平成 29 年度「子供・若者育成支援強調月間」実施結果
都道府県名
区
１ 大会等

栃木県
分

青 少 年 行 政主管課(室)名
内

人権・青少年男女参画課

容

○第５回宇都宮スポーツ GOMI 拾い大会(11 月 26 日)（宇都宮市）
○第 48 回藤原支部子ども会大会、青少年教育事業映画鑑賞会
（日光市）
実施日 11 月 12 日 場所 藤原総合文化会館ホール
内 容 藤原地域の子ども交流会でゲームを実施した後に青少
年教育事業映画鑑賞会を実施して、子どもの交流を図る
○人権ミニフェスタ（日光市）
開催日 11 月 12 日 場所 日光市中央公民館
参加者 一般市民 410 名
内容 児童虐待防止月間に併せ、イベント会場において、児童
虐待防止啓発パネルの展示及び来場者に啓発物品を配布
○第 12 回小山市青少年健全育成大会（小山市）
実施日 11 月５日 場所 小山市立文化センター
参加者 市長、教育長、教育委員、市議会議員、警察署長、下
都賀教育事務所長、青少年育成関係者、一般市民等計
760 名
内 容 青少年の主張作文コンクール
アトラクション
①専門学校中央アートスクールダンス
②小山城南小学校合唱
○第７回みぶバンドフェスタ（壬生町）
開催日 11 月５日
場所 壬生中央公民館
出席者 副町長、議長、教育長、衆議院議員、
壬生ライオンズクラブ会長等
内 容 青少年健全育成標語表彰式
壬生中学校、南犬飼中学校等の吹奏楽部演奏
○しおやの子どもを育てるフォーラム（塩谷町）
開催日 11 月 18 日
場所 道の駅湧水の郷しおや
出席者 教育長、町青少年育成町民会議、人権擁護委員、保護
司会、更生保護女性会、教育委員、社会教育委員、学
校関係者、ＰＴＡ
内 容 「社会を明るくする運動・家庭の日」作文コンクール
表彰・朗読、人権教育講演会「子どもを囲む地域のな
かの居場所づくり『こども食堂』
」
○高根沢町青少年健全育成大会「きらきらフェスタ 2017〜キミも
ワタシも主人公〜」
（高根沢町）
実施日 11 月 25 日 場所 高根沢町町民ホール
出席者 来賓 11 名、出場者 122 名、ボランティア 28 名、一般
来場者 205 名
内 容 町内小・中・高校生によるステージ発表・作品展示発
表会
○第９回栃木県交通・生活安全安心大会（県くらし安全安心課、
県警察本部交通企画課）
実施日 11 月 21 日 場所 栃木県総合文化センター
出席者 副知事、警察本部長、教育次長、県議会副議長、公安
委員、関係機関・団体、各種功労者等約 300 名
内容
小中高校生による交通安全等のポスター、作文コンク
ール作品の表彰、交通安全及び安全で安心なまちづく
り功労者に対する感謝状の贈呈、交通死亡事故ゼロ市
町・減少市町の表彰
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○第 76 回県内高等学校英語弁論大会（県教育委員会学校教育課）
実施日 11 月 15 日 場所 栃木県総合教育センター
参加者 県内高等学校在学者 内容 英語による弁論大会
○第 27 回栃木県中学校英語スピーチコンテスト
（県教育委員会学
校教育課）
実施日 11 月７日 場所 栃木県庁研修館他
参加者 県内中学校在学者
内 容 英語によるスピーチコンテスト
○少年健全育成大会（栃木県警察少年課）
実施日 11 月 17 日
内 容 日光警察署管内において、少年健全育成大会を開催。
小学生から高校生等 14 名が少年非行防止の意見発表
○心豊かな青少年を育む県民のつどい in 栃木市
（県青少年育成県
民会議、栃木市、県人権・青少年男女参画課）
実施日 １１月４日(土)
場所
栃木市岩舟文化会館
参加者 ３００名
内容
第１部 青少年の発表
第２部 岩舟中学校吹奏楽部演奏
第３部 佐久間レイ氏講演
○ふれあいフェスティバル参加（県青少年育成県民会議）
実施日 １１月１９日（日）
場所
とちぎ青少年センター
参加者 １２０名
内容
手作りおもちゃの作成
２ 広報啓発活動

○広報紙による健全育成啓発活動（強調月間の特集記事の掲載）
（宇都宮市）
○ふれあいのある家庭づくりの推進活動（宇都宮市）
・コンクール優秀作品の展示（福田屋百貨店，人づくりフォー
ラム）
、作品集の配布
・広報紙・市役所庁内放送・職員掲示板における「家庭の日」
の啓発
○児童虐待防止対策（宇都宮市）
・
「児童虐待防止・対応の手引き」配布（行政機関・教育機関
民生委員児童委員等）
・のぼり旗設置（市庁舎，地区市民センター計 40 施設）
・オレンジリボンツリー設置（市庁舎，地区市民センター計６
施設）
・ポスター掲示(行政機関・教育機関計 124 施設)
・オレンジリボンの着用(市議会議員，自治会長、市職員）
・オリオンスクエア大型映像装置での啓発映像放映
・本庁舎でのオレンジリボンキャンペーンブース設置（２階展
示スペース）
・虐待防止に関する庁内放送の実施（１日２回）
・地元プロスポーツチームとの連携（リンク栃木ブレックス及び
栃木ＳＣのホームゲーム開催時，来場者へ啓発物品を配布，場
内アナウンスの実施，チーム関係者のオレンジリボン着用）
・
「広報うつのみや」11 月号に特集記事を掲載
○薬物乱用防止関係（宇都宮市）
・市内図書館や出張所での麻薬・覚せい剤乱用防止運動啓発ポ
スターの掲示（11 月１日〜11 月 30 日実施）
・オリオンスクエア大型映像装置での薬物乱用防止啓発に係る
広報実施（11 月１日〜11 月 30 日広報実施）
・第 11 回宇都宮市民福祉の祭典における薬物乱用防止啓発活動
実施日 11 月 23 日 実施場所 宇都宮市総合福祉センター
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付近
参加者 宇都宮市薬物乱用防止会議構成団体，栃木県薬物乱
用防止指導員
内 容 リーフレットの配布 1800 部，
クイズコーナーの設置
○宇都宮市薬物乱用防止出張教室（宇都宮市）
・11 月 21 日
宇都宮市立西が岡小学校
参加者 生徒 6 年生（65 名） 講話,グループワーク
・11 月 29 日 宇都宮市立姿川中学校
参加者 生徒全学年（730 名） 講話
・11 月 30 日
栃木県立宇都宮南高等学校
参加者 生徒１年生（320 名） 講話
○「子ども・若者育成支援強調月間」啓発活動（足利市）
実施日 11 月 12 日 11:00〜12:00
場 所 ヨークベニマル足利大月店、ケーズデンキ足利大月店
スーパービバホーム足利堀込店、マミーマート足利店
○庁舎内掲示板に啓発ポスター掲示（足利市）
○啓発用立看板の設置（市内 13 箇所）
、啓発用パンフレット等の
配布、啓発用ポスターの掲示（栃木市）
○広報とちぎ 11 月号による広報（栃木市）
○朝のあいさつ運動（藤岡地域小中学校）
○地域のイベントでの街頭啓発キャンペーン（花の種、ポケット
ティッシュ、啓発リーフレットの配布）
（栃木市）
○地域ぐるみあいさつ・防犯運動（岩舟地域）
（栃木市）
○のぼり旗の掲出、啓発ティッシュの配布（佐野市）
○啓発チラシの配布（鹿沼市）
市内 14 コミュニティセンターへ配布
研修会に併せ 900 部配布
○子ども・若者育成支援強調月間周知用ポケットティッシュの配
布（日光市）
①実施日 11 月 12 日
場 所 藤原総合文化会館
内 容 青少年教育事業映画鑑賞会場で配布
②実施日 11 月 11 日
場 所 日光総合会館
内 容 日光市民文化祭会場で配布
③実施日 11 月 4 日
場 所 中央公民館
内 容 人形劇鑑賞会で配布
④実施日 11 月
場 所 市内各公民館窓口
内 容 ポケットティッシュ配布用コーナーを設置
○「とちぎ子どもの育成憲章」を市広報誌に掲載（日光市）
○啓発パンフレット等の市内小中義務教育学校・関係機関配布
（7,000 部）
（小山市）
○のぼり旗等の掲出（小山市）
○街頭啓発活動（啓発物の配布）（小山市）
実施日 11 月 5 日
会 場 小山市立文化センターロビー
（第 12 回小山市青少年健
全育成大会会場）
参加者 小山市青少年健全育成連絡協議会
小山市青少年育成指導員協議会・他
○月間啓発チラシを市内全戸に配布（矢板市）
○市ホームページで青少年センターだよりを掲載（那須塩原市）
○のぼり旗設置、広報紙「夢咲楽」和輪話通信 33 号発行、
「子ど
も・若者育成支援強調月間」啓発ポスター掲示（さくら市）
○あいさつ巡回活動と「子ども・若者育成支援強調月間」啓発活
動（さくら市）
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実施日 11 月１日 場所 氏家駅前
○広報誌による広報（那須烏山市）
○11 月広報へ「とちぎの子ども育成憲章」の掲載（下野市）
○「子ども・若者育成支援強調月間」啓発物品配布(上三川町)
期間 11 月中
場所 上三川町役場庁舎内
○回覧板（全戸配布）による広報活動（茂木町）
○市貝町町民際において月間啓発用ポケットティッシュを来場者
に配布（市貝町） 実施日 11 月 19 日
○広報誌（紙）による広報（芳賀町）
○芳賀町民際において広報啓発物品（ポケットティッシュ）を来
場者に配布（芳賀町）
）実施日 11 月 5 日
○内閣府作成のポスターの施設内掲示（壬生町）
○啓発品の配布（壬生町）
11/５ バンドフェスタ
○啓発用懸垂幕を駅前広場、のぼり旗を駅前駐輪場・公民館・体
育センターに掲示（野木町）
○青少年健全育成講演会で啓発用ティッシュを配布（野木町）
○広報誌による広報（塩谷町）
○啓発ポケットティッシュを配布（塩谷町）
○広報紙及びホームページによる広報（高根沢町）
○広報啓発街頭キャンペーン（高根沢町）
○児童虐待防止推進月間の普及啓発（那須町）
・町民広報誌、町フェイスブックによる広報
・オレンジリボンキャンペーン（のぼり旗、ポスターの掲出、
オレンジリボンツリーの設置、チラシオレンジリボンの配布）
○10 月 14 日、町福祉まつり会場において、県青少年育成県民会
議より配布された広報啓発物品（ポケットティッシュ）を来場
者へ配布（那珂川町）
○子供向け性暴力被害予防啓発リーフレットの作成・配布（県く
らし安全安心課）
○啓発パンフレットの配布（県薬務課）
○ポスター配布及び掲示（県薬務課）
○学校等への健康づくり専門家派遣（4 回、テーマはたばこの害
などについて）による講演会の実施（県健康増進課）
○「県政広報コーナー」
（本庁交差点地下横断歩道内）におけるポ
スター掲示（県こども政策課）
○「足利銀行」
（県内 110 店舗）におけるリーフレット設置（県こ
ども政策課）
○「県ホームページ」
「県民だより」
「県メールマガジン」におけ
る児童虐待防止推進月間のお知らせ及び「１８９」の周知（県
こども政策課）
○県庁本館南側窓へのビッグオレンジリボン掲示（県こども政策
課）
○県庁北別館での懸垂幕掲示（県こども政策課）
○県庁本館 1 階におけるオレンジリボンツリー、オレンジリボン
モニュメント、のぼり旗の掲示（県こども政策課）
○県庁本館 15 階におけるパネル・グッズ等展示
（県こども政策課）
○県庁全職員のオレンジリボン着用の呼びかけ
（県こども政策課）
○下野新聞掲載（県青少年育成県民会議）
「家庭の日｣絵日記コンテスト入賞作品
○｢県民のつどい｣展示（県青少年育成県民会議）
｢家庭の日｣絵日記コンテスト入賞作品
○｢子ども・若者育成支援強調月間｣啓発物品（ポケットティッシ
ュ）の作成、配布（１０，８５０個）
（県青少年育成県民会議）
①２２市町村民会議
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、
小山市、真岡市、矢板市、那須塩原市、さくら市、
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下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、
壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那珂川町
②一般県民（県民のつどい時）
○薬物乱用防止広報車「きらきら号」による薬物乱用防止教室の
開催（県警察本部少年課）
小学校 24 校、1,156 名
○非行防止教室の開催（県内各警察署）
小学校、中学校、高等学校において実施
○非行防止啓発活動（県警察本部少年課、県内各警察署）
各イベント会場等の参加者にフィルタリング励行と万引き防
止、特殊詐欺加担防止のチラシ、危険ドラッグ等の広報用品を
配布
○若年ドライバー向けの交通安全パンフレットの作成（県警察本
部交通企画課）
○子どもたちの健全育成に取り組むための大人の基本理念、行動
指針として制定した「とちぎの子ども育成憲章」の普及啓発
（県人権・青少年男女参画課）
・県内地下道展示コーナーで啓発ポスター等を掲示。
○家庭が果たす役割や重要性について理解を深める日として条例
で定めた「家庭の日」の普及啓発（県人権・青少年男女参画課）
・第３日曜日（条例で第３日曜日を家庭の日として定めている）
に、広報車を利用して県内各地で家庭の日の広報を実施。

３ 研修会等

○宇都宮市非行防止講演会の開催（宇都宮市）
実施日 11 月 11 日 場所 宇都宮市東市民活動センター
参加者 115 名
内 容 武蔵野大学教授辻惠介氏による講演会
○中学生地区活動ボランティアクラブ研修会（足利市）
実施日 11 月 11 日 場所 生涯学習センター
参加者 中学生地区活動ボランティアクラブ員
内 容 仲間とのコミュニケーション能力を高め協調性を学ぶ
体験学習等
○中・高生徒指導連絡協議会（足利市）
実施日 11 月７日 場所 足利市民会館
参加者 市内中高等学校生徒指導担当者
○中学校生徒指導連絡会議（足利市）
実施日 11 月 21 日 場所 足利市民会館
参加者 市内中学校生徒指導担当者
○青少年健全育成講演会（栃木市）
・栃木市立西方中学校地区
実施日 11 月７日 参加者 68 名
内 容 「マナーについて」
・東陽中学校地区
実施日 11 月 17 日 参加者 100 名
内 容 「栃木県防災教育の現状」
○補導員会研修会（佐野市）
実施日 11 月２，３日
全国青少年補導センター連絡協議会定期大会「福島大会」外
○鹿沼市青少年育成市民会議研修会（鹿沼市）
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実施日 11 月 19 日
場所 鹿沼市民情報センター
出席者 市長、教育長、青少年育成関係者 119 名
内 容 講演（児童養護施設長の講話）
、少年の主張発表
○青少年健全育成連絡協議会視察研修（真岡市）
実施日 11 月 14 日 場所 茨城県立中央青年の家
参加者 会員 12 名、事務局２名
内 容 青少年健全育成関連施設の見学
○真岡市少年指導員会定例会（真岡市）
実施日 11 月 10 日 場所 真岡市公民館
参加者 少年指導員 30 名、事務局３名
内 容 ８〜10 月の街頭指導状況、12〜２月の街頭指導計画
情報交換
○市内小中学校教頭研修会（大田原市）
実施日 11 月９日 場所 大田原市湯津上庁舎
参加者 30 名
内容 教育支援センターにおける相談活動の実際
○携帯電話講習会（スマホ・携帯電話等の安全について）
（壬生町）
11/17 壬生小 児童・保護者 240 名
11/20 睦小 児童・保護者 110 名
11/29 藤井小 児童・保護者 24 名
○芳賀郡市 PTA 連絡協議会への参加（市貝町）
実施日 11 月 26 日 場所 真岡公民館
内容 子育て・教育支援に関する講演会を聴講
○同 上（芳賀町）
○青少年健全育成講演会兼学校教育祭講演会（野木町）
実施日 11 月 19 日 場所 野木町文化会館
参加者 一般、教職員、PTA、町青少年健全育成協議会委員等
内 容 「世界からのメッセージ」
(講師：渡部 陽一氏)
○子供・若者育成支援のための地域連携推進事業‑中央研修大会−
への参加（高根沢町）
日時 11 月 27、28 日
場所 国立オリンピック記念青少年総合センター
内容 １日目
若者の孤立支援について（シンポジウム、パネルディス
カッション）
２日目
若者の育ちと自立支援について
スマホ次代の子どもたちの現状と課題
○平成 29 年度第２回県立学校生徒指導連絡協議会
（県教育委員会学校教育課）
実施日 11 月 14 日 場所 栃木県総合教育センター
参加者 各県立学校の生徒指導担当主幹教諭又は生徒指導主事
内 容 県教育委員会関係所管事項説明、事例発表、班別研究
協議
○ネットいじめ防止研修会（県教育委員会学校教育課）
実施日 11 月 13 日 場所 矢板市立矢板中学校沢分校
参加者 25 名（生徒全学年、教職員）
内容
講話
実施日 11 月 21 日 場所 小山市立間々田中学校
参加者 630 名（生徒全学年、教職員、保護者）
内容
講話
○平成 29 年度児童生徒指導担当指導主事研修会
（県教教育委員会
学校教育課）
実施日 11 月 30 日（水） 場所 日々輝学園高等学校
参加者 各市町教育委員会児童・生徒指導担当指導主事等
内 容 講話、授業参観、研究協議
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○不登校児童生徒支援事業
（県西地区）
（県教育委員会生涯学習課） ４(1)ア、オ
実施日 10 月 31 日（火）〜11 月 2 日（木）2 泊 3 日
場 所 太平少年自然の家
参加者 不登校または不登校傾向の児童生徒及び保護者
（保護者は教育相談のみ）
内 容 自然体験活動、集団生活をとおした学び合い活動等
○いじめ防止に向けた親子のコミュニケーション促進事業（委託 ４（１）エ、オ
事業）
（県教育委員会生涯学習課）
・栃木県家庭教育オピニオンリーダー連合会
①相手の気持ちを理解しよう…SNS いじめ防止の寸劇、
ワークショップ等
実施日:11 月 12 日
場 所:宇都宮共和大学那須キャンパス
参加者:那須地区住民等
②秋の実りに感謝！五感で学ぶクッキング
実施日:11 月 25 日
場 所:さくら市喜連川公民館
参加者:さくら市の親子等
③子ども・親子対象の自然体験活動「ネイチャーガイドから
学ぼう〜知恵と勇気と信じる心〜」
実施日:11 月 26 日
場 所:芳賀青年の家
参加者:県内の子ども、保護者等
・栃木県地域婦人連絡協議会
「地域で考えよう いじめのない社会の実現を目指して」
実施日:11 月 28 日
場 所:宇都宮市立宮の原小学校
参加者:児童及びその保護者等
○親子学び合い事業（携帯電話講習会）
（県青少年育成県民会議、 ４（１）イ（ウ）
芳賀町）
・芳賀町立芳賀北小学校 11 月 22 日
参加者 ６年生 59名 保護者 59名
○少年サポートセンター研修会（県警察本部少年課）
○少年指導委員視察研修（各警察署）
○スケアードストレイト方式による交通安全教室（県警察本部交
通企画課）
実施日 11 月 14 日 場所 私立文星短大附属高校・中学校
４ 青少年保護育成巡
回活動、環境浄化活動等
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入調査（各市町、栃木県）
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○街頭指導活動、恵比寿講特別補導（11 月 19 日、25 日）
（足利市） ４（１）イ（ア）
４（１）イ（ア）
（イ）
（ウ）
○街頭補導活動、青色回転灯搭載車による巡回活動（栃木市）
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○国府地区子どもを守る会統一パトロール（栃木市）
11 月１日
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○街頭指導活動（佐野市）
４
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○白ポスト巡回によるビデオ、有害図書類等回収（佐野市）
○街頭啓発活動（鹿沼市）
４（１）イ（イ）
実施日 11 月４日（土） 場所 市内４箇所
参加者 青少年育成市民会議加盟団体会員 71 人
市内中高生 30 人（9 校）
101 名
内 容 「家庭の日」ののぼり旗を掲げ、あいさつ運動
啓発物品の強調月間のチラシ配布
４（１）イ（ア）
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○特別街頭活動（列車指導）
（鹿沼市）
実施日 11 月８日、15 日 場所 ＪＲ及び東武電鉄
内 容 鉄道警察隊同行の元、少年指導員及びセンター職員が
列車に乗り指導活動を行う

○街頭指導活動（日光市）
実施日 11 月１日、７日、10 日
場所 市内各所
内 容 少年指導委員の巡回指導
○街頭指導活動（小山市）
中央指導 市内繁華街７回、地区指導 11 中学校区 各 2 回
○白ポスト巡回による有害図書回収（小山市）
実施日 11 月 30 日 場所 小山駅・間々田駅計４ヶ所
○少年指導員による街頭指導活動(25 回実施)(真岡市)
○市内一斉街頭指導（11 月 24 日、46 名参加）
（矢板市）
○登校時間帯あいさつ活動（さくら市）
11 月１日
小中高校 ８校 参加者 38 名
11 月 13 日 小学校
１校 参加者 10 名
○麻薬・覚せい剤乱用防止運動（県薬務課）
期間：平成２９年１０月１日から同年１１月３０日
内容：覚せい剤等の薬物の危険性を県民へ広く啓発するととも
に、薬物相談窓口の周知を図る
○街頭補導強化の日（県内各警察署）
少年ボランティア等と街頭活動を実施
○列車補導（県警察本部少年課）
ＪＲ宇都宮線において、少年に対する乗車マナー、喫煙行為、
乗客への迷惑行為の指導及び補導（11 月 21 日）
５ 子供・若者の社会参
加活動

○社会体験学習「宮っこチャレンジウィーク」の実施（宇都宮市）
実施日 11 月６日〜10 日（泉ヶ丘中,国本中）
11 月 13 日〜17 日（陽南中，豊郷中）
11 月 27 日〜12 月１日（清原中，若松原中）
内 容 地域の人々と触れ合いながら勤労体験やボランティア
活動などの社会体験活動を行う
対象者 市立中学校２年生
○うつのみや人づくりフォーラムの開催（宇都宮市）
実施日 11 月 26 日
場 所 作新学院大学
参加者 市民（6000 名）
内 容 ステージイベント（人づくり関連発表会,親学講演会,
教育支援者感謝状贈呈式等）
，職業体験コーナー，プロス
ポーツ等体験教室，各種パネル展示，食と体験コーナー，
地域教育メッセ（市民活動団体の活動紹介や体験）
○秋祭りを楽しもうボランティアスタッフ（11 月３日、中学生）
（矢板市）
○矢板たかはらマラソン大会ボランティアスタッフ（11 月 12 日、
中学生）
（矢板市）
○なすしおばら まなび博覧会（那須塩原市）
実施日 11 月 11、12 日 場所 宇都宮共和大学那須キャンパス
○氏家児童センター祭り（出店支援）
（さくら市）
実施日 11 月 12 日 場所 氏家児童センター
参加者 ユースボランティア 19 名
○喜連川児童センター祭り（出店支援）
（さくら市）
実施日 11 月 19 日 場所 喜連川児童センター
参加者 さくらリーダースクラブ（６名）
ユースボランティア（10 名）
○ジュニアリーダースクラブ並びにユースリーダースクラブの育
成（町主催事業への協力参加）
（益子町）
○市貝町町民祭への参加（市貝町）
実施日 11 月 19 日 参加者 ジュニアリーダースクラブ
○芳賀町町民際への参加（芳賀町）
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実施日 11 月５日 参加者 高校生ボランティア（芳賀町ジュ
ニアリーダースクラブ）
、中学生ボランティア（芳賀町ジュニア
ボランティア）
○生涯学習フェスティバルでの出店（塩谷町）
実施日 11 月３，４日
場所 塩谷町立塩谷中学校
参加者 ジュニアリーダーズクラブに所属している中高生
○那須町ジュニアリーダースクラブ那須高原ハーフ＆ファミリー
マラソン大会ボランティア参加（那須町）
開催日 11 月 26 日 ボランティア参加人数 10 名
内 容 参加賞引換え、アンケート回収、賞品配布等
○少年に手をさしのべる支援活動（県警察本部少年課）
内容 少年警察ボランティアや大学生ボランティア等と連携し
て、農業体験活動を行い、少年の心のよりどころとなる居
場所づくりに取り組んだ
○姉妹都市フランス・オルレアン市への青少年派遣事業
実施日 11 月 10 日〜17 日の８日間
※９月２日〜10 月 28 日までの全５回の事前研修会を実施
内容:ホームステイやオルレアン市の青少年との交流を通し、
フ
ランスの文化を学び、外国語による表現力・理解力を高
めるとともに、国産感覚豊かな青少年の育成及び国際交
流の推進を図る。
対象者:市内に在住または市内に通学、
通勤する高校生以上３０
歳未満の方（平成 29 年度は、選考の結果、高校生６名を
派遣）
○各地域学校園児童生徒指導強化連絡会の開催
実施日：各学園校による
実施学園数:15
参加者：関係学校長、児童生徒指導主任主事、特別支援コーデ
ィネーター、市教委指導主事、スクールソーシャルワー
カー等
内容：地域学校園のテーマに関する取組についての情報交換、
児童生徒に関する情報交換、個別の事案への対応検討
○学習支援事業の実施
対象者：市内在住の生活保護世帯を含む生活困窮世帯の中学生
内容：個々の学力に応じた学習指導等を行う
【学習支援教室】
教職経験者等の学習支援により、個々の学習に応じた学習指支
援を市内３箇所で週２回（水、土曜日３時間程度）開催
【通信添削】
学習支援教室に通えない生徒に対し、毎週問題用紙を送付し、
答案にコメントをつけて添削
【進路相談】
保護者会を開催し、進路先の情報を提供するとともに、高校進
学に向けた進路相談を個別に行う
○ひとり親家庭への就労支援の実施
対象者：宇都宮市在住のひとり親家庭の親、寡婦の方
内容：ひとり親家庭の親（父、または母）への就労相談や支援
を行う。
【就労相談（キャリアカウンセリング）
】
仕事の適性などに関する相談を行う。
【職場マッチング等】
適正や環境にあった仕事とのマッチング・紹介・面接サポート
を行う。
【スキルアップ研修】
就業に役立つビジネスマナーやパソコン等の研修を行う。
○優良青少年・団体表彰式（足利市）
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実施日
11 月３日
場所 足利市民会館
表彰者等 優良青少年 35 名、優良校内団体４団体
優良青少年団体１名
○模範児童・生徒表彰式（栃木市）
・栃木市青少年問題協議会
実施日 11 月９日
参加者 250 名（表彰者：小学生 50 名、中学生 49 名）
○大宮地区子ども会育成会
内容：
「大宮地区子どもマラソン大会」
開催日：平成 29 年 11 月 26 日
参加者：118 名
○親子ふれあい事業（栃木市）
・吹上地区子ども会育成会連絡協議会
実施日 11 月 26 日 参加者 500 名
内容 第 54 回吹上地区一周駅伝大会
○市政・教育功労者等表彰式（日光市）
実施日 11 月 23 日
場所 今市文化会館
参加者 教育功労者、特別表彰者、教育関係協力者
内 容 模範児童・生徒や青少年健全育成に貢献した者を日光
市教育委員会表彰規定に基づき表彰
○町文化優秀者表彰（高根沢町）
実施日 11 月４日 場所 高根沢町町民ホール
出席者 町長、町議会議長、教育長等
○優良勤労青少年等表彰式（栃木県警察少年課）
実施日 11 月９日
場所 県公館
内 容 栃木県職場警察連絡協議会との共催で、優良勤労青少
年 60 名、優良事業所 10 事業所を表彰
○栃木県青少年健全育成功労者等表彰（県人権・青少年男女参画
課）
実施日 11 月 10 日
場所 県公館
内 容 栃木県青少年健全育成表彰
青少年健全育成功労者 13 名、青少年健全育成功労団
体３団体
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