平成 29 年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果
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4(1)ア、イ、ウ、オ
・住之江区青少年育成推進大会
開催日：11 月 17 日
場所：すみのえ舞昆ホール（区民ホール）
参加人数：100 名
内容：報告とセミナー
（報告テーマ）住之江区内の少年非行の現状
住之江警察署生活安全課
（講演テーマ）LGBT を知る〜普通ってなんだろう〜
（講師）
NPO 法人 HIV と人権・情報センター 村上貴大氏
・
「住吉区子ども・若者育成支援事業すみよし子ども若者支援者コンベ
ンション」
開催日：11 月 17 日
場所：住吉区役所
参加人数：100 名
内容：支援機関の紹介・相談ブース、パネリストによるミニフォーラ
ム
参加団体：住吉区役所、大阪府教育センター、住吉区民生委員・児童
委員協議会、大阪市住吉区社会福祉協議会、あべのわかも
のハローワーク、大阪市若者サポートステーション／コネ
クションズおおさか、大阪市南西部地域障がい者就業・生
活支援センター、ＮＰＯ法人みらいず、社会福祉法人ライ
フサポート協会、
一般社団法人 office ドーナツトーク ほ
か

4(1)ア★
（ 門 真 市 ・ 守 口 ・平成 29 年度北河内地区子ども・若者育成支援強調月間記念行事
市・寝屋川市、枚 （北河内地区青少年指導関係者連絡協議会）
開催日：11 月 12 日
方市、四條畷市、
場所：四條畷市立市民総合体育館 サンアリーナ２５ 多目的室
大東市、交野市が
出席者：四條畷市教育長、北河内７市青少年指導員、青少年育成功労
合同で開催）
者表彰
内容：
青少年育成功労者表彰式
事例発表：四條畷市青少年指導員協議会
和太鼓演奏：なわて子ども太鼓
記念講演：
「青少年指導員によるひきこもり支援」
（講師）大阪府青少年・地域安全室青少年課
（岸和田市）

・市民スポーツカーニバル
開催日：11 月３日
場所：中央公園
内容：スポーツ交流・世代間交流
・文化の日式典
開催日：11 月３日
場所：文化会館
内容：子ども・若者育成活動に貢献した個人・団体を表彰

4(1)ア

（豊中市）

・第 33 回青少年健全育成 市民のつどい
主催：豊中市青少年健全育成会

4(1)イ、オ

共催：豊中市教育委員会、後援 ： 豊中市
開催日：11 月 16 日
場所：豊中市立文化芸術センター中ホール（アクア文化ホール）
内容：実践発表「地域活動の取組みから」
、講演会「思春期の心とか
らだ＆性」
参加人数：474 名
講師：黒瀬清隆氏（ハートブレイク思春期研究所所長）
（高槻市）

・ 子ども・若者育成支援協調月間 高槻市民の集い
(主催 高槻市教育委員会・高槻市青少年指導員協議会)
開催日：11 月 11 日
場所：高槻市立生涯学習センター多目的ホール
内容：講演会（テーマ：絵本で子どもたちに伝えたいこと）
講師：長谷川義史氏（絵本作家）
・ 第 54 回こども大会（主催 高槻市こども会連合会）
開催日：11 月 12 日
会場：高槻市立生涯学習センター多目的ホール
後援：高槻市教育委員会
内容：こども会によるダンスや楽器演奏、合唱など
・ はばたくこども会展（主催 高槻市こども会連合会）
開催日：11 月 11〜13 日
会場：高槻市生涯学習センター展示ホール
後援：高槻市教育委員会
内容：こども会で作成した作品を展示

（貝塚市）

・第 33 回少年の主張大会
4(1)ア・オ★
開催日：11 月 25 日
場所：コスモスシアター中ホール
来場者：400 人
内容：小学生の作文発表。各小学校の代表が、自分の思いを社会に訴
え、大人は子どもの思いを受け止める機会として開催。

（茨木市）

・青少年健全育成大会(各青少年健全育成運動協議会)
4(1)ア、イ、オ
中学校区：市内１中学校区において、講演活動、意見交換・大会宣言
等を実施
小学校区：市内２小学校区において親子のつどい、オータムコンサー
ト大会宣言等を実施
「中学生の主張」発表大会
中学生が自身の考えを自身の言葉で表現・発表し、社会性や自主性
を培うとともに青少年健全育成に係る理解を深める大会を実施

（八尾市）

・家庭教育を考える市民集会 （青少年健全育成八尾市民会議・八尾市） 4(1)オ
開催日：11 月 25 日
場所：八尾市文化会館
参加者：市長、市議会議長、教育長、青少年育成関係者等 251 人
内容：講演「大人が変われば子どもが変わる〜地域で家庭でみんなで
子育て〜」

（河内長野市）

・青少年音楽フェスティバル（青少年指導員連絡協議会）
開催日：11 月 12 日
場所：キックス
内容：青少年による演奏発表

4(1)ア

（箕面市）

・青少年弁論大会
開催日：11 月 11 日
主催：箕面市・箕面市教育委員会・箕面ライオンズクラブ
場所：箕面文化・交流センター大会議室

4(1)ア、エ

4(1)ア★

内容：中学生による弁論大会
来場者：約 130 人
・中学生イングリッシュ エクスプレッション コンテスト
開催日：11 月 12 日
主催：箕面市教育委員会
場所：箕面文化・交流センター大会議室
内容：中学生による英語でのスピーチコンテスト
来場者：約 180 人
・こども会ドッジボール大会
開催日：11 月 25 日
主催：箕面市・箕面市教育委員会・箕面市こども会育成協議会
場所：第一総合運動場市民体育館（スカイアリーナ）
参加チーム：65 チーム
・各小学校区での地域運動会など
（羽曳野市）

・青少年健全育成推進大会
4(1)ア、イ、ウ、エ
ＰＴＡ連絡協議会全体研修会
★
開催日：11 月 4 日
場所：羽曳野市立生活文化情報センター、ホールＭ
出席者：羽曳野市青少年健全育成推進協議会役員、羽曳野市ＰＴＡ連
絡協議会役員、羽曳野市長、羽曳野市議会議長、大阪府議会
議員、羽曳野市教育委員会教育長、羽曳野警察署関係者、羽
曳野市内青少年健全育成関係者、羽曳野市内 PTA 関係者、保
護者
内 容：羽曳野市立河原城中学校による吹奏楽演奏
講演会「子どもの食と成長」〜笑顔輝く未来のために〜

（門真市）

・門真市ＰＴＡ研究発表大会（門真市ＰＴＡ協議会）
開催日：11 月 11 日
場所：門真市南部市民センター
出席者：市長、教育長、ＰＴＡ協議会会長、ＰＴＡ関係者等
内 容：各委員会発表、アトラクション、学校発表

4(1)オ

・第 23 回青少年非行防止市民決起大会（門真市青少年育成協議会連合 4(1)イ
会）
開催日：11 月 18 日
場 所：門真市南部市民センター
出席者：市長、教育長、警察署長、市議会議長、市議会副議長、府議、
青少年関係団体、一般市民等 約 280 人
内 容：第一部（式典：挨拶、体験発表、大会決議）
第二部（演奏：門真市立第五中学校、門真ウィンドオーケス
トラ）
4(1)ア、オ
(藤井寺市、青少年 ・青少年健全育成推進藤井寺市民大会
健全育成藤井寺市
開催日：11 月 26 日 午後 1 時から 3 時
民会議〔ユースフ
場所：藤井寺市民総合会館中ホール
ル藤井寺〕
）
出席者：市長、教育長、市議会議員、市内小・中学校長、羽曳野警察
生活安全課長、青少年育成関係者、市民他来場者を合わせて
約 225 名
内容：第１部（式典）
青少年健全育成に関する作文・入選者表彰、テーマ：
「わたし」
大会宣言、市民会議構成団体活動報告
第２部（ライブ）
シンガーソングライター 作田雅弥氏
（東大阪市）

・
「ダンスフェスタ東大阪」
開催日：11 月 5 日

4(1)ア、オ

内容：ダンス発表
参加者：市内高校ダンス部、小中学校ダンス部、ダンススクール等か
12 チーム
（泉南市）

・ちびっこずもう泉南場所
4(1)ア、オ
主催：泉南市青少年指導員協議会・泉南市教育委員会
開催日： 11 月 5 日
場所：泉南市市民体育館
内容：市内在住の小学１年生から小学６年生までの男女及び泉南市ス
ポーツ少年団加入者対象に学年・男女別個人戦、トーナメント
方式で行う。
・せんなんブラスフェスティバル 2017
主催：泉南市青少年吹奏楽団・泉南市教育委員会
開催日：11 月 19 日
場所：泉南市立文化ホール
内容：泉南市青少年吹奏楽団と市内 4 中学校吹奏楽部の合同演奏会
・泉南市こども夢事業
主催：泉南市・泉南市教育委員会
開催日：11 月 18 日
場所：泉南市立文化ホール
内容：市内の小学生高学年と中学生の生徒におとなになった時、夢を
かなえるヒントを得てほしいと泉南市出身の著名人に講演を
していただく。
・泉南市 PTA 研究大会
主催：泉南市 PTA 協議会
開催日：11 月 25 日
場所：泉南市総合福祉センター
内容：第１部講演会
和泉修『正しい食育』〜大人も子どもも健康になれる食事法〜
第２部情報交換会

（島本町）

・平成 29 年度島本町青少年健全育成大会
開催日：11 月 5 日
場所：島本町ふれあいセンター１階 ケリヤホール
内容：１部人形劇
２部青少年によるダンスやバンド演奏等の舞台発表

（太子町）

4(1)ア
・ふれあい TAISHI2017
開催日：11 月 12 日
場所：太子町立太子・和みの広場
出席者：太子町長、町議会議長、太子町副町長、教育長、青少年育成
関係者等
内容：社会教育団体等による模擬店、ステージイベント
もちつき大会（雑煮配布）
、ミニ動物園
エアトランポリン、フリーマーケット、絵本読み聞かせ

２広報啓発活動
（大阪市）

・広報紙による広報啓発（スマホ等の使い方啓発・子ども食堂の紹介） 4(1)ア、イ、ウ、エ、
オ★
・パンフレット配架
・ポスター掲示、のぼり、懸垂幕の設置
・チラシ、啓発物品（ティッシュ等）の作成・配布
・ホームページ、フェイスブック、ツイッターによる広報啓発
・駅前等での街頭啓発活動
・市民大会、地域イベント等での啓発活動
・児童虐待防止推進月間「オレンジリボンキャンペーン」にかかる広報
啓発活動
駅前等での街頭啓発（チラシ・啓発物品の配布）
大阪城等オレンジ色ライトアップ

4(1)ア

セレッソ大阪との協働や、大阪マラソン EXPO での啓発活動
市役所本庁舎前にオブジェ設置
・生野区オリジナルの「ガチ☆メン」というめんこ遊びを通じて、子ど
もたちに防犯標語を覚えてもらい、防犯意識を高める活動の推進
・
「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11 月 12〜25 日）にＤＶ防止
啓発カードの配布
（堺市）

・11 月に開催される市内各区民まつりにおいて、ブースを設けて啓発活 4(1)ア、エ、オ★
動を実施。
日時及び場所：
北（北区域交流まつり）
11 月４日 １０：００〜１６：００ 金岡公園野球場
クイズ参加者 ７６７名
西（西区ふれあいまつり）
11 月 11 日 １０：００〜１６：３０ 西区役所２階
クイズ参加者 ５３１名
南（南区ふれあいまつり）
11 月 12 日 １０：００〜１６：００ 南区役所４階
クイズ参加者 ２７１名
堺（堺区ふれあいまつり）
11 月 19 日 １０：００〜１５：００ 堺市役所市民交流広場
クイズ参加者 ８２１名
内容：薬物乱用防止啓発パネル展示、薬物標本展示、啓発クイズの開
催、啓発リーフレット・危険ドラッグ・大麻ちらし配布、啓発
物品配布、啓発映像放映、薬物乱用防止啓発広報車（レインボ
ー号）の展示
・麻薬・覚醒剤乱用防止運動に基づく広報
広報紙による広報：薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。
」
懸垂幕の掲出、ＥＶインフォメーションの掲出
・子ども・若者育成支援強調月間：堺市ホームページによる広報

（岸和田市）

・虐待防止推進月間関連活動
「広報きしわだ」による広報および街頭啓発活動
オレンジリボン運動

4 (1)ア、ウ、エ、オ

（池田市）

・市職員にオレンジリボン配布
・広報誌による広報
・オレンジリボンキャンペーンのタペストリー、のぼりの掲示
・市内各公立幼稚園に 虐待防止 啓発訪問

4(1)エ

（吹田市）

・チラシによる啓発で自治会を通じて全戸回覧。
・啓発用品配布活動
A4 版クリアファイル（標語入り）3,700 枚を市内各地で配布。
・健全育成のぼりによる啓発
・懸垂幕による啓発

4(1)イ

（泉大津市）

・広報誌（紙）による広報
・児童虐待防止リーフレット、啓発ポスターの配布

4(1)エ

（高槻市）

・子ども・若者育成支援強調月間街頭キャンペーン
（主催：高槻市教育委員会、協力：高槻市青少年指導員協議会）
開催日：11 月７日
場所：JR 高槻駅、阪急高槻市駅、JR 摂津富田駅、阪急富田駅周辺
内容：啓発ﾁﾗｼ、ﾃｨｯｼｭ等を配付(1500 部)
・ポスター掲示及び広報誌による広報
・児童虐待防止推進月間の広報啓発
ポスター掲示及びリーフレット等の配架

4(1)ア、ウ、エ★

・オレンジリボンキャンぺーン
啓発用パネル展示、ポスター掲示、リーフレット配架、オレンジリボ
ンツリー設置
開催日：①11 月１日〜30 日 ②11 月 14 日〜30 日
場所：①高槻市立子育て総合支援センター②高槻市役所総合センター
・公用車両用啓発マグネット貼付
期間：11 月１日〜30 日
・街頭啓発
開催日：11 月２日
場所：JR 高槻駅
内容：オレンジリボン児童虐待防止啓発グッズの配布
・オレンジリボンの着用
・啓発用ポスターの掲示及び配布
・職員用名札台紙の配布及び着用
（貝塚市）

4(1)ア・オ★
・子ども若者育成支援強調月間街頭啓発
開催日：11 月 5 日 配布 1000 部
場所：コープ貝塚店
参加者：青少年指導員 24 人
場所：イオン貝塚店 参加者：青少年指導員 16 名
内容：啓発リーフレット（フィルタリング）
、ウェットティッシュ、
ポケットティッシュの配布

（守口市）

・市広報紙による広報
・懸垂幕の掲出

4(1)エ、オ★

（枚方市）

・薬物乱用防止街頭キャンペーン
実施日：11 月 7 日
場所：枚方市
内容：薬物乱用防止啓発物品の配布

4(1)イ

（茨木市）

・青少年健全育成キャラクター（ほっとけん！）を活用し、１小学校区 4(1)イ、エ、オ
にて、青少年健全育成重点目標のアピール及びリーフレットの配布を
実施
場所：コミュニティセンター

（八尾市）

4(1)エ、オ
・啓発用品の配布（青少年健全育成八尾市民会議・八尾市）
・
「少年を守る日・家庭の日」街頭啓発、
「児童虐待防止推進月間」共催
実施日：11 月２日
内容：市内各駅でマスクを配布
協力者：452 人

（泉佐野市）

・懸垂幕・啓発旗の設置。
・青少年指導員、青少年課・学校教育課職員等による啓発物品の配布
場所：南海泉佐野駅前・JR 阪和線日根野駅前

4(1)ア

（富田林市）

・
「愛の一声」街頭啓発活動実施

4(1)オ

（河内長野市）

・青少年健全育成標語の募集（青少年健全育成協議会）
・強調月間ポスター掲示（キックス）

4(1)ア

（松原市）

・懸垂幕の掲出
・中学校フェスタ
実施日：11 月 11、19 日
場所：市内各中学校
・あいさつ運動
場所：各小、中学校

4(1)ア、イ、ウ、オ

（箕面市）

・児童虐待防止にかかるポスター・リーフレット・啓発物品等作成配布 4(1)エ
・広報紙・ホームページへの掲載
・公用車へのマグネット掲示及び庁内外へののぼり旗設置
・オレンジリボンメッセージツリー庁舎内掲示

（羽曳野市）

・のぼりによる啓発
・懸垂幕による啓発
・公用車等への標語のマグネットシート貼付
・啓発物品の配布
・生活習慣の確立チラシ（チェック表）配布、ポスター掲示

（摂津市）

・ＪＲ千里丘駅周辺での横断幕・柱巻シート、市役所庁舎への懸垂幕・ 4(1)イ、エ
のぼりの掲示、公共施設巡回バスへの啓発マグネットの添付
・パンフレット、オレンジリボンの設置・配布、ポスターの掲示
・街頭キャンペーン（オレンジリボン啓発品を配布）
実施日：11 月 13 日
場所：ＪＲ千里丘駅及び市内スーパー
・女性・子ども・高齢者・障害者への暴力・虐待の防止に向けた取組の
紹介をするパネル展を摂津市立コミュニティプラザで開催
開催日：11 月 14 日〜27 日
・
「大人が変われば、子どもも変わる」運動
啓発ティッシュを摂津小学校カーニバルで配布
実施日：11 月 12 日（日）

（高石市）

・市役所庁内をはじめ、市内公共施設、学校、幼稚園、医療機関等に児 4(1)エ
童虐待防止に関するオレンジリボンの 啓発用幟旗の設置
・市職員の名札等にオレンジリボン着用
・街頭キャンペーンの実施
開催日：11 月 6 日
内容：児童虐待防止啓発物品の配布

（東大阪市）

4(1)ア、オ
・市政だより
・広報ポスター（市内学校園、社会教育施設、市内自治会掲示板へ掲示）
・庁舎カウンターに卓上のぼりの掲出

（交野市）

・広報誌による広報
・啓発ポスターの配布

（大阪狭山市）

4(1)ア、イ、オ★
・
「毎月５日は少年を守る日」の広報活動
実施日：11 月２日（５日は日曜日のため前倒しで実施）
場所：大阪狭山市内全域
内容：市の広報車により、本市青少年指導員及び事務局職員が乗車し、
市内の要所を巡回した。
・
「子ども・若者育成支援強調月間」街頭啓発活動
実施日：11 月 25 日
場所：市立総合体育館
内容：啓発物品の配布
参加青少年指導員(14 人)
内容：大阪狭山市産業まつり（イベント）内に於いて、市民に啓発物
品(1,000 個)を配布し、青少年の健全育成の呼びかけを行った。
青少年指導員が啓発用ののぼり旗を掲げ、啓発物品を配布し
た。

（阪南市）

・児童虐待防止月間街頭啓発活動
日時：11 月９日
場所：市内各所（駅前やスーパー等）
内容：啓発グッズ（チラシおよびティッシュ）の配布

4(1)ア、エ★

4(1)イ★

4(1)ア、イ、ウ、エ、
オ

主催：阪南市子育て総合支援センター
・青少年健全育成月間街頭啓発活動
日時：11 月 11
場所：市内各所（駅前やスーパー等）
内容：啓発グッズ（チラシおよびティッシュ）の配布
主催：阪南市青少年指導員協議会
（能勢町）

・街頭啓発活動
開催日：11 月３日（金）
場所：淨るりシアター
内容：啓発物品（ティッシュ）の配布

4(1)イ(ウ)①

（熊取町）

・
「子ども・若者育成支援強調月間」に係る街頭啓発活動
開催日：11 月４日
場所：泉南郡熊取町 熊取交流センター（煉瓦館）
内容：標語入り啓発物品（ティッシュ）の配布による啓発活動

★

（田尻町）

・子ども・若者育成支援強調月間街頭啓発
開催日：11 月７日
場所：南海吉見ノ里駅前
内容：標語入り啓発物品（ミニカイロ）の配布による啓発

4(1)ア★

（太子町）

・啓発物品（大人が変われば子どもも変わる ポケットテイッシュ）の 4(1)ア
配布

（河南町）

・2017 かなんフェス
青少年健全育成条例普及啓発活動

（千早赤阪村）

4(1)ア、イ
・青少年育成啓発事業（あいさつ運動）
開催日：11 月 18、19 日
場所：村立中学校、赤阪小学校、千早小吹台小学校
内容：参観日登校時に青少年指導員により『あいさつ運動』を校門前
にて実施

（大阪府）

・通天閣、天保山大観覧車、ドーンセンター、ピース大阪のパープルラ 4(1)イ
イトアップ
実施日：平成 29 年 11 月 12 日ほか
内容：女性に対する暴力（デート DV や JK ビジネス等を含む）の根絶
への思いをこめて、シンボルカラーであるパープルへのライト
アップを実施
・パープルリボンキャンペーン街頭啓発活動
実施日：11 月 12 日
場所：通天閣・スパワールド（大阪市浪速区）
内容：女性に対する暴力（デート DV や JK ビジネス等を含む）の根絶
のため、府立高校ダンス部によるダンスパフォーマンスや啓発
ティッシュの配布を実施

4(1)エ

4(1)エ
・街頭啓発活動
実施日：11 月１日
内容：ＪＲ大阪駅及び周辺での啓発リーフレット、グッズの配布。
・大阪城天守閣、天保山大観覧車をオレンジ色にライトアップ
実施日：11 月１日
内容：児童虐待防止への思いを込めて、児童虐待防止のシンボルカラ
ーであるオレンジ色のライトアップを実施。
・駅貼り広告（ポスター掲示）による広報（近畿 2 府 4 県 4 政令指定都
市の共同）

・保健所ロビー展示（寝屋川保健所・四條畷保健所）
4(1)ア、イ、エ、オ
内 容：児童虐待防止、子育て関連等に関するポスター・リーフレッ
ト・パンフレット・横断幕等での啓発活動。
・小学校での健康教育(寝屋川保健所)
開催日：11 月 30 日
場所：寝屋川保健所管内の公立小学校（寝屋川保健所）
内容：小学校６年生に対する講義（未成年の飲酒防止、喫煙防止、薬
物乱用防止、ゲーム依存等）
・管内大学 1 校にて HIV/エイズ予防啓発（寝屋川保健所）
開催日：11 月 27 日
場所：大阪電気通信大学校内
内容：学生に対して、HIV/エイズ予防啓発グッズの配布およびブース
設営内にて HIV/エイズ予防啓発を実施
・管内大学 2 校、府立高専へ啓発物の掲示、設置依頼（寝屋川保健所）
依頼日：11 月 21 日
場所：管内大学 2 校および大阪府立大学工業高等専門学校内
内容：学生に対して、世界エイズデー、大阪エイズウィークスポスタ
ーの掲示、及びパンフレット、ポケットティッシュを配架し予
防啓発を依頼する。
・大学祭におけるアルコール健康障がい啓発事業（八尾保健所）
開催日：11 月 3、4、5 日
場所：大阪教育大学（神霜祭）
内容：未成年者飲酒防止及び適正飲酒の啓発展示、アルコールパッチ
テストの実施と説明
参加者：学生、卒業生、保護者、地域住民等
・雪印メグミルク株式会社道頓堀ネオンのＬＥＤ掲示板に薬物乱用防止
啓発メッセージを放映
・管内大学 1 校にて HIV/エイズ予防啓発（泉佐野保健所）
開催日：11 月 12 日
場所：関西医療大学校内
内容：大学祭参加者に対して、ブース設営内にて HIV/エイズ予防啓発
の実施と HIV/エイズ予防啓発グッズを配布
・管内高等学校・大学等 12 校へ HIV/エイズ予防啓発コーナーの設置依
頼（泉佐野保健所）
依頼日：11 月 2 日
場所：管内高等学校および大学 11 校と少年院 1 か所
内容：ポスター、パンフレット、ポケットティッシュを配架し校内に
HIV/エイズ予防啓発コーナーの設置を依頼。
4(1)イ、オ
・
「
『こころの再生』フェスティバル 2017」を開催し、啓発活動を実施
開催日：11 月 3、4、5 日
場所：大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）
来場者数：延べ約 2,000 人（3 日間）
・
「
『こころの再生』府民運動 in ロハスフェスタ万博」を開催し、啓発
活動を実施
開催日：11 月 11、12 日
場所：万博記念公園 東の広場（吹田市）
来場者数：延べ約 1,500 人（2 日間）
・
「
『こころの再生』府民運動 in 関西サイクルロハス」を開催し、啓発
活動を実施
開催日：11 月 23、25、26 日
場所：関西サイクルスポーツセンター（河内長野市）
来場者数：延べ約 3,000 人（３日間）
内容：
子どもに対し、
「頑張ること」や「 ありがとう と思うこと」のメ
ッセージを書く『
「こころの再生」宣言』をしてもらい、
「5 つのこ

ころ」を見つめ直すきっかけとし、保護者に対し、リーフレットや
啓発グッズを配布し、
「7 つのアクション」を取り組むことについて
啓発を行った。
・
「大人が変われば、子どもも変わる。
」運動啓発ティッシュの配付（大 4(1)ア、イ、オ
阪府、青少年育成大阪府民会議）
期間：11 月１日〜11 月 30 日
配布先：大阪府内市町村、青少年育成大阪府民会議参加団体
・雪印メグミルク株式会社道頓堀ネオンのＬＥＤ掲示板に「子ども・若 4(1)ア、イ、ウ、エ、
者育成支援強調月間」啓発文を放映
オ★
・大阪府 Facebook への掲載
３研修会
（大阪市）

（堺市）

・青少年指導員、青少年福祉委員研修会（
「青少年を取り巻く現状」
「少 4(1)ア、イ、ウ、エ、
年非行の現状」など）
オ
・防犯講習会、出前講座
・交通安全教室
・要保護児童対策地域協議会（実務者会議）
・
「JK ビジネス」についての研修会
・旭区青少年健全育成講演会
開催日：11 月 4 日（常翔学園 OIT ホール）
内容：大人になったら子どもになろう （講師）声優 増岡 弘氏
・保護司、中学校との連携強化研修会
開催日：11 月 11 日（すみのえ舞昆ホール（区民ホール）
）
参加人数：保護司、中学校等 64 人
内容：各中学校からの報告および分科会
・薬物乱用防止教室
開催日：11 月 17 日（大阪市立住吉第一中学校）
参加人数：同中学校 1 年生 150 人
内容：講演・ロールプレイ
（講師）住之江地区保護司会
・睡眠習慣改善の啓発に向けた講演会
(ヨドネル大規模調査 結果報告会)
開催日：11 月 20 日（淀川区役所）
・
「子ども理解」のための講演会
開催日：11 月 25 日（旭区民センター ホール）
内容：幼少期・児童期・思春期の悩み解消！〜子どもの心の発達に合
わせた子育てのポイント〜 （講師）DD サポートひらかた
・子どもの居場所づくり講演会
開催日：11 月 26 日（淀川区役所）
・区（７ヶ所）ごとに青少年指導員を対象に研修会を開催
4(1)ア
【東区】
開催日：11 月 9 日、参加者数 43 人
テーマ「青少年指導員とともに」
【美原区】
開催日：11 月 16 日、参加者数 35 人
テーマ「睡眠が変われば子どもが変わる―睡眠教育の実践と効果―」
【南区】
開催日：11 月 17 日、参加者数 41 人
テーマ 「青少年との関わり方について」
【西区】
開催日：11 月 21 日、参加者数 30 人
テーマー「青少年との関わり方について」
【北区】
日時：11 月 22 日、参加者数 48 人
テーマ「地域課題の取り組み方について」

【堺区】
開催日：11 月 22 日、参加者数 31 人
テーマ「作文を通じて見えてくる子どもの姿」
【中区】
開催日：11 月 28 日、参加者数 32 人
テーマ「中学生の現状と地域での取り組み方について」
（岸和田市）

・青少年育成団体合同研修会
4 (1)ア、イ、ウ、エ、
開催日：11 月 25 日
オ
場所：市立公民館
内容：スマートフォンが思春期の子どもたちにどのような影響を与え
るのかについて

（豊中市）

・アウトリーチ講習会 基礎編・実践編 第２回目
4(1)ア
開催日：11 月 16 日
・青少年講演会「青少年のこころの発達と支援について」
4(2)
開催日：11 月 27 日
場所：青年の家いぶき
内容：こどもや青少年のこころの発達を理解し、心理学の視点から適
切な支援について考える

（泉大津市）

・泉大津市小・中学校生活指導研究協議会（泉大津市教育委員会）
・学校警察連絡協議会 （泉大津市教育委員会・泉大津警察）
・泉北地区二市一町中学校生徒指導主事協議会
・小学校生活指導担当・中学校生徒指導主事協議会
・
「いじめ・不登校」研究委員会
・こども家庭フォーラム

（枚方市）

・子ども若者支援のための市民連続講座
4(1)ア
開催日：11 月 18 日
内容：多様性を認め合える社会を目指して ‑精神科医療の視点から‑

（泉佐野市）

4(1)ウ★
・青少年問題協議会講演会
開催日：11 月 17 日
テ−マ：
「青少年の健全育成において少年鑑別所が果たす役割」
講師：大阪少年鑑別所 地域非行防止調整官
場所：レイクアルスタープラザ・カワサキ生涯学習センター
内容：一般参加者募集、市内生徒指導委員である小中学校教員が生徒
指導委員会を兼ねて参加

（松原市）

・青少年対策会議（青少年育成関係者と生活指導担当者の意見交換会） 4(1)ア

（和泉市）

4(1)オ
・和泉市補導ネットワーク研修会(学校教育部指導室)
開催日：11 月 25 日
場所：和泉市コミュニティセンター1 階中集会室
テーマ：青少年に対する声かけ活動の留意点
内容：講演とグループワーク
参加対象者：和泉少年補導員役員、青少年指導員協議会役員、防犯協
議会役員地域教育協議会（すこやかネット）関係役員
学校関係役員 等

（箕面市）

・児童虐待防止啓発講演会「笑顔で子育てみんな違っていいやん！」
開催日：11 月 18 日
場所：市役所第三別館
対象者：市民他（120 人参加）
・生徒会学習会
開催日：11 月 16 日

4(1)エ、オ

4(1)ア、ウ、オ

場所：教育センター
内容：いじめ防止の取組について市立中学校生徒会役員と秋田県由利
本荘市の中学生が話し合う
・箕面市生徒指導主事担当者会
（摂津市）

・上映会＆講演会
4(1)ウ、エ
20 歳までの子どもを障害の有無や国籍の区別なく受け入れる施設の
ドキュメンタリー映画上映と同施設館長による講演会
開催日：11 月 26 日
・要保護児童対策地域協議会向け研修会
開催日：11 月 22 日

（高石市）

・学校警察連絡協議会（高石警察・高石市教育委員会・各中学校長）
4 (1)ア、イ、ウ、エ
・泉北地区二市一町中学校生徒指導主事協議会
・いじめ・不登校対策連絡協議会担当者会
・高石市生活指導研究協議会
・児童虐待を未然に防止するための親支援プログラム 6 回講座の開催
テーマ：子育て連続講座「こどもへの伝え方・ほめ方・しつけ方」開催
場所：高石市役所
4(1)ア、イ、ウ、エ
・大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類フライデーナイト公開講座
開催日：11 月 10 日・17 日ほか
場所：大阪府立大学 I‑site なんば
内容：スクールソーシャルワーク実践セミナー
・子ども家庭福祉論、授業公開
実施日：平成 29 年 11 月 28 日(火)
場所：大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス
講師：大阪家庭裁判所 主席部事務室調査官
内容：家庭裁判所における青少年への支援の紹介

（大阪府）

・府民向け講座「居場所のない若年女子・女性の実情〜性被害、貧困な 4（1）イ
どを中心に〜」を開催
日時：11 月 16 日 14:00〜16:00
場所：ドーンセンター
内容：子どもシェルターの運営に携わっておられる方を講師にお招き
し、貧困を連鎖させないため、性暴力被害者を生まないため、
若年女性への支援と啓発について考えた。
参加者：行政関係者、教職員、支援関係者等
・自殺予防ゲートキーパー養成研修（八尾保健所）
開催日：11 月 9、16 日
場 所：関西女子短期大学
内 容：講義、ロールプレイ実施等
受講者：学生、教員
・若年者適正飲酒教育（泉佐野保健所）
開催日：11 月 27 日
場所：大阪府立大学りんくうキャンパス
内容：啓発展示、体験等

4(1)エ

4(1)ア、イ
・生徒指導対策連絡会
開催日：11 月 15 日
出席者：市町村教育委員会担当指導主事、計３８人
・大阪府中学校生徒会サミット
開催日：11 月 11 日
出席者：市町村教育委員会担当指導主事、各市町村及び私学の生徒会
代表生徒及び生徒会顧問、計 273 人
内容：大阪府内 43 市町村及び私学の生徒会代表生徒が集まり、自校

の取り組みを交流するとともに、
「大阪からいじめをなくすた
めに大切なこと」について協議を行う。
４青少年保護育成
巡回活動、環境浄
化活動等
4(1)ウ、エ、オ
（大阪市、吹田市、 ・社会環境実態調査
泉大津市、貝塚市、 ・有害図書類の点検・指導
守口市、八尾市、
泉佐野市、河内長
野市、松原市、箕
面市、高石市、和
泉市）
・指導ルーム(夜間巡回)活動
4(1)イ、オ
（大阪市）
開催日：11 月 25 日ほか
・青色防犯パトロール隊等による巡視活動
「このはちゃんパトロール」
（此花区）
・地域での子どもの安全・安心を守るトレードマーク「いくみんパトロ
ールバンド」事業の推進
・統一かたづけ隊の活動
鶴見区内の違法広告物の撤去
（吹田市）

・全市一斉合同パトロール（教育委員会・青少年指導員会）
4(1)エ
実施日：11 月５日を主に実施
場所：市内 32 地区
参加人数：1893 人
内容：吹田市教育委員会と吹田市青少年指導員会が主催。地区の各種
団体と協力しパトロールを実施。

（泉大津市）

・Izumiotsu City 声かけチーム「Together」による放課後巡回活動

4(1)オ

（守口市）

・小学校区別による街頭パレード

4(1)オ★

（八尾市）

・
「青少年を守る店」の啓発及び、新規協力の依頼

4(1)イ

（箕面市）

・街頭補導活動
4(1)オ
・箕面市、箕面市教育委員会、各小学校区青少年を守る会による青色防
犯パトロール

（門真市）

・門真市少年補導活動ネットワーク
4(1)イ、エ
（門真市教育委員会事務局社会教育課）
開催日：11 月 21、24 日
参加者：青少年指導員、学校関係者、協助員、補導員、スクールガー
ドリーダー、大阪府、門真警察、枚方少年サポートセンター
内容：校区内パトロール

（高石市）

・夜間非行防止パトロール、青色防犯パトロール隊による巡視活動

4(1)イ

（東大阪市）

・市内１６地区にて、環境浄化キャンペーンを実施。

4(1)オ

（大阪府）

・少年サポートセンターと学校の合同補導
実施日：11 月 7 日ほか
内容：各少年サポートセンターと学校が合同で夜間街頭補導を実施
・少年サポートセンターでの受験対策講座
実施日：11 月 1 日ほか
内容：各少年サポートセンターによる個別の学習支援を行う。

4(1)ア、イ、オ

・少年サポートセンターでの社会貢献活動
実施日：11 月 19 日
場所：久宝寺緑地公園
内容：公園内の花壇の花植え等

4(1)ア、イ、エ

５ 子ども・若者
の社会参加活動
(ボランティア、体
験活動等)
4(1)ア
・竹垣づくり講習会
（大阪市）
開催日：11 月 17 日
場所：住之江区 加賀屋緑地
長居公園事務所と地域ボランティアが敷津浦小の生徒（4 年生）に
竹垣づくりの体験講習を実施」 （生徒 80 人）
・花や緑とのふれあいを通して、地域との世代間交流を図る取組
開催日：11 月 14・15・20 日
場所：西淀川区内 幼稚園・保育園
地域緑化ボランティアと一緒に園児がプランター等に植えつける
取組
・不登校生徒の居場所づくり事業
（岸和田市）

・放課後こども教室
開催日：水・土曜
場所：小学校・公民館
内容：地域住民による、安心・安全な子どもの居場所づくり活動
・公民館まつり
開催日：土・日曜
場所：各公民館
内容：公民館を拠点とした、各種教室や講座等の発表と交流

4(1)ア

（豊中市）

・ひきこもり UX 女子会
開催日：11 月 13 日

4(1)ア

（泉大津市）

・社会福祉施設での「こども食堂」実施

4(1)ウ

（八尾市）

4(1)ア
・リーダースクール 宿泊研修
開催日：１１月４日（土）〜５日（日）
場所：曾爾高原
参加者：56 名
内容：八尾市青少年育成連絡協議会主催の研修事業。小学校５〜６年
生を対象に、宿泊研修を通じ集団生活での役割分担や規律正し
い生活を学ぶ。

（泉佐野市）

4(1)エ
・第４０回ワクワクふれあいハイキング
青少年指導員会が主催し、本市教育委員会が後援しているハイキング
を実施。市内の中学３年生以下が対象で小学校３年以下は保護者が同伴
する。
開催日：１１月１９日（日）
場所：泉佐野市内長滝・上之郷地区

（河内長野市）

4(1)ア
・ファーストステップトライアル事業（地域教育推進課）
開催日：11 月 16 日
場所：河内長野市内（ウォーキング）
内容：ひきこもり等の若者を対象に居場所づくりとしての生涯学習講
座などを開催
・駅前子ども教室（地域教育推進課）
開催日：11 月 19 日

場所：ノバティホールほか
内容：小学生による工作など
（箕面市）

・
「第 7 回箕面食育フェア」
4(1)エ
開催日：11 月 25 日
場所：メイプルホール・中央生涯学習センター
対象者：市民
内容：体験型の食育展示・クッキング・試食等
・みのおアイデアメニューコンテスト表彰式
開催日：11 月 25 日
場所：箕面市農業祭会場
対象者：コンテスト受賞者 7 組（11 名）
内容：市内在住、在学の小学 5 年生〜中学生を対象に、箕面産の野菜
を取り入れたメニューを募集し、1 次、2 次審査し決定した受賞
者を表彰する。

（豊能町）

・わが町とよのの自然体験第１２回「森と遊ぼう!!」
開催日：11 月４日
場所：町内の里山および周辺
内容：里山の整備、木工細工、藁綯い、地場食材を食する

（大阪府）

・トップアスリート小学校派遣事業
4(1)イ、オ
府内小学校にトップアスリートを派遣し、直接的なふれあいを通じ
て、小学生がスポーツの素晴らしさや感動を共有できること、また夢
や希望を与え、運動・スポーツに親しむ態度や習慣を身につけること
を目的とします。
H28 年度派遣実績：140 校、H29 年度 4 月〜11 月実績（101 校）
H29 年度 11 月実績：14 校（セレッソ大阪、シュライカー大阪）
協力チーム：オリックス・バファローズ、阪神タイガース（野球）
ガンバ大阪、セレッソ大阪、コノミヤ・スペランツァ大
阪高槻（サッカー）
、シュライカー大阪（フットサル）
、
大阪エヴェッサ（バスケットボール）
、大阪エヴェッサ
(チアダンス)、サントリーサンバーズ、堺ブレイザーズ、
パナソニックパンサーズ、JT マーヴェラス（バレーボー
ル）
、近鉄ライナーズ、NTT ドコモレッドハリケーンズ（ラ
グビー）

4(1)イ

4(1)ア
・高校の就職予定者等に対する労働に関する講座
日時：11 月 14、20、28 日
場所：大阪市立西高等学校、大阪府立島本高等学校、大阪府立門真な
みはや高等学校
参加者数：124 名
内容：働く前に知っておきたい基礎知識、働くにあたって知っておく
労働関係の知識、働くうえでの労働に関する基礎知識
６顕彰等
（摂津市）

（大阪府）

4(1)ア、オ★
・青少年健全育成啓発ポスターの作成
市内の小中高生から原画を募集。最優秀作品に選ばれた原画をもとに
ポスターを作成し、市内広報板に掲示。さらに入賞 8 作品については、
市役所庁舎ロビーで掲示
開催日：11 月 1 日（水）〜10 日（金）
・薬物乱用防止功労者等知事表彰式・感謝状贈呈式および厚生労働大臣 4(1)イ
等感謝状伝達式
・青少年賞・青少年育成功労者等表彰・青少年健全育成優良店表彰式

4(1)イ、オ

（大阪府、青少年育成大阪府民会議）
開催日：11 月 8 日
場所：プリムローズ大阪
内容：青少年や多年にわたり青少年の健全育成運動に尽力・貢献した
青少年育成者等に対する表彰式。
７その他
（大阪市）

・子ども１１０番の家事業
旗、ポスターの掲示箇所確認、周知及び劣化等により張替え
・絵本読み聞かせ月間
子育て支援機関において絵本の読み聞かせ、絵本展開催

4(1)イ、エ、オ

（河内長野市）

・ひきこもり等相談（地域教育推進課）
開催日：11 月 9 日
場所：キックス
内容：ひきこもりで悩む青年や家族の相談

4(1)ア

（和泉市）

4(1)ア、イ
・子ども電話相談（チャイルドライン）青少年センター
１８歳までの青少年を対象とした電話相談事業。毎週水曜日開催（祝
日を除く）

（大阪府）

4(1)ア、イ、ウ、エ、
・電話相談「すこやかダイヤル」推進週間
オ
第３期(大阪府)
実施日：11 月 6 日〜10 日
場所：大阪府教育センター
方法：教育相談室「すこやか教育相談」の電話４台、ファックス 1 台
及び電子メールにより、児童生徒・保護者・教職員からの相談
を受ける
内容：いじめ・学習活動・学校生活・その他教育に関する相談全て

