平成 28 年度「子供・若者育成支援強調月間」実施結果
都道府県名
区

分

青少年行政
主管課(室)名

鳥取県
内

容

・困難を抱える若者に寄り添うフォーラム（鳥取県）
１ 大会等
開催日：１１月３日(木・祝)
（鳥取県、市町村、
主 催：鳥取県
鳥 取県 警、 県立高
参加者：約１３０名
校）
内 容：講演「気づいて！心のＳＯＳ
～発達障がいとひきこもりを中心に～」
、県内
支援機関の紹介等
・児童虐待事案に係る鳥取県医師会、鳥取県、鳥取県警
察の連携に関する協定締結式（鳥取県、鳥取県警）
開催日：１１月１７日（木）
・ショッピングモール内での県内青少年社会教育施設の
ＰＲイベント （鳥取県）
開催日：１１月３日（木・祝）
参加者：９８９人
内 容：クラフト活動､レクリエーション､県立青少年
社会教育施設主催事業の写真等の展示
その他：親子でのメディアとの付き合い方啓発チラシ
を配布（ケータイ・インターネット教育啓発
推進協議会と共催）
・中国ブロック少年補導連絡協議会鳥取大会（鳥取市）
開催日：１１月１７日（木）
場 所：鳥取市
出席者：青少年育成関係者等役１００名
・境港市青少年意見発表会（境港市）
開催日：１１月１４日（月）
内 容：市内中学生 9 名による意見発表
参加者：青少年育成関係者､保護者、
一般市民の方（約７０名）
・日野町青少年育成講演会（日野町）
内 容：
「家庭の日」作品表彰式・講演
参加者：約１１０名
・ふれあいもちつき大会（江府町）
開催日：１１月２７日（日）
参加者：５３名
・みんなで考える！南部町教育の集い（南部町）
開催日：１１月３日（木）
参加者：保護者、住民、教職員、教育委員等
内 容：実践発表（高校生サークルの取組等）
講演「みんなでやる気のある子どもに」
・講演「心の笑顔」心から笑顔になっていますか（県立
高校）
・鳥取警察署管内防犯少年剣道大会の開催（鳥取県警）
・八頭郡剣道大会への出席（鳥取県警）
・鳥取県高等学校 PTA 指導者研究大会参加（県立高校）
・文科省指定研究開発学校研究発表会（県立高校）
開催日：１１月８日（火）
出席者：文科省、県教委等５０名

青少年・家庭課
備

考

★４（１）ア

４（１）ウ

４（１）ア、オ

★４（１）ア、オ

★４（１）ア

★４（１）オ

４（１）ア

４（１）ア、イ、エ

４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア

２ 広報啓発活動
・電光掲示板による広報（鳥取県）
（鳥取県、市町村、 ・ホームページによる広報（鳥取県、境港市、鳥取県警、
県立高校）
鳥 取県 警、 県立高
・ポスター掲示（鳥取県、県内全市町村、鳥取県警）
校）

★４（１）ア、エ、オ
★４（１）ア、イ、ウ、
エ、オ
★４（１）ア、イ、ウ、
エ、オ
・広報誌（紙）による広報（鳥取市、境港市、若桜町、 ★４（１）ア、オ
北栄町、鳥取県警）
・
「家庭の日」絵画・ポスター作品展示、標語募集（鳥 ★４（１）ア、エ
取市、岩美町、伯耆町）
・防災無線による広報啓発（八頭町、伯耆町、江府町） ★４（１）エ
・のぼり旗の掲示（八頭町）
４（１）エ
・ゆりはま家族の日、家族の週間（湯梨浜町）
４（１）エ
街頭啓発、標語・川柳の募集、広報誌掲載等
・児童虐待防止街頭キャンペーン（鳥取県・鳥取県警）
４（１）ウ
実施日：１１月３日（木・祝）
、１１月１２日（土）
４（１）ウ
・オレンジリボンたすきリレー（鳥取県・鳥取県警・県
立高校）
・
『保健室だより』の発行（県立高校）
４（１）エ
・保健委員による啓発活動（県立高校）
４（１）エ
・懸垂幕による周知（県立高校）
４（１）ア

３ 研修会等
・青少年育成推進指導員・青少年健全育成協力員合同研
（鳥取県、市町村、
修（鳥取県、伯耆町）
鳥 取県 警、 県立高 ・児童虐待対応研修会（鳥取県、鳥取県警）
校）
開催日：１１月２４日（木）
・少年補導員研修会（鳥取市）
・鳥取市小・中学校生徒指導連盟研修会（鳥取市、鳥取
県警）
開催日：１１月２４日（木）
・青少年育成鳥取県民会議会長及び青少年育成市町村会
議会長意見交換会（鳥取市）
・家庭教育講演会「朝ごはんでハッピーすこやか大作戦」
（若桜町）
開催日：１１月１８日（金）
参加者：就学前の保護者
・人権教育参観日及び講演会（若桜町）
・家庭教育支援チーム連絡会（八頭町）
開催日：１１月８日（火）
・講演会「琴浦町１０秒愛のフォーラム」
（琴浦町）
開催日：１１月２１日（月）
・家庭教育支援講座（親子ふれあいヨガ教室）
（琴浦町）
開催日：１１月２２日（火）
・鳥取県少年健全育成指導員等研修会（鳥取県警）
開催日：１１月７日（月）
・桜ヶ丘グリーンゾーン兼桜ヶ丘中学校 PTA 委員研修会
（鳥取県警）
開催日：１１月２４日（木）
・倉吉地区三者合同研修会（鳥取県警）
開催日：１１月２０日（日）
・八頭郡中学校・高等学校生徒指導連盟幹事会出席（鳥
取県警）
・チャイルドラインうさぎのみみ「受け手要請講座」出
席（鳥取県警）
・米子市少年指導員代表者会（鳥取県警）
・米子市小学校生徒指導部連絡協議会への出席（鳥取県
警）

★４（１）エ、オ
４（１）ウ
★４（１）オ
４（１）ア、オ

４（１）エ
★４（１）エ

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

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

・米子市中学校生徒指導部会への出席（鳥取県警）
・交通安全指導（県立高校）
・津ノ井地域懇談会（県立高校）
・自動車学校講師による交通安全教室（県立高校）
・性教育講演会（県立高校）
・デートＤＶ講演会（県立高校）
・人権教育ロングホームルーム（県立高校）
参加者：保護者、関係機関等

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

４ 青 少年 保護育 ・街頭補導活動及び巡回活動（鳥取市、県立高校、鳥取 ★４（１）オ
成巡回活動、環境
県警）
浄化活動等
・自動販売機・高架下・電柱等の落書き点検・指導（鳥 ★４（１）オ
（鳥取県、市町村、
取市）
鳥取県警、県立高 ・防犯パトロール（青色パトロール）による巡回活動（岩 ★４（１）オ
校）
美町、八頭町、琴浦町、県立高校）
・少年を守る店巡回訪問（伯耆町）
★４（１）オ
・青少年を見守る運動（駅での声かけ・清掃）
（江府町） ４（１）オ
・桜ヶ丘中学校区内コンビニ、スーパー、カラオケ店等
への巡回協力要請活動（鳥取県警）
・白ポストを活用した有害図書の回収（鳥取県警）
・鳥取県高等学校東部指導部連盟理事会及び東部地区中
学校・高等学校連絡会議（県立高校）
・薬物乱用防止教室（県立高校、鳥取県）
・登校時のあいさつ指導（県立高校）
・地震と津波を想定した防災避難訓練（県立高校）

４（１）オ
４（１）オ
４（１）オ
４（１）オ
４（１）ア、オ
４（１）オ

５ 子供・若者の社 ・社会福祉施設でのボランティア体験（鳥取市）
★４（１）ア
・青少年育成直接体験交流会（湯梨浜町）
会参加活動
４（１）ア
（ 市町 村、 鳥取県 ・少年の立ち直り支援活動（鳥取県警）
４（１）ア
農業体験・自然体験・学習支援活動等
警、県立高校）
・非行（被害）防止教室（鳥取県警）
４（１）オ
・
「鳥商デパート」接客マナー指導（県立高校）
４（１）ア
・福祉施設・保育園・イベント等でのボランティア活動
４（１）ア
（県立高校）
・鳥取県中部地震募金活動（県立高校）
４（１）ア
・東日本大震災の復興活動への参加（県立高校）
４（１）ア
・販売実習（県立高校）
４（１）ア
・職場見学（県立高校）
４（１）ア
・地域との交流（高齢者との運動会・乗馬体験等）
（県
４（１）ア
立高校）
・地域課題の解決を目指す研究・発表（県立高校）
４（１）ア
・踏切事故防止キャンペーン活動参加（県立高校）
４（１）オ
・小学校との交流事業（県立高校）
４（１）ア
・県内企業魅力発見講演会（県立高校）
４（１）ア
・地元企業訪問（県立学校）
４（１）ア
６ その他
（県立高校）

・学校生活（いじめ）アンケート（県立高校）
・スクールソーシャルワーカー・担任等による要保護家
庭の訪問及び相談、関連機関との連携（県立高校）
・生徒のアルバイト就労指導（県立高校）

４（１）エ、オ
４（１）イ、ウ、エ
４（１）イ、ウ、エ

