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

青少年行政
県民生活部社会活動推進課
主管課(室)名

愛知県

分

内

容

備

考

１ 大会等
（愛知県、市町村等）

・青少年健全育成（市民）大会（春日井市、 ４(1)ア、イ、ウ、エ、
小牧市、北名古屋市）
オ及び(2)
・青少年健全育成推進会議（一宮市）
・青少年健全育成のつどい（豊橋市）
・こどもの声作文発表会（知多市）
・横田教育文化事業弁論大会（江南市）
・青少年健全育成講演会（犬山市）
・家庭教育啓発講演会「子どもの未来をひ
らくコーチング」
（刈谷市）
・青少年健全育成連絡協議会（知立市）
・
「親子キャッチ 575（川柳）
」表彰式（碧
南市）
・地域子育て支援交流会（新城市）
・青少年問題協議会専門委員会（岩倉市）
・子ども会大会（愛知県）
・青少年健全育成会表彰式（東郷町）
・青少年健全育成連絡協議会（知立市）

２ 広報啓発活動
（愛知県、市町村等）

・広報誌(紙)・ホームページによる広報
（★愛知県、名古屋市、一宮市、春日井
市、★津島市、★碧南市、刈谷市、★安
城市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、
★小牧市、知多市、★尾張旭市、岩倉市、
田原市、愛西市、★清須市、あま市、長
久手市、東郷町、豊山町、★阿久比町、
★南知多町、美浜町、★武豊町、★飛島
村、日進市、大口町、★豊川市、★愛知
淑徳大学）
・ポスターの配布・掲出（★愛知県、名古
屋市、一宮市、美浜町、設楽町、法務省
名古屋矯正管区）、あま市、瀬戸市、清
須市）
・看板・掲示板・懸垂幕・横断幕・のぼり
旗等の掲出（名古屋市、★一宮市、★蒲
郡市、尾張旭市、みよし市、東郷町、丹
羽郡扶桑町、武豊町、安城市、★愛知淑
徳大学）
・自転車の安全運転マナーアップキャンペ
ーン（愛知淑徳大学）
・スローガン入りタペストリの掲示（安城
市）
・チラシの掲出（田原市）
・パネルの設置（名古屋市）
・児童虐待防止推進月間パネル展示（春日
井市）

★４(1)ア、イ、ウ、エ、
オ及び(2)

★

★

・新聞広告（愛知県、名古屋市、豊田市）
・ディスプレイによる広報（★一宮市、★ ★
阿久比町、★安城市）
・バス車内液晶表示板での広報（岡崎市）
・ケーブルテレビでの CM 放送（岡崎市）
・電光ニュース（名古屋市）
・アプリ、Line、メール等による配信（名
古屋市、大口町）
・ラジオ（名古屋市）
・庁内放送（名古屋市）
・シネアド（名古屋市）
・各種機関誌(紙)、会報等による広報（碧
南市）
・街頭啓発活動（愛知県、名古屋市、岡崎
市、瀬戸市、西尾市、豊川市、犬山市、
江南市、稲沢市、新城市、岩倉市、清須
市、東郷町、蟹江町、阿久比町、北名古
屋市、東浦町、美浜町、津島市）
・イベントでの啓発活動（愛知県、名古屋
市、岩倉市、東栄町、豊田市、清須市、
幸田町）
・啓発資材の配布・設置（★愛知県、名古 ★
屋市、江南市、稲沢市、碧南市、刈谷市、
豊田市、常滑市、大府市、北名古屋市、
長久手市、東郷町、東浦町、尾張旭市、
岩倉市、清須市、蟹江町、阿久比町、美
浜町、岡崎市、★豊川市、新城市、東栄
町、法務省名古屋矯正管区、豊明市、幸
田町、瀬戸市、★津島市、豊根村）
・あいさつ運動（知多市、日進市、北名古
屋市、美浜町、小牧市）
・広報車による広報（美浜町）
・無線放送による啓発（丹羽郡扶桑町、豊
根村、設楽町）
・啓発リボン・バッジの着用（市職員、民
間団体従業員）
（名古屋市）
・子育てを支援する「育 19 キャンペーン」
（愛知県）
・子育て応援の日（はぐみんデー）普及推
進強化月間スタート式（愛知県）
・笑顔の写真展[子ども市民憲章を知る週
間行事]（高浜市）
・子育て支援フォーラム（尾張旭市）
・青少年健全育成優秀ポスター展示（蒲郡
市）
・優秀「ポスター・作文」決定（尾張旭市）
・「いじめ・非行・万引き・暴走行為防止
ポスター」入賞作品展（一宮市）
・自動車/バイク安全運転啓発及びストー ★
カー/ひったくり被害注意喚起[掲示板、
WEB]（★愛知淑徳大学）
・町民あいさつ運動作品展（南知多町）
・相談 PR コーナー（瀬戸市）
・青少年健全育成非行防止優秀作品及び

「親から子・子から親へのメッセージ」
作品展示（春日井市）

３ 研修会等
（愛知県、市町村等）

４(1)ア、イ、ウ、エ及
・校外補導部会（蒲郡市）
・子ども・若者支援相談員ケース検討会（大 びオ
府市）
・地域協働生徒指導推進事業[講演・研究
発表・実践報告・事例研究発表・パネル
ディスカッション・シンポジウム・街頭
啓発キャンペーン等／県内 12 地区]（愛
知県
・子ども・若者支援ユースアドバイザー講
習会（田原市）
・研修会「最近の青少年の非行の傾向及び
実態についての講義」
（蟹江町）
・父親母親合同研修会（西尾市）
・適応指導教室交流会（豊明市）
・不登校・ひきこもり家族のつどい、薬物
問題を考える家族のつどい等（愛知県）
・ＣＡＰプログラム（尾張旭市）
・応急手当講習会[消防署による]（尾張旭
市）
・講演会[ＰＴＡ子育て]（尾張旭市）
・非行研修/施設参観（法務省名古屋矯正
管区）
・青少年と社会環境に関する懇談会[育成
団体・関係業界・行政]（名古屋市）
・青少年健全育成市民会議等（犬山市）
・青推協理事会/班別研修（豊田市）
・語り部講演会（尾張旭市）
・ひきこもり地域継続支援ワーキング（愛
知県）
・いじめ・不登校対策連絡会（小牧市）
・補導員による状況報告/情報交換会議（み
よし市）
・少年センター運営協議会懇談会（瀬戸市）
・小中合同生徒指導担当者会議（一宮市）
・青少年問題協議会専門委員会（岩倉市）
・薬物乱用防止教室（清須市）
・青少年健全育成推進協議会・生徒指導連
絡協議会合同研修会（田原市）
・青少年問題協議会・子ども・若者支援地
域協議会（田原市）
・薬物乱用防止教室（東海市）
・子ども・若者支援のための ABC(知多市)
・大学生向け自殺予防啓発事業［出前講座］
（愛知県）
・子育てフェスタ（知多市）
・ピアサポーター養成研修会[精神障害者
地域移行支援]（愛知県）
・子育てまかせてちょ講座（飛島村）
・スマホ・ケータイ安全教室（尾張旭市）
・スマートフォン講座（日進市）

・健康教育（清須市）
・生徒指導部会事例研究会（新城市）
・移動教室[ストーカー事案への対策]/捜
査・公判支援勉強会/模擬法律相談検討
会（名古屋地方検察庁）

４ 青少年保護育成巡回活 ・街頭補導・巡回活動（豊橋市、岡崎市、 ★４(1)ア、イ及びオ
動、環境浄化活動等
一宮市、瀬戸市、半田市、碧南市、刈谷
（愛知県、市町村等）
市、安城市、西尾市、蒲郡市、小牧市、
稲沢市、東海市、大府市、尾張旭市、清
須市、高浜市、田原市、みよし市、あま
市、東郷町、美浜町、東栄町、★津島市、
犬山市、知立市、幸田町）
・青少年保護育成条例調査（愛知県）
・通学見守り活動（豊明市）
・パトロール[警察と連携]（高浜市）
・子どもの安全を見守るスクールガード活
動等（高浜市）
・有害環境浄化活動（稲沢市、幸田町）
・ビデオ・有害図書類自動販売機の点検（み
よし市）
・違法な自動販売機等の発見・通報（岡崎
市）
・さわやかひと声運動（豊明市）
・プランター植栽（北名古屋市）
・防犯パトロール車などによるパトロール
（清須市、東海市）
・有害図書・広告物の点検・指導（犬山市）
・広報車による「家庭の日」の啓発（武豊
町）
・有害図書類の点検/回収など（武豊町、
愛西市）

５ 子ども・若者の社会参加 ・青少年による主体的な事業企画・運営[活 ４(1)ア、エ及びオ
活動
動成果発表、体験活動、異世代との交流
（愛知県、市町村等）
活動等]（名古屋市）
・
「子どものまち」遊び（名古屋市）
・インターネトテレビの企画・運営（高浜
市）
・三世代交流事業[グランドゴルフ、ウオ
ークラリー、交流会等]（知多市）
・地域ふれあい活動[グラウンドゴルフ、
防災訓練、運動会等]（蒲郡市）
・地域イベントへの（中学生等の）ボラン
ティア参加等（碧南市、豊田市）
・職業体験（尾張旭市、犬山市）
・中学生ボランティア［コミュニティ運動
会、シティマラソン等］
（大府市）
・子ども芸能祭（大府市）
・福祉実践教室（尾張旭市）
・認知症サポーター養成講座（尾張旭市）
・地元歌舞伎発表（新城市）

・ふるさとフェスタ（飛島村）
・文化展における補助活動（大治町）
・環境学習出前講座（大府市）
・ふれあいフェスティバルでの各種ボラン
ティア活動（大治町）
・家庭学習強化週間（大治町）
・あいち小学生フットサル大会（★（公財） ★
愛知県教育・スポーツ振興財団）
・ニュースポーツ若者交流事業[スポーツ
婚活]（公財）愛知県教育・スポーツ振
興財団）
・初めての野外調理（公財）愛知県教育・
スポーツ振興財団）
・子ども料理コンクール（大府市）
・子どもチャレンジまつり（新城市）

６ その他
（愛知県、市町村等）

・アンケートによる生活全般における規範 ４(1)ア、イ、ウ、エ及
意識調査（小牧市）
びオ
・食農入門講座/演劇レッスン（大府市）
・不登校・ひきこもりのための家族のつど
い（大府市）
・あいさつ運動（小牧市）
・電話相談[精神保健福祉、ひきこもり、
アルコール]（愛知県）
・Ｅメール相談[メンタルヘルス、ひきこ
もり]（愛知県）
・面接相談[精神保健福祉、ひきこもり]（愛
知県）
・依存症回復支援プログラム（愛知県）
・秋まつり（豊明市）
・相談活動（岡崎市）
・子どもチャレンジまつり等（新城市）
・親子ふれあいひろば（南知多町）
・
「町民あいさつ運動」作品表彰/展示など
（南知多町）
・児童福祉機関、学校等に対する相談業務
の紹介/小学校での事例検討（法務省名
古屋矯正管区）
・子ども・若者支援相談（大府市）
・子育て講座（飛島村）
・ネット環境学習スタンプラリー(愛知県)
・エコアクション促進フェア（愛知県）
・子ども・若者総合相談（一宮市）
・赤ちゃん訪問／養育支援訪問（清須市）

