピカリ教室） （いわき市）
●「大人が変われば、子供も変わる県民運動」
(県民会議)
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４ 青少年保護育成巡回活動、 ●街頭補導活動 （各警察署、福島市、会津 4(1)オ
若松市、白河市、須賀川市、喜多方市、相
環境浄化活動等
馬市、南相馬市、伊達市、泉崎村、
）
（福島県、市町村、各警察署）
●見守り活動 （会津若松市、会津坂下町、 ★4(1)オ
泉崎村、★矢吹町）
●ビデオ・有害図書類自動販売機の点検･指 4(1)エ
導 (福島県)

５ 子供・若者の社会参加活動
（福島県、市町村、各警察署）

●危険箇所の巡回活動
（各警察署、会津若松市）
●有害環境実態調査 （福島県、各警察署、
福島市、会津若松市、郡山市、喜多方市、
相馬市）
●子どもの人権 SOS ミニレター活用による相
談環境整備 （南相馬市）
●ノーテレビ・ノーゲームタイムの実施
（会津坂下町）
●放課後子ども教室 （会津坂下町）
●不審者被害防止活動 （矢吹町）
●非行防止教室（各警察署・54 回)

4(1)オ

●放課後児童クラブ、子育てサロン等におけ
るボランティア活動 （郡山市）
●「ニコニコこども館まつり 2016」イベント
運営補助ボランティア体験 （郡山市）
●地域伝統行事への参加 （須賀川市）
●花いっぱい運動 （南相馬市）
●昔の遊び体験、子ども祭り、第 31 回大枝
ふる里おこし祭り、羽山神社祭礼、あんぽ
祭り、三世代ふれいあい行事、第 7 回堰本
地区文化祭、第 51 回梁川町内一周駅伝大
会、平成 28 年度だてウォーキング大会
(伊達市)
●赤い羽根共同募金活動、ソバ祭り、広瀬は
ちみつフェスタ、八幡わいわいまつり、バ
レーボール大会、ボランティアセミナー等
でのボランティア活動 （会津坂下町）
●各種スポーツ大会(剣道･柔道等)
（各警察署）
●ヤングボランティアとのクリーン活動
（各警察署)
●ヤングボランティアとの各種体験活動(お
菓子作り、農業体験、木工体験等)
(各警察署)
●青年期グループワーク事業（ひきこもりの
居場所づくり） （いわき市）
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●「あいづっこの約束/あいづっこの感謝(絵
６ その他
手紙)」作品展の開催 （会津若松市）
（福島県、市町村、福島県青少
開催日：11 月 1 日～11 月 7 日
年育成県民会議）
参加者：各地区青少年育成推進協議会、
学校関係者、児童生徒
●いじめ根絶作文･標語･ポスター作品表彰
式 （いわき市）
開催日:11 月 24 日 場所:いわき市
出席者:いわき市長、教育長、市内小中
学生約 20 名
内容:表彰、作文発表、いじめ根絶 10 か
条発表
●福島県青少年育成県民会議会長表彰
(県民会議)
●講習会を実施するための前調査
子どもの貧困対策について教職員から
の聞き取り調査を実施 （会津若松市）
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●朝食について見直そう習慣運動
（福島県、須賀川市）
●みんなで子育てワイワイショップ
（相馬市)
開催日：11 月 20 日 場所：相馬市
参加者：相馬市子育て支援連絡会員、
青少年健全育成市民会議家庭教
育部会員、一般参加者等 335 人
内容：「子育ての日」にあわせて毎年開
催。ヒップホップダンスなどのス
テージのほか、子どもが喜ぶブー
スを運営し、子育てを応援した。
●田村地区作文コンクール表彰式
（田村市）
●白根地区フェスティバル (伊達市)
●「家庭の日」作品コンクール入賞者の表彰
及び作品の掲示 （磐梯町、県民会議）
●標語コンクール表彰 （会津坂下町）
●「家族のきずな」図画コンクール
（泉崎村)
●スポーツ教室・講演会 (★小野町)
●「モラル･エッセイ」コンテスト(道徳教育
総合支援事業) (福島県)
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