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
（兵庫県・阪神南県民センター） ○阪神南県民交流大会兼阪神南青少年健全
４(1)ア、イ、ウ、エ
育成フォーラム（阪神南県民センター）
開催日 11 月 29 日（火）
場 所 尼崎市総合文化センター
出席者 阪神南青少年本部長、こころ豊か
な美しい阪神南推進会議会長、阪
神南県民センター長、阪神南青少
年本部構成団体等 計 144 名
内 容 表彰式、講演、活動紹介のパネル
展示
４(1)ア、エ(2)
（兵庫県・中播磨県民センター） ○わくわく体験フェア
開催日 10 月 30 日
場 所 姫路港飾万津臨海公園
参加者 中播磨県民センター長、中播磨青
少年本部長、県議会議員、各町長、
青少年育成関係者、一般県民等
約 4,000 名
内 容 子どもたちがおもちゃの手作り、
外遊びを体験
青少年健全育成に貢献のあった
２団体８名に対し青少年本部長
表彰授与
（中播磨地域活動交流メッセ併催）
（兵庫県・淡路県民局）

４(1)ア②
○大人が変われば子どもも変わる
第 49 回青少年のつどい歩こう大会
（淡路青少年本部、淡路ブロック子ども会
連絡協議会）
開催日 11 月 23 日（水・祝）
場 所 南あわじウィンドファーム周辺
コース
出席者 青少年本部長、淡路ブロック子ど
も会連絡協議会長、淡路野外活動
協議会長、一般県民 計 150 名
・啓発グッズによる啓発

（尼崎市）

４(1)ア、イ、エ
○青少年健全育成・非行化防止・環境浄化
(2)
キャンペーン大会
開催日 11 月２日（水）13:30〜14:45
場 所 尼崎市ＪＲ尼崎駅周辺
出席者 尼崎市長、市議会副議長、尼崎東
警察署長等合計 140 名
内 容 ・キャンペーン宣言決議
・啓発パネルの展示
・キャンペーン活動の実施（各種
啓発用チラシの配布、啓発ティ
ッシュの配布 3,000 部）

（西宮市）

○第 48 回
開催日
場 所
出席者
参加者
内 容

（芦屋市）

★４(1)ア、イ、ウ
○芦屋市青少年問題協議会（芦屋市）
開催日 11 月 2 日
場 所 芦屋市
出席者 教育長、青少年問題協議会関係者
等 計 15 名
内 容 青少年問題審議会
★４(1)ア、オ
○芦屋市青少年愛護大会
開催日 11 月 24 日
場 所 芦屋市
出席者 芦屋市長、芦屋警察署長、教育長、
青少年育成関係者等 計 77 名
内 容 表彰式、市内巡視パトロール

（三田市）

○
「平成 286 年度三田市青少年健全育成大会」 ４(1)エ、オ
開催日 平成 28 年 11 月 19 日（土）
場 所 三田市総合福祉保健センター
講 演 「スマホやネットの危険から子ど
もを守る」
兵庫県警察サイバーパトロール
モニター松尾由香里氏
参 加 青少年育成関係者等約 110 人

（明石市）

○「 いじめストップあかし 実践発表会」 ４(1)エ
（明石市）
開催日 11 月 15 日（火）
内 容 ①「 いじめストップあかし 子
ども会議の報告」
②いじめ未然防止に向けての小
中学校、地域の実践発表
③いじめ防止落語

（加古川市）

○加古川市少年善行賞表彰式（加古川市）
開催日 11 月７日
受賞者 49 名
○若い夢フェスティバル 2016（加古川市）
開催日 11 月 27 日

（播磨町）

西宮市青少年健全育成のつどい ４(1)ア②及び(2)イ
11 月 25 日（金）
なるお文化ホール
西宮市長、市議会議長等
407 名
第一部
式典、西宮市青少年健全育成功労
者表彰
第二部
講演「子供の虐待と貧困
〜私たちにできること〜」
講師 幸重忠孝 氏

４(1)ア

４(1)ア、エ

４(1)ア
○播磨町不登校対策協議会（講演会）
開催日 11 月 24 日
参加者 学校長、教員、ＰＴＡ、主任児童
委員等 30 名
（播磨町教育委員会）

（西脇市）

○西脇市人権教育研究大会
（西脇市人権教育協議会）
開催日 11 月 26 日（土）
場 所 西脇市
出席者 市長、市議会議長、教育長、
教職員、ＰＴＡ、子ども会、企
業、市職員ほか（500 人）
内 容 全体会、分科会

（小野市）

４(1)ア、イ
○小野市住民大会
開催日 11 月 8 日
場 所 小野市エクラ
出席者 市長、小野警察署長、青少年育成
関係者等 約 400 名
内 容 大会宣言決議、講演

（加東市）

○第 1 回安全安心のまちづくり加東市民大会 ４(1)エ、オ
（加東市）
開催日 11 月 12 日（土)
場 所 加東市
出席者 加東市長、加東警察署長、加東交
通安全協会長、加東防犯協会長、
加東自家用自動車協会長、加東市
青少年補導委員会長、近畿警察官
友の会兵庫支部加東警察署友の
会長、北播磨県民局長、加東市議
会議長、小野加東保護区保護司会
長、加東市連合婦人会長兼加東市
更正保護女性会長、青少年健全育
成関係者 約 400 名
内 容 ・功労者表彰（青少年健全育成功
労者他）
・アトラクション
まるっち〜ず（漫才）
・講演
女探偵ナオミ氏
・大会宣言
暴力追放、地域安全、交通安全、
青少年健全育成

（神河町）

○人権・青少年健全育成合同大会（神河町） ４(1)エ②、オ(ア)①、
オ(ウ)
開催日 11 月 26 日
場所 神河町
出席者 町長、県議会議員、町議会議長、
教育長、青少年育成関係者等
264 名

（赤穂市）

４(1)ア
○赤穂市青少年育成推進協議会理事会
開催日 １１月 1 日
場 所 赤穂市青少年育成センター
出席者 教育次長、赤穂警察署生活安全係
長、育成推進委員

（佐用町）

○青少年健全育成講演会
開催日 11 月 24 日（木）午後 2 時
場 所 佐用町役場会議室３０１
出席者 保幼小中高生徒指導担当者
青少年健全育成関係者等

４(1)ア、イ、エ

４(1）オ

計 50 名
内 容「ネット犯罪から子どもを守る」
講 師 兵庫県警察本部サイバー犯罪対
策課巡査部長
谷口哲也 氏
○人権まちづくりフェスタさよう
開催日 11 月 26 日（土）午後 1 時
参加者 310 人
・人権啓発作品表彰
・人権作文朗読

４(1)ア、ウ

（養父市）

○第 13 回養父市長杯子ども会ドッジボール ４(1)オ
大会（主催者：養父市子ども会育成連絡協
議会）
開催日 11 月 6 日（日）
場 所 広谷小学校体育館、養父体育館
八鹿総合体育館
参加者 小学 1 年〜6 年生約 600 人（52 チ
ーム）

（朝来市）

○青少年健全育成のための生涯学習講演会
開催日 10 月 30 日（日）
講 師 小橋建太氏（元プロレスラー）
講 題 不屈の魂で夢を叶える
場 所 和田山ジュピターホール
聴講者 約 200 名

（香美町）

４(1)ア
○第 11 回香美町ふるさと教育交流会
青少年育成町民集会（香美町）
開催日 11 月 20 日（日）
場 所 村岡小学校体育館、南校舎
出席者 町長､教育長､県議会議員、町議会
議長、但馬教育事務所指導主事、
警察署長､学校教諭、一般町民、
青少年育成関係者、ＰＴＡ関係者
等４５０人
内 容 午前は第１部「ふるさとの食文化
体験とふるさと給食取組展・試食
会」
、午後は第２部「ふるさと教
育、青少年健全育成、ＰＴＡの発
表」を行った。佐津地区訓谷若手
会、小代区青少年育成推進会議、
村岡高等学校、兎塚小学校ＰＴ
Ａ、香美町サタ・チャレの５つの
団体が実践発表を行った。

（新温泉町）

○新温泉町青少年育成町民大会
開催日 11 月 26 日（土）13:30〜16:10
主 催 新温泉町青少年育成推進協議会
内 容
（1）実践発表 ４団体
・新温泉町立温泉小学校
「心をつなぐプルタブ回収活動」
・兵庫県立浜坂高等学校
「輝け！我が町新温泉町
〜高校生の若い力で〜」
・新温泉町立浜坂中学校
「信・深・進

４(1)ア、イ

４（1）ア、ウ

〜渾身の声に託して論じよう〜」
・浜坂上地区青少年育成推進協議会
「平成 28 年度浜坂上地区青推協の取
組」
（2）講演
慶應義塾大学体育研究所
准教授 山内賢 氏
「発育とコミュニケーションそしてベス
トコーチングの秘訣」

２ 広報啓発活動
（兵庫県・兵庫県青少年本部）

○機関誌「青少年ひょうご」による広報
（公益財団法人兵庫県青少年本部）

４(1)ア、エ、オ

（兵庫県・阪神南県民センター） ○親と子ふれあいフェア（こころ豊かな人づ ４(1)ア、エ、オ
くり 500 人委員会阪神南ＯＢ会）
開催日 11 月 6 日（日）
場 所 西宮市市民交流センター
内 容 来場者に対する啓発グッズの配
布
（兵庫県・東播磨県民局）

（兵庫県・北播磨県民局）

○「大人が変われば子どもも変わる」運動啓
発街頭キャンペーン
実施日 11 月 10 日
場 所 明石市 ＪＲ明石駅周辺
参加者
・東播磨青少年本部構成団体
・こころ豊かな人づくり５００人委員東
播磨ＯＢ会明石ブロック
・明石市青少年育成センター関係者
・加古川市少年愛護センター
等 14 団体 37 名
配布物
・不織布バック（
「大人が変われば子ど
もも変わる」東播磨青少年本部等表
示）
・大人が変われば子どもも変わる啓発テ
ィッシュペーパー
・ひょうごスマホ宣言メモ帳
・スマホサミット in ひょうごチラシ
・保護者のためのネット利用ガイドブッ
クＶＯＬ３等
各 500 個
○パネル展示
期 間 11 月７日〜16 日
場 所 加古川総合庁舎１階
展示物
・青少年愛護条例のあらまし
・携帯電話のフィルタリング利用促進
・★子ども・若者育成支援強調月間ポスタ
ー等の展示

４(1)ウ①
４(1)エ②③
４(1)オ(イ)③
４(1)オ(ウ)①

４(1)ア②④
４(1)エ②
４(1)オ(ウ)①
★４(2)

４(1)オ
○北播磨ふるさとフェスタ
開催日 11 月 5 日(土)
場 所 西脇市市民会館
内 容 ふるさとフェスタにおいて青少
年本部コーナーを設置し、フィル

タリングを外さない旨を記載し
たマスク、ティッシュ等を配布
○青少年非行防止・健全育成キャンペーン
４(1)オ
開催日 11 月 20 日(日)
場 所 播磨中央公園
内 容 500 人 OB 会との共催により非行
防止、健全育成を訴えるリーフレ
ット、フィルタリングを外さない
旨を記載したマスク、ティッシュ
等を配布
（兵庫県・中播磨県民センター） ○有害環境実態調査先、補導センター職員等 ４(1)ア、オ(2)
関係者に対する啓発グッズの配布
・青少年健全育成、非行防止マグネット
・フィルタリング利用促進ティッシュ
・フィルタリング利用促進メモ帳
４(1)ウ、エ

（兵庫県・西播磨県民局）

○子供・若者育成支援啓発活動
実施日 11 月 27 日
場 所 西播磨文化祭 2016 会場（西播磨
文化会館）
啓発ティッシュの配布、500 人
○啓発マグネットの配布
立入調査店舗、市町青少年育成センター

（兵庫県・但馬県民局）

４(1)エ、オ
○大人が変われば子どもも変わるキャンペ
ーン
開催日 11 月 12 日（土）
場 所 豊岡市（但馬ドーム内）
※但馬まるごと感動市の会場で
実施
内 容 のぼり旗掲出、啓発チラシ・グッ
ズの配布
参加者 警察署、ＰＴＡ会員、青少年健全
育成団体、但馬県民局 計 30 名

（兵庫県・丹波県民局）

４(1)エ(イ)
○各種会合等におけるティッシュ等を含む
啓発グッズの配布
インターネット犯罪・薬物乱用防止対策の
実施等のグッズ配布、500 人委員会及び「丹
波ふれあいフェスティバル」等での会場配
布を実施する
配布枚数 1,500 個

（神戸市）

○青少年育成市民運動冬季強調期間（平成 28
12 月 15 日〜平成 29 年 1 月 15 日）に係る
発資材作成
○家族が熱い一週間（家族の週間）
○KOBE オレンジリボンキャンペーン
○こうべ若者サポートステーションの各種
報

４(1)ア、エ、オ

４(1)イ
４(1)ウ
４(1)ア

（尼崎市）

○たばこの対面販売店に対する「未成年には ４(1)オ(ウ)
たばこを売らない」協力チラシの配布
412 枚
５(1)(2)
○月間広報紙（なでしこ）の発光 970 枚

（西宮市）

○横断幕の掲出

★４(1)エ③

期間 11 月 1 日〜11 月 30 日
場所 西宮市陸橋４箇所
（芦屋市）

○愛護班通信（紙）による広報
４(1)ア
（芦屋市立青少年愛護センター）
○啓発パンフレット等の配布 延べ１回
（芦屋市立青少年愛護センター）
○非行・薬物乱用防止及びインターネット安
全関連ポスター掲示

（伊丹市）

○横断幕、立て看板の掲出（伊丹市）
○少年を守る日 広報車による啓発・懸垂
幕、幟の掲出（伊丹市）
○センター通信の発行（伊丹市）

（川西市）

４(1)ア、イ
○「青少年ふれあいデー」強調月間の実施
・懸垂幕を設置（市役所）
・啓発用のぼりを設置（市役所）
・11 月 13 日（日）に実施された「川西ま
つり」
（川西市総合体育館付近で実施）
において、「青少年ふれあいデー」に関
するクリアファイルを来場者へ配布し
た。
・
「青少年ふれあいデー」の啓発コンクー
ルとして、写真と川柳の募集を行い、12
月に選考、１月に授賞式を執り行った。

（三田市）

○「子ども・若者育成支援強調月間」看板の ★４(1)ア、イ、ウ、エ、
オ
掲示
期 間 11 月 1 日〜30 日
場 所 青少年育成センター入口

（猪名川町）

○11 月 1 日発行 広報いながわ 927 号におい ★４(1)ア、エ
て強調月間の呼びかけ
★４(1)ア、エ
○猪名川町役場第２庁舎前にて懸垂幕を掲
示し強調月間の啓発

（明石市）

○いじめ防止啓発作品（ポスター・標語）
優秀作品表彰式（明石市）
開催日 11 月１日（火）
○いじめ防止啓発作品の展示（明石市）
開催日 11 月１日（火）〜11 日（金）
16 日（水）〜29 日（火）
○「いじめ防止月間」啓発ポスター・リーフ
レットの作成と小中学校への配布
（明石市）
○「いじめ防止月間」横断幕の掲出
（明石市）

（高砂市）

★４(1)エ、オ

４(1)エ

４(1)エ

４(1)エ

４(1)エ

４(1)オ(イ)及びウ②(2)
○非行防止啓発活動（高砂市）
公用車による市内８地区巡回啓発
○「おもいやり標語」の看板掲示（高砂市） ４(1)ウ②(2)
市内８地区、210 枚掲示
４(1)ウ①及びウ②(1)
○青少年補導委員協議会広報誌（高砂市）
「みちびき 58 号」発行
高砂市の広報誌と共に配布

（播磨町）

○ポスター掲示
４(1)エ
○小中学生いじめに関するアンケート調査
４(1)エ
（播磨町教育委員会）
○小中学生携帯電話などに関するアンケー
４(1)イ、エ
ト調査
（播磨町教育委員会）

（稲美町）

○児童虐待防止グッズ、リーフレット配布
（稲美町地域福祉課）
○青少年愛護条例の各学校園配布

４(1)ウ

○マナーアップ運動啓発横断幕の掲出
（西脇市）
○児童虐待防止月間懸垂幕の掲出及び広報
誌啓発 （西脇市）
○児童虐待防止月間街頭啓発 （西脇市）
○教育相談カレンダー作成・配布（幼小中）
（西脇市）

４(1)エ

○いじめ等防止ウィーク
11 月 14 日〜11 月 20 日
懸垂幕・のぼり・啓発ポスター掲出
街頭啓発キャンペーン・啓発グッズ配布
○心あったかフォーラム
11 月 19 日
小野エクラ
○広報誌（紙）による広報（小野市）
○ホームページの搭載
○懸垂幕・横断幕の掲出（小野市役所）
○万引き防止ポスターの配布
小野市のコンビニ等に 150 枚

４(1)ア、ウ及び(2)イ

（西脇市）

（小野市）

４(1)エ

４(1)ウ
４(1)ウ
４(1)イ

４(1)ア

（加東市）

○加東市青少年センター広報誌「育」の発行 ４(1)エ、オ
（加東市）
青少年健全育成に取り組む加東市青少年
補導委員の活動、ポケモンＧＯに関する注
意事項、中高生の取組から学ぶネット利用
のルール、不審者情報、青少年に関する相
談窓口の紹介

（三木市）

４(1)ア
○子ども・若者の社会的自立支援の促進
・若者広場の設置
・啓発チラシの掲示及び配布
（市立三木コミュニティスポーツセン
ター内掲示及び施設内での配布）
４(1)ウ
○児童虐待の予防と防止
・児童虐待防止月間に関する懸垂幕の設
置（市庁舎前懸垂幕棟）
・児童虐待防止ウェットティッシュの配
布（大型量販店・食料品店・各公民館
等での配布）
・民生児童委員と連携した啓発
（大型量販店等での啓発資料配布）
４(1)エ
○子どもを犯罪や有害環境等から守る取
組み
・いじめ防止啓発カードの配布
（大型量販店・食料品店等での配布）
・ＤＶ防止啓発カードの配布
（大型量販店・食料品店等での配布）

（姫路市）

○薬物乱用防止教室（小・中）
○ネットトラブル対策講座（小・中）

４(1)エ、オ
４(1)エ、オ

（神河町）

○広報誌による広報（神河町）

★４(1)エ②

（福崎町）

○広報誌による広報（福崎町）
（広報「ふくさき」11 月号掲載）

★４(1)ア、エ

（たつの市・太子町）

○強調月間ポスター配布（11 月 1 日〜30 日） ４(1)

（相生市）

○横断幕、立て看板の設置
（10/31〜11/30 市民会館、育成センター）
○広報誌「あいおい」11 月号に掲載
（11/10 全戸配布）
○啓発パンフレット等の配布
（11/13 もみじまつり「非行防止・薬物
乱用防止・歩きスマホ禁止・出会い系サ
イト」
）
○乗車マナーアップ活動（11/9 相生駅）

★４(1)ア、エ

（赤穂市）

○防犯ネット情報配信
○インターネットモラル研修
延べ 15 回開催
（各小中学校）

４(1)オ(イ）
４(1)エ

（宍粟市）

４(1)エ、(イ）①
○街頭啓発活動
実施日 11 月 12 日
場 所 咲ランド（大型スーパー）
参加者 宍粟警察署生活安全課、育成委員
計 64 名
内 容 青少年健全育成に関係するグッ
ズとチラシを配布

（上郡町）

○町のホームページ、広報誌によるＰＲ
（上郡町）

（佐用町）

４(1)エ、オ(ウ)
○広報誌による啓発
○コンビニ５店舗、大型店舗 1 携帯電話販売
２店舗、書籍販売 1 店舗の訪問と啓発
（兵庫県、佐用町）
○防犯キャンペーン
振り込め詐欺防止等啓発（兵庫県、佐用町）

（豊岡市）

４(1)ア、エ、オ
○懸垂幕掲示(豊岡市役所、日高振興局)
○青パト車による市内巡回啓発(７人)
○｢大人が変われば子どもも変わる｣キャン
ペーン(但馬ドーム、８人)

（香美町）

○町内の各小・中学校、高等学校、幼稚園、 ４(1)ア、イ、ウ、エ、オ
保育園、子育て支援センター、公民館、各
種団体等によるふるさと教育・青少年育成
活動の取組について、３地区で巡回展示を
行った。
（香美町）
日 時 11 月 20 日〜12 月 15 日
場 所 公民館など 3 地区巡回
○啓発パンフレット等の配布（香美町）

（丹波市）

○啓発ポスターの掲示（丹波市）

★４(1)ア、エ
４(1)ア、エ

４(1)ア、エ

４(1)ア、イ、ウ

★４(1)ア

（篠山市）

３ 研修会等
（兵庫県・兵庫県青少年本部）

○青少年啓発キャンペーン のぼり旗掲揚
（篠山東青少年健全育成推進協議会）

４(1)オ

○兵庫県子ども・子育て会議（兵庫県）
４(1)ア、イ、ウ、エ
開催日 11 月 1 日
場所 神戸市
○青少年団体連絡協議会運営委員会
４(1)ア、イ、ウ、エ、オ
青少年団体連絡協議会懇談会
（青少年団体連絡協議会、公益財団法人兵
庫県青少年本部）
開催日 11 月 4 日
場所 神戸市
４(1)エ、オ
○青少年のネットトラブル防止大作戦推進
会議（公益財団法人兵庫県青少年本部）
開催日 11 月 9 日（水）
場 所 兵庫県民会館（神戸市）

（兵庫県・神戸県民センター）

○スクラム会議の実施
神戸市青少年育成協議会地区会長会の中
での実施（事務局：神戸市）

４(1)エ

（兵庫県・西播磨県民局）

○西播磨支部生徒指導協議会
開催日 11 月 22 日
場 所 県立上郡高等学校
参加者 24 名

４(1)イ、エ

（兵庫県・但馬県民局）

４(1)ウ、エ、オ
○但馬地域児童虐待防止啓発研修会
開催日 11 月 17 日（木）
場 所 豊岡市（豊岡市民プラザ）
内 容 行政説明「児童虐待と子どもの権
利」
出席者 民生児童委員、里親、子育て応援
ネットワーク関係団体等計 206 名
４(1)エ、オ
○第２回但馬地域スクラム会議
開催日 11 月 29 日（火）
場 所 豊岡市（豊岡市民プラザ）
内 容
①青少年愛護条例改正に伴うインターネ
ット利用のルールづくり支援について
②青少年と地域がつながるために
出席者 但馬青少年本部構成団体、但馬管
内各警察署、青少年関係団体
計 31 名
４(1)エ、オ
○大人が変われば子どもも変わる県民運動
プレゼンテーション
２会場 215 名
(1)但馬地区県立高等学校ＰＴＡ連合会・
ＰＴＣＡ研究大会
日 時 11 月 5 日（土）12:50〜16:10
場 所 朝来市（和田山ジュピターホー
ル）
出席者 200 名
(2)香美町青少年育成推進会議
日 時 11 月 8 日（火）19:30〜21:30
場 所 美方郡（香美町中央公民館）
出席者 15 名

（兵庫県・淡路県民局）

○中学生のスマホ研修会

４(1)エ②

開催日 11 月 21 日（月）
場 所 洲本市立由良中学校
出席者 洲本市立由良中学校生徒
○県下の小中高校での非行防止教室の実施
（県警本部少年育成課、各警察署）
73 校・74 回実施、14,055 名参加
○県下の小中高校での薬物乱用防止教室の
実施（県警本部少年育成課、各警察署）
28 校・30 回実施、6,726 名参加

４(1)オ(ウ)

○食育講座の開催
・離乳食の作り方講座
・プレパパママ食育講座
・食育ひろば
・子どものための食育セミナー
○こうべ若者サポートステーションにおけ
る各種セミナー

４(1)エ

（西宮市）

○補導委員代表者会
開催日 11 月 16 日（水）
場 所 西宮市

４(1)オ(イ)①②③

（芦屋市）

○潮見中学校区健全育成推進協議会
開催日 11 月 15 日
場 所 芦屋市立潮見中学校
出席者 学校ＰＴＡ、青少年育成関係者等
内 容 楽しい子育て！思春期・反抗期の
子どもとの向き合い方
参加者 約 70 名
○精道中学校区健全育成推進協議会
開催日 11 月 28 日
場 所 芦屋市立精道中学校
出席者 宮川・打出浜小学校４年生児童
学校ＰＴＡ、青少年育成関係者等
内 容 精中イベント（小中学校交流事
業）
参加者 約 450 名
○補導センター会議 ２回 28 名参加
（芦屋市立青少年補導センター）
○生徒指導担当者会議 １回 25 名参加
（芦屋市教育委員会）

４(1)ア、エ

（兵庫県警察）

（神戸市）

４(1)オ(ウ)③

４(1)ア

４(1)ア、エ

４(1)ア
４(1)ア

（伊丹市）

４(1)ア、エ、オ
○伊丹市青少年健全育成研修会（伊丹市）
開催日 11 月 11 日
４(1)ア、エ、オ
○伊丹市少年進路相談員連絡会（伊丹市）
開催日 11 月 15 日
○伊丹市少年補導委員実務研修会（伊丹市） ４(1)ア、エ、オ
開催日 11 月 18 日

（宝塚市）

○学校―地域連携会議（宝塚市）
左岸 11 月 29 日（火）
まいたに人権文化センター
右岸 11 月 30 日（水）
くらんど人権文化センター

４(1)エ

（三田市）

○「三田防犯協会三田支部」講演会

４(1)オ

開催日 平成 26 年 11 月 20 日（日）
19 時〜
場 所 三田市民センター
内 容 三田市危機管理担当次長による
講演
青少年育成センター所長による
実施事業の紹介と説明
（猪名川町）

○町青少年健全育成推進会議第２回前大会
４(1)エ
において青少年育成者を対象とした研修
会を実施（11 月 25 日）

（明石市）

○小学校生徒指導担当者会議（明石市）
開催日 11 月 15 日（火)
○明石市青少年補導委員視察研修（明石市）
開催日 11 月 17 日（木)
○中学校生徒指導担当者会議（明石市）
開催日 11 月 22 日（火)
○地域防犯施策会議（明石市）
開催日 11 月 28 日（月)
○明石市西部・加古川・加古川市東部生徒指
導連絡会（明石市、加古郡、加古川市）
開催日 11 月 29 日（火）

４(1)ア

○加古川市少年補導委員研修会（青少年の健
全育成を考えるつどい）
（加古川市）
開催日 10 月 22 日
講 師 土田光子 氏
○東播磨地区補導委員研修会（加古川市）
開催日 11 月５日
講 師 旭堂南海 氏
○中学校生徒指導担当者会議
（加古川市、播磨町、稲美町）
○少年補導委員会役員会、理事会

４(1)ア、イ、ウ、エ、オ

（加古川市）

４(1)ア
４(1)ア
４(1)ア
４(1)ア

４(1)ア、エ、オ

４(1)ア、イ、ウ、エ、オ
４(1)ア、ウ、エ、オ

（高砂市）

○青少年補導委員研修会（高砂市）
「学校に行きたい
〜不登校支援の現場から〜」
をテーマにした講演

４(1)ア①及びウ②(2)

（播磨町）

○不登校担当者会 （播磨町教育委員会）

４(1)ア

（稲美町）

○東播磨地区補導委員研修会参加
○生徒指導担当者会議開催
○県ＰＴＡ中央大会研修会参加

４(1)ア
４(1)オ
４(1)エ

（西脇市）

○中学校ブロック青少年健全育成研修会
４(1)ア
（西脇市）
開催日 11 月 17 日（木）
内 容 情報交換及び協議
○西脇多可青少年マナーアップ運動・統一行 ４(1)エ
動（西脇市・多可町）
開催日 11 月１日（火）

（小野市）

○北播磨青少年育成関係機関団体研修会
（北播磨５市１町）

４(1)エ

開催日 11 月 26 日
場 所 加西市
出席者 加西市教育長、加西警察署長
青少年育成関係者等 約 200 名
内 容 表彰伝達、講演「北播磨地域にお
けるネットトラブルの現状」
○生徒指導担当者会議（教育委員会、学校）
小学校・特別支援学校９校１回
中学校４校１回
小野市・三木市内の公立高校６校１回
○ネットモラル教室（教育委員会、学校）
幼稚園１回開催（100 人）
○補導委員理事研修会
13 名参加（小野市青少年補導委員会）
○人権研修〜中学校、ネット問題の寸劇１回
（加東市）

○北播磨補導委員連絡協議会第４回理事会
開催日 11 月 10 日（木）
場 所 多可町
議 題
・北播磨健全育成関係機関、団体合同研
修について
・北播磨統一活動について
・平成 29 年度事業計画(案)について
・情報交換
○市補導委員会第４回役員会（加東市）
開催日 11 月 10 日（木）
場 所 社公民館
議 題
・合同研修会への参加
・北播磨統一活動の取組
・市補導委員会研修会の開催
・情報交換
○市補導委員会東条支部会議（加東市）
開催日 11 月 15 日（火）
場 所 東条公民館
議 題
・合同研修会への参加
・北播磨統一活動の取組
・市補導委員会研修会の開催
・情報交換
○市補導委員会社支部会議（加東市）
開催日 11 月 17 日（木）
場 所 社公民館
議 題
・合同研修会への参加
・北播磨統一活動の取組
・市補導委員会研修会の開催
・情報交換
○市補導委員会東条支部会議（加東市）
開催日 11 月 17 日（木）
場 所 滝野公民館
議 題
・合同研修会への参加
・北播磨統一活動の取組
・市補導委員会研修会の開催
・情報交換

４(1)エ、オ

４(1)エ、オ

４(1)エ、オ

４(1)エ、オ

４(1)エ、オ

○北播磨地区青少年健全育成関係機関・団体 ４(1)エ、オ
合同研修会（北播磨）
開催日 11 月 26 日（土）
場 所 加西市
表彰伝達
兵庫県青少年補導委員会連合会長感謝
状
講演会
「北播磨におけるネットトラブルの現
状」
NIT 情報技術推進ネットワーク㈱
篠原嘉一氏
４(1)ア、イ、ウ
○児童虐待防止推進月間講演会（加東市）
講演会
「子どもの貧困と居場所づくり」
こどもの里理事長 荘保共子氏
４(1)オ、(イ)①
○小学校不審者対応訓練（加東市）
・福田小学校 11 月 9 日（水）
全児童、教職員等
・社小学校 11 月 15 日（火）
全児童、教職員等
・滝野東小学校 11 月 16 日（水）
全教職員
・三草小学校 11 月 22 日（火）
全児童、教職員等
（三木市）

４(1)エ
○有害環境への適切な対応
・フィルタリングの推進とインターネッ
トによる被害防止研修会の実施
（小中学校生徒指導担当教諭を対象に
実施）

（多可町）

○北播磨青少年健全育成関係機関・団体合同 ４(1)イ①②
研修会
開催日 １１月２６日(土)
場 所 加西市民会館 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
出席者 青少年補導委員・学校教職員等
内 容 講演「北播磨地域におけるネット
トラブルの現状」
講師 篠原嘉一 氏
○「ぼくたちわたしたち ＳＮＳルール作り ４(1)エ②及びウ①
プロジェクト ｉｎ ＴＡＫＡ」
開催日 １１月２０日(日)
場 所 多可町中央公民館
講 師 竹内和雄准教授(兵庫県立大学)
参加者 町内各小学校児童
町内各中学校生徒
４(1)イ①②③
○不審者対応訓練
開催日 １１月２８日(月)
場 所 中町北小学校
講 師 西脇警察署 福田警部補

（姫路市）

○中学校生徒指導担当者会
○小学校生徒指導担当者会（地区別開催）
○少年補導委員研修会（ブロック研修会）
○要保護児童対策会議

４(1)ア、イ、ウ、エ、オ
４(1)ア、イ、ウ、エ、オ
４(1)ア、エ、オ
４(1)ウ、エ

（神河町）

○神河町青少年補導委員会 25 名参加

（福崎町）

○人権教育・青少年健全育成自治会研修会 ４(1)ア、イ、ウ、エ、オ
（ＳＮＳに関する情報提供）
（福崎町）
○こども園での家庭教育学級の実施
（ＤＶＤ鑑賞、人権研修）
（福崎町）
○福崎西中学校での人権教育実践発表会
（ＳＮＳのおきてをはじめとする福崎西中
学校生徒会の取組を生徒会自ら発表）
（福崎町民主化推進協議会・福崎町）
○小学５、６年生対象土曜英語教室（福崎町）
○中学３年生対象ウィンタースクール
（福崎町）

（たつの市・太子町）

４(1)ア、エ、オ
○西播磨地区広域補導会議
開催日 11 月 3 日（木）
（10:00〜12:00）
場 所 揖龍広域センター
出席者
補導委員連合会長、石播磨県民局、播磨西
教育事務所、西播磨地区補導センター長
４(1)ア、オ(エ)
○たつの市青少年問題協議会
開催日 11 月 7 日（月）
場 所 揖龍広域センター
出席者
たつの市長・太子町長及び両教育長、教育
委員会委員長、福祉文教常任委員会長、連
合自治会長、連合婦人会会長、ＰＴＡ協議
会会長、連合子ども会長、民生委員児童委
員連合会会長、揖龍保護区保護司会会長、
たつの警察署長、姫路こども家庭センター
所長他
４(1)ア、イ、ウ、エ、オ
○学警育成連合会（年間９回実施）
開催日 11 月 24 日（木）
場 所 揖龍広域センター
出席者
中学校・高等学校生徒指導担当者、たつの
警察署、姫路南少年サポートセンター、西
播磨県民局、学校支援チーム、たつの市・
太子町教育委員会、播磨西教育事務所

（相生市）

○小中高補導連絡会・研修会
(11/2 「育つ人・育てる人のこころ」)
○児童問題関係者連絡会議
(11/9 「子どもへの支援と連携」)
○青少年健全育成対策本部会
(11/18) 「第３６回市民大会の審議」)
○第５回補導委員会役員会(11/28)

４(1)イ、エ

○地区育成委員協議会月例会 ５回
○育成推進委員視察研修
加古川学園
（育成推進委員協議会）
○学警連絡会
４回
（赤穂市教育委員会、赤穂警察署）
○赤穂中学校区サポートチーム会議
（赤穂市教育委員会）
○赤穂西中学校区サポートチーム会議
（赤穂市教育委員会）

４(1)ア
４(1)ア

（赤穂市）

４(1)エ③、オ(イ)①③

★４(1)ア、イ、ウ、オ
★４(1)ア、イ、エ、オ
★４(1)ア、イ、ウ、オ

４(1)エ
４(1)ア、イ、ウ、エ
４(1)ア、イ、ウ、エ

○赤穂東中学校区サポートチーム会議
（赤穂市教育委員会）

４(1)ア、イ、ウ、エ

（宍粟市）

○研修会の開催
４(1)エ(ウ)①
開催日 11 月 16 日 神戸小学校
11 月 21 日 山崎小学校
内 容 スマホ・ケータイに潜む危険につ
いて
参加者 児童、保護者、職員、校区育成委
員

（佐用町）

○保幼小中高生徒指導連絡協議会理事会
開催日 11 月 8 日
○佐用町青少年問題協議会
開催日 11 月 15 日
○保幼小中高生徒指導連絡協議会評議員会
開催日 11 月 24 日
○要保護児童対策地域協議会
開催日 11 月 24 日
○子ども・子育て会議
開催日 11 月 28 日

（豊岡市）

４(1)ア、ウ、エ、オ
○豊岡市青少年補導委員協議会視察研修会
(京都府立淇陽学校 32 人)
○兵庫県青少年補導委員連合会等所長・会長
1 日研修会(神戸法務少年支援センター、
神戸市立若葉学園 ３人)
○学警連絡会議２回 20 名参加(豊岡市教育委
員会)(各学校生徒指導担当者、市教育委員
会、豊岡南・北警察署、青少年センター)

（養父市）

○子育て支援研修会
（主催者：養父市子育て支援協力隊）
開催日 11 月 11 日（金）
場 所 養父公民館（養父市広谷 250）
テーマ 親子が思わず笑顔になる魔法の
声かけ
講 師 山崎清治さん（NPO 法人生涯学習
サポート理事長）
参加者 44 人

（香美町）

４(1)ア、イ、ウ、エ、オ
○香住青少年育成研修会（香美町）
開催日 11 月 4 日（火）
場 所 香住区中央公民館
出席者 青少年育成関係者等 12 人
内 容 講演、グループディスカッション

（篠山市）

○少年研修会（西紀青少年健全育成推進協議 ４(1)エ
会、西紀中学校 PTA）
開催日 11 月 17 日
場 所 西紀中学校
参加者 生徒、保護者、地域住民等
内 容 講演会
「インターネット時代の宝物」
４(1)ウ、オ
○子ども支援会議（篠山市教育委員会）
開催日 11 月 10 日
場 所 篠山市役所

４(1)ア、イ、ウ、エ

４(1)エ

参加者 学校関係者等
内 容 不登校対策について
いじめの現状と解決へ向けての
取組について
○篠山ＰＴＣＡフォーラム準備委員会
開催日 11 月 15 日
場 所 四季の森生涯学習センター
参加者 青少年関係団体会長等
内 容 フォーラムの内容について協議
（南あわじ市）

○南あわじ市青少年補導委員研修会
内 容 少年院訪問
○南あわじ市小中高校生徒指導委員会
内 容 指導事案を通じて市における非
行等の状況を共通認識とした
○県所長一日研修会参加

４ 青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等
（兵庫県・神戸県民センター） ○青少年を取り巻く有害環境実態調査
計 114 店舗実施
（兵庫県・阪神南県民センター） ○青少年を取り巻く有害環境実態調査
計 59 件実施

４(1)ア

４(1)
４(1)

４(1)

４(1)オ

４(1)オ

（兵庫県・阪神北県民局）

○青少年を取り巻く有害環境実態調査
４(1)オ
・有害図書、ＤＶＤ等の区分陳列等の指導、
啓発
・青少年の深夜立入制限表示の指導、啓発
・青少年が使用する携帯電話等のフィルタ
リング利用の啓発

（兵庫県・東播磨県民局）

４(1)オ
○青少年を取り巻く有害環境実態調査
携帯電話販売店、図書類販売店、ビデオレ
ンタル店等
計 47 店舗実施

（兵庫県・北播磨県民局）

４(1)オ
○有害環境実態調査 計 31 店舗実施
・有害図書類販売店 19 店舗
三木市３店舗、加東市６店舗、多可町 10
店舗
・ビデオレンタル店 ２店舗
三木市２店舗
・カラオケ店 ４店舗
三木市２店舗、加東市２店舗
・インターネットカフェ ６店舗
三木市３店舗、加東市３店舗

４(1)オ
（兵庫県・中播磨県民センター） ○青少年を取り巻く有害環境実態調査
計 51 店舗実施、補導センターと合同実施
○青少年愛護条例に基づく立入調査
○列車補導 11/21 ＪＲ姫新線
○未成年者へのたばこ販売、喫煙場所提供の
疑いのある店舗に対し警告を実施
（警察、教育委員会と合同で実施）
（兵庫県・西播磨県民局）

○青少年を取り巻く有害環境実態調査

４(1)オ

11/14 宍粟市 ９名参加
11/16 上郡町 ７名参加
11/18 佐用町 ６名参加
11/21 赤穂市 ７名参加
11/24 相生市 10 名参加
11/25 揖龍地区１日目 ７名参加
11/28 揖龍地区２日目 ７名参加
計 115 店舗実施
○列車通学生徒補導活動
11/9 山陽本線・赤穂線 10 名
相生駅乗車マナーアップ活動
11/11 姫新線（本竜野駅）９名
11/13 姫新線（佐用駅）４名
○西播磨生徒指導校外補導
11/10 相生駅構内、周辺 ４名

４(1)ア

４(1)ア、エ

（兵庫県・但馬県民局）

○青少年を取り巻く有害環境実態調査
４(1)オ
日 時 11 月 30 日（水）
参加者 美方警察署、新温泉町教育委員会
調 査 有害図書類取扱５店舗、カラオケ
店１店舗、有害がん具取扱店２店
舗 計８店舗実施

（兵庫県・丹波県民局）

４(1)オ
○青少年を取り巻く有害環境実態調査
計 68 店舗実施
・有害図書類、有害がん具類、携帯電話販
売店等への立入状況調査、点検活動の実
施
・ドラッグストア等に対する成人用性がん
具の調査実施
○学校、ＰＴＡ、警察等関係機関団体と連携 ４(1)エ(イ)
した子ども安全確保とマナー向上を目的
とした通学時の列車乗車補導及び自転車
通学者に対する交通安全指導
４(1)エ(ウ)
○夜間下校時における保護活動
薄暮時における下校指導（イヤホーンの装
着自転車運転指導、コンビニ等立ち寄り確
認）の実施（京都府福知山市内３市立高
校・丹波・篠山市内各高校生徒指導教諭及
びＰＴＡ、青少年本部・関係機関による合
同列車補導による通学・下校時のマナー指
導の実施）

（兵庫県・淡路県民局）

○青少年を取り巻く有害環境実態調査
計 13 店舗実施
11/14 南あわじ市
11/29 淡路市

４(1)オ

（兵庫県警察）

○街頭補導活動の強化（県警本部少年育成
課、各警察署）
不良行為少年 3,485 名を補導

４(1)オ

（神戸市）

○メディアリテラシー醸成事業（助成）
○こども 110 番 青少年を守る店・守る家・
守る車
○地域みはり番（イエローフラッグ）制度
○スマイルハートあいさつ運動

４(1)オ
４(1)オ
４(1)オ
４(1)ア、オ

（尼崎市）

○白ポスト（有害図書類）の回収
市内６箇所、合計 402 店

（西宮市）

○ビデオ、有害図書類の回収（西宮市）
４(1)オ(ア)①
開催日 11 月 8 日･24 日･29 日
○街頭補導活動（西宮市）
４(1)オ(イ)①②③
市内 39 地区 156 回の補導を計画
そのうち、７地区の８回は青少年補導課職
員と青少年補導委員との合同巡回

（芦屋市）

○街頭補導活動及び清掃活動（芦屋市）
８地区 参加者延べ 491 名
（芦屋市青少年育成愛護委員会）
○有害図書類回収 白ポスト市内６箇所
○環境実態調査 随時調査 39 県実施
（毎年 11 月に調査を実施）

（伊丹市）

４(1)オ
○街頭補導活動（伊丹市）
○有害図書類の回収（伊丹市）
○「青少年を守る店」協力店の拡大（伊丹市）
○青少年を取り巻く環境実態調査
（兵庫県・伊丹市）

（宝塚市）

○白ポストの点検及び回収（宝塚市）
○街頭補導活動（宝塚市）

（三田市）

４(1)オ
○青少年を取り巻く有害環境実態調査
阪神北県民局からの依頼により、市内の調
査対象となる店舗等に立入調査を実施し、
状況把握と指導を行った。
実施期間 11 月〜12 月
調査対象 74 店舗

（猪名川町）

○「第 49 回いながわまつり」において、町 ★４(1)エ(イ)
青少年健全育成推進会議による会場内の
防犯パトロール及び月間啓発活動（ティッ
シュの配布）を実施（11 月 3 日）
○町内の中学校を訪問し、スマホの使用に伴 ４(1)エ(イ)
う危険性の周知などについて、出前授業を ４(1)(ウ)①
地域の高校生と共に実施（11 月 16 日）

（明石市）

４(1)オ
○青少年を取り巻く有害環境実態調査の実
施及び点検指導（兵庫県・明石市）
（図書類販売店、ビデオレンタル店、がん具
類等取扱店、カラオケハウス、インターネ
ットカフェ、携帯電話事業者等への実態調
査の実施及び点検指導）

（加古川市）

○街頭補導活動
○合同補導（市内 12 中学校）
○有害図書類回収（白ポスト市内４箇所）
○有害環境調査（10/20〜11/20）

（高砂市）

４(1)ウ②(2)
○街頭補導活動（高砂市）
公用車による市内８地区の巡回補導
○有害図書等の販売店へ訪問調査（高砂市） ４(1)オ(ア)及びウ②(2)
有害図書等の点検、指導

４(1)オ(ウ)

４(1)オ

４(1)オ(ウ)
４(1)

４(1)ア、ウ、エ、オ
４(1)ア、ウ、エ、オ
４(1)ア、オ
４(1)オ

（播磨町）

○播磨町内補導活動
（播磨町少年補導委員会）

４(1)エ

（稲美町）

○有害図書販売業者への区分陳列等立入指
導
○青パトによる下校時巡回
○登下校ボランティアによる見守り・引率
○防犯協会夜間パトロール
○青少年育成連絡協議会夜間パトロール
○学校における薬物乱用防止教育

４(1)オ
４(1)オ
４(1)オ
４(1)オ
４(1)オ
４(1)オ

（西脇市）

○金毘羅祭礼補導（西脇市・多可町）
４(1)エ
実施日 11 月 22 日（火）
○巡回補導（西脇市）
４(1)エ
11 月中（12 回）
○レンタルビデオ店・書店等調査（西脇市） ４(1)エ
10〜11 月

（小野市）

○街頭補導活動（小野市）
４(1)エ
補導委員・青少年センター員の日々の巡回
と月１回の夜間街頭補導活動
○環境実態調査・指導
コンビニ、ビデオ・有害図書類自動販売機
の点検・指導
○ネット見守り活動
委託指導員のもと月１回実施

（加西市）

○街頭補導活動（加西市）
○ネット見守り隊監視行動
○女性協力員巡回補導活動
○ビデオ、有害図書自動販売機の点検
（加西市）
○図書類販売店 20 店舗、ビデオレンタル店
１店舗、がん具類販売店１店舗、カラオケ
ハウス１店舗、インターネットカフェ・漫
画喫茶等２店舗、携帯ショップ店５店舗
点検・指導（加西市）

４(1)オ
４(1)オ
４(1)オ
４(1)オ

○有害環境の浄化活動と青少年愛護条例普
及啓発活動（加東市）
実施対象
インターネットカフェ等
有害図書類販売店
携帯電話販売店
がん具（刃物）取扱店
カラオケハウス
○市補導委員会街頭補導
11 月 15 日（火）東条支部
11 月 17 日（木）社、滝野支部

４(1)オ、(ウ)①②

（加東市）

（三木市）

４(1)オ

４(1)オ、(イ)①

４(1)エ
○子どもを犯罪や有害環境等から守る取組
・深夜における街頭補導活動
・
「ネット見守り隊」による青少年のイン
ターネット環境からの見守り
・白ポストによるビデオ、有害図書類等の
点検

（多可町）

○青パトによる町内巡回補導
○中区鍛冶屋金毘羅大祭特別補導
実施日 １１月２２日(火)・２３日(水)
青少年補導委員・防犯委員
多可町内教職員・ＰＴＡ・西脇警察署
○多可町青少年マナーアップ運動
実施日 １１月１日(火)
多可町内教職員・ＰＴＡ・生徒会
青少年補導委員等
○有害図書等の実態調査(１２箇所)
青少年育成センター・青少年補導委員
○町内幼稚園園外保育見守り
実施日 11 月 18 日(金)･21(月)･22 日(火)
場 所 多可町北播磨余暇村公園

４(1)イ①
４(1)イ①

４(1)イ①

４(1)ウ②
４(1)イ①

（姫路市）

○姫路駅前街頭補導（平日毎日）
○市内巡回補導（平日毎日）
○通学時列車補導
○下校時列車補導
○白ポスト回収
○たつのふれあいフェスタ
○有害環境実態調査

４(1)ア、エ
４(1)ア、エ
４(1)ア、エ
４(1)ア、エ
４(1)オ
４(1)ア、エ
４(1)エ、オ

（市川町）

○月例合同巡回補導 11 月 11 日 21 時〜
○各地区巡回補導
毎週１地区 20 時〜

４(1)エ

（福崎町）

○街頭補導活動（町内）
（福崎町）
○白ポスト回収（町内）
（福崎町）

４(1)オ

（たつの市・太子町）

○ＪＲ姫新線列車補導（年間９回実施）
実施日 11 月 11 日（金）
播磨新宮駅・本竜野駅⇔姫路駅
○環境実態調査
場 所 たつの市、太子町
実施日 11 月 25 日（金）
11 月 28 日（月）

４(1)オ

○広域列車補導
(11/9「有年−赤穂→はりま勝原」10 名)
○西播磨生徒指導校外補導
(11/10「相生駅構内・周辺」４名)
○各地区街頭巡回補導活動
(11/4〜11/20 14 回 38 名)
○白ポストにおける有害図書類回収
(11/7・11/21)
○青少年を取り巻く環境実態調査
(11/24 10 名)

４(1)ア

○街頭補導活動
延べ１８回実施
（赤穂市青少年育成推進協議会）
○白ポストにおける有害図書類回収
（赤穂市青少年育成推進協議会、赤穂市青
少年育成センター）
○通学生徒列車補導
１回
○環境実態調査
（赤穂市青少年育成センター）

４(1)オ（イ）

（相生市）

（赤穂市）

４（1）オ、ウ

４(1)ア
４(1)ア
４(1)エ
★４(1)ア、エ

４(1)オ（ウ）

４(1)オ（イ）
４(1)オ（ウ）

（宍粟市）

○街頭補導活動
４(1)エ(イ)①
・育成センター職員が児童生徒下校時毎日
巡回
・宍粟市に隣接しているたつの市のイベン
ト「たつのふるさとフェスタ」会場での
広域補導に参加
・宍粟市内７中学校区の青少年育成委員に
よる校区内定期巡回活動の実施
４(1)エ(ウ)②
○青少年を取り巻く有害環境実態調査
実施日 11 月 14 日
内 容 市内のがん具販売店、図書類販売
店、大型スーパー、カラオケ店、
ビデオレンタル店、コンビニの 22
店舗へ県条例等に照らし、適正な
措置が講じられているか２班に
分けて立入調査を実施した。
参加者 実施主体…西播磨県民局
宍粟警察署生活安全課、小中高生
徒指導担当教員、青少年育成セン
ター

（上郡町）

○青パト従事者（町職員・民間 85 名）に対
しての啓発活動、及び防犯パトロール
（町内での不審者等による危険事案の報
告及び対策について青少年センターよ
り指導）
※資料の配付とメールによる依頼
（上郡町青少年育成センター）
○街頭補導活動（補導委員 54 名）
７グループ 月１回以上実施
○ＪＲ列車通学生徒指導（列車補導）
○智頭鉄道通学生徒指導（列車補導）
高校教諭と合同で実施、２回実施
（上郡町青少年育成センター）
○総合立入調査
コンビニ、書店、量販店に立入り、県の青
少年愛護条例に照らし合わせて、陳列方法
や販売物を調査（西播磨県民局）
実施日 11 月 16 日（水）

４(1)オ(イ)

４(1)オ(イ)
４(1)オ(イ)
４(1)オ(イ)

４(1)オ(ウ)

（佐用町）

４(1)ア、オ
○街頭補導活動
延べ１８回実施
（赤穂市青少年育成推進協議会）
○白ポストにおける有害図書類回収
（赤穂市青少年育成推進協議会、赤穂市青
少年育成センター）
４(1)ア、イ、ウ、エ、オ
○通学生徒列車補導
１回
○環境実態調査
（赤穂市青少年育成センター）

（豊岡市）

○街頭補導活動(延べ 10 回実施、延べ 41 人) ４(1)ア、エ、オ
（豊岡市青少年補導員連絡協議会）
○白ポストにおける有害図書類回収 市内
９箇所 （豊岡市青少年センター）

（養父市）

○青少年を取り巻く有害環境実態調査
（主催者：兵庫県但馬県民局）
開催日 12 月 6 日（火）

４(1)オ

内 容 調査対象店舗（12 店舗）への立ち
入り調査
参加者 但馬県民局、養父警察署、養父市
（新温泉町）

○防犯パトロール
町内を各学校長とともに巡回

４（1）エ

（丹波市）

○第２回高校生通学列車指導
（丹波青少年本部、丹波市）
※指導における注意事項
①座席に座らず視野を高くして見る
②「おかえり」等の声かけ
③対話

４(1)オ(イ)(ウ)

（篠山市）

４(1)オ
○通学列車指導（丹波青少年本部）
開催日 11 月 24 日
場 所 JR 篠山口駅〜JR 黒井駅
参加者 市青少協委員等
内 容 高校生へのマナー指導・啓発活動

（洲本市）

４(1)オ
○特別街頭補導活動
３回 延べ 132 名参加
○定例街頭補導（洲本市青少年補導委員会）
５日 20 名参加

（南あわじ市）

○巡回活動（33 回）
西淡ブロック ３班各３回
南淡ブロック ３班各３回
三原ブロック ３班各３回
緑ブロック
２班各３回

５ 子供・若者の社会参加活動
（兵庫県・阪神北県民局）

４(1)ア
計９回実施
計９回実施
計９回実施
計６回実施

４(1)ア、イ、ウ、エ、オ
○阪神北青少年本部表彰による顕彰
阪神北地域で、地道に優れた活動を展開し
ている青少年、青少年団体・グループ及び
青少年指導者を表彰することにより、その
活動を奨励する

（神戸市）

○子どもの手伝いを推進する市民運動

４(1)ア、オ

（加古川市）

○トライやるウィーク（11/7〜11/11）

４(2)

（播磨町）

○大中遺跡まつえいボランティア（播磨町） ４(1)ア

（稲美町）

○中学校における職業講話

４(1)ア

（姫路市）

○少年の主張弁論大会（ブロック別開催）
○適応指導教室管外合宿

４(1)ア
４(1)ア、イ、エ

（たつの市・太子町）

○たつのふるさとフェスタ巡回街頭補導
開催日 11 月 3 日（木）午後 0 時 30 分〜
場 所 たつのふるさとフェスタ会場周
辺

４(1)オ

（相生市）

○相生天満宮秋礼祭（11/2）
○相生市もみじまつり（11/13）

４(1)ア
４(1)ア

（赤穂市）

○あいさつ運動 各小中学校
４(1)エ
（各小中学校、赤穂市青少年育成推進協議
会）
４(1)ア、エ
○ふるさと祭り市内９地区
（赤穂市青少年育成推進協議会）

（新温泉町）

４(1)ア、エ
○看板・花壇整備活動
新温泉町青少年育成推進協議会看板、花壇
の整備及び清掃

６ その他
（兵庫県）

４(1)エ②
○人とつながるオフラインキャンプフォロ
ーアップキャンプ
（公益財団法人兵庫県青少年本部）
実施日 11 月 5 日、6 日（１泊２日）
場 所 兵庫県立いえしま自然体験セン
ター
参加者 青少年５名
内 容 ８月に実施した「人とつながるオ
フラインキャンプ」の参加者を対
象に、目標の達成状況等の確認、
今後の対策検討等

（丹波市）

４(1)ア
○丹波市子ども・若者サポートセンター
（丹波市）※平成 28 年 10 月開設
①対象者
ひきこもり等の子ども・若者及びその家
族
②実施内容
ひきこもり等の子ども・若者の社会復帰
に向けた支援
（日常生活スキル、社会生活スキルの向
上）

（洲本市）

○カウンセラーによる相談日 ８日

４(1)ア及びウ

