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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●子育て家族ふれあいデー（福島県）
開催日：11 月 19 日
場所:十六沼公園体育館
出席者：知事、こども未来局長、
小学校低学年までの子供及びそ
の家族
200 名
内 容：
（1）福島県知事と東貴博氏のト
ークセッション
（2）親子体操
（3）昔遊び体験
●福島県青少年健全育成推進大会
（福島県、福島県青少年育成県民会議）
開催日：11 月 20 日
場 所：とうほう・みんなの文化センタ
ー(福島市)
出席者：副知事、県議会議長、県教育長
青少年育成関係者等 343 名
内 容：大会宣言、表彰、作文朗読発表
●福島市青少年健全育成推進大会（福島市）
開催日：11 月 28 日 場所：福島テルサ
出席者：市長、教育長、議長、福島市青
少年健全育成推進会議会長
青少年育成関係者等 225 人
内 容：(1)青少年健全育成功労者表彰
(2)少年の主張発表
①福島地区中学生弁論大会
最優秀賞受賞者による発表
②中学生活動発表
(3)記念講演
演題「子どもの貧困を知る」
講師 社会活動家・
法政大学教授 湯浅 誠 氏
●第 40 回郡山市青少年健全育成推進大会
（郡山市）
開催日：11 月 18 日 場所：郡山市
出席者：市長、市教育長、関係行政機関、
青少年育成関係者等 500 名
内 容：大会宣言、青少年健全育成推進
協議会長表彰、中学生の作文発表
高校演劇の上演
●いじめ根絶作文・標語・ポスター作品表彰
式（いわき市）
開催日：11 月 15 日
出席者：市教育長、教育部長、市内小中
学生 22 名
内 容：表彰、最優秀作文発表、いじめ
根絶１０か条発表
●みんなで子育てワイワイショップ
（相馬市）
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開催日：11 月 19 日
場 所：相馬市総合福祉センターはなま
す館
参加者：相馬市子育て支援連絡会員、相
馬市青少年健全育成市民会議家
庭教育部会員など 343 人
内 容：ヒップホップダンス披露、参加
団体ごとのブース運営、絵本配布
●子ども駅伝大会（相馬市）
開催日：11 月 25 日
場 所：相馬市馬陵通り及び田町通り
参加人数；621 名
内 容：５人１チームで行う駅伝大会
●二本松市青少年健全育成推進大会
(二本松市)
開催日：11 月 11 日 場所：二本松市
出席者：市長、市民会議会員、市民など
147 人
内 容：小中学生の作文発表、講演、大
会宣言
●田村地区作文コンテスト表彰式・発表会
（田村市）
開催日：10 月 30 日 場所：田村市役所
出席者：保護司、社会を明るくする運動
田村地区推進委員会委員、福島保
護観察所長、田村地区小中学校長
会連絡協議会長、田村警察署長、
更生保護女性会会員
内 容：表彰式及び作品の発表
●平成 29 年度伊達市青少年育成推進大会
（伊達市）
開催日：12 月２日
場 所：伊達市ふるさと会館 MDD ホール
参加者：児童、生徒、保護者、地域住民、
PTA、青少年関係者 150 名
内 容：青少年育成市民会議表彰、少年
の主張発表など
●霊山地域少年の主張大会
開催日：11 月３日 場所:霊山中央交流館
参加者：児童、生徒、保護者、地域住民
PTA、青少年関係者 100 名
内 容：少年の主張発表
●青少年健全育成推進大会（本宮市）
開催日：11 月 26 日
出席者：市長、市議会議長、本宮警察署
長、市教育長、青少年育成関係
者等 300 名
内 容：少年の主張発表、大会宣言
●国見町教育フォーラム
開催日：11 月 18 日
場 所：国見町観月台文化センター
出席者：町長、教育長、
青少年育成関係者等 70 名
内 容：講演、青少年事業「少年仲間づ
くり教室」により町内道の駅の調
査結果・提案事項について児童よ
り発表
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●青少年の主張発表大会（柳津町）
★４(1)ア
開催日：11 月４日
場 所：柳津中学校体育館
発表者：小学生（５，６年生）４名
中学生（１〜３年生）６名
聴衆者：町内小学３年生〜中学３年生、
一般町民
●第 33 回青少年の主張矢吹町大会（矢祭町） ４(1)ア
開催日：11 月４日 場所：ユパール矢吹
発表者：小学生６名、中学生３名、高校
生４名
１３名
参集者：１９０名
４(1)ア
●県歯科医師会との地域保健委員会
（福島県）
開催日：11 月５日 場所：福島市
出席者：県歯科医師会長及び役員
各地区県歯科医師会理事
教育庁指導主事
内 容：子どもたちの虫歯対策
２ 広報啓発活動
●街頭啓発キャンペーン
（福島県、市町村、福島県警察 （会津若松市、相馬市、各警察署）
本部、警察署）
●市民総ぐるみ朝のあいさつ「おはよう」運
動（会津若松市）
●「あいづっこの約束/あいづっこの感謝（絵
手紙）
」作品展の開催（会津若松市）
●道徳教育総合支援事業（福島県）
「モラル・エッセイ」コンテスト
●広報誌(紙)による広報
（白河市、国見町、只見町、西会津町、三
春町、広野町、福島県青少年育成県民会
議）
●懸垂幕・横断幕、のぼり等の掲出
（会津若松市）
●交通事故防止、非行防止標語の立て看板設
置（矢吹町）
●広報車による啓発活動
（いわき市、須賀川市、三春町）
●啓発パンフレット、チラシ等の配布
（会津若松市、白河市、南相馬市、泉崎村、
広野町、各警察署、福島県青少年会館）
●ポスターの掲示
（★福島県、いわき市、★南相馬市、大玉
村、泉崎村、★新地町、★福島県青少年
会館）
●CATV を利用した広報（西会津町）
●ラジオ広報（福島県警察本部）
●相談窓口等のチラシの配布（会津若松市）
●草間小学校人権の花（いわき市）
●食育指導（白河市、大玉村）
●「家庭の日」作品コンクール入賞者への表
彰及び記念品伝達、作品掲示(磐梯町)
●ノーメディア運動（西郷村）
●「家族のきずな」図画作品表彰式（泉崎村）
●ジュニア献血ポスターコンクール審査会
（福島県）
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３ 研修会等
（福島県、市町村）

●いわきグローバルアカデミー第６回「いわ
き志塾」
（いわき市）
●放課後子ども教室チーフ会議（相馬市）
●放課後子どもプラン運営委員会（相馬市）
●少年センター補導員連絡会冬季研修会
（相馬市）
●キャリ教育講習会（いわき市）
●市役所出前講座「みんなで考えよう〜障が
い者のふくし〜」、「手話講座〜手で話そ
う」
（いわき市）
●泉崎村いじめ等防止対策委員会（泉崎村）
講演「いじめの定義」
●食育指導（大玉村）
●出前講座「子どもの貧困」
（白河市）
●ふくしまっこ育成セミナー（福島県）
●薬物乱用防止教室（福島県）
●親子の学び応援講座（福島県）
●冒険ひろばの実施（福島県）
●自然あそび企画の開催（福島県）
●不登校対策推進事業（福島県）
●人権教育地域総合推進事業（福島県）
●スマホ・携帯電話安全教室（猪苗代町）
●家庭教育に関する講演会（猪苗代町）
●人権擁護委員講演会（猪苗代町）
●家庭教育講演会（会津美里町）
●子育て講話「食を通して子育て」
（泉崎村）
●新地町食育推進委員会（福島県、新地町）
●栄養教諭食育推進研修会（福島県、郡山市）
●学校保健会保健主事会議（福島県）
●新規採用養護教諭研修（福島県）
●スクールソーシャルワーカー学校訪問
（矢吹町）
●生徒指導協議会
●大人への応援講座「地域に必要な子どもた
ちへの支援」、「心の健康づくりは家庭か
ら」、「新入児の親として知ってほしいこ
と」 (福島県青少年育成県民会議)
●地区学校警察連絡協議会・合同研修会
（各警察署）
●地区警察少年警察ボランティア研修会
（各警察署）
●相双方部地域カンファレンス
（双葉警察署）

４ 青少年保護育成巡回活動、 ●街頭補導活動
環境浄化活動等
（福島市、会津若松市、白河市、須賀川市、
（福島県、市町村、福島県警察
喜多方市、相馬市、南相馬市、本宮市、
本部、警察署）
各警察署）
●通学・下校時の見守り活動
（会津若松市、泉崎村、矢吹町）
●危険箇所の巡回（会津若松市）
●有害図書類等の回収（福島市）
●防犯パトロール車、広報車による呼びかけ
（泉崎村）
●ビデオ、有害図書類等の陳列状況調査
（福島県、相馬市、平田村）
●交通・防犯団体合同防犯パトロール
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（矢吹町）
●暴走族加入阻止教室（福島県警）
●メディア講習会（いわき市）
●防犯活動（いわき市）
●愛の一声運動（いわき市）
●風俗営業所立入調査（各警察署）
●阿武隈急行列車警乗による防犯活動
（伊達警察署）
●非行防止教室（各警察署）
５ 子供・若者の社会参加活動
（福島県、市町村、警察署）

６ その他（市町村）

●未来へチャレンジ！ふくしまスポーツ塾
福島の輝く未来へ！「スポーツわくわくプ
ロジェクト」スポーツクライミング教室
（福島県）
●青年期グループワーク事業（いわき市）
●子ども祭り（伊達市）
●平成 29 年度だてウォーキング大会
（伊達市)
●サンドアート講演＆体験会（矢祭町）
●各種ボランティア体験
（福島県、郡山市、会津坂下町、警察署）
●いきいき・わくわくしごと塾（いわき市）
●土曜学習（いわき市）
●第 21 回いわさきめぐり体験ウォーク
（いわき市）
●科学工作教室（いわき市）
●錦公民館まつり子ども体験（いわき市）
●おやこ体験教室（いわき市）
●朝食について見直そう習慣運動
（須賀川市）
●花いっぱい運動
（南相馬市、いわき南警察署）
●松明あかしへの参加（須賀川市）
●ユースプレイス自立支援事業の実施
（福島県、三春町、南会津町）
●大なわとび大会（いわき市）
●青少年健全育成柔道剣道大会
（南会津警察署）
●ヤングボランティア等によるクリーン活
動（郡山・須賀川警察署）
●農作業体験、たこあげ大会、せっけんづく
りなど体験活動（各警察署）
●青少年健全育成 Let’s 理科読（小野町）
●乳幼児家庭全戸訪問（大玉村）
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