
     

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 千葉県 
青 少年行 政 

主管課(室)名 
環境生活部県民生活・文化課 

区        分 内            容 備  考 

１  大会等 

（千葉県、県警、市町村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大会（市原市、鴨川市） 
 
［市原市］ 
・平成 29 年度市原市青少年健全育成推進
大会 
開催日：11 月 18 日 
場所：市原市勤労会館 多目的ホール 
内容： 
（１）少年の主張・青少年の非行化防止に

関する作品表彰 
（２）小学生少年の主張発表                 
（３）中学生意見発表 
（４）青少年育成市民会議功労者感謝状贈

呈          
（５）講演                        

講師：堀内 正貫 氏 
 （元千葉県立高校地学教師） 

演題：教室から出て学ぶ 
～子ども達に伝えたい生きた教材
の素晴らしさ～ 

参加者：248 名 
 
［鴨川市］ 
・鴨川市青少年健全育成推進大会 
開催日：11 月 26 日 
場所：鴨川市総合保健福祉会館 
内容：市内小中学生、高校生、一般から応
募のあった青少年健全育成作文、標語の優
秀作品等に対する表彰及び最優秀作品の
発表。 
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4(1)ｲ(ｴ)① 
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 ○弁論大会等（千葉市、佐倉市、旭市） 
 
［千葉市］ 
・白井中学校招待弁論大会 
開催日：11月 16日 
場所：白井中学校 
内容：白井中学校区青少年育成委員会主催で
市内の中学生を招き、弁論大会を実施。参加
校8校。 
 
［佐倉市］ 
・佐倉市民学習発表会 
開催日：11月 25日 
場所：佐倉市立美術館 
内容：児童・生徒・一般市民による研究発表
会を行った。 
 
［旭市］ 
旭市青少年意見発表大会 
開催日：11月 26日 
場所：千葉県東総文化会館 小ホール 
内容：小中学校、高校生及び青年による意見
発表大会 
 
 

4(1)ｱ① 
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 ○薬物乱用防止教室（千葉市、千葉県警察
本部、四街道市） 
 
［千葉市］ 
・薬物乱用防止教室 
開催日：11月 21日 
場所：おゆみ野南中学校アリーナ 
内容：薬物の危険性や有害性に関する正しい
知識と薬物対策について説明 
 
・薬物乱用防止教室 
開催日：12月 5日 
場所：千草台中学校 体育館 
内容：千草台中学校2年生を対象に、専門的
な立場の方から、薬物乱用の防止や喫煙によ
る身体への影響等について、映像視聴や講義
等により具体的に説明いただき、理解を深め
ることを目的に開催した。 
 
［千葉県警察本部］ 
・薬物乱用防止教室 
開催日：11月 1日～11月 30日 
内容：県内の各学校からの依頼に基づき、少
年の規範意識の醸成を図るべく薬物乱用防
止教室を開催した。 
 
 
［四街道市］ 
非行防止教室 
開催日：11月 16日 
場所：四街道市立四街道北中学校 
内容：中学生を対象に、健康教育の推進と規
範意識の定着を目的として非行防止教室を
行った。危険ドラッグや覚せい剤、大麻等に
加え、タバコの被害等について説明した。参
加者1～3年生498名。 
 

4(1)ｲ(ｳ)③ 
 

 ○交通安全教室（千葉県、千葉市、四街道
市） 
 
［千葉県］ 
・スケアード・ストレイト自転車交通安全
教室 
開催日、場所： 
 11月 6日（県立茂原高等学校） 
 11月 17日（県立船橋芝山高等学校） 
 11月 22日（県立沼南高柳高等学校） 
11月 24日（県立流山高等学校） 

 11月 30日（県立佐倉西高等学校） 
内容：生徒、教職員、地域の方々を対象に、
スタントマンによるリアルな交通事故再
現を取り入れた自転車高越安全教室を実
施した。 
 
［千葉市］ 
・交通安全教室 
開催日：祝日を除く月～金曜（計23回） 
場所：市内幼稚園・保育所等 
内容：幼児を対象とし、交通ルール及びマ
ナーに関する教室を実施した。 
 
［四街道市］ 
・交通安全教室 
開催日：11月 9日 
場所：四街道保育園 

4(1)ｲ(ｲ)③ 



内容：交通安全教材を活用し、道路の正し
い歩き方・横断歩道の渡り方・信号機の色
の意味などを質問形式で行う。 
対象者数：61人 
 

 

 

 

 

 

 

 

○その他講演会等（千葉県、千葉県警察本
部、千葉市、船橋市、浦安市、松戸市、成
田市、四街道市、冨里市、大網白里市、横
芝光町、茂原市、長柄町、勝浦市、南房総
市、鋸南町） 
 
［千葉県］ 
・女性のための DV・児童虐待予防セミナ
ー 
開催日：11 月 16 日  
場所：千葉市子ども交流館 
内容：夫婦の愛を取り戻し長持ちさせる実
践ノウハウ 
講師：マンガ家・エッセイスト 赤星たみ
こ氏 
 
・男性のための DV・児童虐待予防セミナ
ー 
開催日：11 月 17 日  
場所：千葉商工会議所 
内容：DV・児童虐待の概要と助言の留意
点ほか 
講師：昭和学院短期大学 人間生活学科准
教授 松野真氏ほか 
 
・少年暴排活動 
開催日、場所： 

11 月 9 日（浦安市立富岡中学校） 
  11 月 17 日（佐倉市立臼井中学校） 
内容：電話 de 詐欺の受け子や詐欺行為に
加担し暴力団に引き込まれないよう、犯罪
組織や暴力団から若者を守る為の説明を
行った。 
 
・ＰＴＡ研究集会等 
開催日、場所等： 
①第 53 回千葉県高等学校ＰＴＡ研究集会 
11 月 15 日（千葉県教育会館大ホール） 
②第 66 回千葉県ＰＴＡ研究大会長生・茂
原大会 11 月 18 日（茂原市民会館他） 
内容：ＰＴＡ活動に関する講演及び分科会 
 
・子育て広場「すくすく」（年間 24 回） 
開催日：11 月 7 日 11 月 21 日 
場所：さわやかちば県民プラザ 
内容：子育て中の親とその子どもが自由に
参加でき参加者間の交流を深める場を提
供することにより子育てを支援する。 
参加者数：25 名 
 
・不登校サポートセミナー 
開催日：11 月 25 日 
場所：子どもと親のサポートセンター 
内容：子どもが不登校になったときどうす
るか 
講師：東京情報大学教授 田邊 昭雄氏 
参加者：61 名 
 
［千葉県警察本部］ 
・よくし隊レディ「あおぼーし」防犯講話 
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開催日、場所： 
11 月 16 日（三育学院大学女子寮） 
11 月 22 日（東京学館高校） 
11 月 26 日（千葉県文化振興財団（少年少
女オーケストラ）） 
内容：子供と女性の犯罪被害防止に関する
対策について 
16 日は入寮している女子学生に対し、犯
罪被害防止や寮生活上での注意点等の指
導を実施 
22 日は性犯罪被害防止、ＪＫビジネス等
の広報啓発 
26 日は、子供の連れ去り等被害防止、Ｓ
ＮＳの危険性等を指導 
※それぞれ年齢に応じた護身術指導を実
施 
 
・非行防止教室 
開催日：11 月 1 日～11 月 30 日 
内容：県内の各学校からの依頼に基づき、
少年の規範意識の醸成を図るべく非行防
止教室を開催した。 
 
・児童及び生徒向けネット安全教室の実施 

・重点指導事項 
内容：LINE におけるトラブル事例とその
対応策、Twitter におけるトラブル事例と
その対応策 
 
・保護者向けネット安全教室の実施・重点 
指導事項 
内容：ＳＮＳにおけるトラブルの現状、  
フィルタリング・ペアレンタルコントロー
ルについて、ネットリテラシーの基本 
 
［千葉市］ 
・スマホ・ケータイ安全教室 
開催日：11月 24日 
場所：千草台中学校 体育館 
内容：中学 1・2 年生を対象に、スマホ・携
帯電話依存や他人への誹謗中傷、出会い系サ
イトによる被害を防止するスマホの使い方
について講義を行った。なお、2月5日には、
新１年生の保護者を対象に同様の講義を実
施する予定である。 
講師：KDDI職員 
参加者：114名 
 
・地域ぐるみの学校安全体制整備事業講演会 
開催日：10月 24日 
場所：轟町中学校 
内容：文部科学省補助事業。防犯専門家によ
る「みんなで守る地域の安全」をテーマに、
地域・保護者対象の講演を行った。 
講師：星幸広氏（千葉大学ジェネラル・サポ
ーター） 
 
［船橋市］ 
・就学時検診時等における子育て学習 
開催日、場所： 
11月 2日（習志野台第一小学校） 
11月 7日（飯山満小学校） 
11月 7日（法典西小学校） 
11月 7日（行田西小学校） 
11月 8日（三山小学校） 



11月 8日（薬円台南小学校・二宮小学校） 
11月 9日（習志野台第二小学校） 
11月 9日（前原小学校・二宮小学校） 
11月 9日（法典小学校） 
11月 9日（丸山小学校） 
11月 9日（法典東小学校） 
11月 9日（塚田小学校） 
11月 10日（七林小学校・薬円台小学校） 
11月 13日（中野木小学校） 
11月 14日（田喜野井小学校） 
11月 14日（行田東小学校） 
11月 16日（三山東小学校） 
11月 16日（高郷小学校） 
11月 16日（葛飾小学校） 
11月 17日（小栗原小学校） 
11月 21日（飯山満南小学校） 
内容：入学前の子供を持つ親を対象に子育て
に関する学習活動等 
 
・職業講演会 
開催日：11月 15日 
場所：船橋市立飯山満中学校 
内容：中学2年生を対象に、様々な職業につ
いて理解を深めるため、働く人たちの苦労や
喜びを聞いて職業観を醸成し、学校の進路指
導を側面から支援する。 
 
・子育て講座の実施 
開催日：11月 1日 
場所：保健福祉センター 
内容：他課共催による親子イベントにて、怒
鳴らない子育てについて講話、児童虐待防止
啓発関連の掲示を実施 
 
［浦安市］ 
・「発達支援講演会 こどものこころとから
だを守るために知っておきたい性教育～特
別な支援が必要なこどもたち編～」 
開催日：11月 8日 
場所：市民プラザ 大ホール 
内容：特別な支援が必要、またはその疑いが
あるこどもたちが陥りやすい性の問題やそ
の支援方法など 
 
［松戸市］ 
・少年健全育成講演会 
開催日：11月 9日 
場所：松戸市民劇場 ホール 
内容：①講演「子どもが求める居場所と支援」 

講師 ＮＰＯ法人 キッズドア 
理事長 渡辺 由美子 氏 

   ②渡辺氏と松戸市子ども部審議監・ 
松戸市子どもの未来応援会議委員に
よりディスカッション 

 
［成田市］ 
・子育て学習講座 
開催日：11月 1日～11月 24日 
場所：市内小学校及び義務教育学校 
内容：小学校入学前の親の心得について 
 
［四街道市］ 
・文化講演会「日々、夢を持つこと～世界 9
万5000㎞自転車ひとり旅から～」 
開催日：11月 7日 



場所：四街道市文化センター 
内容：プロジェクターによる各国の画像のス
ライドショーほか 
 講師 石田 ゆうすけ（旅作家／エッセイ
スト） 
 
［富里市］ 
生涯学習・家庭教育講演会 
「家庭・教育・地域のトライアングルで子育
てをしよう」 
開催日：11月 10日 
場所：富里市 富里中央公民館 
内容：家庭教育 
講師：千葉敬愛短期大学大学長 明石要一氏 
 
［大網白里市］ 
家庭教育学級幼稚園部会研修会 
開催日：11月 10日 
場所：中部コミュニティセンター 
内容：市立の四幼稚園の保護者などを対象
に、体験活動を実施した子育ての工夫につい
て、講座を開催した。参加者５４名 
講師 元公立学校長・元幼稚園長 並木節子
氏 
 
［横芝光町］ 
・思春期教育講演会 
開催日、場所:11月 2日（光中学校） 

11月 24日（横芝中学校） 
出席者: 校長・養護教諭・２学年担当教諭・
中学校2年生 
内容： 
（2日）「幸せに生きること」と題した講義等 
（24日）「いのちの大切さ」と題した講義等 
 
［茂原市］ 
・就学時子育て講座 
開催日：11月中6校 6講座 
場所：各小学校 
内容：小学校の就学時健康診断を活用し子育
て講座を開催する。 
 
［長柄町］ 
長生支部子ども会育成者講習会 
開催日：7月23日 
場所：長柄町公民館 講堂 
内容：交通安全に関する話 
 
［勝浦市］ 
講演会「本当の幸せとは」 
開催日：11月 21日 
場所：勝浦市芸術文化交流センター 
内容：自己の体験を通じて得た命の大切さや
本当の幸せとは何かを伝える講演。講師：古
市佳央氏 
 
［南房総市］ 
「第12回南房総市教育の日」記念行事 
開催日：11月 18日 
場所：南房総市立嶺南中学校体育館 
内容：講演会「発達障害の子が働くおとなに

なるヒント」 講師 堀内 裕子 
：給食レストラン 
：教育功労・作文及びその他表彰 

 



［鋸南町］ 
鋸南町教育の日 講演会 
開催日：11月 18日 
場所：鋸南町中央公民館 
内容：教育についての講演 
講師：児童文学作家 山口理氏 
 

   

２  広報啓発活動 

（千葉県、県警、市町村） 

○児童虐待防止等関係（千葉県、千葉県警察
本部、千葉市、習志野市、八千代市、船橋市、
我孫子市、佐倉市、四街道市、八街市、冨里
市、君津市、袖ヶ浦市） 
 
［千葉県］ 
・チバテレ「千葉県インフォメーション」の
放送 
開催日：11月 1日 
内容：児童虐待防止推進月間（オレンジリボ
ンキャンペーン）について周知し、虐待の防
止や相談先などを紹介 
 
・bayfm「SATURDAY BRACING MORNING」の放
送 
開催日：11月 4日 
内容：児童虐待防止推進月間（オレンジリボ
ンキャンペーン）について周知し、虐待の防
止や相談先などを紹介 
 
・千葉日報への特集記事掲載 
開催日：11月 10日（特集記事） 
    11月 20日（「県からのお知らせ」） 
内容：児童虐待防止推進月間（オレンジリボ
ンキャンペーン）および里親制度について周
知し、虐待の防止や相談先などを紹介 
 
・家庭における暴力防止啓発パンフレット
「子どもの笑顔を守りたいあなたへ」の配布 
開催日：1歳6ヵ月健診・・・毎月  
就学時健診・・・10月から 
場所：各市町村 
内容：家庭における暴力防止への理解促進を
図るため、1 歳  6 ヵ月健診と就学時健診
の際に、その対象の保護者に ＤＶ防止啓発
パンフレットを配布。 
 
［千葉県警察本部］ 
・児童虐待防止キャンペーン 
開催日、場所： 
11月 5日（緑区ふるさとまつり（千葉市緑区 

昭和の森）） 
11月 6日（イオンモール銚子） 
11 月 12 日（ＪＡきみつ富津地区農業まつり

（富津公民館駐車場）） 
11月 12日（芝山町はにわ祭り） 
11月 19日（横芝光町産業まつり） 
11月 23日（山武市産業まつり） 
内容：児童虐待防止の社会気運醸成を図るこ
と等を目的に広報啓発活動を実施した。 
 
・児童虐待防止講話 
開催日：11月 13日 
場所：市原市ちはら台コミュニティセンター 
内容：児童虐待防止の社会気運醸成を図るこ
と等を目的に広報啓発活動を実施した。 
 

4(1)ｲ(ｵ) 
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［千葉県、千葉県警察本部］ 
・千葉県男女共同参画センター、千葉県警察
本部合同キャンペーン 
開催日：11月 15日、11月 23日 
場所：そごう千葉店、イオン八千代緑が丘店 
内容：「女性に対する暴力をなくす運動」に
関するキャンペーンと併せ、商業施設におい
て白バイ乗車体験等を開催、子供と女性の犯
罪被害防止や防犯意識向上のための広報啓
発を実施 
 ※来場者に対する護身術指導を実施 
 
［千葉市］ 
・オレンジリボンキャンペーン 
開催日：11月 
場所：千葉市内 JR 全駅、千葉都市モノレー
ル全駅、京成千葉駅、京成千葉中央駅  
内容：児童虐待防止推進を啓発するポスター
を掲出 
 
・パープルリボンキャンペーン 
開催日：11月 12日～11月 25日 
場所：千葉市ハーモニープラザ 
内容：「女性に対する暴力をなくす運動」期
間にあわせ、オレンジリボン・パープルリボ
ンのツリー型キルトを掲出（児童虐待防止と
併せて実施）したほか、パープルリボンに関
連した啓発物品の配布を行った。 
 
［習志野市］ 
・広報習志野掲載 
開催日：11月 1日号 
内容：児童虐待防止推進月間 
 
［八千代市］ 
・市広報誌「広報やちよ」への児童虐待防止
に関する特集記事の掲載 
掲載日：11月 15日 
内容：児童虐待の内容と、陥りやすい心理的
虐待の回避法、暴言・暴力による子どもの脳
への影響等について掲載 
 
・市ホームページへの児童虐待防止に関する
ページの掲載 
更新日：11月 15日 
内容：児童虐待の内容と、暴言・暴力による
子どもの脳への影響、相談機関の連絡先等に
ついて掲載。 
 
［船橋市］ 
・ポスターによる啓発 
場所：市内 
内容：児童虐待の通告先を記したポスターを
作成。京成バス、新京成バス車内の掲示と、
各町会、自治会、医療機関、保健福祉センタ
ー、関係機関において掲示 
 
・車用マグネットによる啓発 
場所：市内 
内容：市内を走行するタクシー及び公用車に
月間を周知する車用マグネットを貼付 
 
・広報媒体による啓発 
場所：市内 
内容：広報誌、市ホームページ、庁舎内モニ



ターにて、推進月間の説明や児童虐待の通告
先を記載・放映 
 
・京葉銀行モニターによる啓発 
場所：京葉銀行 
内容：京葉銀行内のモニターにて児童虐待防
止啓発に係る映像を放映 
 
・児童虐待関連のメール配信 
配信日：11月 1日、11月 15日 
内容：子育て支援情報「ふなっこメール」の
ワンポイントアドバイスにて、児童虐待に関
連する内容を配信 
 
・リーフレットの配布 
開催日：11月 4日 
場所：総合体育館 
内容：ふなばし健康まつりの会場内にて、リ
ーフレットを配布 
 
・バスケットボール試合会場における映像放
映等 
開催日：11月 11日、11月 12日 
場所：船橋アリーナ 
内容：千葉ジェッツ選手のメッセージによる
児童虐待防止啓発映像を放映。12日には来場
者にリーフレットを配布 
 
・電光掲示板による啓発 
場所：ＪＲ津田沼駅前ＯＫビル 
内容：ＪＲ津田沼駅前のＯＫビル電光掲示板
において、推進月間の説明や児童虐待の通告
先を記載・放映 
 
［我孫子市］ 
児童虐待防止推進月間キャンペーン 
開催日：11月 1日～30日 
場所：地区民生委員児童委員協議会にて 
内容：市広報、ホームページで啓発記事を 
掲載、児童虐待防止推進月間の啓発、オレ 
ンリボンの配布 
 
［佐倉市］ 
・児童虐待防止強化月間の広報啓発 
開催日：11月中 
内容：自治会の回覧や掲示板にリーフレット
の配布やポスター掲示を実施した。 
 
［四街道市］ 
・ポスター、リーフレットの配布 
開催日：11月 1日～11月 30日 
場所：四街道市内 教育機関、小売店、医療
機関など 
内容：児童虐待防止推進月間の広告啓発のポ
スター等の配布を行った。配布箇所：８０箇
所 
 
・オレンジリボン配布 
開催日：11月 11日～11月 12日 
場所：四街道市産業まつり開催会場（中央公
園） 
内容：児童虐待防止推進月間の周知・啓発の
ため、来場者にオレンジリボンの配布を行っ
た。また、同内容について市広報・ホームペ
ージ・フェイスブックへの掲載を行った。 



 
［八街市］ 
・児童虐待防止の啓発活動 
開催日：11月 7日 
場所：市内 イオン八街店 
内容：児童虐待防止の啓発用チラシの入った
ポケットティッシュの配付。 
 
［富里市］ 
・児童虐待防止推進月間の広報啓発 
開催日：11月中 
場所：市内公共施設 
内容：広報 11 月１日号に掲載，ポスター掲
示 
 
・児童虐待防止強化推進月間におけるオレン
ジキャンペーン 
開催日：11月 3日 
場所：富里市 富里市福祉センター 
内容：同日開催の福祉まつりにおいて，児童
虐待を防止するため，啓発用リーフレットを
配布 
 
［君津市］ 
オレンジリボンキャンペーン 
開催日：11月 1日～11月 30日 
場所：君津市内 
内容：児童虐待防止キャンペーン(オレンジ
リボンキャンペーン)の実施、リボンの着用、
ポスターの掲示、広報誌掲載、ちらしの回覧 
 
［袖ヶ浦市］ 
・市広報誌掲載（児童虐待防止） 
 

 ○薬物乱用防止関係（千葉県、千葉市、市川

市） 

 

［千葉県］ 

・薬物乱用防止キャンペーン 

開催日、場所： 

 11月 2日（茂原北陵高等学校） 

 11月 3日（笹川小学校（第３０回東庄 

  ふれあい祭り会場）） 

 11月 3日（銚子市保健福祉センター） 

 11月 4日（長生村中央公民館） 

 11月 10日（千葉県立一宮商業高等学校） 

 11月 17日（千葉県立茂原樟陽高等学校） 

 11月 18日（松戸市立和名ヶ谷中学校） 

 11月 23日（神崎ふれあいプラザ（なん 

じゃもんじゃいきいきフェ

スティバル２０１７会場） 

11 月 23 日（多古町コミュニティセンター

（いきいきフェスタ TAKO２

０１７会場） 

内容：啓発物資の配布等広報啓発活動を行っ

た。 

 

［千葉市］ 

・「薬物乱用防止」に係る周知啓発 

開催日：11月（通年） 

場所：千葉市役所 
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内容：保健所、各区役所、保健福祉センター

等で「薬物乱用防止」に係るポスターの掲示

及びリーフレットを配布し、市民に普及啓発

を図った。 

 

［市川市］ 

・薬物乱用防止キャンペーン 

開催日：11月 3日・8日 

場所：ニッケコルトンプラザ・市川駅・行徳

駅・本八幡駅 

内容：市内の中、高校生と少年補導員等の協

力団体と一緒にリーフレットとティッシュ

を配付し、薬物乱用の防止の大切さを投げか

けた。延べ209名。 

 

 ○その他青少年健全育成関係（千葉県、習志
野市、浦安市、我孫子市、八街市、白井市、
多古町、銚子市、匝瑳市、鋸南町、木更津市、
袖ヶ浦市） 
 
［千葉県］ 
・スポーツ組織と連携・協力した人権啓発ポ
スターの作成 
配付日：11月 6日 
配布先：県内の小・中・高・特別支援学校・
専修学校・大学、図書館、公民館等 
内容：スポーツ組織と連携・協力し、主に若
年層を対象とした人権啓発活動の一環とし
てポスターを作成した。 
「守ろう、仲間を。そしてチームを。」とい
うメッセージとともに、相談連絡先の周知を
図ることで、いじめ撲滅に向けた取組を行っ
た。 
 
・「共食」の推進 
開催日：通年 
場所：配付先は県内の小中学校及び保育所・
幼稚園、市町村（食育主管課） 
内容：啓発資料「おいしくみんなで食べよ
う！」を学校・保育所での食育活動や市町村
が行う親子料理教室、健診等を通して、子ど
もたちやその保護者に配付した。 
 
・健全な食生活に向けた「野菜足りてますか」
の啓発 
開催日：11月 
場所：配付先は市町村（食育主管課）、保健
センター等 
内容：世代別のきめ細かな食育推進の一環
で、２０歳代～３０歳代に向け、野菜の摂取
やバランスのよい食生活を呼びかける啓発
資料の作成・配布を行った。 
 
［習志野市］ 
・「少年の日」ポスター展・青少年健全育成
標語 
開催日：11月 11日～18日 
場所：習志野市役所展示スペース 
内容：「少年の日」ポスター、青少年健全育
成標語の展示 
 
［浦安市］ 
・子どもの帰宅を促すための放送 
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開催日：11月 1日～翌年2月 28日 
場所：浦安市全域 
内容：日没が早く、子どもたちが事件・事故
に巻き込まれる危険性が特に高まるため、防
災行政無線による「子どもの帰宅を促すため
の放送」を、実施期間中、毎日午後 4 時 30
分に流し、子どもたちの帰宅を促すととも
に、地域の皆様による見守りを呼びかけるも
の。 
 
［我孫子市］ 
・少年センター広報誌「きずな第１５０号」
発行 
発行日：11月 1日 
配布箇所：市内小中学校、公共施設、他市少
年センター 
内容：「STOP!電話 de 詐欺」被害件数「我孫
子市子ども見守り隊」発足について 「子ど
もを犯罪から守る７カ条」 
 
［八街市］ 
・「子ども・若者育成支援強調月間」啓発活
動 
開催日：11月 7日 
場所：イオン八街店、ＪＲ八街駅 
内容：「子ども・若者育成支援強調月間」の
啓発用チラシが入ったポケットティッシュ
の配布。 
 
［白井市］ 
家庭教育通信の発行 
開催日：11月 
場所：白井市内教育機関 
内容：家庭での親子のコミュニケーションの
とり方について、ペップトーク公認講師の方
にお願いして啓発を行う。 
 
［多古町］ 
啓発ポスター掲示 
場所：多古町コミュニティプラザ 
内容：いじめ無料相談、メディア利用 
 
［銚子市］ 
・いじめ撲滅キャンペーン 
開催日：平成29年 9月～平成30年 1月 
場所：市内各小・中学校   
内容：教師が児童生徒理解を一層深め、児童
生徒がお互いの人権を尊重する意義を確認
し合う機会。 
 
［匝瑳市］ 
・ポスターの掲示 
・市広報への掲載 
掲載：11月号（毎月１日発行） 
配布：市内全域 
内容：関係機関連携の防犯活動等 
 
［長男町］ 
・平成29年度長南フェスティバル出展 
開催日：11月 3日 
場所：長南町中央公民館駐車場 
内容：町民の祭りの一環として、青少年相談
員による無償配布を行い、青少年の健全育成
活動の啓発を図った。 
 



［鋸南町］ 
・ポスター掲示 
開催日：掲載11月 1日～ 
場所：鋸南町中央公民館 
内容：子育てについての受付相談 
 
［木更津市］ 
・青少年健全育成だより「News Lettere」 
発行 
発行日：11月 21日 
内容：地域の青少年を見守る青少年補導員－
エアガンの有害玩具指定－千葉県自転車条
例－ 
 
［袖ヶ浦市］ 
・強調月間ポスター掲示 
・市広報誌掲載（食育） 
 

３  研修会等 

（千葉県、県警、市町村） 

 

○教職員関係（千葉県、千葉県警察本部、千
葉市、習志野市、我孫子市、冨里市） 
 
［千葉県］ 
・教職員向け研修会（薬物乱用防止関係） 
開催日： 11月 30日 
場所：湖北地区公民館 
内容：教職員向けに湖北地区公民館で児童へ
の対応と学校と児童相談所との連携につい
て研修会を行った。 
 
・指導主事会議 
開催日：11月 9日 
場所：県総合教育センター 
内容：児童生徒の問題行動への対応等 
 
・訪問相談担当教員研修会 
開催日：11月 14日 
場所：県子どもと親のサポートセンター 
内容：不登校・いじめへの対応 
学校不適応の子どもに対する学校の取組 
 
・平成 29 年度第２回特別支援学校生徒指導
主事連絡協議会 
開催日：11月 8日 
場所：千葉市ビジネス支援センター 
内容： 
①特別支援学校における生徒指導上の喫緊
の課題についての行政説明及び情報提供 
②代表学校による生徒指導の実践発表 
③各学校間での生徒指導上の諸課題につい
ての情報交換 
 
［千葉県警察本部］ 
・よくし隊レディ「あおぼーし」防犯研修 
開催日：11月 28日 
場所：千葉女子高校 
内容：同高校教職員に対し、犯罪発生状況・
傾向に関する情報共有、性犯罪被害防止やＪ
Ｋビジネス等の危険性に関する講話を実施、
生徒に対する還元教養を依頼 
 ※具体的な対応策、護身術指導を実施 
 
・教職員向けネット安全教室の実施・重点 
指導事項 

内容：ＳＮＳにおけるトラブルの現状、フィ
ルタリング・ペアレンタルコントロールにつ
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いて、ネットリテラシーの基本 
 
［千葉市］ 
・学校警察連絡協議会 
開催日：11月 15・21・24・28日、12月 5日 
場所：中央区保健福祉センター他 
内容：学校、警察、青少年サポートセンター
職員による情報交換及び講演会 
 
・生徒指導担当者連絡会 
開催日：11月 7日・29日 
場 所：千葉市教育会館 
内 容：市内生徒指導主事が集まり、研修会
及び情報交換を実施 
 
［習志野市］ 
・生徒指導担当者会議 
開催日：11月 7日 
場所：習志野市役所会議室 
内容：市内中学校の生徒指導主任による情報
交換 
 
・第２回学校・警察連絡協議会 
開催日：11月 21日 
場所：習志野市総合教育センター 
内容：学校、警察、青少年センターによる情
報交換 
 
［我孫子市］ 
・我孫子市学校警察連絡協議会および第３回
少年指導員合同研修会 
開催日：平成29年 11月 30日 
場所：湖北地区公民館 
内容：講演会 
講師 千葉県警察本部生活安全課 
少年課長 伊藤 昭広 氏 
 
［富里市］ 
・富里市長期欠席担当者会議 
開催日：11月 15日 
場所：富里市 富里市役所 すこやかセンタ
ー 
内容：市内小・中学校における長期欠席児
童・生徒に対しての支援の方法を理解する。
講師＝鳥羽文乃 
 

 ○相談員関係（市川市） 
 
［市川市］ 
・スーパービジョン研修 
開催日：11月 7日 
場所：市川市生涯学習センター 
内容：少年相談員を対象に、スーパーバイザ
ー（熟練した指導者）が、相談事例について
示唆や助言を行う。 
講師；茨城大学大学院教授・臨床心理士 岸 
良範 先生 
 

4(1)ｱ① 

 ○補導員関係（千葉県、習志野市、松戸市、
流山市、我孫子市、銚子市、旭市、匝瑳市） 
 
［千葉県］ 
・少年補導員向け講習会（薬物乱用防止） 
開催日： 11月 2日 
場所：松戸市市民活動サポートセンター 
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内容：少年補導員向けで薬物乱用防止に係る
講習を行った。 
 
［習志野市］ 
・青少年センター連絡会 
開催日：11月 10日 
場所：習志野市役所会議室 
内容：市内外の青少年の動向、街頭補導の状
況等について習志野市青少年補導委員と青
少年センター職員での連絡と協議 
 
［松戸市、流山市］ 
・千葉県青少年補導員連絡協議会東葛ブロッ
ク研修会 
開催日：11月 29日 
場所：松戸市民会館 ３０１会議室 
内容：①講演「青少年の現状について」 
    講師 松戸地区保護司会 

会長 恩田 英 氏 
   ②５班に分かれ、各市情報交換 
 
［我孫子市］ 
・少年指導員理事会 
開催日：11月 9日 
場所：我孫子市教育委員会 
内容：我孫子市各地区のパトロール報告、市
内の犯罪発生状況、中高の現状報告と今後の
指導方策の検討、９月～１０月の行われた行
事報告、今後の事業予定について 
 
［銚子市、旭市、匝瑳市］ 
・東総地区補導員連絡協議会 
開催日：11月 6日  
場所：銚子市教育委員会 
内容：銚子・旭・匝瑳市の各センターによる、
生徒指導上の情報交換並びに事例研究 
 

 ○その他（千葉市、習志野市、八千代市、銚
子市、鴨川市、袖ヶ浦市） 
 
［千葉県］ 
・民生委員児童委員協議会における説明 

（薬物乱用防止関係） 
開催日、場所：11月 2日（野田市定例会会場） 

11月 11日（木更津市波岡公民館） 
内容：民生・児童委員を対象に薬物乱用防止
の講義、チラシの配布・説明を行った。 
 
・教育CSRフォーラム 
開催日：11月 14日 
場所：千葉県総合教育センター 
内容：企業・学校・行政等が連携し、キャリ
ア教育を推進するための方策を探るフォー
ラムを実施した。 
 
・教育相談ネットワーク連絡協議会 
開催日：11月 10日 
場所：県総合教育センター 
内容：不登校児童生徒の家庭との関係づくり 
講師＝淑徳大学総合福祉学部教授 小川恵 
 
・不登校の子どもを支援する実践研修会 
開催日：11月 22日 
場所：子どもと親のサポートセンター 
内容：事例検討会・講義「不登校の子どもと
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家庭への関わり」 
講師：千葉大学教育学部准教授 磯邉 聡氏 
参加者：33名 
 
［千葉市］ 
・大型店補導連絡協議会 
開催日：11月 10日 
場所：中央区役所4階会議室 
内容：大型店舗の担当者との情報・意見交換 
 
［習志野市］ 
・研修会「ならしのこどもを守る地域ネット
ワーク主催研修会」 
開催日：11月 17日 
場所：サンロード津田沼 ６階 大会議室 
内容：こころの不調や発達の凸凹をかかえた
親とその子どもの支援。講師 NPO 法人 ぷ
るすあるは２名 
 
［八千代市］ 
・八千代市定例課長会議 
開催日：11月 2日 
場所：八千代市役所 
内容：児童虐待の現状と庁内連携のあり方に
ついて啓発。参加者 126 名。講師=八千代市
子ども相談センター所長 毛塚早苗 
 
・子ども部合同研修会 
開催日：11月 13日 
場所：八千代市福祉センター 
内容：「怒鳴らない・叩かない子育て～非暴
力コミュニケーションの基本を習得する～」
について(市内保育士等対象)。参加者43名。
講師=市川児童相談所長 渡邉直氏 
 
・八千代市民生委員児童委員協議会児童部会
研修会 
開催日：11月 30日 
場所：八千代市福祉センター 
内容：子ども虐待の現状と対応、求められる
地域の力と体罰によらない育児の推進につ
いて。参加者55名。講師=八千代市子ども相
談センター所長 毛塚早苗 
 
［銚子市］ 
・銚子市児童福祉関係機関連絡協議会 
開催日：11月 14日 
場所：銚子市青少年指導センター  
内容：市教委、ＳＣ、児童相談所、子育て支
援課等による市内小中学校の長欠対策会議 
 
・小中高連協全体研修会、子ども安全ネット
ワーク理事会 
開催日：11月７日 
場所：銚子市立第二中学校 
内容：授業参観、生徒指導主任とネットワー
ク理事の情報交換、冬期休業中の諸注意等 
 
［鴨川市］ 
青少年育成指導者研修会 
開催日：11月 26日 
場所：鴨川市総合保健福祉会館 
内容：市内で活動する各青少年育成団体の役
員及びスタッフ等に対する講演会。 
「子どもの心に寄り添う柔軟な関わり方」 



（講師）習志野市立藤崎小学校長兼併設 
幼稚園長   西谷 秀樹 氏 

 
［袖ヶ浦市］ 
袖ケ浦市青少年問題協議会 
開催日：11月 1日 
場所：袖ケ浦市役所 
内容：講義（子どもの学習支援事業について） 
   情報交換（木更津警察署管内の青少年

犯罪の現状、小・中・高等学校の現状
と課題） 

   

４  青少年保護育成巡回活動、

環境浄化活動等 

（千葉県、市町村） 

 

○県下一斉広域列車パトロール 
（千葉市、習志野市、浦安市、銚子市、市川
市、松戸市、野田市、柏市、市原市、我孫子
市他） 
場所：列車内、駅構内、駅周辺（自転車置き
場等） 
内容：児童生徒の安全指導及び遅刻・怠学傾
向生徒への声かけ 
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 ○街頭補導 
（千葉市、習志野市、八千代市、浦安市、木
更津市、野田市、流山市、我孫子市他） 
内容：青少年補導員が街頭補導を実施 
 

4(1)ｲ 

 ○防犯パトロール・安全見守り 
（千葉市、成田市、佐倉市、香取市、多古町、
匝瑳市、茂原市、長生村、木更津市） 
 
［千葉市］ 
・児童の安全見守り活動 
開催日：登校日 
場所：各校通学路および周辺 
内容：セーフティーウォッチャー（保護者・
地域住民のボランティア）による登下校時の
安全見守り 
 
［成田市］ 
・防犯パトロール 
開催日：11月 1日～11月 30日 
場所：市内各小・中学校及び義務教育学校の
通学路周辺 
内容：ＰＴＡ、地域防犯推進員、通学路防犯
広報啓発活動、移動えきばん、自主防犯団体
等によるパトロール 
 
［佐倉市］ 
・防犯パトロール 
開催日：11月 15日（根郷地区） 

11月 16日（佐倉地区） 
11月 17日（臼井地区） 
11月 18日（千代田地区） 

場所：ＪＲ佐倉駅南口周辺、JR佐倉駅周辺、
京成臼井駅周辺、千代田小学校、染井野小学
校周辺 
内容：地域の方々が、パトロールを実施した。 
 
［香取市］ 
・防犯パトロール 
開催日：11月 23日、11月 25日 
場所：香取市内 
内容：青色防犯パトロール車を使用し、地域
の防犯パトロールを実施 
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［多古町］ 
学校安全・非行防止パトロール 
場所：町内全域 
内容：下校時地域巡回活動（多古町パイロッ
ト事業実行委員会） 
 
［匝瑳市］ 
・市内巡回 
開催日：11月⒕日、15日、16日 
場所：市内各中学校区 
内容：中学校教諭並びに指導センター職員に
よる巡回 
 
［茂原市］ 
・登下校時の見守りパトロール（各小学校区
青少年育成茂原市民会議・茂原市青少年指導
センター） 
開催日：随時 
場所：市内各所 
内容：登下校時に子ども達の安全を守るため
パトロールを行う 
 
［長生村］ 
・防犯パトロール 
開催日：11月 1日・11月 15日 
場所：長生村内 
内容：青少年相談員が、犯罪及び青少年の非
行を防止することを目的として、午後9時30
分から午後10時30分までコンビニエンスス
トアなど青少年の参集しやすい場所を巡回
した。 
 
［木更津市］ 
・児童・生徒の下校時における防犯パトロー
ル 
開催日：火・木曜日 15:00～ 約１時間 
場所：市内全域 
内容：児童・生徒の下校時間帯の安全確保の
ため青色灯パトロール車でパトロールを実
施 
 

 ○ＪＲ乗車マナー指導（木更津市） 
開催日：11月 16日 

16:00～18:00 
場所：ＪＲ内房線 君津～五井間 
内容：青少年補導員・君津地区高等学校生徒
指導担当教員等 
   との合同乗車マナー指導を実施 

 

4(1)ｲ(ｲ)① 

 ○挨拶運動（千葉市、君津市） 
 
［千葉市］ 
・「あいさつの日」活動 
開催日：11月 8・15・17日 
場所：真砂東小学校、真砂西小学校、真砂中
学校 
内容：青少年育成委員会委員が登校時の子ど
もたちに挨拶と声掛けを実施 
 
［君津市］ 
レッツ・トーク運動 
開催日：11月 15日～17日 
場所：君津中学校区 
内容：君津中学校区で、朝の通学時間帯にあ
いさつ運動を行う 

4(1)ｱ② 
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 ○千葉県青少年健全育成条例に基づく立入
調査（千葉県、千葉市、富津市、銚子市、大
多喜町） 
場所：書店、深夜入場禁止施設、携帯電話販
売店等 
 

4(1)ｲ(ｳ) 

 ○清掃活動・環境整備（千葉市、八街市、冨
里市、香取市、芝山町、大多喜町） 
 
［千葉市］ 
・地域点検・補導活動 
場所：市内複数の中学校区 
内容：各地区の青少年育成委員会委員が教職
員等とともに公園や通学路の遊具や危険箇
所の点検、子どもへの声掛け、補導活動等を
実施。地区によっては、中学生が学区の小学
校に行き、青少年育成委員会委員と小学生と
一緒に、安全を確認しながら下校した。 
 
・地域クリーン活動、ごみゼロ運動 
場所：市内複数の中学校区 
内容：小中学生が、青少年育成委員会委員、
保護者、教職員等と交流を図りつつ、通学路
のゴミ拾いや地域の公園の清掃を実施。地区
によっては、学区内の歩道の植え込みに花の
苗を植える活動（クリーン＆フラワー活動）
を行った。 
 
［八街市］ 
八街市内校外指導活動 
開催日：12月 6日 
場所：八街市内各中学校 
内容：各中学校区ごとに通学路での安全対策
及び校外指導について現場調査や意見交換
を行う。 
 
［富里市］ 
・環境浄化活動（屋外広告物簡易除去） 
開催日：11月中8回実施。 
場所：富里市 市内全域 
内容：青少年にとって，有害な違反看板等の
撤去作業 
 
［香取市］ 
・社会環境浄化運動 
開催日：11月 12日 
場所：香取市内 
内容：違法屋外広告物の撤去 
 
［芝山町］ 
殿塚・姫塚清掃 
開催日：11月 3日  
場所：殿塚・姫塚 
内容：青少年相談員による殿塚・姫塚の除草
美化活動を行った。 
 
［大多喜町］ 
環境美化活動（カーブミラー清掃） 
開催日：11月 19日 
場所：町内小中学校周辺 
内容 
：大多喜町青少年相談員によるカーブミラー
清掃。 
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５  子供・若者の社会参加活動 

（千葉県、県警、市町村） 

 

○職場体験（千葉県、船橋市、白井市、冨里
市） 
 
［千葉県］ 
・水産業インターンシップ 
開催日：11月 28日～11月 30日 
場所：南房総市（東安房漁業協同組合） 
内容：水産業への理解を深め、次世代の担い
手を育成するため、県内の高等学校生を対象
とした水産業インターンシップを実施し、職
業教育の充実を図った。 
 
・中学生の職場体験 
開催日：11 月 1,2 日 / 9～10 日 / 15～16
日 
場所：県立東金青年の家 
内容：近隣の中学校と連携して中学2年生の
職場体験を主催事業として実施。事前学習で
青年の家の役割等のガイダンスを行った後、
開催日に実際の職場体験に臨んでもらった。 
(大網中学校、東金中学校、東金・東中学校、
成東中学校) 
 
［船橋市］ 
・職場体験 
開催日：11月中随時(1校につき1～2日間) 
場所：船橋市西図書館、中央図書館、東図書
館、北図書館 
内容：市内の中学校と連携した職場体験の受
入。体験内容は本の配架、カウンターでの貸
出・返却処理など 
 
［白井市］ 
・職業体験 
開催日：11月 
場所：市内各所 
内容：昔の立春に倣い、中学２年生を対象に
地元事業者の協力を得て職業体験を実施。 
 
［富里市］ 
・中学生職場体験学習「わくわくWorking!」 
開催日：11月 14日～16日 
場所：市内各事業所 
内容：中学生による職場体験学習 
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 ○スポーツ大会・教室等 
（千葉市、習志野市、松戸市、野田市、我孫
子市、成田市、四街道市、印西市、旭市、匝
瑳市、九十九里町、芝山町、睦沢町） 
 
［千葉市］ 
・第35回青少年マラソン大会 
開催日：11月 26日 
場所：若松小学校グランドと周辺コース 
内容：学区小中学生と親の体力･仲間・明る
い家庭づくりを目的として開催し、小学生は
各学年別、男女別、中学生は男女別にレース
を行い、１～３位の児童生徒を表彰した。 
 
［習志野市］ 
・県少年野球選抜大会 
開催日：11月 26日 
場所：秋津野球場 
内容：小学生児童による少年野球大会（後援） 
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［松戸市］ 
・松戸市子ども会育成会連絡協議会中央大会 
開催日：平成29年⒒月 3日～5日 
場所：金ヶ作公園・金ヶ作小 
内容：ソフトボールとドッジボールの   

市内大会 
 
［野田市］ 
・野田市少年野球教室 
開催日：11月 26日 
場所：野田市総合公園野球場 
内容：法政大学野球部の皆さんが指導者とな
って、少年野球チームの子どもたち等に野球
の実技指導を行うとともに、異世代との交流
を図るもの。 
 
［我孫子市］ 
第14回我孫子市青少年綱引き大会 
開催日：11月 25日 
場所：我孫子市民体育館 
内容：市内全 13 小学校の 5.6 年生を対象に
毎年綱引き大会を開催。 
 
［成田市］ 
成田ＰＯＰラン大会 
開催日：11月 12日 
場所：中台運動公園陸上競技場 他 
内容：小学生の部と中学生の部に分け、3km
のコースを走った。 
 
［四街道市、印西市］ 
印旛地区少年の日・地域のつどい大会 
開催日：11月 23日 
場所：四街道総合公園体育館 
内容：印旛地区9市町の青少年によるユニカ
ール大会 
 主催 印旛地区青少年相談員連絡協議会 
 
［印西市］ 
印西市子ども会育成連絡協議会主催ドッヂ
ビー大会 
開催日：11月 19日 
場 所：印西市立本埜公民館 
内 容 
：ドッヂビー 
 
［旭市］ 
・第 11 回海上地域少年少女ドッジボール大
会 
開催日：11月 5日 
場所：旭市海上キャンプ場体育館 
内容：海上地域の子ども会を対象としたドッ
ジボール大会 
 
［匝瑳市］ 
・市少年少女サッカー大会 
開催日：11月 26日 
場所：野手浜総合グラウンド 
内容：３２チーム参加のサッカー大会 
 
・わんぱくドッジボール大会 
開催日：11月 25日 
場所：八日市場ドーム 
内容：１４チームの参加 



 
［九十九里町］ 
・九十九里町子ども会ミニバスケットボール
大会 
開催日：11月 23日 
場所：豊海小学校 
内容：町内小学生対象ミニバスケットボール
大会 
 
［芝山町］ 
芝山町少年少女スポーツ教室 
開催日：11月 25日 
場所：芝山中学校体育館 
内容：プロによるバスケットボール教室。ス
ポーツの魅力を再認識、スポーツの楽しさを
体感した。生涯にわたってスポーツを愛好し
ようとする意識の高揚をねらいとする。 
 
［睦沢町］ 
・ロードレース大会 
開催日：11月 26日 
場所：睦沢町総合運動公園周辺 
内容：４歳児から小学生、中学生、大人が年
齢別のマラソン及び、誰でも参加可能なウォ
ーキングを実施 
 

 ○ウォークラリー 
（我孫子市、白井市、鴨川市、木更津市） 
 
［我孫子市］ 
・手賀沼ふれあいウォーク2017 
開催日：11月 18日 
場所：手賀沼公園、柏ふるさと公園 
内容：歩くことが好きな市民を増やし、運動
習慣をつけるきっかけを与える事業として、
手賀沼のほとりを歩いて健康づくりを楽し
む。２０キロの手賀沼１周コース、１０キロ
の手賀沼半周コース（手賀沼ウォーキング教
室を含む）、４キロの探偵ウォークコースを
設置。探偵ウォークコースはコース内に隠さ
れたうなきちさんの帽子を探す、親子で楽し
めるコース。 
 
［白井市］ 
・ウオークカリー大会 
開催日：11月 12日 
場所：白井市役所～船橋市青少年キャンプ場 
内容：班で協力しながらウオークラリーで目
的地まで行き、カレーを作り、ウオークラリ
ーをしながらゴールを目指す。 
 
［鴨川市］ 
土曜スクール合同ウォークラリー大会 
開催日：11月 4日 
場 所：千葉県立鴨川青年の家を発着点とす
るコース 
内 容：市内で活動する7つの土曜スクール
のうち、6 スクールから参加を希望した児童
が、他スクール児童との交流や、下級生の面
倒を見る上級生の役割を学ぶなど、学校や家
庭とは違った環境において、子ども達の豊か
な心の成長を育むことを目的に実施。 
 
［木更津市］ 
・わがまちたんけんぽんぽこラリー 
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開催日：11月 26日 
場所：中央公民館、東岸寺、ヤマニ綱島商店
等 
内容：自分達の住んでいる町を探検し、郷土
愛を育むとともに、地域住民のふれあいの場
とする。 
 

 ○その他スポーツレクリエーション等 
（千葉県、千葉市、浦安市、東金市、芝山町、
茂原市） 
 
［千葉県］ 
・100人 deサバイバル運動会 
開催日：11月 23日 
場所：県立君津亀山少年自然の家 
内容：未就学児童から大人まで106名参加し
て、色別組対抗戦で「サバイバル鬼ごっこ選
手権」「サバイバル火おこし選手権」「サバイ
バル綱引き選手権」を行った。 
 
［千葉市］ 
・レッツダンスⅣ 
開催日：11月 19日 
場所：セントラルウェルネスクラブ長沼 
内容：地域のスポーツジムをお借りして専門
のインストラクターの指導のもと、ボランテ
ィア中学生のサポートを受けながら小学生
がダンスを楽しんだ。 
参加者 小学生約 40 名、中学生 5 名、役員
10名、引率・見学保護者多数 
 
［浦安市］ 
・ジュニアリーダー研修会 
開催日：11月 23日（6回目／全8回） 
場所：文化会館 
内容：よさこいソーラン 
 
［東金市］ 
子ども会中央大会 
開催日：平成29年 11月 26日 
場所：東金アリーナ 
内容：市内の子ども会会員が一堂に集い、軽
スポーツやレク等を通じて、親睦と友情を深
め、仲間づくりを行う。 
 
［芝山町］ 
・芝山サッカーフェスティバル2017 
開催日：11月 23日 
場所：スポーツ広場 
内容：主に町内小学生以上を対象にフットサ
ル大会を開催し，スポーツを楽しみ，相互の
親睦を深めた。 
 
［茂原市］ 
第２３回僕と私のジャンピング大会（青少年
育成茂原市民会議） 
開催日：11月 23日 
場所：茂原市市民体育館 
内容：なわとび競技を通して、青少年の体力
向上と精神力の強化を図るとともに、参加選
手の親睦と健全育成の推進を図る。 
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 ○合宿等（東庄町、匝瑳市、鴨川市） 
 
［東庄町］ 
コジュリン通学合宿 
開催日：11月 19～21日 
場所：東庄町公民館 
内容：公民館に小学生５～６年生が宿泊し、
班で食事などを用意する。公民館から学校に
通学してもらい、自主性や協調性を育てる。 
 
［匝瑳市］ 
そうさフロンティア学寮（通学合宿） 
開催日：11月 15日～18日 
場所：生涯学習センター 
内容：１４名の３泊４日宿泊体験活動 
 
［鴨川市］ 
・小学生通学合宿 
開催日：11月 8日～10日の2泊 3日 
場所：鴨川市青少年研修センター 
内容：親元を離れ、他校の友達と寝食を共に
しながら、学校に通う集団生活を体験すると
ともに、自立心や協調性を学び、仲間への思
いやりの気持ちを育み、家庭の大切さ、親の
有り難さを感じてもらうことを目的に実施。 
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 ○かるた大会（千葉県、山武市、芝山町、茂
原市、木更津市、君津市等） 
 
［千葉県、山武町、芝山町等］ 
第29回「房総子どもかるた千葉県大会」 
開催日：11月 26日 
場所：東金アリーナ 
内容：房総かるたを使用して、千葉県の歴
史・文化を通して郷土を知ることにより郷土
愛を高め、県下の子どもたちが一堂に会し、
和気あいあいとした中で競技を行った。 
 
［茂原市、長柄町等］ 
・第２６回房総子どもかるた長生茂原地区大
会（（一社）千葉県子ども会育成連合会長生
支部） 
開催日：11月 12日 
場所：長柄町公民館 
内容：かるたを通して楽しく遊びながら親睦
と友情を深め、併せて郷土の歴史、文化、産
業を知り、子ども達の健全育成と子ども会活
動の活性化を図る。 
 
［木更津市］ 
清見台地区 第22回房総子どもかるた大会 
開催日：11月 4日 
場所：清見台公民館附属体育館 
内容：地域の子供達の交流と健全育成を目的
としたかるた大会の実施。参加者 71 名（子
ども会と共催）。 
 
［君津市］ 
君津ふるさとかるた大会 
開催日：11月 19日 
場所：八重原公民館 
内容：君津にちなんだかるたを行うことによ
り、子どもたちに君津市内の名所、文化を遊
びながら覚えてもらう。 
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 ○その他体験活動等 
（千葉県、千葉県警察本部、船橋市、松戸市、
我孫子市、鎌ケ谷市、佐倉市、八街市、冨里
市、栄町、香取市、東庄町、匝瑳市、芝山町、
茂原市、睦沢町、白子町、長南町、南房総市、
木更津市、君津市、富津市） 
 
［千葉県］ 
・おはなし夢空間（年間12回） 
開催日：11月 18日 
場所：さわやかちば県民プラザ 
内容：絵本や物語とのふれあいを通し、幼児
期・児童期の子どもに読書の楽しさを伝え
る。 
参加者数：36名 
 
・自然の家まつり 
開催日：11月 5日 
場所：県立水郷小見川少年自然の家 
内容：「地域との交流」をテーマに、所内の
体育館や多目的ホール等を使用して、各種の
演奏、伝承遊び、けん玉大会、作品展示、創
作体験、プラネタリウム投映、カヌー体験、
フリーマーケットなどを行った。 
 
・鴨川青年の家まつり・ブルーダック子ども
文化展 
開催日：11月 12日 
場所：千葉県立鴨川青年の家 
内容：「地域との交流」がテーマ。全館及び
屋外を使用して、小中学生の国語・図工・技
術家庭科の作品展示及び表彰、各種演奏や演
技、創作体験、フリーマーケット等を行った。 
 
・自然の家まつり 
開催日：11月 13日 
場所：県立手賀の丘少年自然の家 
内容：「地域との交流」をテーマに、所内の
体育館や多目的ホール等を使用して、各種の
演奏や演技、作品展示、創作体験、プラネタ
リウム投映、ラート体験、フリーマーケット
などを行った。 
 
・子どもチャレンジプロジェクトイベント 
「秋の子供フェスタ」 
開催日：11月 19日 
場所：さわやかちば県民プラザ 
内容：小学生のプロジェクトメンバーによ
る、自由な発想を生かした自主イベントの企
画運営 
参加者数：1,773名 
 
・さわやか青年教室（年間7回） 
開催日：11月 5日 
場所：さわやかちば県民プラザ 
内容：県内各学校出身で知的障害のある青年
を対象とし、スポーツ等、学びの機会と場を
提供して、よりよい余暇の過ごし方や社会生
活・家庭生活のためのルールや技能を身につ
け充実した社会生活を営むことを目指す。 
参加者数：35名 
 
・黒部川クリーン作戦 
開催日：11月 25日 
場所：県立水郷小見川少年自然の家・黒部川 
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内容：地域の黒部川の清掃活動等、環境保全
活動を通じ、子供・若者に環境保全に対する
意欲の増進及び環境教育の推進を図った。 
 
・きみかめ山のフェスティバル 
開催日：11月 3日 
場所：県立君津亀山少年自然の家 
内容：542 人が参加して地域の匠（専門的な
技や知識を持った地域の団体）が設けた体験
ブースなどで、親子で様々な体験活動をし
た。 
 
・サツマイモを掘ろう 
開催日：11月 8日 
場所：県立東金青年の家 
内容：親子参加によるサツマイモ掘り体験。
地元の農家、地域の母子保健推進委員等の協
力による地域連携で子ども育成、食育を考え
る親子ふれあい農業体験を行った。 
 
・太巻き寿司をつくろう1 
開催日：11月 26日 
場所：県立東金青年の家 
内容：東金太巻き寿司研究会の協力を得て、
伝統の太巻き寿司つくりの体験。太巻き寿司
の伝承への理解を図った。 
 
［千葉県警察本部］ 
・よくし隊レディ「あおぼーし」防犯教室 
開催日：11月 11日 
場所：柏市立大津ヶ丘第２小学校 
内容：同小学校で開催された文化祭におい
て、催事ブース内で防犯教室を開催、小学生
と保護者に対し、連れ去り防止・ＳＮＳ危険
性・性犯罪被害防止等の指導を実施 
 
・つるし雛つくりを通じた地域ふれあい事業 
開催日：11月 15日 
場所：御宿中学校 
内容：少年警察ボランティアらと連携して、
中学生によるつるし雛つくり体験を実施し
た。 
 
・農業体験による少年の立ち直り支援活動 
開催日：11月 23日 
場所：市原市 
内容：少年警察ボランティアや学生ボランテ
ィアと連携してさつま芋掘りによる少年の
立ち直り支援活動を実施した。 
 
［千葉市］ 
・「越智公民館文化祭」合唱参加 
開催日：11月 18日 
場所：越智公民館 
内容：地域の教育センターである越智公民館
の文化祭へ中学２年生が参加。来年度の修学
旅行「広島」の原爆ドーム前で合唱する内容
を披露。また、折鶴の協力も地域の方々に呼
びかけた。 
 
・「地区文化祭」 
開催日：展示の部 11月 17・18日、発表の部 
11月 19日 
場所：展示の部 千草台公民館、発表の部 千
草台中学校 体育館 



内容：中学校区の園児、小中学生、地域に住
む大人たちが、「展示の部」と「発表の部」
で書道、絵画、陶芸、洋裁、歌、舞踊、演奏、
創作ダンス、よさこい等をそれぞれが日頃の
活動の成果等を披露した。また、「発表の部」
において小中学生が「私の主張」の弁論発表
を行った。 
さらに、児童・生徒が制作した町内の環境美
化の啓発ポスターや「私の主張」の意見文の
表彰を行った。 
参加者：展示の部 365名、発表の部 989名 
 
・カレーオリエンテーリング 
開催日：11月 19日 
場所：高洲第二中学校・稲毛海浜公園 
内容：ゲームに挑戦しながらポイントを進む
オリエンテーリング、及び空き缶等を利用し
たカレーライス作り 
 
・子どもふれあい祭り 
開催日：11月 25日 
場所：千葉市立生浜中学校 
内容：生浜中学校区の小・中学生が一堂に会
し、レク活動や発表会の取り組みを通して、
青少年の仲間づくりをするとともに、健全育
成を図る。 
 
［船橋市］ 
・クラブ支援活動（松が丘公民館） 
開催日：11月 8日 
場所：船橋市立古和釜小学校 
内容：古和釜小学校の児童を対象に、囲碁・
茶道・オカリナ・軽スポーツ・和太鼓当の体
験指導を行う。 
 
・第4回手作り防災訓練 
開催日：11月 10日 
場所：船橋市立飯山満中学校・飯山満公民館 
内容：地区社会福祉協議会及び中学校と協働
で、中学生と地域の住民が合同で防災訓練を
行うことにより、中学生の頃から「防災」に
対する意識を高めるとともに、地域交流を促
進する。 
 
・ハッピーサタデー事業 
開催日、場所、内容： 
11月 11日 
（場所：西部公民館、内容：電気エネルギー
実験、空気ロケット工作） 
11月 15日 
（場所：藤原市民の森、内容：自然を通じて、
体験学習） 
11月 18日 
（場所：船橋市三田公民館、内容：小学生向
けの講座「リトミック体験、コンサート」） 
11月 18日 
（場所：東邦大学習志野キャンパス、内容：
小学生親子を対象に科学の力で起こる不思
議な現象の体験を行う） 
11月 18日 
（場所：東邦大学習志野キャンパス内容：小
学生を対象に障がい者スポーツ（スルーネッ
トピンポン・バッコー）の体験を行う） 
11月 18日 
（場所：丸山公民館、内容：童話に登場する



ようなお菓子の家を作る。） 
11月 18日 
（場所：長津川公園緑地、内容：月1回行う
小学生向け事業、今回はネイチャーゲーム） 
11月 18日 
（場所：船橋市西船児童ホーム、内容：ダブ
ルダッチ） 
11月 19日 
（場所：東邦大学、内容：小学生向けの講座
「親子理科教室」東邦大学ボランティア部の
学生と協力） 
11月 19日 
（場所：前原東6丁目公園、内容：小学生を
対象に野外ゲームの体験と野外料理（ハンバ
ーガー作り）を行う） 
11月 19日 
（場所：船橋市飯山満公民館、内容：小学生
を対象にお菓子作り体験を行う） 
 
［松戸市］ 
・農園こどもの遊び場 
開催日：平成２９年１１月２５日（土） 
場所：坂下ほんでん こどもの遊び場 
内容：矢切ねぎの土寄せ体験 
 
［我孫子市］ 
・健康フェア2017 
開催日：11月 19日 
場所：我孫子市生涯学習センターアビスタ 
内容：市民に向けて健康増進および一次予防
を目的とした啓発し、市民の健康寿命延伸を
目指して開催。「健康貯金をはじめよう！」
をメインテーマに、健康に関する様々な体験
型ブースを用意。 
歩行年齢測定会、市民歯科健診・親子歯科相
談、身体測定コーナー、スポーツ吹矢チャレ
ンジ、美味しく食べ楽しく運動で健康貯金、
笑顔倍増！お肌の悩みスッキリ体験会、医
師・薬剤師による相談コーナー、アロマで癒
しの時間を、健康カレンダーづくり、折り紙
で脳トレ！＆ゴルフボールを使ったツボ運
動＆三角巾の使い方、講演会「親子ではじめ
よう貯筋体操～太らない、つかれない、折れ
ない～」、足裏・肩こりほぐし、ニュースポ
ーツ体験、ポールウォーキング体験、地元農
産物・加工品・飲食のブース等 
 
［鎌ケ谷市］ 
・もちつき大会 
開催日：11月 3日 
場所：ファイターズタウン鎌ケ谷 
内容：第四中学校区内の小学生を対象とした
餅つき体験と餅の試食。参加者523人 
 
・あそび＆もちつき大会 
開催日：11月 3日 
場所：鎌ケ谷小学校 
内容：鎌ケ谷中学校区内の小学生を対象とし
た昔あそびや餅つき体験、餅の試食。参加者
610人 
 
［佐倉市］ 
・和田ふるさとまつり 
開催日：11月 19日 
場所：和田小学校 



内容：剣道の試合やバザー等様々なプログラ
ムが組まれ、地域交流を図った。 
 
・千代田ふれあいまつり 
開催日：11月 12日 
場所：臼井南中学校 
内容：歌やダンス等、大人や子ども達による
発表が行われた。また、焼き芋等の販売も行
った。 
 
［八街市］ 
・ライブラリーカフェ＆クリスマスツリー点
灯式 
開催日：11月 24日 
場所：八街市立図書館（1階通路） 
内容：千葉県教育長等視察に対するジュニア
司書活動の発表、ジュニア司書によるおはな
し会（大型絵本・パネルシアター）、千葉大
学リコーダーアンサンブルによるミニコン
サートを実施。（ケーブルネット296、千葉日
報取材あり） 
ジュニア司書 16 名、ジュニア司書マイスタ
ー2 名、千葉大学リコーダーアンサンブル 5
名 
 
・やちまた教育の日月間おはなし会スペシャ
ル 
開催日：11月 25日 
場所：八街市立図書館（2階視聴覚ホール） 
内容：図書館ボランティア、ジュニア司書、
図書館職員による素話、手遊び、大型絵本読
み聞かせ、パネルシアター上演を実施。参加
者23名。ボランティア2名。ジュニア司書7
名 
 
・千葉黎明高等学校図書館サポーター 
開催日：11月 8日、15日、22日 
場所：八街市立図書館 
内容：千葉黎明高等学校図書委員会生徒によ
る図書館事業支援を実施。３日間で延べ 10
名参加。 
 
・ペットボトルリサイクルライトアップツリ
ー事業 
開催日：平成29年 12月 2日～12月 26日 
場所：ＪＲ八街駅北口森のいずみ公園 
内容：リサイクルペットボトルを利用したラ
イトアップツリーを各中学校区ごとに制
作・展示する。 
 
［富里市］ 
・富里市文化祭 児童生徒作品展，生活安
全・交通安全啓発標語展示・表彰式 
開催日：11月 3日～11月 5日（展示） 
11月 15日（表彰） 
場所：富里中央公民館 
内容：市内小中学生を対象に，図画・書写の
作品を募集し，展示。展示された作品の中か
ら優秀作品を表彰。 
 
・平和を考える作文コンクール表彰式・平和
学習リーダー長崎訪問報告会  
開催日：11月 25日 
場所：富里市 富里中央公民館 
内容：市内小・中学校在学中の小学６年生か



ら中学3年生を対象に，「平和を考える作文」
に募集し，上位入賞者を表彰。市内中学生の
代表を平和学習リーダーとして8月に長崎に
派遣し，派遣先で学んだ被ばくの実相や平和
の尊さについて発表。 
 
・東京ウォーク 
開催日：11月 4日 
場所：東京タワー，レインボーブリッジほか 
内容：市内小学生５・６年生を対象とし，他
校の児童との交流及び集団活動により社会
性を育む等を目的とした体験事業。 
 
・放課後子ども教室 
開催日：11月 9日 
場所：富里市立富里第一小学校 
内容：おやつづくり 
 
・とみっこ大学 
開催日：11月 23日 
場所：富里市十倉地先 
内容：市内小学生を対象とし，特産品のにん
じんの栽培の工夫と技術等について農家か
ら学ぶ。（雨天で収穫体験は中止） 
 
［栄町］ 
・「ドラム自然楽校」米作り体験 
開催日：11月 19日 
場 所：県立房総のむら 
内 容：稲の脱穀体験（通年の自然体験事業
の一講座） 
 
［香取市］ 
・トンボ玉体験教室 
開催日：11月 26日 
場所：栗源市民センター 
内容：伝統工芸であるトンボ玉を千葉県伝統
工芸士の方から教わりながら、作製の体験を
した。 
 
［東庄町］ 
・ふれあいまつり 
開催日：11月 3日 
場所：笹川小学校・東庄町公民館 
内容：町内の店が屋台を出店、青少年相談員
がアトラクションを運営などして行った祭
り。 
 
［匝瑳市］ 
・中学生模擬議会 
開催日：11月 7日 
場所：市役所議場 
内容：市内中学校による模擬議会 
 
［芝山町］ 
・芝山はにわ祭り   
開催日：11月 12日 
場所：芝山公園 
内容：地区子ども会ごとに子どもみこしを引
っ張り，地域の一員としての自覚を高めると
ともに，地域との関わりを深める。 
 
［白子町］ 
・第 48 回白子町文化祭「海外交流研修報告
会・音楽発表会」 



開催日：11月 3日㈮ 
場所：白子町役場敷地内 
内容：「海外交流研修報告会→白子中学校生
徒による報告」 
「音楽発表会→小中学生による音楽発表会」 
 
［茂原市、睦沢町、長生村、長南町］ 
・平成２９年度長生地区「少年の日・地域の
つどい大会」（長生地区青少年相談員連絡協
議会） 
開催日：11月 19日 
場所：長南町体育館 
内容：長生地区クイズ王決定戦を通して、相
互の親睦と友情を深め、青少年の自覚と誇り
を高めるとともに「少年の日」及び「家庭の
日」の普及を図る。 
 
［南房総市］ 
・ジュニアリーダー初級認定講習会 
開催日：みよし交流館 
場所：11月 4日 
内容：危険予知トレーニング、野外活動ほか 
 
・南房総市つどい大会 
開催日：11月 12日 
場所：南房総市大房岬自然の家 
内容：野外炊飯、火おこし体験及びロープワ
ーク、秘密基地作り 
 
［木更津市］ 
スマイルフェスタ2017 
開催日：11月 4日 
場所：清見台公民館附属体育館 
内容：子供達の自主性や協調性を育むことを
目的として、地域の中学生が中心となって企
画・運営する青少年向けイベントの実施。 
参加者81名 
 
・花いっぱい運動 
開催日：12月 2日 
場所：木更津市立木更津第一中学校、中央公
民館等 
内容：花いっぱいのまちづくりを目指して、
第一中学校の美化委員を中心とした生徒と
一緒に苗を移植し、植え込んだプランターは
中央公民館等地域の事業所に届けるもの。 
 
［君津市］ 
市内公民館主催事業 
内容：市内公民館主催事業における青少年関
連事業（子ども教室・家庭教育学級・文化祭
等）の開催。市内８公民館にて実施。 
 
［富津市］ 
・市民文化祭（子ども祭り部門） 
開催日：11月 5日 
場所：富津公民館 
内容：なんでもヤリーナ（青少年相談員事
業）、吹奏楽フェスティバル（市内高校中学
校）など 
 
・おはなしライブ 
開催日：11月 26日 
場所：市民会館 
内容：ボランティアによるおはなし会 



わこう村大バザール 
開催日：11月 19日 
場所：和光保育園 
内容：子ども参加イベントなど 
 
・富津市あすをきずく青少年のつどい大会 
開催日：11月 26日 
場所：大貫中学校 
内容：市内の小中学生を対象としたペットボ
トルロケットを実施。（青少年相談員事業） 
 
・子ども会育成大会 
開催日：11月 26日 
場所：飯野コミュニティセンター 
内容：餅つきなどの子ども参加イベント（子
ども会育成会事業） 
 

 ○その他（千葉県） 
 
［千葉県］ 
・市川ユネスコ「サタデースクール」 
開催日：11月 11日、25日 
場所：市川市立鶴指小学校 
内容：ユネスコ理解と子ども学習補助 
 
・柏ユネスコ少年団街頭募金活動 
開催日：11月 19日 
場所：ＪＲ柏駅前 
内容：寺子屋運動及び東日本震災支援活動 

4(1)ｱ①② 

   

６ その他 

（千葉県、市町村） 

 

○柏市文化祭ユネスコ展（千葉県） 
開催日：10月 26日～11月 4日 
場所：柏市中央公民館 
内容：「わたしの町のたからもの」絵画展・
表彰 
 

4(1)ｱ② 

 ○合同就職フェア（説明会）（八千代市） 
開催日：11月 16日 
場所：八千代市総合生涯学習プラザ 
内容：15 歳から 39 歳までの就労を目指す若
者を対象とした合同就職説明会。千葉県の委
託事業でニート・ひきこもりなどを含めた若
者の就労を支援している「ちば地域若者サポ
ートステーション」，千葉労働局等と共催し
たもの。 
参加者33名（定員50名） 
 

4(1)ｱ①③ 

 ○国際子ども絵画交流展（成田市） 
開催日：11月 18日～11月 30日 
場所：成田文化芸術センター 
内容：世界各地の子どもたちと、成田市内の
子どもたちの絵画作品の交流 
 

4(1)ｱ④ 

 ○教育相談、講座、情報交換 
（千葉県、船橋市、浦安市、我孫子市、白井
市、木更津市） 
 
［千葉県］ 
・子育て広場「すくすく」（年間24回） 
開催日：11月 7日 11月 21日 
場所：さわやかちば県民プラザ 
内容：子育て中の親とその子どもが自由に参
加でき参加者間の交流を深める場を提供す
ることにより子育てを支援する。 
参加者数：25名 

4(1)ｱ①② 
4(1)ｲ(ｴ)② 
4(1)ｵ③④ 



 
・サポート広場 
開催日、場所： 
11月 1日（旭市海上公民館） 
11月 29日（子どもと親のサポートセンター） 
内容：子どもプログラム（小集団活動等） 
親プログラム(懇談会)の実施 
参加者：8名 
 
［船橋市］ 
・第6回東部子育てフェスタ 
開催日：11月 26日 
場所：船橋市東部公民館 
内容：子育て講演や自由に遊べるコーナー、
ミニコンサート、紙芝居、情報交換等を子育
てサークル及び関係団体等と実施 
 
・おしゃべりクラブ 
開催日：11月 1、15日 
場所：船橋市三田公民館 
内容：3か月から 1歳までの親子向けの交流
の場 
 
・すくすくクラブ 
開催日：11月 8、22日 
場所：船橋市三田公民館 
内容： 1歳から2歳までの親子向けの交流の
場 
 
・親子ビクス 
開催日：11月 9日 
場所：船橋市飯山満公民館 
内容：乳幼児を育てるお母さんのリフレッシ
ュの場や親子のふれあいの場とする 
 
・ゆびとまサロン 
開催日：11月 13、20日 
場所：船橋市飯山満公民館 
内容：地区社会協議会と協働で、幼児と母親
を対象に子育てについての相談や学習を行
う 
※13日→英語で遊ぼう 20日→リトミック 
 
［浦安市］ 
・浦安市いじめ110番 
開催日：月～金曜日の午前9時～午後5時（祝
日除く） 
場所：教育委員会指導課 
内容：児童生徒及びその保護者を対象に、い
じめに関わる悩みや不安、訴え等を電話相談
で受け付け、いじめの早期対応・解消に努め
る。 
 
・青少年相談 
開催日：月～金曜日の午前 10 時～正午、午
後１時～午後4時（祝日除く） 
場所：青少年センター 
内容：青少年の問題行動、家庭や自分自身、
学校関係等について、青少年本人や保護者等
から電話及び来所により相談を受ける。 
 
［我孫子市］ 
・我孫子市小中学生のための｢いじめ・悩み
相談ホットライン｣ 
開催日：月～金曜日 14:00～18:30 



場所：我孫子市教育研究所 
内容：いじめをはじめとした小中学生の悩み
相談に対応するために、子ども本人や保護者
が直接電話やメールで相談できるホットラ
インを運営している。 
 
［白井市］ 
・ニート・ひきこもり相談会 
開催日：11月 6日 
場所：白井市役所 
内容：ニートやひきこもりの青少年及びその
保護者を対象に精神保健福祉士兼社会福祉
士による相談会を開催。 
 
［木更津市］ 
・教育相談教室 
開催日：１１月６・１４・１６・２０・２８
日 
場所：まなび支援センター 
内容：不登校等さまざまな悩みを抱えた児
童・生徒と保護者・学校関係者を対象に精神
科医師等によるカウンセリングを実施。 
 
・青少年・子育て相談 
開催日：月－金 9:00～16:30 
場所：まなび支援センター 
内容：幼児から２０歳までの青少年と保護者
を対象とした電話・面接・メール相談を実施 
 

 ○千葉県学校保健研修会（千葉県） 
開催日：11月 8日 
場所：千葉県文化会館 
内容：平成２９年度薬物乱用防止標語コンク
ールの優秀賞受賞者５人に賞状等の授与を
行った。 
 

4(1)ｲ(ｳ)③ 

 ○花壇づくり体験（千葉県） 
開催日：11月 20日 
場所：晴香園 
内容：上記施設において花壇づくりを体験し
た。 
 

4(1)ｱ② 

 ○ジュニア司書及びジュニア司書マイスタ
ー認定式（八街市） 
開催日：11月 12日               
場所：八街市立図書館（2階視聴覚ホール） 
内容：図書館主催行事「平成 29 年度ジュニ
ア司書養成講座」第7期の修了者（市内中学
生11名）およびジュニア司書マイスター（2
名）と保護者を招き、教育長より認定書を授
与し、第6期生までのジュニア司書との対面
式を実施。 
 

4(1)ｱ 

 ○平成２９年度七歳児合同祝い（長南町） 
開催日：11月 9日 
場所：長南町中央公民館 
内容：長南町在住の小学校就学直前の幼児を
対象として七歳を迎える節目のお祝いをし、
育成支援を図った。 

4(1)ｱ② 

4(2)① 

 


