平成 29 年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果
都道府県名
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山 形 県
分

１ 大会等
（山形県、市町村）

内

若者活躍・男女共同参画課

容

・青少年健全育成県民大会（県）
開催日：10 月 22 日 場所：庄内町
出席者：子育て推進部長、県議会議長、県
教育次長、青少年育成関係者等
約 450 名
内 容：大会宣言、表彰、講演、事例検討
会等
・子どもの生活リズム向上山形県フォーラム
（県教育庁）
開催日：11 月 11 日 場所：山形市
出席者：小・中・高等学校及び特別支援学
校の学校関係者、ＰＴＡ関係者等
内 容：優れたＰＴＡ活動に係る事例発
表、生活習慣改善等に係る講演
・むらやま教育の集い(村山市)
開催日：11 月 19 日 場所：村山市
出席者：市長、教育長、小中高生など
内容：いじめ標語表彰式、高校生による
地域貢献活動の発表、大人と子供の
対話会など。
・若者育成支援市町民大会等
(天童市、東根市、村山市、上山市、尾花
沢市、新庄市、米沢市、鶴岡市、朝日町、
大江町、最上町、戸沢村、遊佐町)
・
「長井の心を育む」少年活動発表会(長井市)

・
「大人が変われば子どもも変わる」県民運
２ 広報啓発活動
（山形県、県教育庁、県警察、 動及び いじめ・非行をなくそう やまが
市町村）
た県民運動啓発キャンペーン等
(県、全市町村)
・看板、のぼり旗、懸垂幕、横断幕の掲出
(県、全市町村)
・広報誌(紙)やチラシの配付、回覧等
(県、県警察、山形市、上山市、天童市、
寒河江市、東根市、村山市、尾花沢市、
米沢市、長井市、鶴岡市、酒田市、山辺
町、大石田町、最上町、河北町、中山町、
朝日町、西川町、大江町、真室川町、高
畠町、南陽市、白鷹町、飯豊町、川西町、
小国町、庄内町、三川町、遊佐町)
・いじめ・非行をなくそう標語カレンダー
(ポスター)作成・配付(南陽市、遊佐町)
・庁内放送による広報(県、最上地区)
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・庁内ロビーに活動状況のパネル等を展示し
広報(県)
★4(1)ア、イ、エ
・広報車(青パト等)による広報活動
(県、県警察)
4(1)ア、イ
・駅等でのあいさつ運動
(県、山形市、上山市、鶴岡市、酒田市、
尾花沢市、大石田町、山辺町、金山町、
白鷹町、西川町、大江町、新庄市、最上
町、飯豊町)
4(1)エ
・児童虐待防止推進月間キャンペーン
（県、県警察）
4(1)エ
・児童虐待防止ＰＲイベントの開催（県）
4(1)エ
・オレンジリボンスマイルキャラバン(県)
メッセージ入りオレンジリボンを作成し、
ツリーに飾り付けるイベントを開催。
4(1)エ
・オレンジリボンＢＩＧツリーの展示(県)
イベントで作成されたオレンジリボンを
飾り付けたＢＩＧツリーを展示。
4(1)ア、イ
・エリアＳＳＷ(スクールソーシャルワーカ
ー)による講話(県教育庁)
4(1)イ
・青少年指導担当の訪問(県教育庁)
4(1)オ
・プロスポーツチーム応援給食
（県教育庁及び地元プロスポーツチーム）
地元プロスポーツチームと協力し、小・中
学校での食の指導及び給食の時間等にお
ける交流を実施。
4(1)イ
・薬物乱用防止キャンペーン
（県警察、県教育庁）
4(1)イ
・少年非行・犯罪被害防止キャンペーン
（県警察）
4(1)イ
・少年非行防止ネットワーク事業と連動した
あいさつ運動（県警察）
4(1)イ
・防犯作品（ポスター、標語）の展示
(県警察）
4(1)エ
・保護司会での講話(県警察)
4(1)エ
・市町村要対協での講話(県警察)
4 (1)ア、イ
・花いっぱい運動(大江町)
・引きこもりや不登校の経験者が語るフォー
３ 研修会等
（山形県、県教育庁、県警察、 ラム(県)
開催日：11 月 25 日 場所：山形市
市町村）
出席者：若者支援関係機関・団体、一般参
加者等約 90 名
内容：引きこもりや不登校の経験者による
事例発表及び参加者との質疑応答
を実施。
・ＹＹボランティアサークルセミナー交流会
開催日：11 月 12 日 場所：東根市
出席者：ＹＹボランティアサークル会員
(中高生)、その他中高生
内容：ボランティアサークル活動紹介、バ
ルーンアート講座、バルーンアート

4(1)ア

4(1)ア

で来場者と交流
・青少年のための環境づくり懇談会(県)
開催日：11 月 30 日 場所：県庁
出席者：青少年に関係する民間事業者・団
ＰＴＡ連合会、県教育庁、県警察
県民会議、県など約 70 名
内容：青少年のための良好な環境づくり、
連携強化ついて懇談し、事業者ごと
の申し合わせ事項を確認。
・育成支援のための講演会及び研修会
(県、県教育庁、山形市、寒河江市、上山
市、村山市、天童市、尾花沢市、新庄市、
米沢市、長井市、酒田市、鶴岡市、朝日町、
川西町、白鷹町、遊佐町、大蔵村)
・児童虐待対応研修会(県警察、県)
・中高生のための活力あふれる食育推進事業
各学校において講演会の実施(県教育庁)
・青少年育成推進員研修会(県、最上地区、
置賜地区)
・生徒指導担当者会議
(県教育庁、村山地区、酒田市)
・家庭教育出前講座(県教育庁)
・放課後子ども総合プラン指導者研修会
(県教育庁)
・防犯教室、非行防止教室、薬物乱用防止教
室、ネットモラル教室等の開催
(県警察本部・県教育庁)
・不審者対応訓練（県警察・県教育庁）
・山形県少年警察ボランティア等研修会
（警察本部）
・幼児共生ふれあい広場(米沢市)
・親子スマイル講座(鶴岡市)
・子育てフォーラム(遊佐町)
・家庭教育支援フォーラム(庄内町)
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★4(1)ア、イ、オ
４ 青少年保護育成巡回活動、 ・街頭補導・有害環境浄化活動
(県、県警察、全市町村)
環境浄化活動等
4(1)ア、イ
（山形県、県教育庁、県警察、 ・有害図書類販売の実態調査及び指導
(県、寒河江市、東根市、山形市、天童市、
市町村）
米沢市、酒田市、鶴岡市、河北町、朝日
町、大江町、大石田町、真室川町、大蔵
村、庄内町)
4(1)イ、オ
・酒類販売店への年齢確認要請(県警察)
4(1)ア、イ
・奥羽本線列車内巡回指導(県、所管市町村)
4(1)ア、イ、オ
・青パト等による下校時の見守り活動
(県警察、酒田市、東根市、河北町、大石
田町)
4(1)イ
・インターネット安全パトロール(酒田市)

５ 子供・若者の社会参加活動
（県警察、市町村）

６ 顕彰
(山形県、市町村)

７ その他
(市町村)

・食と農の親子体験教室(県)
開催日：11 月４日 場所：酒田市
出席者：親子 11 組 27 名
内 容：からどり芋の収穫体験と調理
・高校生地域活動セミナー(県教育庁)
開催日：11 月 19 日 場所：中山町
出席者：地域活動をする青年、地域活動を
する大学生、高校生
内容：地域活動紹介、芋煮カレーうどん作
り、青年と高校生のフリートーク
・中学高校生等による事業協力ボランティア
(県警察、寒河江市、新庄市、鶴岡市、山
辺町、大江町、舟形町、最上町、高畠町、
遊佐町)
・地域の大人と子どもの交流及び対話会
（県、県警察、村山市、真室川町、白鷹町、
鶴岡市）
・ふれあいトークかみのやま 2017
(県警察、上山市)
・高校生による特殊詐欺被害防止ＤＶＤ作成
(県警察)
・高校生による放置自転車点検(県警察)
・若者団体「ＨＯＰＥ」による街頭啓発キャ
ンペーン活動(南陽市)
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・やまがた若者顕彰事業による授与式(県)
開催日：12 月 2 日 場所：山形市
出席者：知事、受賞者６団体
内容：授与式、知事と受賞者による懇談会
・ いじめ・非行をなくそう やまがた県民
運動の優秀標語作品表彰と展示
(県、寒河江市、天童市、村山市、尾花沢
市、米沢市、長井市、鶴岡市、川西町、
舟形町、戸沢村、庄内町、遊佐町)

4(1)ア、イ

・少年相談(山形市)
・命を学ぶ教室(県警察)
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