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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・安全安心まちづくりのつどい(福井県、警察)
１ 大会等
開催日：10 月 7 日
（福井県、教育委員会、県警、
場 所：福井市
市町）
出席者：副知事、県議会副議長、県警本部長、防犯
関係者約 80 人
内 容：講演、高校生演劇、防犯功労表彰等
・子供重点見守りデー (福井県)
場 所：東藤島小学校
出席者：知事、県警本部長、県教育長、市教育長、
見守り隊、教員、小学生等 300 人
内 容：知事等による下校の付添い
・第 22 回青少年のインターネット利用環境づくりフ
ォーラム in 福井
(内閣府、福井県、警察、県教育委員会)
開催日：11 月 8 日
場 所：福井県国際交流会館
出席者：内閣府、県、県警、県教育委員会、
青少年育成関係者等 280 人
内 容：基調講演会
パネルディスカッション
・青少年健全育成福井県民大会
（県、青少年育成福井県民会議、あわら市）
開催日：11 月 18 日
場 所：あわら市中央公民館
出席者：副知事、県議会議長、県教育長、県警察本
部長、青少年育成関係者等約 300 人
内 容：講演、少年の主張発表、青少年育成功労表
彰等
・安全安心まちづくり大会ｉｎみくに(県警)
開催日：11 月 18 日
出席者：坂井市長、坂井市議、坂井市防犯隊長、
三国高校教頭等
内容：大会宣言決議、署員寸劇、
三国高校生パフォーマンス
・福井市子ども大会(福井市)
開催日：11 月 19 日
参加者：160 人
内 容：地区子ども会会員間の交流と体験発表及び
活動報告
・
「家族ふれあい」絵手紙コンクール表彰式（福井市）
開催日：11 月 3 日 場所：福井市
出席者：福井市教育長、青少年育成関係者等
内 容：児童生徒等が描いた絵手紙作品の表彰
・家庭教育講演会 11 月 11 日、25 日(★小浜市)
・生涯学習推進大会(あわら市)
開催日：11 月 4 日(土)
場 所：あわら市中央公民館
・たんなん青少年育成のつどい（鯖江市）
開催日：10 月 4 日 場所：文化の館
出席者：市長、教育長、補導委員会等
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内容：感謝状表彰式、基調講演
・青少年健全育成大会（越前町）
開催日：１１月２６日
場所 ：越前町生涯学習センター
内容 ：講演会（講師 水谷 修 氏）
アトラクション
・美浜町青少年育成研修大会・美浜町ＰＴＡ研修大会
開催日：１１月２３日（木・祝）
出席者：教育長、
青少年育成関係者等１８６人
内 容：講話、ＰＴＡ実践発表、講演
２ 広報啓発活動
・青少年のネット非行・被害対策情報の配信
（福井県、教育委員会、県警、
(福井県)
市町）
・県内中学校・高校に警察庁製作の自画撮り防止広報
資料（漫画）を配布、同資料を活用した広報活動を
実施
・ 広報紙を作成し、敦賀市内の小・中・高校で配布
・警察庁製作の「ＳＴＯＰ！自画撮り」
、厚生労働省
製作の「児童虐待防止推進月間」ポスターを県内各
警察施設に掲示(県警)
・健全育成「一筆啓上」標語コンクール表彰式及び作
品の展示(県警)
・非行防止標語を募集し、優秀作品を表彰(県警)
・非行防止教室を実施(県警)
・不審者対応訓練を実施(県警)
・被害防止教室を実施(県警)
・薬物乱用防止教室を実施(福井県、県警)
・イベント会場等における広報啓発活動(県警)
・電光掲示板を活用した広報活動(県警)
・敦賀市内の小・中・高生を対象としてスマートフォ
ン等の利用に関するアンケートを実施し、分析結果
を第２回敦賀っ子健全育成協議会で公表(県警)
・家庭教育通信の発行(県教委)
▸「規則正しい生活習慣」の重要性について
▸「インターネット利用」の危険性及び
家庭におけるルール作りの重要性について
・啓発チラシ等の配布(福井県、あわら市、高浜町、
池田町、南越前町)
・非行防止パネルの展示(福井市、鯖江市)
・啓発チラシ等の配布(福井市、鯖江市、越前町、南
越前町)
・啓発パンフレット等の配布(坂井市)
・啓発チラシ等の配布(南越前町)
・
「家族ふれあい」絵手紙コンクール入賞作品の展示
（福井市）
・情報モラル教室（福井市、
）
・ＦＭ福井で夕方見守り運動促進のラジオＣＭ放送
(福井市)
・成人式案内はがきの広告スペースを利用し、インタ
ーネットの適切な利用を啓発する広告の掲載
(福井市)
・啓発ポスターの作成・掲示(★大野市、★勝山市、
★越前市)
・横断幕の設置(鯖江市)
・懸垂幕・横断幕設置(越前市)
・立看板設置(越前市)
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・広報車による広報(越前市)
・広報誌による広報(敦賀市)
・広報誌による広報(★小浜市、越前市、永平寺町、
南越前町)
・広報誌等による広報(鯖江市)
・薬物乱用防止指導者研修会の開催(福井県)
３ 研修会等
（福井県、教育委員会、県警、 ・学校事故等に係る校長等研修会(県教委)
・小中学校福祉教員等研修会(県教委)
市町）
・教育相談業務担当者等（外部人材）研修会
「子どもの問題行動等への対応」 (県教委)
・人権教育研究推進事業に係る研究発表会(県教委)
（指定校：湯尾小学校）
・いじめ問題対策連絡協議会(県教委)
・教育相談担当教員養成研修(県教委)
・教育相談担当者研修会(県教委)
・児童養護施設等の視察研修(県警)
・中学校保護者に対する情報モラル研修会(県警)
・少年警察協助員に対する研修会(県警)
・メンタルトレーニング講座「指導者・育成者研修会」
(福井市)
・小学校生徒指導主事連絡会（福井市）
・中学校生徒指導主事連絡会（福井市）
・福井市少年愛護センター補導員研修会（福井市）
・子どもの見守りに関する講演会(福井市)
・補導委員会県外視察研修（鯖江市、越前町）
・補導員地区別懇談会の開催(坂井市)
４ 青少年保護育成巡回活動、 ・社会環境調査および指導(福井県、全市町)
有害図書店等への立入調査・指導
環境浄化活動等
・ マイタウンパトロール隊発足式（越前市）
（福井県、市町）
・街頭補導活動(敦賀市、小浜市、あわら市、鯖江市、
越前市、坂井市、越前町、南越前町、高浜町)
・街頭補導、巡回パトロール活動（県警、福井市）
・年末特別補導（福井市）
・有害図書等の販売状況調査及び指導（福井市）
・有害図書回収(敦賀市、坂井市)

５ 子供・若者の社会参加活動
（市町）
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