平成 29 年度「子供・若者育成支援強調月間」実施結果
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【宮城県等】
（１）インターネット安全安心利用推進フォーラム ４（１）イ（ウ）
（宮城県）
開 催 日：１０月１８日（水）
開催場所：ＴＫＰガーデンシティ仙台勾当台
参加対象：青少年健全育成関係者等
主な内容
①基調講演「深刻化するネットトラブル〜そ
の現状と大人の役割〜」
講師：ジャーナリスト・メディア学者
渡辺真由子 氏
②パネルディスカッション
（２）青少年健全育成みやぎ県民のつどい（青少年の ４（１）エ，オ
ための宮城県民会議）
開 催 日：１１月８日（水）
開催場所：この花さくや姫プラザ
参加対象：青少年健全育成関係者等
主な内容
①青少年健全育成功労者及び在学青少年社
会参加活動善行者，
「家庭の日」絵画・ポ
スター優秀賞受賞者表彰
②少年の主張宮城県大会入賞者の発表
③基調講演「児童虐待の現状と対応」
講師：医療法人東北会 東北会病院
リカバリー支援部長 鈴木俊博 氏
（３）みやぎ食育フォーラム（宮城県）
４（１）オ
開 催 日：１１月１日（水）
開催場所：パレットおおさき 多目的ホール
参加対象：県民，学校・行政・企業等の食育推
進担当者
内
容
①みやぎ食育表彰
②基調講演「子どもの健康なからだをつくる
食生活〜アスリートの食事か
ら学ぶ〜」
③事例発表
（４）麻薬・覚醒剤乱用防止運動宮城大会（厚生労働 ４（１）イ（ウ）
省・宮城県）
開 催 日：１１月８日（水）
開催場所：仙台市
出 席 者：厚生労働省医薬・生活衛生局監視指
導・麻薬対策課長，県保健福祉部長，
高校生等３７６人
内
容：講演（水谷修氏）
，アトラクション（伊
達武将隊による薬物乱用防止関連ク
イズ大会，生徒作成ポスター・映像作

品展示等，大会宣言）
【市町村等】
（１）仙台市児童・青少年健全育成大会（仙台
市青少年健全育成団体功労者表彰式）
（仙
台市）
開 催 日：１１月２３日（木）
開催場所：日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾎｰﾙ
出
演：市長，表彰者，福岡小（鹿踊剣
舞）新田小（ブラスバンド）少
年の主張大会各区優秀者，スギ
テツ
内
容：表彰式，演舞，演奏，発表

４（１）ア

４（１）ア
（２）青少年健全育成講演会（石巻市）
開 催 日：１１月４日（土）
開催場所：石巻市議会委員会室
出 席 者：青少年育成関係者，幼稚園・保
育所等保護者（参加者５７人）
内
容：
講演「ど根性ひまわりと共にあゆむ」
講師：児童文学者・絵本作家
漆原智良 氏
（３）平成２９年度虐待防止及び障害者理解促
進講演会（石巻市）
開 催 日：１１月１０日（金）
開催場所：石巻市遊楽館 文化ホール
出 席 者：各学校・幼稚園・保育所，各福
祉関係機関，行政委員，民生委
員等（参加者１８３人）
内
容：
①第１部「盲ろう者をしっています
か？」
講師：宮城盲ろう児・者友の会
石黒昌道 氏
②第２部「各種虐待対応について」
講師：いしのまき法律事務所
弁護士 前田 拓馬 氏

４（１）エ

（４）白石市青少年健全育成市民のつどい（白 ４（１）ア，エ
石市）
開催日時：１１月１９日（日）
開催場所：白石市中央公民館 大ホール
内
容：「家庭の日」絵画ポスターの表
彰,わが家の「家庭の日」実践
発表（小学生親子２組），白石
二小の活動紹介及びつばさ合
唱団の合唱，私の主張(６校の
中学生の意見発表)，大会宣言
採択
参 加 者：３２７人＜加盟８８団体の会
員，市民，来賓（県議，市議，
教育委員，学校長等），市民会
議役員等＞

２ 広報啓発活動

（５）健全育成講演会（岩沼市教育委員会，健
やかな子どもを育てる岩沼市民会議）

４（１）ア，オ

（６）登米市青少年健全育成推進のつどい（青
少年のための登米市民会議）
開 催 日：１１月２１日（火）
出 席 者：青少年健全育成関係者等１６１
人
内
容：①少年の主張登米地区代表発表
②地区実践事例発表
（石越，迫地区）
③講演

４（１）ア

（７）仙台地区青少年育成市町村民会議協議会
及び青少年健全育成松島町民会議研修会
（松島町 ※合同開催）
開 催 日：１１月２２日（水）
開催場所：松島町
出 席 者：青少年育成関係者等１１１人
内
容：映画視聴，講演

４（１）オ

【宮城県等】
（１）インターネット安全利用に係る出前講座の実施 ４（１）イ（ウ）
（宮城県）
…青少年や保護者，青少年健全育成団体等を対
象に，１０〜１２月に７件実施。
（２）薬物乱用防止教室（県東部保健福祉事務所登米 ４（１）イ（ウ）
地域事務所）
①１１月２日（木）
登米市立津山中学校
②１１月８日（水）
登米市立中田中学校
③１１月２２日（水） 登米市立豊里小･中学校
④１１月２９日（水） 登米市立米山東小学校
（３）いじめ防止啓発横断幕の掲示（県東部教育事務 ４（１）イ（エ）
所登米地域事務所）
…１１〜３月，登米市立米山中学校に掲示
※市内全中学校に原則輪番で依頼している。
【宮城県警察本部】
（１）仙台市ＰＴＡフェスティバルにおける薬物乱用 ４（１）イ（ウ）
防止広報（仙台市ＰＴＡ協議会主催）
実 施 日：１１月１２日（日）
実施場所：仙台市民広場
（２）薬物乱用防止・防煙キャンペーン（仙台市薬剤 ４（１）イ（ウ）
師会主催）
実 施 日：１１月５日（日）
実施場所：仙台メディアテーク
（３）啓発ポスターの掲示，パンフレット配布（警察 ４（１）
イ（ア）
，イ（ウ）
本部，警察署，交番・駐在所）
，
エ
（４）広報誌等による広報活動（警察署，交番・駐在 ４（１）
所）
イ（ア）
，イ（ウ）
，

エ
（５）ラジオを通じた広報啓発（警察署）

４（１）イ（エ）

（６）ホームページを使用した広報活動（警察署）

４（１）エ

（７）児童虐待防止キャンペーンを３回実施（警察署） ４（１）エ
（８）非行防止，薬物乱用防止等広報啓発キャンペー ４（１）
イ（ア）
，イ（イ）
，
ンを１３回実施（警察署）
イ（ウ）
，イ（ウ）
，
イ（エ）
，エ
（９）交通事故防止，飲酒運転根絶，交通マナーアッ ４（１）イ（イ）
プキャンペーンを１８回実施（警察署）
（10）非行防止・薬物乱用防止，情報モラル教室を３
７回開催（警察署）
内訳 小学校
７回
中学校
１６回
高等学校
４回
その他
１０回

４（１）
イ（ア）
，イ（イ）
，
イ（ウ）
，イ（ウ）
，
イ（エ）
，エ

（11）交通安全教室，自転車マナーアップ教室を３５ ４（１）イ（イ）
回実施（警察署）
（12）保護者，地域住民等に対する非行防止等講話を ４（１）
８回実施（警察署）
イ（ア）
，イ（イ）
，
イ（ウ）
，イ（ウ）
，
イ（エ）
，エ
（13）スポーツ活動を通じた健全育成活動（野球大会） ４（１）イ（エ）
を２回実施（警察署）
【市町村等】
（１）
「少年センターだより」第２号の発刊（石巻市） ４（１）
①川開き街頭補導，学校区パトロールの実施状況 ア，イ（イ）
②不審者出没情報など
（２）チラシによる各戸回覧，加盟団体及び各種会議 ４（１）ア
での配布（白石市）
（３）
「市民のつどい」等での啓発資料（ｸﾘｱﾌｧｲﾙ）の ４（１）エ
配布（白石市）
（４）広報誌「広報なとり１１月号」による広報（名 ４（１）エ，オ
取市）
（５）なとり秋まつり（１１月３日（金））で啓発パ ４（１）エ，オ
ンフレットを配布（名取市）
（６）会報「こころ」第５７号発行（青少年健全育成 ★４(１)
多賀城市民会議，多賀城市子ども会育成連合 ア，イ，エ，オ
会）
発行日:１１月１日(水)
内 容:市内全戸に配布の青少年健全育成多賀

城市民会議会報「こころ」第５７号に
て，青少年育成センターの活動の紹介
と「子供・若者育成支援強調月間」
「家
庭の日」についての広報。
★４(１)
（７）一斉街頭指導（多賀城市）
ア，イ，エ，オ
実施日:１１月１３日(月)
場 所:JR多賀城駅前，イオン多賀城店前，み
やぎ生協大代店前，ヨークベニマル多
賀城店前の市内４か所
内 容:青少年健全育成の啓発チラシと啓発文
入り野菜の種子１，０００部を市内４
ヶ所にて配布。
（８）「子供・若者育成支援強調月間」広報活動（多 ４(１)
賀城市青少年育成センター）
ア，イ，エ，オ
実施日:１１月１日(水)〜１１月３０日(木)
内 容:専任青少年補導員による学校や公園周
辺での青色回転灯装備パトロールカー
車載拡声装置を使っての広報活動。
（９）広報誌による広報（岩沼市）

４（１）エ

（10）強調月間啓発ポスターの掲示（登米市）

４（２）

（11）大崎市青少年指導員研修会・中学校生徒指導主 ４（２）
事連絡会にての周知（大崎市）
（12）社会を明るくする運動（パンフレット周知，啓 ４（２）
発品の配布）
（川崎町）
（13）町内小中学校で人権擁護委員による人権教室の ４（２）
実施（川崎町）

３ 研修会等

（14）青少年健全育成啓発物（ボールペン）の製作， ４（１）イ（イ）
小中学校への啓発物配布
【宮城県等】
（１）宮城県子ども・若者支援地域協議会（宮城県） ４（１）ア
…協議会を開催（１０月４日（水））するとと
もに，県内５圏域で実務担当者部会を開催
（１０月３１日（火）
，１１月２日（木）
，７
日（火）
，１６日（木）
，２０日（月）
）
。
【宮城県警察本部】
（１）非行防止関連
４（１）
…生徒指導主事連絡協議会（教育機関主催）， イ（ア）
，イ（イ）
，
学校警察連絡協議会（教育機関主催）等１３ イ（ウ）
，イ（エ）
回
（２）児童虐待防止関連
４（１）エ
…要保護児童対策協議会（市町村主催）
，警察・
児童相談所合同研修（児童相談所主催）６回
４（１）
（３）いじめ問題関連
，イ（エ）
…いじめ問題対策協議会（市教委主催）等２回 イ（エ）

【市町村等】
（１）平成２９年度第２回石巻市少年センター少年補 ４（１）
ア，イ（イ）
導員会議（石巻市）
開 催 日：１１月８日（水）
開催場所：石巻市遊楽館 文化ホール
出 席 者：少年補導員７５人
内
容：
①講話「高校生の心理と行動」
講師：宮城水産高等学校
教諭 増田 雄次郎 氏
②活動報告（地域班，学校班各１人）
③報告・協議等
４（１）オ
（２）名取市生徒指導問題対策委員会（名取市）
開催日：１１月２１日(火)
出席者：教育長，市内小中学校生徒指導担当
者，ＰＴＡ，岩沼警察署，民生委員，
主任児童委員，市民会議会長，家庭
児童相談員，健康福祉部・教育委員
会職員
（３）被災地におけるDV予報啓発講座（多賀城市）
開催日:１１月８日(水)
内 容
講話「DVと児童虐待の関連」
講師：ハーティ仙台 八幡悦子 氏

４(１)
ア，イ，エ，オ

（４）平成２９年度防犯講演会（多賀城市防犯町づく ４(１)
り推進協議会）
ア，イ，エ，オ
開催日:１１月２１日(火)
内 容
①講話「女性と子供を対象とした犯罪の現状
と被害防止について」
講師：塩釜警察署生活安全課長
小関 修 氏
②講演「被害に遭うということ〜被害者も加
害者も出さない町づくりのために
〜」
講師 みやぎ被害主支援センター
専任相談員 遠藤 和子 氏
（５）三者定例連絡会議（多賀城市）
４(１)
開催日:１１月２１日(火)
ア，イ，ウ，エ，
内 容:要保護児童生徒にかかわる情報共有， オ
対策検討会議（多賀城市教育委員会，
多賀城市子育て支援課，多賀城市青少
年育成センター）
。
（６）要保護児童対策地域協議会実務担当者会議（岩 （４）１
沼市）
ウ，エ，オ
（７）大崎市青少年指導員研修会（大崎市）
４（１）イ（イ）
開催日：１１月１５日（水）
出席者：大崎市青少年指導員，古川・鳴子警察
署，教育委員会
内 容
①講話「青少年が健全に育つ上で何が必要

か」
講師：宮城県環境生活部
共同参画社会推進課
青少年専門員 鈴木英典 氏
②「最近の古川・鳴子警察署管内の青少年の
様子」
古川・鳴子警察署生活安全課担当者

４（１）
（８）大崎市中学校生徒指導主事連絡会（大崎市）
イ（イ）
（エ）
開催日：１１月２２日（水）
内 容：「２学期・冬季休業期間における生徒
指導上の課題と対応」−関係機関との
連携をとおして−
出席者：生徒指導主事，担当校長，古川・鳴子
警察署，教育委員会，青少年センター
（９）スクールソーシャルワーカースーパーバイザー ４（１）ア
による研修会（川崎町）
…町内小中学校管理職及び生徒指導担当，養護
教諭等を対象にスクールソーシャルワーカ
ーを活用した不登校児童生徒等への対策や
保護者からの相談対応についての研修を実
施。
４（１）オ
（10）町教科等研修会（川崎町内小中学校）
…授業参観・協議を中心とした研修会を通じ
て，町内小中学校の連携及び教職員の資質能
力（授業力や学級経営能力，生徒指導力）の
向上を図ると共に，児童生徒の学力向上の一
助とする。
４（１）イ（ウ）
（11）PTA教育講演会（川崎町内小学校）
…スマートフォン及び携帯電話によるインタ
ーネットの安全利用について講演会を実施。
４（１）ア
（12）志教育講演会（川崎町内中学校）
…スポーツ選手を講師に招き，生徒を対象に人
生経験談等生きる力についての講話会を実
施。

４ 青少年保護育成巡回活動， 【宮城県警察本部】
（１）県下一斉「少年を非行から守る日」による街頭 ４（１）
環境浄化活動等
イ（ア）
，イ（ウ）
補導活動（警察署）
…県下２４警察署において実施
（２）少年補導員等との合同補導研修（警察署）
…県下２４警察署において実施

４（１）
イ（ア）
，イ（ウ）
，

（３）携帯電話販売店に対するフィルタリング協力要 ４（１）イ（ウ）
請を２店舗に実施（警察署）
【市町村等】
（１）中央街頭指導，中学校区街頭指導（仙台市） ４（１）イ（イ）

（２）宮城県青少年補導センター連絡協議会合同街頭 ４（１）イ（イ）
指導（仙台市）
実 施 日：１１月７日（火）
実施場所：仙台駅，中央通周辺
参 加 者：仙台市，塩竈市，名取市，岩沼市
（３）県下一斉街頭補導活動（石巻市）
実施日：１１月１日（水）
延べ実施回数：２５回
延べ出動人員：６１人

４（１）
ア，イ（イ）

４（１）
（４）１１月街頭補導（定例）
（石巻市）
実施日：１１月１日（水）から１１月３０日（木） ア，イ（イ）
延べ実施回数：３１回
延べ出動人員：９２人
（５）青少年相談センターが委嘱した相談員による巡 ４（１）
ア，イ（イ）
，
回活動（白石市）
イ（エ）
…１１月は１５日間実施
４（１）イ（ウ）
（６）有害広告物撤去活動・公園点検（白石市）
実 施 日：１０月１９日（木）
実施場所：市街地，駅周辺，国道４号方面
実施方法：５コースに分かれて撤去活動
参 加 者：相談員，市民会議役員，少年補導員，
育成指導員，白石警察署，県土木事
務所
２９人参加
４（１）オ
（７）大規模小売店舗巡回活動（名取市）
…大型ショッピングセンター「イオンモール名
取」店舗内巡回活動。１１月中は２回実施（通
年実施）
。
４（１）オ
（８）街頭巡回指導の実施（名取市）
実 施 日：１１月６日(月)
実施方法
①県下一斉巡回指導日に併せて実施。
②青少年健全育成推進指導員３人，職員１人
の計４人
③ゲームセンター，ショッピングセンター等
（９）青色回転灯装備パトロールカーによる週３回の ４(１)
ア，イ，エ，オ
巡回。
（多賀城市）
実施日:１１月１日(水)〜１１月３０日(木)
内 容:専任青少年補導員による下校中の小中
高校生に対する見守りと声掛け。
（10）環境浄化活動の強化（多賀城市）
４(１)
実施日:１１月１日(水)〜１１月３０日(木)
イ，オ
内 容:有害広告の撤去の強化。(平成２４年４
月以降，違法・有害広告は見当たらな
い)
（11）不審者出没場所のパトロールの強化（多賀城市） ４(１)イ
実施日:１１月１日(水)〜１１月３０日(木)
内 容:多賀城市補導員巡回用地図（不審者出
没場所記載）の適時更新，専任青少年

補導員と不審者出没情報の共有。
（12）「子供・若者育成支援強調月間」広報活動（多 ４(１)
ア，イ，ウ，エ，
賀城市）
実施日:１１月１日(水)〜１１月３０日(木)
オ
内 容:「子供・若者育成支援強調月間」につ
いて学校や公園周辺で車載拡声装置
を使っての広報活動
（13）各種青少年保護育成巡回活動，環境浄化活動（岩 ４（１）イ
沼市教育委員会，健やかな子どもを育てる岩沼
市民会議）
…街頭巡回指導，有害広告撤去作業，有害図書
等自動販売機の点検，子ども１１０番の家実
態調査，子ども１１０番の家タウンミーティ
ング，子ども１１０番の家ウォークラリー等
の活動
（14）県下一斉街頭巡回指導の実施（大崎市）
実施日：１１月１５日（水）

４（１）イ（イ）

（15）定期街頭指導・浄化活動（大崎市）
実施日：毎週，月・水・金

４（１）イ（イ）

（16）防犯実動隊によるパトロール（村田町）

４（１）イ（イ）

（17）有害図書実態の見回り（川崎町）

４（１）イ（ウ）

（18）環境浄化モニターによる定期的な町内巡回（松 ４（１）イ（ウ）
島町）
５ 子供・若者の社会参加活動

【宮城県警察本部】
（１）立ち直り支援対象少年に対する農業体験を１回 ４（１）ア
開催（警察署）
（２）立ち直り支援対象少年及び継続補導対象少年に ４（１）ア
対する面接等による生活指導を６回実施（警察
署）
【市町村等】
（１）ＰＳＣいじめ撲滅活動（白石市）
４（１）イ（エ）
…市内６中学校による常時活動（登・下校時・
市内イベントで）
（２）環境美化デー（多賀城市地域ぐるみ生徒指導委 ４(１)ア
員会）
開催日:１１月１日(水)
内 容:市内小中学生による通学路環境美化活
動
（３）職場体験学習（多賀城市）
★４(１)
内 容:多賀城市生涯学習課で職場体験を行っ ア，イ，エ，オ
た中学生による一斉街頭指導チラシづ
くり
（４）ジュニアリーダー（青少年ボランティア） ４（１）ア
による秋季研修会（村田町）

６

その他

（５）仙南２市７町ジュニアリーダー交流研修
会村田会場（仙南地区子ども会育成会連
絡協議会）

４（１）ア

（６）中学２年生の職場体験（松島町）

４（１）ア

【市町村等】
（１）青少年相談センターの相談活動（「いじめ」を ４（１）イ（エ）
含む）
（白石市）
実施日：月，火，木，金（「いじめ」は（水）
も実施。メールは常時受付）
（２）
『相談カード』の配布（白石市）
４（１）イ（エ）
…「相談窓口」を小学５年，「アイライン」を
中学１年に配布。
（３）定例青少年相談の実施（名取市）
４（１）ア，オ
…悩みを持つ児童・生徒・保護者などを対象に，
問題の解決と未然防止を図るため，年１９回
の相談窓口の設置。月間中は，１１月８日
(水)，２２日(水)に実施。
（４）青少年相談センター相談活動（岩沼市教育委員 ４（１）
ア，イ，エ，オ
会，健やかな子どもを育てる岩沼市民会議）
（５）電話・来所相談（大崎市）

４（１）
イ（エ）
，エ，オ

（６）社会を明るくする運動推進委員による小中学校 ４（１）イ（イ）
で講話の実施（川崎町）

