
都道府県名 青少年行政主管課（室）名

最も関係する
重点事項

千葉県 健康ちば推進県民
大会

【健康ちば推進県民大会「目指そう！元気ちば～食
と運動と健康～」】
開催日：11月18日
場所：千葉市生涯学習センター
内容：県の健康増進計画である「健康ちば２１
（第２次）」普及啓発のための講演会形式の県民
大会。今年度は講師に服部幸應氏をお招きし、食
に関する知識の他、食育に関してもご講演いただい
た。

276人 オ①

旭市 旭市青少年意見
発表大会

【旭市青少年意見発表大会】
開催日：11月25日
場所：千葉県東総文化会館　小ホール
主催：旭市教育委員会・旭市青少年育成市民会
議
内容：小・中学生・高校生及び青年による意見発
表大会

240人 ア①

市原市
平成30年度市原
市青少年健全育
成推進大会

【平成30年度市原市青少年健全育成推進大会】
開催日：11月17日
場所：市原市勤労会館　多目的ホール
内容：
（１）青少年育成市民会議功労者感謝状贈呈
（２）少年の主張・青少年の非行化防止に関する
　　　　 作品表彰
（３）小学生少年の主張発表
（４）中学生意見発表
（５）講演
講師：長嶋　武男　氏（市原市子ども・若者相談
員　元学校運営ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）
演題：もう一度家庭を見直そう

265人 ア② ア③

我孫子市
我孫子市子ども見
守り隊発足一周年
記念式典

【我孫子市子ども見守り隊発足一周年記念式典】
開催日：11月7日
場所：消防本部大会議室
内容：講演「子どもの見守り活動について」
　講師 千葉県警察本部　よくし隊レディ「あおぼー
し」
生活安全部生活安全総務課
　　　　　　　　　　　　　　警部補　永田裕子　氏
　　　　　　　　　　　　　　巡査　菊野千代子　氏

90人 イ(イ)① イ(イ)③ ア① ア②

鴨川市 鴨川市青少年健
全育成推進大会

【鴨川市青少年健全育成推進大会】
開催日：11月25日
場所：鴨川市総合保健福祉会館
内容：市内小・中学生、高校生及び一般から応募
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。

174人 イ(エ)①

南房総市
「第１３回南房総
市教育の日」記念
行事

【「第１３回南房総市教育の日」記念行事】
開催日：11月17日
場所：南房総市立嶺南中学校体育館
主催：南房総市、南房総市教育委員会
内容：講演会「おとなの発達障害と就業支援」
       　講師　鈴木慶太
      ：給食レストラン
      ：教育功労・作文及びその他表彰

700人 ア①

千葉県 薬物乱用防止教
室

【薬物乱用防止教室】
開催日：11月30日　9:10～9:55
場所：香取市立香取小学校
内容：同校5・6年生児童を対象に、薬物乱用につ
いて説明を行った。

31人 イ(ウ)③

千葉市 薬物乱用防止教
室

【薬物乱用防止教室】
開催日：11月13日
場　所：千葉市立越智中学校
内　容：薬物防止、飲酒、喫煙に対して正しい知
識を身に付け、判断して健康で安全な生活を送るこ
とができることを目的に、外部講師として、千葉県警
少年センター、青少年補導委員、主任児童委員、
民生委員を招聘し、2学年生徒を対象にして開催。

イ(ウ)③

広報啓発活
動の内容

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

平成30年度「子供・若者育成支援強調月間」実施結果

千葉県 環境生活部県民生活・文化課
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千葉県警察
非行防止教室、
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非行防止教室や薬物乱
用防止教室を開催した。

四街道市
非行防止教室、
薬物乱用防止教
室

開催日：11月13日、20日
場所：四街道市立和良比小学校、四街道北中学
校
内容：小中学生を対象に、健康教育の推進と規範
意識の定着を目的として薬物乱用防止教室（小学
校）、非行防止教室（中学校）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。

619人 イ(ウ)③

千葉県教育委員
会

子育て支援教室
等

【サポート広場】
開催日：11月15日
場所：市原市教育センター
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

10人

松戸市 子育て支援教室
等

【子育て学習講座】
開催日：11月1日～11月15日
場所：市内各小学校
内容：「小学校入学前の親の心得等について」の講
義
　講師：元市ＰＴＡ連絡協議会会長・教育委員
会指導主事他

399人 オ③

茂原市 子育て支援教室
等

【就学時子育て講座】
開催日：11月中8校8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。

314人 オ③

白井市 子育て支援教室
等

【家庭教育講座「ペップトーク」】
開催日：11月22日
場所：白井市役所
主催・共催団体：白井市教育委員会
内容：家庭において子どもにかける言葉の選び方に
ついて。
講師＝日本ペップトーク普及協会
認定講演講師　西山崇子先生

40人

富里市 子育て支援教室
等

【生涯学習・家庭教育講演会】
開催日：11月7日
場所：富里市　富里中央公民館
主催・共催団体名：富里市教育委員会・富里市
家庭教育学級連絡協議会
内容：子どもの発達段階に応じた親の向かい合い方
について。
講師＝千葉大学教育学部特命教授　滝本信行氏

91人 オ③ オ④

山武市 子育て支援教室
等

【親業訓練入門講座】
開催日：11月14日及び21日　9:30~12:30
場所：成東保健福祉センター
参加人員：延べ28人（14人×2日）
内容：聞き方・伝え方のワークショップを通して、親子
のより良い関係づくりのためのコミュニケーション能力の
育成。
講師：親業訓練インストラクター　斎藤ひとみ　氏

28人 オ③

山武市 子育て支援教室
等

【家庭教育学級講演会】
開催日：11月30日　13:30~～15:00
場所：山武市立山武南中学校
参加人員：約180人（全校生徒約130人、教職
員20人、保護者・地域住民約30人）
内容：夢の実現のためには、挑戦すること、努力する
こと、継続することが大切と自身の体験をもとに講演
した。
講師：バルセロナ五輪柔道金メダリスト　古賀稔彦
氏

180人 ア② イ(ア)②
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大網白里市 子育て支援教室
等

【たべもの教室】
開催日：11月12日、26日　　場所：市内幼稚園
参加人員：保護者4人、園児51人
内容：食育紙芝居、食べ物クイズ、バランスよく食べ
ることについての話、栄養バランスチェック
【離乳食講習会】
開催日：11月30日　　場所：市中央公民館
参加人員：保護者30人、子ども27人
内容：離乳食調理実習、栄養相談、歯科指導
【歯っぴーモグモグ教室】
開催日：11月16日　　場所：保健センター
参加人員：保護者13人、子ども14人
内容：親子遊び、絵本の読み聞かせ、手作りおやつ
の試食と食事の話、むし歯予防の話とブラッシング実
習
【ひよこ教室】
開催日：11月8日、22日、29日
場所：保健センター
参加人員：保護者27人、子ども26人
内容：親子遊び
【らっこ教室】　開催日：11月6日、20日、27日
場所：中部コミュニティセンター
参加人員：保護者35人、子ども41人
内容：親子遊び

268人 オ① オ② オ③ オ④

大網白里市 子育て支援教室
等

【家庭教育学級幼稚園部会研修会】
開催日：11月16日
場所：中部コミュニティセンター
内容：市立の幼稚園の保護者などを対象に，グ
ループホームでの子育て経験を踏まえ，各成長期の
子供との係わり方・あり方についての講座を開催し
た。
講師：児童福祉施設子山ホーム　園長　森田　雄
司氏

44人 オ③

横芝光町 子育て支援教室
等

【思春期教育講演会】
○開催日：11月16日
場所：横芝中学校
参加人員：107人
内容：「命の大切さ」と題した講義・赤ちゃんふれあ
い体験
○開催日：11月20日
場所：光中学校
参加人員：84人
内容：「幸せに生きること」と題した講義・赤ちゃんふ
れあい体験

191人 ア②

千葉県警察 防犯講話・研修等

【よくし隊レディ「あおぼーし」防犯講話】
開催日：11月1日、11月11日、11月14日
場所：1日　佐倉市立内郷小学校
　　　 11日　白井市立第一小学校
　　　 14日　柏市立大津ヶ丘第二小学校
参加人員：1日　55人
　　　　　　 11日　40人
　　　　　　 14日　200人
内容：県内の学校において、体験型防犯講話を行
い、「いかのおすし」の紙芝居や不審者から逃げる訓
練、不審者対応訓練等を実施した。
(よくし隊レディ「あおぼーし」防犯研修)
開催日：11月14日、11月16日、11月30日
場所：14日　千葉県立東金高等学校
　　　   16日　千葉市立打瀬中学校
　　　   30日　東葉高等学校
参加人員：14日　680人
　　　　　     16日　  40人
　　　　　     30日　886人
内容：生徒や教職員に対し、犯罪発生状況・傾向
に関する情報共有、性犯罪被害防止やJKビジネス
等の危険性に関する講話を実施。
　　※具体的な対応策、護身術指導を実施

1901人

千葉県警察 ネット安全教室等

【ネット安全教室】
開催日：11月1日、2日、5日、6日、7日、8日、
                   9日、12日、13日、14日、15日、
                  16日、17日、19日、20日、21日、
                   22日、26日、27日、28日、29日
場所：県内保育園、小学校、中学校、高等学校、
　　　　 特別支援学校　計55か所
内容：インターネットの安全利用等に関する講話。

11777人 イ(ウ)①

１
大会、シンポジウム等の開
催
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市川市 ネット安全教室等

【インターネットトラブル防止出張授業】
開催日：11月26日
場所：市川市立高谷中学校
内容：インターネットトラブルの具体的な事例などか
ら、インターネットの正しい使い方について考え、学ば
せる。

500人 イ(ウ)①

山武市 ネット安全教室等

【e－ネット安心講座】
開催日：11月16日　13:30~15:00
場所：山武市立豊岡小学校
参加人員：23人（5・6年児童15人、大人8人）
内容：インターネットの便利さと危険性。親としての
注意点とルール作りの重要性、ルール作りのポイント
について
講師：Ｔ・ＧＡＩＡ　根本教光　氏

23人 オ②

千葉県
千葉県警察
千葉県教育委員
会

交通安全教室

【ケアード・ストレイト自転車交通安全教室】
開催日：11月2日、11月8日
場所：2日　東葉高等学校
　　　　 8日  県立船橋北高等学校
内容：東葉高等学校生徒、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
取り入れた自転車交通安全教室を実施した。

670人 イ(イ)③

千葉県
千葉県警察 交通安全教室

【交通安全モデル園事業】
開催日：11月16日
場所：習志野市立秋津保育所
内容：小学校入学後の児童の歩行中の交通事故
を防止するため、小学校入学前の幼児を対象に交
通安全教室を実施した。風船を利用した実演型安
全教室や実技コースを使用した「飛び出し防止訓
練」

イ(イ)③

千葉市 交通安全教室

開催日：11月（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。

イ(イ)③

浦安市 交通安全教室

【交通安全教室の開催】
開催日：11月6日・11月7日
場所：入船保育園・アスク舞浜保育園
参加人員：入船保育園20人・
　　　　　　　 アスク舞浜保育園67人
内容：交通ルールを守ることの大切さを理解してもら
うことで、安全に行動できる習慣や態度を身に付けて
もらう。
信号機の色の意味・横断歩道の渡り方等を指導。
学習DVD「はながっぱの交通安全」の上映等

87人 イ(イ)③

四街道市 交通安全教室

○開催日：11月6日　10：00～11：00
場所：ミルキーホーム四街道園
参加人員：40人
主催・共催団体名：四街道市、四街道警察
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。
○開催日：11月7日　9：30～10：30
場所：あい・あい保育園　四街道園
参加人員：55人
主催・共催団体名：四街道市、四街道警察
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。

95人 イ(イ)③

千葉県 少年暴排活動

開催日：11月1日～11月26日
場所：県内の中学校
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、暴力団の実態や暴力
団から若者を守る為の説明を行った。

1783人 ア①

千葉市 その他講演等（職
業教育）

【勤労講話】
開催日：11月28日
場所：千葉市立千草台中学校
内容：中学１年生を対象に、専門的な立場の方か
ら、働くことの意義等について、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

ア③
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松戸市 その他講演等（職
業教育）

【松戸市パートナー講座】
開催日：11月10日
場所：小金市民センター
主催：小金南部地区　民生児童委員協議会
内容：市民に、松戸市子どもわかもの課の事業を説
明し、松戸市の子ども施策について理解を深めてもら
う

30人 ア③

松戸市 その他講演等

【ユースミーティング講座】
開催日：11月10日
場所：松戸市文化ホール
主催：まつどＮＰＯ協議会
内容：中高生が、先輩と語る座談会

15人 ア①

松戸市 その他講演等

【命の大切さを考える講演会】
開催日：11月15日
場所：松戸市立松戸高等学校
内容：中高生と乳幼児の親子が直接触れ合う機
会を提供し、命の大切さを感じ、児童虐待や自殺防
止を図る

350人 ウ

勝浦市 その他講演等

【「メジャーリーグに学ぶコーチング」～人の心を動か
し、人の心を変え、個人の才能を伸ばす考え方～】
開催日：11月20日
場所：勝浦市芸術文化交流センター
内容：講師の経験に基づいたポジティブシンキングの
重要性に関する講演　講師：立花龍司氏

400人 ア②

四街道市 その他講演等

【文化講演会「僕は運命を信じない」】
開催日：11月6日
場所：四街道市文化センター・大ホール
主催：四街道市教育委員会・四街道市教育研究
会・四街道市PTA連絡協議会
内容：児童養護施設で過ごした経験や、ボクシング
生活を通して得た「痛み」や試練を乗り越えていく経
験について講演。講師＝坂本　博之（元プロボク
サー）

902人 ア①

匝瑳市 その他講演等
【いじめに対する人権教育研修会】
開催日:11月5日
市内小学校で開催

イ(ウ)①

鋸南町 その他講演等

【鋸南町教育の日　講演会】
開催日：11月17日
場所：鋸南町中央公民館
参加人員：70人
主催：鋸南町教育委員会
内容：教育についての講演（テーマ：学びと感動が
人を変える）

70人 ア①

千葉県警察
「子ども・若者育成
支援強調月間」啓
発活動

平成30年度「子供・若者支援強調月間」千葉県
警察本部ホームページへの掲載
担当：千葉県警察本部生活安全部少年課
アドレス：www.police.pref.chiba.jp

★
インターネット・
ホームページ
への掲載

イ(ア)① ウ

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6日 16:00～18:00
場所：イオン八街店、ＪＲ八街駅前広場
参加人員：16人
主催・共催団体名：八街市教育委員会、八街市
社会教育委員会議
内容：八街市青少年健全育成都市宣言10周年
のチラシが入ったポケットティッシュの配付。イオン八街
店に於いては児童虐待防止の啓発活動（2人）と
合同で実施。

16人 ★

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

ア②

袖ケ浦市
匝瑳市　ほか

「子ども・若者育成
支援強調月間」啓
発活動

内容　強調月間ポスター掲示 ★

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

イ(イ)①



最も関係する
重点事項

広報啓発活
動の内容

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

区分 主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

月間関
連事業
の明示

千葉県等 薬物乱用防止関
係

【薬物乱用防止キャンペーン】
場所等：2日　茂原北陵高等学校　　18人参加
　　　　（東庄町保護司・人権擁護委員・行政相談
　　　　　　委員連絡協議会と合同で実施）
　　　　 3日　：東庄町立笹川小学校
　　　　　　　　（第31回東庄ふれあい祭り会場）
　　　　4日　　キッコーマンアリーナ（流山市）
　　　　　　　　　　　約150人に対しリーフレット配布
　　　　6日　　八幡青年館　　50人参加
　　　　9日　　千葉県立一宮商業高等学校
　　　　10日　長生村尼ヶ台総合公園
　　　　　　　（外房薬剤師会と合同）
　　　　16日　千葉県立茂原樟陽高等学校
　　　　17日　松戸市松戸三丁目東自治会館
　　　　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2018会場）
　　　（神崎町保護司会と合同）、7人参加
　　　　23日　多古町コミュニティセンター
　　　（いきいきフェスタTAKO2018会場）
　　　（多古町保護司会と合同）12人参加
　　　29日　房南学園
内容：学園祭、まつり会場等にて呼びかけ、啓発物
資の配布、ポスター掲示、キャンペーンカーを用いての
説明薬物標本展示、等広報啓発活動を行った。

街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ(ウ)③

千葉県 エイズ予防関係

【ストップエイズキャンペーン】
開催日：11月3日、11月11日
場所：3日　国際武道大学
　　　　11日 三育学院大学
内容：ストップエイズのリーフレットとともにリーフレット
250部を配布した。

街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ(ウ)③

千葉県 エイズ予防、薬物
乱用関係

【エイズデー・薬物乱用防止合同啓発】
開催日：11月29日
場所：京成佐倉駅頭
参加者：千葉県薬物乱用防止指導員印旛地区
協議会、印旛郡市薬剤師会、保護司会、印旛健
康福祉センター職員　計50人
内容：12月1日のエイズデーに係る啓発活動と合
同で薬物乱用防止及びエイズに関する知識の普及
を目的として京成佐倉駅を利用する中学高校生を
主な対象に啓発した。

50人
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ(ウ)③

千葉県 エイズ予防、薬物
乱用防止関係

【千葉県ストップエイズウィーク2018・薬物乱用防止
合同啓発キャンペーン】
開催日：11月28日
場所：JR総武線津田沼駅南口デッキ,津田沼公園
内容：通行人に対し、エイズ予防及び薬物乱用防
止に関する啓発資材の配布を行った。

街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ(ウ)③

千葉県 いじめ未然防止関
係

【人権啓発ポスターの作成・配布】
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、東武鉄道３駅等
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。「みんなで『人権サポーター』になろう。」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。

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

イ(エ)②

銚子市 いじめ未然防止関
係

【銚子市いじめ撲滅キャンペーン】
開催日：平成30年9月から平成31年1月中
場所：各学校
参加人員：市内小中高等学校の児童生徒
主催：銚子市教育委員会
内容：いじめ撲滅に関するポスターや標語・作文、い
じめ・体罰等に関する研修会等、学校及び地域の実
態に即した取組

その他 イ(エ)① イ(エ)② イ(エ)③

多古町 いじめ未然防止関
係

【啓発ポスター掲示】
場所：多古町コミュニティプラザ内
内容：いじめ無料相談、メディア利用

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

イ(エ)② オ②



最も関係する
重点事項

広報啓発活
動の内容

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

区分 主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

月間関
連事業
の明示

千葉県
千葉県警察

犯罪被害防止等
関係

【子供・女性の犯罪被害防止・防犯意識向上の広
報啓発】
開催日：11月12日、11月23日
場所：12日　そごう千葉店
　　　　 23日　イオン八千代緑が丘店
参加人員：それぞれ2000人
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

4000人
街頭キャン
ペーン活動の
実施

千葉県 児童虐待防止関
係

【チバテレ「千葉県インフォメーション」の放送】
放送日：11月1日
内容：児童虐待防止推進月間やオレンジリボンキャ
ンペーンについて周知し、虐待防止の啓発や相談先
の紹介などを実施

テレビ・ラジオ
番組 ウ

千葉県 児童虐待防止関
係

【「ちば県民だより」11月号への記事掲載】
発行日：11月5日
内容：児童虐待防止推進月間やオレンジリボンキャ
ンペーンについて周知し、虐待防止の啓発や相談先
の紹介などを実施

広報誌(紙)
への掲載 ウ

千葉県 児童虐待防止関
係

【オレンジリボンキャンペーン】
開催日：11月4日
場所：フクダ電子アリーナ
（※なお、10月21日、ちばアクアラインマラソン会
場、船橋市運動公園においても実施）
内容：児童虐待防止等に係る広報啓発のため、啓
発物品の配布、ＰＲブースの設置等

街頭キャン
ペーン活動の
実施

ウ

千葉県警察 児童虐待防止関
係

【 J:COMチャンネル「こちら浦安情報局」による広報
啓発】
放送機関：11月10日～16日
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。

テレビ・ラジオ
番組 ウ

千葉県警察 児童虐待防止関
係

【児童虐待防止キャンペーン】
開催日、場所：
11月1日JR新浦安駅、舞浜駅、東京メトロ浦安駅
11月9日イオンモール銚子
11月10日　ＪＡきみつ富津地区農業まつり
　　　　　　　（富津公民館駐車場）
11月15日JR松戸駅前デッキ
11月22日JR茂原駅前構内
11月11日、23日芝山町はにわ祭り、
　　　　　　　　　　　　山武市産業まつり
11月23日イオンモール八千代緑が丘　アゼリア広場
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。

街頭キャン
ペーン活動の
実施

ウ

木更津市 児童虐待防止関
係 内容　市広報誌掲載（食育、児童虐待防止） 広報誌(紙)

への掲載

佐倉市 児童虐待防止関
係

【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。

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

ウ

習志野市 児童虐待防止関
係

【広報習志野市掲載】
掲載日：11月1日号
内容：児童虐待防止推進月間

広報誌(紙)
への掲載 ウ

習志野市 児童虐待防止関
係

【児童虐待防止に関する啓発活動】
開催日：11月12日～16日、26日～30日
場所：市役所グランドフロア内休憩スペース
内容：児童虐待防止に関するチラシの配布、のぼり
の設置等

懸垂幕、横
断幕、電光
掲示板等の
掲出

ウ

八千代市 児童虐待防止関
係

【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。

広報誌(紙)
への掲載 ウ

２
広報啓発活動



最も関係する
重点事項

広報啓発活
動の内容

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

区分 主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

月間関
連事業
の明示

我孫子市 児童虐待防止関
係

【児童虐待防止推進月間】
開催日：11月1日～30日
場所：地区民生委員児童委員協議会
　　　公共施設、駅、市内イベント（うなきちカップ）
等
内容：市広報、ホームページで啓発記事を掲載
　　　ポスター掲示、リーフレット配布
　　　児童虐待防止推進月間の啓発、オレンジリボン
の配布

広報誌(紙)
への掲載 ウ

浦安市 児童虐待防止関
係

【オレンジリボンキャンペーン】
開催日：11月1日～31日
内容　児童虐待防止の目的でオレンジリボンの普及
を促進するために、下記事業を実施した。
○駅前キャンペーン　　　開催日：11月1日
場所：市内３駅前　　　参加人員：25人
内容：市内駅前利用者に対して、児童虐待防止
チラシ等を配布
○市内保育園・幼稚園・小中学校保護者18860
人に児童虐待防止チラシ配布
○広報うらやす特集記事掲載（11月1日）
内容：児童虐待防止月間特集記事として「伝わる
コミュニケーションで築く親子の良い関係」を掲載
○ケーブルテレビ（jcom浦安）行政情報番組
放映日：11月10日～16日
内容：児童虐待防止月間特集として、市からのお
知らせやイベント活動を放映
○公用車オレンジリボンキャンペーンマグネット貼付
○市内協力団体との連携事業
場所：市内イベント会場等
内容：市内ホテル（1社）と啓発物資配布協
力。：市内フットサルチーム公式試合時の啓発物資
配布協力：市内ゴスペル団体とコンサート活動の中
に児童虐待防止啓発事業を行う。

その他 ウ

富里市 児童虐待防止関
係

【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

広報誌(紙)
への掲載 ウ

富里市 児童虐待防止関
係

【児童虐待防止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
参加人員：（パンフレット配布部数100部）
内容：同日開催された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

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

ウ

大網白里市 児童虐待防止関
係

開催日：11月6日　10:00～11:00
場所：大網駅ロータリー、イオン大網白里店
内容：「児童虐待防止推進月間」の取り組みとし
て、児童相談所全国共通ダイヤル（189）と、市家
庭児童相談室の周知のためのチラシを作成し、駅と
ショッピングセンターで配布するとともに、チラシの区長
回覧を行った。

20人

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

ウ

習志野市 その他

【「少年の日」ポスター展・青少年健全育成標語】
開催日：11月18日～24日
場所：習志野市役所展示スペース及び協働スペー
ス
内容：「少年の日」ポスター、青少年健全育成標語
の展示

その他

流山市 その他

【流山市青少年社会環境浄化事業「青少年ふれあ
い運動」全体のつどい(12/1)に向けて】
開催日：11月1日～14日
場所：市内小中学校及び高等学校(園)、市内店
舗協力店（約185店）、市内駅舎ほか公共施設
内容：「全体のつどい」開催案内ポスター、ちらしの
配付及び掲示、市広報紙、民間情報誌等への記
事掲載

64人

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

我孫子市 その他

【少年センター広報誌「きずな第156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：千葉県青少年補導（委）員大会報告、少
年指導員のつぶやき、子どものスマートフォンのフィルタ
リング

広報誌(紙)
への掲載 イ(ウ)① イ(イ)① イ(イ)③ オ②



最も関係する
重点事項

広報啓発活
動の内容

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

区分 主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

月間関
連事業
の明示

浦安市 その他

【子どもの帰宅を促すための放送】
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。

その他 イ(イ)①

千葉県
児童委員・民生委
員等研修（薬物
乱用防止関係）

【児童委員・民生委員等研修（薬物乱用防止関
係）】
○開催日：11月2日
場所：富津市役所大会議室
内容：富津市民生児童委員協議会　天羽大佐和
富津合同定例会において、民生・児童委員を対象
に大麻等の危険性や有害性について講義を行った。
参加者99人。
講師＝井戸義信（千葉県薬物乱用防止指導
員）
○開催日：11月10日
場所：松戸市六実市民センター
内容：民生・児童委員定例会において、児童見守
り活動について各地区の情報交換を行った。

イ(ウ)③

鴨川市 青少年育成指導
者研修

【青少年育成指導者研修会】
開催日：11月25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。
（演題）くらべない子育て　じぶん育て
　　　～こどもの遊びと体験と自己肯定感のはなし～
（講師）こども環境デザイン研究所
　　代表　矢生　秀仁　氏

174人 オ②

千葉県青少年補
導委員連絡協議
会
習志野市ほか青少
年補導センター設
置市

補導員等研修

【千葉県青少年補導委員連絡協議会理事研修
会】
開催日：11月16日～17日
場所：福島県いわき市
内容：研修視察、意見交換

22人 イ(イ)③

千葉県
補導員等研修
（薬物乱用防止
関係）

○開催日：11月6日
場所：柏市中央公民館
内容：少年補導員東葛ブロック研修会。スクールサ
ポーターによる講演。
○開催日：11月13日
場所：流山市立北部公民館
内容：少年補導員会議で薬物乱用防止に係る講
習を行った。

ア① イ(イ)① イ(ウ)③

松戸市
柏市
野田市　ほか

補導員等研修

【東葛ブロック研修会】
開催日：11月6日
場所：柏市中央公民館
主催：東葛飾地区　青少年補導員連絡協議会
内容：東葛地区の青少年補導員による研修及び、
情報交換

50人

銚子市
旭市
匝瑳市

補導員等研修

【東総地区補導員連絡協議会】
開催日：11月5日
場所：銚子市青少年指導センター
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

ア①

習志野市 補導員等研修等

【青少年センター連絡会】
開催日：11月9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
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市川市 青少年相談員研
修等

【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

5人 ア①

千葉県教育委員
会 指導主事会議

【指導主事会議】
開 催 日：11月5日
場　　所：県総合教育センター
内　　容：児童生徒の問題行動等への対応

33人 ア① イ(エ)②

千葉県教育委員
会

生徒指導担当者
会議等

【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7日
場所：千葉市民会館
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
報交換及び協議

イ(イ)① イ(ウ)① イ(エ)① イ(エ)②

銚子市 生徒指導担当者
会議等

【第４回銚子市小中高生徒指導連絡協議会全体
研修会】
開催日：11月6日　13:45～16:00
場所：銚子市立海上小学校
主催：銚子市教育委員会
内容：すべての児童生徒が、楽しい充実した学校・
家庭・社会生活を送れるよう、積極的な生徒指導の
充実を図るとともに、小・中・高等学校のつながりを
いっそう緊密にした生徒指導の推進に努める。

30人 ア①

松戸市 生徒指導担当者
会議等

【中学校生徒指導連絡協議会】
開催日：11月21日
場所：松戸市民会館
主催：松戸市教育委員会
内容：中学校の生徒指導の現状について、関係機
関との情報交換

35人

習志野市 生徒指導担当者
会議等

【生徒指導担当者会議】
開催日：11月6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

イ(ウ)① イ(ウ)② イ(ウ)③ イ(エ)①

山武市 生徒指導担当者
会議等

【山武地区小・中・高特別支援学校生徒指導協議
会】
開催日：11月13日
場所：城西国際大学
内容：山武地区の学校の生徒指導担当と管理職
が集まり，現在近隣で起こっている生徒指導上の課
題や情報交換をする。

130人 ア①

千葉県教育委員
会 その他教員研修等

【教育相談ネットワーク連絡協議会】
○開催日：11月13日
場所：県総合教育センター
参加人数:88人
内容：学校と関係機関の連携
　　　　　講師：中央児童相談所　所長　奥野　智
禎
○（北総地区）
開催日：11月20日
場所：香取合同庁舎
参加人数:59人
内容：事例研究
講師：銚子こころの相談室　室長　木戸秋　明男

147人 ア① イ(エ)①

千葉県教育委員
会 その他教員研修等

【訪問相談担当教員研修会】
開催日：11月7日
場所：子どもと親のサポートセンター
内容：講話「事例を通して考えるカウンセリングの手
法」・事例検討会
講師：なんそう心理教育研究所　上田　和子　氏
　　：千葉大学教育学部准教授　磯邉　聡　氏

13人

千葉県教育委員
会 その他教員研修等

【自然体験活動指導者研修会】
開催日：11月24日・25日
場所：千葉県立手賀の丘少年自然の家
内容：教職員を対象に、実際にプログラムを体験し
ながら自然体験活動の指導技術向上と安全管理に
必要な技能の習得を図る。

71人

３
研修会・講習会の開催
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東金市 その他教員研修等

【東金市小・中学校長欠・教育相談連絡会議】
開催日：11月9日
場所：東金市役所　５階会議室
内容：長欠の予防と早期対策・解決と、組織的な
教育相談体制の確立のため、小中学校の長欠教育
相談担当教諭と関係機関の専門スタッフにより情報
共有と対策について協議。

25人 イ(エ)②

習志野市 学校・警察等の連
絡協議会等

【第２回学校・警察連絡協議会】
開催日：11月21日
場所：習志野市役所会議室
内容：学校、警察、青少年センターによる情報交換

イ(ウ)① イ(ウ)② イ(ウ)③ イ(エ)①

習志野市 学校・警察等の連
絡協議会等

【通学路安全対策協議会】
開催日：11月14日
場所：習志野市総合教育センター
内容：学校、PTA、警察、市による通学路安全確
認、情報共有

イ(イ)① イ(イ)②

我孫子市 学校・警察等の連
絡協議会等

【我孫子市学校警察連絡協議会および第２回少
年指導員合同研修会】
開催日：11月20日
場所：我孫子市教育委員会大会議室
内容：講演「子どもの『自覚』と『自律』を目指した情
報モラル教育」
　講師　東洋英和女学院大学　助教　酒井郷平
氏

イ(ウ)① オ②

千葉県
その他研修・会議
等（薬物乱用防
止関係）

【ボランティア研修】
開催日：11月5日
場所：我孫子市けやきプラザ
内容：ボランティア団体の定例会において学習会を
行った。

ア① イ(イ)① イ(ウ)③

千葉県教育委員
会

その他研修・会議
等

【教育CSRフォーラム】
開催日：11月16日
場所：千葉県総合教育センター
内容：学校と企業等が連携したキャリア教育を推進
するため、現状についての情報交換や今後の在り方
を話し合うフォーラムを実施した。

ア③

千葉県教育委員
会

その他研修・会議
等

【第54回千葉県高等学校ＰＴＡ研究集会】
開催日：11月14日
場所：千葉県教育会館大ホール
内容：保護者が進路指導・家庭教育及び地域活
動の進め方について研究協議をした。

291人 ア② ア③

習志野市 その他研修・会議
等

【「ならしのこどもを守る地域ネットワーク主催研修
会」】
主催：ならしのこどもを守る地域ネットワーク
開催日：11月16日
場所：サンロード津田沼６階大会議室
内容：子どもたちの未来のためにわたしたちができるこ
と
～学校・家庭・社会における子どもの人権の視点から
～

71人 ウ

習志野市 その他研修・会議
等

【習志野市青少年有害図書審議会】
開催日：11月13日
場所：習志野市役所会議室
内容：有害図書により著しく青少年の健全な発達
を阻害するおそれのある行為を防止し、環境を整備
することを目的とした審議会

イ(ウ)②

八千代市 その他研修・会議
等

【子ども部合同研修会】
開催日：11月9日
場所：八千代市福祉センター
内容：児童虐待の迅速・的確な対応に向けた、幼
稚園・保育園等における役割と組織対応について
講師=千葉県中央児童相談所　吉田雅幸氏、八
千代市子ども相談センター　毛塚早苗・石井大樹

39人 イ(ウ)①

我孫子市 その他研修・会議
等

【八千代市子ども相談センター所内研修】
開催日：11月30日
場所：八千代市福祉センター
内容：信頼関係を作るための話の聴き方、傾聴の
基本について
講師=ＤＶ・虐待予防研究会　山中多民子氏

15人 イ(ウ)①
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我孫子市 その他研修・会議
等

【「心の教室」相談員研修会】
開催日：11月29日
場所：教育研究所
内容：市内小中学校に配置している「心の教室」相
談員を対象に、児童生徒や保護者への対応につい
て研修を深める。

20人 イ(エ)①

浦安市 その他研修・会議
等

【平成30年度浦安市いのちのこころの支援対策協
議会（年3回開催）】
開催日：11月2日
場所：浦安市健康センター
参加人員：最前線で命を支える専門職の所属する
庁内部署（18部署）と、自治会・老人クラブなど地
域を支える市民団体（14部署）計32団体
内容：子ども・若者対策を重点課題とする「仮）浦
安市いのちとこころの支援計画」策定などについて協
議した。

浦安市 その他研修・会議
等

【第1回「つなぐ・つがる会」】
開催日：11月12日
場所：浦安市健康センター
参加人員：市民活動団体を対象とした浦安市ゲー
トキーパー養成講座修了者のうち浦安市いのちとここ
ろの支援の考え方に賛同する市民
内容：若者・子ども対策を重点課題とする「仮）浦
安市いのちとこころの支援計画」の考え方の共有

袖ケ浦市 その他研修・会議
等

【袖ケ浦市青少年問題協議会】
開催日：10月31日
場所：袖ケ浦市役所
内容：
講義（第３次千葉県青少年総合プランについて）
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）

イ(イ)①

山武市 その他研修・会議
等

【家庭児童相談員研修会及び事例検討会】
開催日：11月9日
場所：山武市役所（第2会議室）
内容：相談業務に生かすため、子どもを暴力から守
るための人権講座（ＣＡＰプログラム）について学
んだ。
講師：ＣＡＰスペシャリスト　滝川律子　氏
　　　　　　〃　　　　　　　寺田りつ子　氏

15人

千葉県青少年補
導委員連絡協議
会
市原市ほか青少年
補導センター設置
市

県下一斉列車補
導

開催日等：11月（市原市）36人参加
　　　　　　　　　 （船橋市）148人参加
　　　　　　　　　　（市川市）29人参加
　　　　　　　　　　（松戸市）35人参加
　　　　　　　　　　（我孫子市）67人参加
　　　　　　　　　　（木更津市）27人参加
                    （野田市）72人参加
　　　　　　　　　　（柏市）24人参加        ほか
場所：列車、駅周辺
内容：列車内及びホーム等における青少年のマナー
向上、非行化

イ(イ)①

千葉市ほか青少年
補導センター設置
市

街頭補導活動

実施日：随時
場所：市内全域、市内近隣
：青少年補導委員、青少年センター職員による補
導

イ(イ)① イ(イ)② イ(ウ)② イ(ウ)③

習志野市 街頭補導

【第２回学区一斉補導】
開催日：11月5日
場所：市内全域
内容：習志野市青少年補導委員による補導活動

イ(イ)① イ(イ)② イ(ウ)② イ(ウ)③

千葉県
街頭パトロール・街
頭補導（薬物乱
用防止関係）

開催日：11月5日、11月9日
場所：松戸市内
内容：街頭パトロールを実施した。学校周辺やショッ
ピングセンター周辺を巡回し、青少年に対する補導
活動を行った。

イ(イ)①
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千葉県
街頭パトロール・街
頭補導（薬物乱
用防止関係）

開催日：11月8日、11月9日、11月22日、
11月28日
場所：流山市内
内容：街頭パトロールを実施した。学校周辺やショッ
ピングセンター周辺を巡回し、青少年に対する補導
活動を行った。

イ(イ)①

木更津市 登下校見守り・街
頭パトロール

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
回数：４回
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

イ(イ)①

茂原市 登下校見守り・街
頭パトロール

【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。

イ(イ)①

成田市 登下校見守り・街
頭パトロール

【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

イ(イ)①

佐倉市 登下校見守り・街
頭パトロール

【防犯パトロール（根郷地区青少年健全育成住民
会議）】
開催日：11月14日～17日
場所：14日　ＪＲ佐倉駅南口周辺
　　　　 15日　ＪＲ佐倉駅周辺
　　　　 16日　京成臼井駅周辺
　　　　 17日　千代田小学校、染井野小学校周辺
内容：パトロールを実施した

130人 イ(イ)①

富津市 登下校見守り・街
頭パトロール

【富津学校警察連絡委員会パトロール】
主催：富津学校警察連絡委員会
開催日：11月28日
場所：イオンモール富津
内容：児童生徒の非行防止及び健全育成を図る
ためのパトロール

5人 イ(イ)①

白井市 登下校見守り・街
頭パトロール

【青色防犯パトロール車巡回（登下校時）】
開催日：11月
場所：市内各所
内容：市内小学生、中学生を対象に登下校時の
防犯、非行防止のため地域協力者の巡回。

イ(イ)①

白井市 登下校見守り・街
頭パトロール

【スクールガード】
開催日：11月
場所：市内各所
内容：市内小学生、中学生を対象に登下校時の
安全確保のための防犯ボランティアによる見守り。

イ(イ)①

浦安市 登下校見守り・街
頭パトロール

【下校パトロール】
開催日：月～金曜日の午後3時～午後4時30分
（祝日除く）
場所：市内小中高等学校周辺
内容：下校時における子ども達への声かけや見守り
をおこなうとともに安全確保を目的に下校時間帯に
合わせて市内を巡回。

イ(イ)①

匝瑳市 登下校見守り・街
頭パトロール

【子ども見守りパトロール】
下校時に併せ地区ボランティアでの見守りパトロール
を実施

イ(イ)①

多古町 登下校見守り・街
頭パトロール

【学校安全・非行パトロール】
開催日：11月2・9・16・22・30日
場所：町内全域
主催・共催団体名：多古町パイロット事業実行委
員会
内容：下校時地域巡回活動

30人 イ(イ)①

４
青少年保護育成巡回活
動、環境浄化活動等
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九十九里町 登下校見守り・街
頭パトロール

【下校指導 （中学校）】
開催日：毎日
場所：学区全般
参加人員：1日2人
内容：生徒の下校に合わせて，職員がパトロールに
まわる。

イ(イ)①

長生村 登下校見守り・街
頭パトロール

【防犯パトロール】
開催日：11月7日・11月21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。

イ(イ)①

千葉県 スポーツ大会等

開催日：11月3日
場所：松戸運動公園陸上競技場
内容：明第二地区運動会が開催され、多数の子
供・若者の参加があった。

ア②

千葉県教育委員
会

スポーツ大会等

【100人deスーパー運動会】
開催日：11月23日
場所：千葉県立君津亀山少年自然の家
内容：色別対抗戦で「スーパー芝すべり選手権」、
「スーパー綱引き選手権」、「スーパー障害物レース」
を実施した。

103人 ア②

松戸市 スポーツ大会等

【東部地区球技大会】
開催日：11月3日
場所：松戸市立第５中学校
内容：東部地区青少年相談員が主催、地域の大
人から子供まで参加しグランドゴルフ大会を実施し、
交流を深める

150人 ア②

松戸市 スポーツ大会等

【中央大会（ソフトボールとドッジボール）】
開催日：11月4日
場所：県立松戸南高等学校
内容：松戸市子ども会育成会連協が主催、市内
各地区の予選会を勝ち抜いた決勝大会

400人 ア②

松戸市 スポーツ大会等

【サッカー大会】
開催日：11月25日
場所：千駄堀多目的広場
内容： 松戸市子ども会育成会連協が主催、市内
の子ども会会員のサッカー大会

200人 ア②

茂原市
睦沢町ほか

スポーツ大会等

【第24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。

571人 イ(エ)③

成田市 スポーツ大会等

【成田POPラン大会】
開催日：11月13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、３㎞の
コースを走行

4645人 イ(エ)③

旭市 スポーツ大会等

【第12回海上地域少年少女ドッジボール大会】
開催日：11月４日
場所：旭市海上キャンプ場体育館
主催：旭市青少年相談員連絡協議会海上支部
共催：旭市子ども育成連絡協議会（海上地域）
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

150人 イ(エ)③
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習志野市 スポーツ大会等

【県少年野球選抜大会】
開催日：11月25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）

ア②

習志野市 スポーツ大会等

【すぽーつゆきがっせん】
開催日：11月25日
場所：東部体育館
内容：小学生児童によるやわらかい球を使用しての
チーム競技（習志野市青少年相談員連絡協議会
との共催）

ア②

四街道市 スポーツ大会等

【青少年ユニカール大会】
開催日：11月23日
場所：四街道市総合公園体育館
内容：ユニカール大会

67人 ア②

匝瑳市 スポーツ大会等

【わんぱくドッジボール大会】
開催日：11月23日
場所：八日市場ドーム
内容：18チームの参加

イ(エ)③

匝瑳市 スポーツ大会等

【市少年少女サッカー大会】
開催日：11月25日
場所：野手浜総合グラウンド
内容：13チーム参加のサッカー大会

イ(エ)③

九十九里町 スポーツ大会等

【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
参加人員：小学2～6年生　46人
主催：九十九里町子ども会育成連絡協議会
内容：町内小学生対象ミニバスケットボール大会

46人 イ(エ)③

芝山町 スポーツ大会等

【芝山サッカーフェスティバル2018】
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。

ア②

芝山町 スポーツ大会等

【芝山町子ども会育成協議会グラウンドゴルフ大会】
開催日：11月25日
場所：芝山町総合グラウンド
内容：子ども会主催で町グラウンドゴルフ協会の指
導協力を得て実施。子どもたちや保護者、役員など
年齢を問わず行えるスポーツで親睦を図り、青少年
の健全育成に努めた。

ア②

千葉県
インターンシップ・
職場体験等

【水産業インターンシップ】
開催日：10月31日～11月2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、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。

6人 ア③

千葉県教育委員
会

インターンシップ・
職場体験等

【中学生の職場体験】
開催日：11月1日 / 6~8日 / 13~14日 /
14̃ 16日
場所：千葉県立東金青年の家
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。事前に青年の家の役
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、東金東中学校、成東中学校、東金
中学校)

15人 ア③

船橋市
インターンシップ・
職場体験等

【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
参加人員：各校４人ずつ
内容：市内の中学校と連携した、職場体験の受け
入れ。各図書館で近隣の中学校を受け入れており、
体験内容は本の配架、カウンターでの貸出・返却処
理など。

ア③

白井市
インターンシップ・
職場体験等

【職業体験】
開催日：11月
場所：市内各所
参加人員：市内中学2年生
内容：昔の元服の学年にあたる中学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。

ア②
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九十九里町
インターンシップ・
職場体験等

【「わたしの夢プロジェクト」（6年職場見学）（小学
校）】
開催日：11月28日
場所：町内公共施設及び営業所等計10か所
参加人員：6年児童45人
内容：キャリア教育の一環として，豊海郵便局，と
ようみこども園，島村米菓店，デイサービス白ゆり，
菅原ガラス等を訪問し，仕事について説明を受けた
り見学したりすることを通して，自分の将来を考える
一助とする。

45人 ア③

千葉県教育委員
会

作品等展示

【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11日
※ブルーダック子ども文化展14日まで実施
場所：千葉県立鴨川青年の家
内容：「地域との交流」をテーマとし、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
作品展示及び表彰を実施する。また高校生による吹
奏楽の演奏会や創作体験、フリーマーケットなどを
行った。

ア②

千葉県教育委員
会

作品等展示

【第65回柏市文化祭　ユネスコ展】
開催日：11月21日~25日
場所：アミュゼ柏
内容：「わたしの町のたからもの」をテーマに、小・中
学生の絵画作品を展示

ア②

成田市 作品等展示

【国際子ども絵画交流展】
開催日：11月17日～11月30日
場所：成田文化芸術センター
参加人員：1412人（出品数：国内710人・海
外702人）
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

1412人 ア④

富里市 作品等展示

【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
21日（表彰）
担当：富里市教育委員会生涯学習課・市民経済
環境部市民活動推進課
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さ
作品を表彰。

イ(イ)③

匝瑳市 合宿等

【そうさフロンティア学寮（通学合宿）】
開催日：11月14日～17日
場所：生涯学習センター
内容：12人の3泊4日宿泊体験活動

12人 ア② イ(エ)③

鴨川市 合宿等

【小学生通学合宿】
開催日：11月14日～16日　※2泊3日
場所：千葉県立鴨川青年の家
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。

23人 ア②

千葉県教育委員
会

体験学習等

【わくわくチャレンジ】
開催日：11月10日
場所：昭和の森フォレストビレッジ（千葉市）
内容：不登校の親子を対象に，集団活動や体験
学習，懇談会の実施

9人 ア① ア② ア③

千葉県教育委員
会

体験学習等

【きみかめ山のフェスティバル】
開催日：11月3日
場所：千葉県立君津亀山少年自然の家
内容：地域の団体協力のもと、クラフト体験、プラネ
タリウム投影、各種楽器を使用した演奏など、親子で
様々な体験活動をした。

453人 ア②
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千葉県教育委員
会

体験学習等

【さわやか青年教室【柏の葉公園ハイキング】（年間
7回）】
開催日：11月4日
場所：さわやかちば県民プラザ
内容：知的障害のある青年を対象とし、スポーツや
ハイキング等、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。

43人 ア②

千葉県教育委員
会

体験学習等

【さわやかおんがく隊ワークショップ（年間8回）】
開催日：11月4日
場所：さわやかちば県民プラザ
内容：障害のある方でも演奏ができるように開発さ
れたヘルマンハープを用いた楽器演奏体験型の講座
（音楽ワークショップ）を実施。
講師：日本ヘルマンハープ協会　梶原　千沙都　会
長

14人 ア②

千葉県教育委員
会

体験学習等

【子どもチャレンジプロジェクトイベント「キラキラ輝く秋
のキッズフェスタ」】
開催日：11月18日
場所：さわやかちば県民プラザ
参加人員：2295人
内容：子どもチャレンジプロジェクトの受講者（小学
生）がプロジェクトの一環として企画・運営したイベン
トの実施。

2295人 ア②

千葉県教育委員
会

体験学習等

【黒部川クリーン作戦】
開催日：11月24日
場所：千葉県立水郷小見川少年自然の家・黒部
川
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。

ア②

千葉県教育委員
会

体験学習等

【太巻き寿司をつくろう1】
開催日：11月25日
場所：千葉県立東金青年の家
内容：東金太巻き寿司研究会の協力を得て、伝
統の太巻き寿司づくり体験。太巻き寿司伝承への理
解を図った。

13人 ア②

千葉県教育委員
会

体験学習等

【「ガールスカウトラリー2018」】
開催日：11月11日
場所：千葉市花島公園
内容：4年に1度開催している「年少ラリー」を今年
度は、ガールスカウト会員と千葉県内の一般参加者
を交えて千葉市内にある広大な美しい公園を会場に
交流。　出会いを求め、自然とともに楽しさ、面白さを
体験し参加者全員でガールスカウトの特徴を生かし
た大運動会で、秋の1日を体験した。

1300人 ア②

千葉県教育委員
会

体験学習等

【子ども科学教室Ⅲ】
開催日：11月11日
場所：さわやかちば県民プラザ
内容：理科分野を専門とする県の教育機関と連携
し、体験活動を提供することで、小学生の科学的な
見方や考え方向上の一助とするプログラムの一つ。
「化石のレプリカとふうせんスライムづくり」に挑戦
講師：千葉県立現代産業科学館職員

38人 ア① ア②

千葉県教育委員
会

体験学習等

【サツマイモを掘ろう】
開催日：11月14日
場所：千葉県立東金青年の家、込山氏の畑
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
域連携でサツマイモ堀りを通して子どもの食育を考え
る親子ふれあい農業体験を行った。

29人 ア②

千葉県警察 体験学習等

【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。

ア②
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船橋市 体験学習等

【クラブ活動支援】
○開催日：11月7日
場所：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・和太鼓等の体験指導を行
う。
○開催日：11月14日
場所：北部公民館
参加人員：10人
内容：豊富小学校の児童を対象に、卓球・茶道の
体験指導を行う。

イ(ア)②

船橋市 体験学習等

「キャンプだホィッ！」（親子でキャンプ・自然体験）
開催日：11月25日
場所：船橋市青少年キャンプ場、研修棟さざんかの
家
内容：テント張り、火おこし・野外料理、クラフト、道
しるべ

57人 イ(ア)②

船橋市 体験学習等

【第７回東部子育てフェスタ♪】
開催日：11月25日
場所：東部公民館
内容：未就学児までの親子を対象とした子育てイベ
ント。公民館で活動しているサークルや、子育てに関
わる団体が集まり、ママさん音楽サークルのミニコン
サートや絵本の読み聞かせなどを実施。

400人 オ④

館山市 体験学習等

【第３回キッズフェスタ館山「逃走中だっぺ！」】
開催日時：11月3日
場所：館山ファミリーパーク
参加人員：小学生３年生～６年生　150人
内容：館山市青少年相談員と館山市ジュニアリー
ダーが追走者であるハンターに扮して、子どもたちを捕
まえるゲーム。子どもたちは、ハンターから逃げながら会
場内に置かれたナンバーカードを集める。競技終了後
には、集めたカードで抽選会を行い、協賛事業者から
の景品が授与されるもので、今年で３回目の事業。

150人 ア②

館山市 体験学習等

【「～オリンピックメダリストに学ぼう！～バレーボール
教室」】
開催日時：11月17日
場所：館山市営市民体育館
主催：館山市教育委員会
内容：モントリオールオリンピック金メダリストの田村悦
智子さん（旧姓：前田）、中村きよみさん（旧
姓：加藤）を講師に招き、多くの子どもたちにバレー
ボールを通じてスポーツの楽しさを感じてもらうととも
に、バレーボールの技術の向上を図ることを目的とした
教室を開催。

39人 イ(エ)③

木更津市 体験学習等

【東清川地区　こどもチャレンジ大会】
開催日：11月3日
場所：東清小学校　体育館
主催：清川中学区青少年育成住民会議
内容：ゲーム５競技（新聞切り競争・スリッパ飛ば
し・カップスタック・マーブルチョコつまみ・ストラックアウ
ト）と体験２（わりばし鉄砲作り・ナイフで鉛筆削
り）

120人 ア②

木更津市 体験学習等

【清見台地区　第23回房総子どもかるた大会】
開催日：11月3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。（子ども会と共催）

80人 ア②

木更津市 体験学習等

【スマイルフェスタ2018】
開催日：11月3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、地域の中学生や関係団体等が中心となって
企画・運営する親子向けイベントの実施。

101人 ア②

木更津市 体験学習等

【わがまちたんけんぽんぽこラリー】
開催日：11月25日
場所：木更津第一小学校、吾妻区、新宿区
主催：木更津第一中学校区住民会議
内容：地域内の諸団体の協力の下、子どもたちが
自分たちの住んでいる街を探検し、郷土愛を育むとと
もに、地域住民のふれあいの場とする。

171人 ア②

５
ボランティア活動、体験教
室等子供・若者の社会
参加活動
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松戸市 体験学習等

【中高生と赤ちゃんのふれあい事業】
開催日：11月1日
場所：松戸市立高等学校
内容：中高生と乳幼児の親子が直接不触れ合う
機会を提供し、命の大切さを感じ、児童虐待や自殺
防止を図る

350人 ウ

野田市 体験学習等

【野田市少年野球教室】
開催日：11月25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供たち等に実技指導を行うとと
もに、異世代との交流を図るもの。

287人 ア②

茂原市ほか 体験学習等

【第27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11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。

12人 イ(エ)③

茂原市等
長生地区7市町村

体験学習等

【平成30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18日
場所：長柄町立日吉小学校　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。

23人 イ(エ)③

我孫子市 体験学習等

【手賀沼ふれあいウオーク2018】
開催日：11月17日
場所：手賀沼公園、柏ふるさと公園
参加人数：658人（うち我孫子会場355人）
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、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めがねを探す、親子で楽しめるコー
ス。

658人

鴨川市 体験学習等

【土曜スクール合同事業「防災ウォークラリー」】
開催日：11月3日
場所：千葉県立鴨川青年の家
内容：土曜スクール参加児童を対象に、災害対応
に関するクイズ形式のウォークラリーの中で防災に関す
る意識づけを行うとともに、共に行動する異なる学
年、異なる学校の児童との交流を図り、もって社会
性・協調性の向上を図ることを目的に実施。

48人 イ(エ)③

鎌ケ谷市 体験学習等

【もちつき大会】
開催日：11月3日
場所：市民の森
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。

399人 ア②

鎌ケ谷市 体験学習等

【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。

592人 ア②

鎌ケ谷市 体験学習等

【TAG鬼ごっこ】
開催日：11月23日
場所：福太郎アリーナ
内容：市内の小学生を対象とした TAG（しっぽ）
取り鬼ごっこ

120人 ア②

富津市 体験学習等

富津市民市民文化祭2018（子どもまつり）
主催：富津市民文化祭2018子どもまつり部門
富津市青少年相談員連絡協議会
開催日：11月４日
場所：富津公民館
内容：なんでもヤリーナ20分（なんでも発表会）、
吹奏楽フェスティバル（市内中学高校ほか）、スタン
プラリー、切り絵、スナッグゴルフ等体験、模擬店など

4300人 ア②
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富津市 体験学習等

【わこう村大バザール】
主催：和光保育園
開催日：11月18日
場所：和光保育園
内容：子ども参加イベント（金魚すくい、ヨーヨーすく
い、型抜き、的当て）フリーマーケット

300人 ア②

浦安市 体験学習等

【ジュニアリーダー研修会】
開催日：11月４日（6回目／全8回）
場所：文化会館
内容：バルーンアート

ア②

富里市 体験学習等

【家族でとみさと探検クイズラリー】
開催日：11月11日
場所：富里市　富里市農林業センター及び周辺
参加人員：42組122人
主催・共催団体等：富里市青少年相談員連絡協
議会
内容：市内小学生1年～6年生とその家族を対象
に実施し,街を散策しながら,動物とのふれあいや富里
に関するクイズに挑戦。

122人 ア② イ(エ)③

富里市 体験学習等

【放課後子ども教室】
開催日：11月8日，15日，22日
場所：富里市立富里第一小学校，浩養小学
校，根木名小学校
参加人員：（児童数）8日94人，15日61人，
22日8人
担当：富里市教育委員会生涯学習課
内容：各小学校の放課後を利用し，様々な体験
活動を行った。

163人 ア②

富里市 体験学習等

【とみっこ大学】
開催日：11月24日
場所：富里市　富里中央公民館
担当：富里市教育委員会生涯学習課
内容：公民館で活動するサークルの方々を講師に
迎え，絵手紙をつくる体験活動を行った。

34人 ア②

南房総市 体験学習等

【ジュニアリーダー初級認定講習会】
開催日：11月10日～11日
場所：南房総市大房岬自然の家
主催：南房総市子ども会育成会連絡協議会
内容：危険予知トレーニング、救急法・野外炊飯等

30人 ア②

山武市 体験学習等

【山武市子ども会交流会】
開催日：11月10日 9:00~12:00
場所：山武市立松尾小学校
内容　：綱引き・ドッチビー（山武市子ども会育成
連絡協議会が実施）

53人 イ(エ)③

いすみ市 体験学習等

【スポーツレクリエーション大会】
開催日：11月18日
場所：夷隅地区多目的研修センター　体育棟
参加人員：65人（小学生47人・青少年相談員
18人）
主催団体名：いすみ市青少年相談員連絡協議会
内容：小学校１年生～６年生の児童を対象にア
ウトブレイク、ドッヂビー(ディスクドッヂ)を行った。

65人

栄町 体験学習等

【東京ウォーク】
開催日：11月11日
場所：都内
内容：栄町内の４~6年生の児童が、班の仲間と
交流しながら、皇居や東京タワー、レインボーブリッジ
等を歩く。

80人 ア②

栄町 体験学習等

【駅前キラキラ大作戦】
開催日：11月18日
場所：ふれあいプラザさかえ３階　工作室
内容：JR安食駅前のｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ制作に町内の小学
生が参加。児童によって飾りつけされたﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙをツ
リー上に組立て、北口ロータリーに展示中。
展示期間　平成30年11月23日～平成31年3月
14日

53人 ア②
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栄町 体験学習等

【ドラム自然楽校　脱穀体験】
開催日：11月25日
場所：千葉県立房総のむら
内容：自分たちの手で植え、刈り取ったお米を江戸
時代や明治期の道具で脱穀し、おにぎりにして食べる
体験。

30人 ア②

九十九里町 体験学習等

【資源回収（中学校）】
開催日：11月17日
内容：九十九里中学校の生徒・保護者・職員が地
域を周り，段ボールと新聞、雑誌を集める。

350人 ア②

九十九里町 体験学習等

【鋸山とマザー牧場に行こう】
開催日：11月24日
場所：鋸山、マザー牧場
参加人員：小学４～6年生　29人
主催：九十九里町青少年相談員連絡協議会
内容：町内小学生対象。日本寺で歴史等を学び
つつ、1000段以上ある階段を歩き体力向上。マ
ザー牧場では、体験学習を行い相談員との交流を図
る。

29人 イ(エ)③

九十九里町 体験学習等

【親子料理洋室（小学校）】
開催日：11月16日
場所：九十九里町立九十九里小学校　家庭科室
内容：食生活改善推進協議委員の指導の下、親
子でサツマイモ料理を作った。

30人 オ① オ④

芝山町 体験学習等

【芝山はにわ祭り】
開催日：11月11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。

ア②

芝山町 体験学習等

【白桝粉屋おどり芸能大会】
開催日：11月24日
場所：芝山文化センター
内容：「白桝粉屋おどり」の県指定五十周年を迎え
たのを記念して、ゆかりのある団体を招いて芸能大会
を開催した。町内外から子どもや大人問わず、今後
の保存・継承について学び、相互の親睦を深めた。

ア②

千葉県教育委員
会

その他

【ヤングパワームーブメントイベント「柏の葉フォトコンテ
スト」】
開催日：11月10日
場所：こんぶくろ池自然博物公園
内容：若者が主体的にまちづくりを行うことを目的と
した「ヤングパワームーブメント」の中で計画・運営した
フォトコンテスト。

30人

千葉県教育委員
会

その他

【自然の家まつり】
開催日：11月11日
場所：千葉県立手賀の丘少年自然の家
内容：「地域の交流」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、フリーマケットなどを行った。

2513人 ア②

佐倉市 その他

【千代田ふれあいまつり】
開催日：11月11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。

ア②

佐倉市 その他

【和田ふるさとまつり】
開催日：11月18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。

ア②

君津市 その他

【地域行事「清和コスモスフェスティバル」】
開催日：11月3日
場所：君津市自然休養村
主催：コスモスフェスティバル実行委員会
内容：地域を基盤とする若者集団による、模擬店
の出店。

6人 ア②
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八街市 その他

【ジュニア司書及びジュニア司書マイスター認定式】
開催日：11月11日
場所：八街市立図書館（2階視聴覚ホール）
主催・共催団体名：八街市教育委員会八街市立
図書館
内容：図書館主催行事「平成30年度ジュニア司
書養成講座」第8期の修了者（市内中学生12
人）及びジュニア司書マイスター（4人のうち2人欠
席）と保護者を招き、教育長より認定書を授与し、
第7期生までのジュニア司書及びジュニア司書マイス
ター（市内在住の中学生・高校生12人、小学生1
人、保護者等5人）との対面式を実施。

32人 ア②

八街市 その他

【千葉黎明高等学校図書館サポーター】
開催日：11月7日、14日、21日
場所：八街市立図書館（2階視聴覚ホール）
主催・共催団体名：八街市教育委員会八街市立
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日間で述べ11人参加。

11人 ア②

千葉県教育委員
会

その他

【おはなし夢空間（年間11回）】
開催日：11月17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。

19人 オ②

八街市 その他

【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24日
場所：八街市立図書館
主催・共催団体名：八街市教育委員会八街市立
図書館
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人。ボランティア2
人。ジュニア司書5人

30人 ア②

富津市 その他

【おはなしライブ】
主催：富津市民会館
協力：富津市民会館「お話し会」ボランティア
開催日：11月25日
場所：富津市民会館
参加人員：18人
内容：ボランティアによるお話しライブ

18人 ア②

千葉県教育委員
会

その他

【市川ユネスコ「サタデースクール」】
開催日：11月17日・24日
場所：市川市立鶴指小学校
内容：子ども学習補助とユネスコ理解

ア①

白井市 その他

【「子ども食堂」事業】
開催日：11月3日、17日、27日
場所：白井市冨士センター、白井駅前センター、西
白井複合センター
内容：子どもの貧困対策や、多世代交流のために
実施。

ア② エ
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千葉県

顕彰
（薬物乱用防止功
労者表彰式・薬物
乱用防止指導員
研修会）

【薬物乱用防止功労者表彰式・薬物乱用防止指
導員研修会】
開催日：11月6日
場所：千葉県文化会館
内容：薬物乱用防止に功労があった方の表彰式及
び薬物乱用防止指導員向けの研修会

196人 イ(ウ)③

千葉県教育委員
会

顕彰
（千葉県学校保健
研修会）

【千葉県学校保健研修会】
開催日：11月6日
場所：千葉県文化会館
内容：平成30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。

700人 イ(ウ)③

千葉県教育委員
会 その他

【子育て広場「すくすく」】
開催日：11月13日・27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
し、参加者間の交流を深めたり、悩みや問題を共有
したりする。

32人

白井市 その他

【ニート・ひきこもり相談会】
開催日：11月3日
場所：白井市役所
主催・共催：白井市教育委員会
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。

3人 ア①

木更津市 その他

【教育相談教室】
開催日：11月5・13・19・20・22日
場所：まなび支援センター
件数：20件
主催・共催団体名：木更津市
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

イ(エ)②

木更津市
浦安市　ほか
青少年補導セン
ター設置市

その他

【青少年・子育て相談】
内容青少年と保護者等対象とした電話・面接・メー
ル相談を実施

イ(イ)①

我孫子市 その他

【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。

イ(エ)②

我孫子市 その他

【我孫子市子どもの学習支援事業】
開催日：月曜日　18:00～20:00
木曜日　18:00～20:00
場所：月曜日　布佐ステーションホール
　　　木曜日　けやきプラザ11階うなきちさんち
参加人員：月曜日　10人程度
　　　　　木曜日　20人程度
内容： 生活困窮世帯等の子どもたちが将来への希
望を持って就学又は就労ができるよう支援するために
市が実施する学習教室。学校でもない、塾でもな
い、子どもたちのペースで学習ができる居場所としてい
る。

ア① エ

浦安市 その他

【浦安市いじめ110番】
月～金曜日午前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。
【いじめメール相談】（毎日、24時間受け付け）
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、訴え等を市のホームページの
フォームに入力することで受け付け、いじめの早期対
応・解消に努める。

６
その他（顕彰）



最も関係する
重点事項

広報啓発活
動の内容

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

区分 主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

月間関
連事業
の明示

千葉労働局
八千代市　　ほか その他

【就職説明会「第２回合同就職フェアinやちよ」】
開催日時：11月15日　12時～16時
場所：八千代市総合生涯学習プラザ
参加人数：19人
内容：ニート・ひきこもりなどを含めた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。
主催：ちば地域若者サポートステーション
共催：八千代市，千葉労働局
後援：千葉市，習志野市，佐倉市

19人 ア③

(注)「月間関連事業の明示」欄について

実施事業において、印刷物や看板等に「子供・若者育成支援強調月間関連事業」等と明示した事業には★印を付けています。
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