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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１ 大会等
（福井県、警察） ・安全安心まちづくりのつどい
(福井県、警察)
開催日：10 月 8 日
場 所：福井市
出席者：副知事、県議会副議長、県警本部
長、見守り隊など防犯関係者約
150 人
内 容：講演、高校生演劇、防犯功労表彰
等
（福井県） ・青少年健全育成福井県民大会～県民会議結
（公財）青少年育成
成 50 周年記念～（県、
福井県民会議）
開催日：11 月 5 日
場 所：福井市
出席者：副知事、県議会議長、県教委教育
長、県警察本部長、青少年育成関
係者等約 300 人
内 容：講演、少年の主張発表、青少年育
成功労表彰等
(福井市) ・第48回福井市子ども大会(福井市子連)
開催日：11月13日
場 所：福井市北体育館
内 容：子どもたちの体験発表、新聞迷路
チャレンジ、新聞ドーム作成等
(福井市) ・青少年育成福井市民会議本部講演会
開催日：10月15日
場 所：ユニオンプラザ福井
内 容：薬物乱用防止に関する講演会
(小浜市) ・子育て研修会(★小浜市）
開催日：11 月 27 日
・家庭教育講演会（★小浜市）
開催日：12 月 4 日
・教育懇談会（★小浜市）
開催日：12 月 14 日
(鯖江市) ・青少年健全育成鯖江市民大会
健全育成のための講演会（講師：荒巻仁氏）
日時：11 月 13 日
場所：鯖江市嚮陽会館、参加者：245 名
(坂井市) ・坂井市青少年健全育成推進大会
開催日：11 月 26 日
場 所：たかむく古城ホール
（高椋コミュニティセンター４階）
出席者：
市議会議長、市議会教育民生常任委員
長、教育委員長、教育長、県民会議事務
局長、小中学校教諭、小中学校ＰＴＡ、
コミュニティセンター長、コミュニティ
センター主事、坂井市青少年愛護センタ
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ー職員、青少年育成坂井市民会議関係者
内 容：表彰、壁新聞取組み事例発表
青少年活動発表
4(1)オ(ｲ)、(ｳ)
(あわら市) ・生涯学習推進大会
開催日：11 月 5 日
場 所：あわら市中央公民館
(県子ども会育成連合会) ・越前市・南越地区子どもまつり（越前市子連） 4(1)ア
開催日：11 月 13 日
場 所：越前市 大虫小学校体育館
出席者 :越前市教委事務局長等、越前市内
の子ども及び保護者、JL、指導
者・育成者等 80 名
内 容：バルン・アート、新聞ドームづく
り、新聞プール遊び
・全子連「子ども体験遊びリンピック事業」
【マンドリンの生オーケストラといっしょ
に音楽しようよ！ in Fukui】
（全子連・福井県子連・福井市子連）
開催日：11 月 27 日
場 所：福井市大土呂町「文寿殿」
出席者：福井市の子ども会の小学生と保護
者、指導者・育成者、全子連関係
者等 120 名
内 容：マンドリンオーケストラの鑑賞、
楽器作り、音楽劇の発表等
２ 広報啓発活動
(福井県) ・安全安心講習会(福井県)
4(1)オ(ｲ)③
開催日：10月9、10、29、30日
会場数：3会場(大和田げんき祭り等)
内 容：自転車ｼﾐｭﾚｰﾀｰ体験、交通安全啓
発ｸﾞｯｽﾞ作成など
(福井県教育庁) ・家庭教育通信の発行(県教育庁)
4(1)エ②③
「規則正しい生活習慣」の重要性について
「インターネット利用」の危険性及び家庭
におけるルール作りの重要性について
(警察) ・少年警察ボランティアによる非行防止啓発 4(1)オ
寸劇の公演 ２回（福井南警察署）
・健全育成「一筆啓上」標語コンクール表彰 4(1)ア、エ、オ
式及び作品の展示（坂井警察署）
・「あわら地区防犯ポスター作文コンクール 4(1)ア、エ、オ
入賞作品」掲示…7 か所（あわら警察署）
・広報紙による広報（越前警察署）
4(1)ウ、オ
・児童虐待防止啓発ポスターの掲示による広 4(1)ウ
報啓発（警察本部・各警察署）
・イベント会場等における啓発チラシの配布 4(1)ア、ウ、エ、オ
１１回（各警察署）
・非行防止教室 ４７回（各警察署）
4(1)ア、ウ、エ、オ
・被害防止教室 ２１回（各警察署）
4(1)ア、ウ、エ、オ
・敦賀市がケーブルテレビで放送している行 4(1)エ、オ
政チャンネルで「インターネット被害防
止」広報を実施（敦賀警察署）
・携帯電話、家電販売店に対するフィルタリ 4(1)エ、オ
ング広報啓発 ５回
(福井市) ・非行防止展(福井市)
4(1)ア
開催日：11月13日
場 所：エルパ1Ｆエルパスペース

(福井市)

(敦賀市)

(小浜市、永平寺町)
(大野市、勝山市)
(勝山市)

(坂井市)

(あわら市)

(鯖江市)

(鯖江市、越前町、池田町)

内 容：パネル展示やｸｲｽﾞﾗﾘｰを通じて、
親子で非行防止を考える企画
・家族ふれあい絵手紙コンクールの入賞作品
展示(福井市)
開催日場所：11月3日～6日 ＡＯＳＳＡ
11月13日
エルパ
11月14日～22日
福井中央郵便局
内 容：6 月下旬から 9 月かけて募集した
家族のふれあいをテーマとした
絵手紙コンクールの入賞作品を
展示し、家族がふれあう時間の大
切さへの認識を高める。
・愛護センターだより発行(毎月)
（敦賀市少年愛護センター）
385 部発行し、敦賀市補導員等関係者に
配布
・青少年つるが第 35 号発行(年 3 回)
（青少年健全育成敦賀市民会議）
約 27,000 部発行し、敦賀市全世帯に配布
・広報紙による広報(★小浜市、★永平寺町)
・青少年健全育成啓発用図画・ポスターコン
クール作品の展示（大野市、勝山市）
・啓発物の配布（街頭啓発活動）(★勝山市)
開催日：11 月 12 日
場 所：勝山サンプラザ・かじ惣勝山店
出席者：常任委員５人 事務局１人
・街頭啓発活動キャンペーン
（坂井市青少年愛護センター）
開催日：11 月 6 日
場 所：ピアゴ(丸岡町)、アミ(春江町)
参加者：坂井市青少年愛護センター職員、
青少年育成坂井市民会議関係者
内 容：啓発パンフレット等の配布
・のぼり旗設置による育成支援広報啓発活動
（坂井市）
期間：11/1～11/30 場所：47 ヶ所
・
「ｲｶのおすし」ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ広報啓発(坂井市)
・あいごメール発信(坂井市)
・啓発パンフレット等の配布
薬物乱用防止キャンペーン
期 日：11 月 5 日
場 所：あわら市文化祭会場
・映画上映による広報
児童虐待防止啓発映画「わたし、生きてて
いいのかな」上映による広報活動
日時：12 月 4 日
場所：鯖江市文化の館、参加者：30 名
・ユーカルフェスタ(丹南愛護センター)
（鯖江市勤労青少年ホーム祭）
開催日：10 月 23 日
内容：パネル展示、インタＤＶＤ上映
パトカー展示、体験乗車
自動車安全運転シミュレーション
・祭礼における広報(丹南愛護センター)
実施数：5 回
内容：啓発チラシ及び啓発グッズの配布
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・青少年育成ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(丹南愛護センター)
実施数：3 回 参加者：保護司など
内容：青ランプ、拡声器を使用した広報活
・巡回補導ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ貼付及び青ﾗﾝﾌﾟ点灯車
両による巡回広報(丹南愛護ｾﾝﾀｰ）
・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸによる各種広報(丹南愛護ｾﾝﾀｰ)
(越前市) ・「家族のふれあいを深めよう」懸垂幕・横
断幕設置(越前市)
１１月中、役所本庁舎、今立総合支所庁舎
・
「薬物乱用防止」立看板設置
（南越支所、越前市）
11 月中、越前市役所分庁舎、今立総合支所、
菊人形会場
・愛護センター広報紙「ちぐさ」にて強調月
間啓蒙（南越支所、越前市）
・広報車による「青少年育成の日」
「家庭の
日」広報（南越支所、越前市）
・ＪＲ武生駅前周辺、ＪＲ南条駅前周辺にお
いて携帯電話フィルタリング設定促進の
ための広報啓発活動（南越支所、越前市）
(南越前町) ・町民文化祭における地域住民との交流イベ
ント(南越前町)
3 会場、補導委員、青少年育成推進員など
20 名参加
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３ 研修会等
(福井県) ・青少年育成推進指導員研修会
(県、
（公財）青少年育成福井県民会議)
開催日場所：12月10日 県生涯学習館
12月11日 美浜町生涯学習ｾﾝﾀｰ
参加者：推進指導員、推進員など40名
(福井県教育庁) ・教育相談業務担当者等（外部人材）研修会
「子どもを取り巻く問題への対応」
・福井市小学校生徒指導主事連絡会における
講話
「いじめ・不登校の現状と対策」
「子どもの生活習慣に関する資料の活用
について」
・坂井地区いじめ問題研修会における講話
「いじめ・不登校の現状と対策」
・越前地区少年警察協助員会研修２回
(警察)
（越前警察署）
・児童虐待事案対応合同訓練
（警察本部少年女性安全課）
(福井市) ・第2回小学校生徒指導主事連絡会
開催日：11月4日
(敦賀市) ・子どもの安全を守る講演会
（青少年健全育成敦賀市民会議）
開催日：11 月 23 日
場 所：敦賀市福祉総合センター
あいあいプラザ
出席者：青少年健全育成敦賀市民会議
会員、一般市民 計 65 名
内容：講義
(小浜市) ・視察研修会(小浜市)
実施日：１０月３日（京都府舞鶴市）
場 所：特定非営利活動法人よのなか塾
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４ 青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等
(福井県)

(福井県、各市町)
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内 容：学校支援・社会的居場所づくり
・奥越ﾌﾞﾛｯｸ合同研修会(★勝山市、大野市)
開催日：11 月 16 日
場 所：勝山市教育会館 第１研修室
出席者：勝山市 29 人、大野市 13 人
内 容：講師 坂本 均 氏
（ノーム自然環境教育事務所）
演題「自然とのかかわり今昔」
※会場に強調月間のポスターを掲示した。
・社会教育指導員研修会出席
期日：11 月 25 日 場所：県生涯学習館
・補導員地区別懇談会（坂井市）
・丸岡中学校区問題行動小中連携会議
(坂井市)
・平章見守り隊研修会(坂井市)
・坂井町生徒指導部会(坂井市)
・要保護児童対策地域協議会実務者会議
(坂井市)
・みくにっ子見守り隊定例会(坂井市)
・鯖江市補導委員会県外研修会(丹南愛護)
場所：富山市富山学園(児童自立支援施設)
・第 3 回鯖江市小・中学校生徒指導主事連絡
協議会(丹南愛護ｾﾝﾀｰ)
・鯖江市いじめ問題対策連絡協議会
(丹南愛護ｾﾝﾀｰ)
・越前市要保護児童対策地域協議会実務者会
議(南越支所、越前市)
開催日：12 月 8 日、場所：越前市
・越前市補導委員会県外研修会(越前市)
場所：愛知少年院
・子ども重点見守りデー(県、小学校)
実施日：10月24日
場 所：坂井市長畝小学校
参加者：知事、警察本部長、教育長、見守
り隊、PTA、教職員など約30名
内 容：知事などが児童の下校見守り活動
に参加
・ビデオ、有害図書販売店および自動販売機、
有害玩具販売店、カラオケボックス、イン
ターネットカフェ、携帯電話販売店等の点
検・指導(福井県、各市町)
・一斉街頭補導(福井県)
実施日：12月22～24日
場 所：駅、量販店、繁華街など
参加者：県、警察、教育庁、学校、各市町、
少年警察協助員会など約1058名
・街頭補導活動(警察、福井市、敦賀市、小
浜市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、
鯖江市、越前市、南越支所、越前市補導委
員会、越前町、池田町、おおい町)
・白いポストによる有害図書回収（福井市、
敦賀市補導員連絡協議会、坂井市、鯖江市）
・青色回転灯巡回(坂井市)
子ども安全確保及び不審者対策等
・違反広告物等の街頭巡回活動
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５ 子供・若者の社会参加活動
（福井県警察） ・大学生アカペラサークル員による防犯アカ 4(1)ア、オ
ペラコンサート及び各種防犯寸劇の実施
１回（福井警察署）
・福井県少年警察大学生ボランティアによる 4(1)ア、オ
児童館訪問活動 ３回（少年女性安全課）
６ その他
(福井市) ・インターネット・携帯電話の危険性に関す 4(1)オ
る講習会(福井市)

