
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

岐阜県 青少年育成県民大会

平成30年11月11日(日) 13:00～16:00
会場 高山市民文化会館
ネット安全・安心ぎふワークショップ取組報告
少年補導部会報告
飛騨圏域の活動発表　等

約400名 オ③

岐阜市青少年育成市民会議第５ブロック ブロック健全育成大会

開催日：１０月２１日（日）
場所：長森コミュニティセンター
出席者：青少年育成関係者等
内容：オープニングセレモニー（富田学園ギター・マ
ンドリン部）、ディベート（中学生+高校生（聖マリ
ア）６０人）

１７３人（中高
生６０人含む） ★ ア② イ(イ)①

岐阜市青少年育成市民会議第４ブロック ブロック健全育成大会

開催日：１１月２４日（土）
場所：南部コミュニティセンター
出席者：青少年育成関係者等
内容：地域発表（茜部）、中学生ボランティア活
動発表

６８人（中高生
１４人含む） ★ ア② イ(イ)①

岐阜市青少年育成市民会議第１ブロック ブロック健全育成大会

開催日：１２月９日（日）
場所：北部コミュニティセンター
出席者：青少年育成関係者等
内容：地域の活動発表（岩野田北）
意見交流

５５名 ★ ア② イ(イ)①

各務原市
青少年育成市民会議 青少年育成市民会議表彰

開催日：10月25日
場所：各務原市産業文化センター
出席者：市長・自治会連合会長・市民会議関係
者等30名
内容：青少年育成功労者及び善行青少年表彰

３０名 ア② イ（イ）① イ（イ）②

羽島市・羽島市青少年育成市民会議 「子ども・若者育成支援強調月間」に
あわせた標語・合い言葉の募集

テーマ「みんなが先生になろう」
募集期間　11/1～11/30
対象　市内在住・在勤・在学の方
参加者　小学生の部 509人、中学生・一般の部
113人
内容　伝えたい思いや見習いたい姿などを分かりやす
い言葉でまとめたもの

623人 ★ ア②

平成30年度「子供・若者育成支援強調月間」実施結果
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山県市青少年育成市民会議/山県市
ＰＴＡ連合会

山県市青少年育成推進大会・山県
市ＰＴＡ連合会研究大会

開催日：１１月１８日
場所：美山中央公民館
出席者：市長、市教育長、青少年育成関係者、
ＰＴＡ役員等
内容：青少年、ＰＴＡ、東北被災地視察の事例
発表、立志教育に関する講座

１７０人 ★ オ② オ③

真正地域青少年育成市民会議 青少年育成ふれあい会議（真正地
域）

青少年育成ふれあい会議（真正地域）
場所：各自治会公民館
参加者：真正地域　約2,000人
内容：自治会を中心とした各地区それぞれが計画
した地域活動

約2000人 ア②

本巣市連合ＰＴＡ 「本巣市連合ＰＴＡ研修大会」

開催日：１１月１６日（金）
大会名：
場　所：本巣市民文化ホール
出席者：市内ＰＴＡ会員他　約400名
配布物：未成年者喫煙防止啓発ティッシュ
　　　　インターネット３ない運動チラシ
講演会：「あした笑顔になあれ～夜回り先生命の授
業」水谷修氏
概　要：市内ＰＴＡ会員による研修大会

約400人 ア① イ(ア)① イ(ウ)①

本巣市青少年育成市民会議 家庭の日啓発図画・ポスター

家庭の日啓発図画・ポスター
参加者：応募者1032点から優秀作品の選考
対象：市内各小中学校
内容：家庭の日に家族そろって地域の行事などに参
加している姿や、明るく温かい家庭生活や家族関係
などが描かれ、『明るく豊かな家庭づくり』の啓発を図
る。

1032人 オ③ オ④

本巣市青少年育成市民会議 朝食レシピコンテスト

朝食レシピコンテスト
参加者：応募者４５６人から優秀作品の選考
対象：市内各小学校５・６年
内容：子どもと保護者のふれ合いによるレシピの作
成・買い物・調理等の一連の朝食づくりをとおして、
栄養バランスの良い朝食摂取を基本とした望ましい
食習慣の形成を図る。

456人 オ①
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笠松町
掲載内容：いっしょに歩みましょう～
子どもサポートセンター　スマイル笠松
～

広報紙による広報
掲載内容：いっしょに歩みましょう～子どもサポートセ
ンター　スマイル笠松～
全戸配布

ー ★ ア① ア②

北方町青少年育成町民会議 ＜北方町少年の主張大会＞

開催日：１１月１７日
場所：きらりホール
出席者：北方町長、町議会議長、町教育長、青
少年育成指導員及び推進員、自治会連絡協議会
長、地区自治会長、地区推進員、学校、PTA関係
者等　　　　　　　　　　　　　　　　           内容：作
文発表、標語＆ポスター表彰

１２０名 ★ ア②

糸貫地域青少年育成市民会議 青少年育成地域づくり事業（糸貫
地域）

青少年育成地域づくり事業（糸貫地域）
場所：各小学校
参加者：約1600人
内容：中学生が中心となって計画運営する、地域
の方々がふれあう交流活動

約1600人 ア②

海津市青少年
育成市民会議 海津市青少年健全育成市民大会

開催日：１１月１７日
ねらい：青少年の健全育成、社会環境浄化及び
非行防止について広く市民の理解を深めるとともに、
家庭・学校・地域社会が一体となって、地域ぐるみの
実践活動をより一層推進し、その定着を図る。
内容：①青少年健全育成優良団体・指導者・優
良少年表彰　②「海津市あったかい絆宣言」取組発
表・青少年健全育成関係団体の活動発表　③家
庭教育講演会：講師　石田 晃 氏

５９３人 ★ ア① イ（イ）① オ①

垂井町青少年
健全育成町民会議 垂井町青少年健全育成大会

開催日：１０月１３日
会場：垂井町文化会館
出席者：町長、町議会議員、教育長、青少年育
成関係者等
内容：少年の主張、地区青少年健全育成の取組
発表、あったかい言葉がけ運動

２６０人 ★ ア② イ（イ）③ イ（ウ）①
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養老町教育振興会 教育振興大会

開催日：１１月１０日　　会場：養老町民会館
出席者：町長・議長・教育長・青少年育成関係
者・ＣＳ運営委員・ＰＴＡ・教職員・区長等
内容：地域で模範となる行動ができている児童生
徒の表彰（挨拶賞・協働賞）・ＣＳ実践発表・Ｃ
Ｓと協働本部の一体化をめざした講演会

３００人 ★ オ④

神戸町青少年
健全育成町民会議

第３２回神戸町青少年健全育成
大会

開催日：１１月３日
場所：神戸町中央公民館　大ホール
出席者：青少年育成関係者等
内容：少年の主張、善行青少年表彰等

５２４人 ★ ア② イ（イ）①

安八町青少年
育成町民会議

第２８回
安八町青少年育成大会

会場：安八町中央公民館
出席者：町長・議員・青少年育成関係者
内容：表彰、わたしの主張（中学生２名の作文
発表）、青少年育成講演会「天気予報で安全・安
心」

３００人 ★ イ（イ）① イ（ウ）① イ（イ）③

海津市青少年
問題協議会

○海津市「あったかい言葉かけ運動」
～子どもを地域で守り育てる市民運
動～

内容：家庭・学校・地域で見つけた心温まる言葉
や、感謝の言葉、エピソードを募集し、市広報誌への
掲載や冊子にして広く市民に紹介し、子どもたちが健
やかに成長できる環境づくりを目指す。

３３１４人 ★ イ(エ)① イ(イ)① オ① ア①

養老町教育委員会 ○「親孝行作文」表彰式・発表会

開催日：１１月１１日　　場所：養老町総合体
育館
出席者：町長・教育長・教育委員会担当者・表彰
児童生徒・保護者・学校関係者

１２０人 イ(ウ)②

１
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揖斐川町青少年育成町民会議 青少年健全育成町民大会

開催日：１１月２４日
場所　：揖斐川町地域交流センター
出席者：町長・青少年育成関係者等３００人
内容　：各種表彰、町民会議活動経過報告
　　　　　小学生県外派遣団報告、中学生英語弁
論体顔出場者による発表
　　　　　高校生による発表

３２３名 ★ ア②

池田町文化連盟 池田町文化祭

場所：池田町中央公民館
参加者：展示・芸能発表等　６３０名
関係者　３０名
内容：展示、芸能、小中学生による作品発表
チラシ・ティシュ・クリアーファイルを配布

６３０名 ★ ア①　　

美濃加茂市青少年育成市民会議 PTA研究発表会＆子どもをたくましく
育てるつどい

開催日：11月17日(日)
会場：美濃加茂市生涯学習センター
出席者：市長，市議会議長，市教育長，青少
年育成関係者，教員等
内容：ネット社会に焦点を当て，大人が子どもの
“今”を探り，意見交流を行う「子育てサミット」を行っ
た。また，合わせて市連合PTAによる研究発表と東
日本大震災被災地での研修報告を行った。

280名 ★ オ② イ(ウ)① オ③

可児市青少年育成市民会議 青少年育成シンポジウム

青少年育成シンポジウム　日にち：11月17日
・わが家の宝物作文・標語優秀賞の表彰
・優秀賞代表児童・生徒の作文発表
・講演
「深刻化するネット問題への対応と大人の役割」
～スマホが手放せない子どもたちの心に迫る～
　講師：竹内和雄　氏

435名 ★ オ② イ(ウ)① イ（ア）②

１
大会、シンポジウム
等の開催
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富加の青少年を守る会 青少年を守るつどい

開催日：11月10日(土)
会場：タウンホールとみか
出席者：町長，町議会議員，青少年関係者，
町民，周辺市町村住民
内容：
①青少年功労者表彰
②宮城研修報告
③青少年のメッセージ
④スポーツ講演会「小さなきっかけから大きな夢へ」
講師　大山加奈氏（元全日本バレーボール選手）

300名 ★ イ（ウ）① ア③

川辺町青少年育成町民会議 家庭の日カレンダー表彰式

開催日：11月24日(土)，25日(日)
　会場：川辺町中央公民館

内容：まなびピア川辺（公民館まつり）にて，今
夏児童生徒から募集した家庭の日啓発図画・ポス
ターの入選者を表彰

100名 オ③ オ① オ②

七宗町社会福祉協議会 福祉まつり

開催日：11月18日(日)
　会場：サンホーム七宗

内容：福祉まつりを開催し，子どもからお年寄りま
でが一堂に会し，音楽やゲームを楽しんだり出店等
で食を満喫したりした。

350名 ★ ア② ア① オ①

七宗町教育委員会 子育て支援セミナー

開催日：11月28日(水)
会場：神渕公民館
内容：人権擁護委員の田尻和光氏を講師に招
き，「子どもとともにまなぶ子育て」の演題で，子育て
中の母親を対象に講演会を開催

30名 ★ オ③
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御嵩町青少年育成町民会議
可児郡PTA連合会

可児郡PTA研究大会・青少年育成
町民大会

開催日：12月1日(土)
場所：中公民館
内容：①教育功労者，笑顔づくり標語入賞者表
彰 ②スマホに関する講和 ③上之郷中学校PTA
の発表

150名 ★ オ② イ(ウ)① オ③

美濃加茂市青少年育成市民会議 標語の募集
「思いやり」をテーマに市内小学校4年生以上の児童
を対象に標語の募集を行った。
　応募総数　618点

618名 イ（エ）③ オ①

関市青少年育成市民会議 関市青少年育成市民会議

開催日：１１月３日
場所：わかくさ・プラザ　多目的ホール
出席者：関市長、関市青少年健全育成協議会
関係者
内容：善行表彰、活動発表

２００名 ア① （１）イ

美濃市青少年
育成市民会議 市民のつどい２０１８

式典、善行表彰、講演
青少年活動発表
中有知小学校（挨拶運動）
士幌町交流事業
美濃市広報誌（１０月１日）

２６０人 ★ ア②

関市青少年健全育成協議会 ふれ愛写真展、
あったか子ども見守り標語展

開催日：１０月２５日から１１月４日まで
場所：わかくさ・プラザ　エントランス
展示点数：写真=２４点、標語=６点

応募数
写真：２４名

標語：３１３名
（１）ア

郡上市青少年育成高鷲地域会議 標語の募集

夏休み期間中に「あいさつ」をテーマとした標語募集
を行ない、優秀作品の表彰を11月25日に行なっ
た。また、作品の掲載されたカレンダーを学校を通じ
て配布し、同時に優秀作品を掲載した回覧を町内
に配布した。

370人 ★ ア②

中濃県事務所 庁内放送 中濃総合庁舎内放送 ー ★ イ(ウ）① オ②



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

多治見市
青少年まちづくり市民会議

平成３０年度多治見市青少年まち
づくり市民大会

開催日：１１月１７日
場所：バロー文化ホール（市文化会館）小ホール
出席者：教育長、青少年まちづくり市民会議関係
者、小中学校教員、小中学校ＰＴＡ、区長、各
青少年育成団体関係者等
内容：①アトラクション（たんぽぽ福祉会による和太
鼓）、②青少年育成功労者表彰、②切磋亭琢磨
氏による落語講演会、 ③アトラクション（小泉中学
校音楽部）

250人 ★ ア① オ①

多治見市校区青少年まちづくり市民会議
地域の特性に合わせた事業を実施
（文化祭、芋掘り、スポーツ大会
等）

校区青少年まちづくり市民会議（13校区）が中心
となって、地域の特性に合わせた事業を実施（文化
祭、芋掘り、スポーツ大会等）

ー ア① オ①

中津川市青少年健全育成推進市民会議 中津川市健全育成大会 (表彰・活動発表・ネット安全講演会） 100名 イ（ウ） イ（エ）② イ（オ） イ（ウ）②

ふるさと神坂総合文化祭実行委員会 ふるさと神坂総合文化祭 (ステージ発表・作品展示） 372名＋65家族 ア②

青少年健全育成推進市民会議山口・坂下・
川上支部

やさか教育のつどい・青少年健全育
成推進大会 (合唱・少年の主張・実践発表等） 多数 ア②

青少年健全育成推進市民会議加子母支部 青少年育成拡大会議 （冬休みに向けて地域行事予定の報告・子どもたち
の生活や注意点の話） 60名 イ（イ）① イ（ウ）①

青少年健全育成推進市民会議蛭川支部 中津川市青少年健全育成推進市
民会議蛭川支部大会

(団体活動発表・上対馬交流発表・少年の主張蛭
川代表発表・小中保近況報告） 110名 ★ ア① ア②

高山市 岐阜県青少年健全育成県民大会 岐阜県青少年健全育成県民大会に参加 ７４人 ア① イ(ウ)① イ(エ)① ウ

飛騨市 岐阜県青少年健全育成県民大会 岐阜県青少年健全育成県民大会に参加 ２６人 ア① イ(ウ)① イ(エ)① ウ



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

下呂市 岐阜県青少年健全育成県民大会 岐阜県青少年健全育成県民大会に参加 ３１人 ア① イ(ウ)① イ(エ)① ウ

白川村 岐阜県青少年健全育成県民大会 岐阜県青少年健全育成県民大会に参加 ７人 ア① イ(ウ)① イ(エ)① ウ

岐阜県 商業施設、パチンコ店への広報 県内商業施設店舗での放送やパチンコ店の電光掲
示板への表示 ー ★

懸垂幕、横
断幕、電光
掲示板等の
掲出

ア②

岐阜県 防犯協会発行、広報誌への掲載 岐阜県防犯協会発行の広報誌への掲載 ー ★ 広報誌(紙)
への掲載 ア②

岐阜県 庁内放送
県庁内放送
庁内放送にて子供・若者育成支援協調月間につい
て広報用の放送

－ ★ その他 ア②

岐阜市 広報誌（紙）による広報、ホーム
ページによる周知

掲載内容：子ども・若者支援強調月間
配布方法：全戸配布 ★ 広報誌(紙)

への掲載 ア②

岐阜市青少年育成市民会議第３ブロック 街頭啓発活動

内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：ＪＲ岐阜駅北口（10/26）
配布物：啓発チラシ・啓発クリアファイル
参加者：MSリーダーズ・MSJリーダーズ・岐阜市青
少年育成関係者等　１４７人

147 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

ア②

岐阜市青少年育成市民会議第２ブロック 街頭啓発活動

内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：マーサ２１（11/4）
配布物：啓発チラシ・啓発クリアファイル
参加者：MSリーダーズ・MSJリーダーズ・岐阜市青
少年育成関係者等　８４人

84 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

ア②



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

岐阜市青少年育成市民会議第４ブロック 街頭啓発活動

内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：ＪＲ岐阜駅南口（11/10）
配布物：啓発チラシ・啓発クリアファイル
参加者：MSリーダーズ・岐阜市青少年育成関係
者等　８０人

80 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

ア②

岐阜市青少年育成市民会議第４ブロック 街頭啓発活動

内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：カラフルタウン（11/17）
配布物：啓発チラシ・啓発クリアファイル
参加者：MSリーダーズ・岐阜市青少年育成関係
者等　８０人

80 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

ア②

岐阜市青少年育成市民会議第５ブロック 街頭啓発活動

街頭啓発活動
内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：領下バロー（11/18）
配布物：啓発チラシ・啓発クリアファイル
参加者：MSリーダーズ・MSJリーダーズ・岐阜市青
少年育成関係者等　３３人

33 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

ア②

岐阜市青少年育成市民会議第４ブロック 街頭啓発活動

内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：芥見バロー（11/18）
配布物：啓発チラシ・啓発クリアファイル
参加者：MSリーダーズ・MSJリーダーズ・岐阜市青
少年育成関係者等　３４人

３４人 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

ア②

羽島市・羽島市青少年育成市民会議 街頭啓発活動

内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：市内商業店舗前5ヵ所
配布物：チラシ・クリアファイル・メモ・めがねふき・ティッ
シュ等
参加者：青少年育成市民会議・保護司会、更生
保護女性会、羽島高校Sクラブ、地区青少年育成
会中学生ボランティア、市職員

56人 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

ア② イ(ウ)① ウ

羽島市 広報紙による広報

掲載内容：子ども・若者育成支援強調月間及び
青少年活動への参加協力の呼びかけ、青少年健全
育成に係る標語・合い言葉の募集
配布方法：市内全戸配布 - ★ 広報誌(紙)

への掲載 ア②



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

羽島市 市行政情報モニターによる広報

掲載内容：子ども・若者育成支援強調月間及び
青少年活動への参加促進、青少年健全育成に係
る標語・合い言葉の募集
配布方法：市内全戸配布 - ★ 広報誌(紙)

への掲載 ア②

各務原市
青少年育成市民会議 広報紙による広報

掲載内容：強調月間の案内
配布方法：全戸配布 ★ 広報誌(紙)

への掲載 ア① イ（ア）①

各務原市
青少年育成市民会議 横断幕による広報 掲載内容：強調月間の案内

設置方法：各務原市役所4階ベランダに設置

懸垂幕、横
断幕、電光
掲示板等の
掲出

ア① イ（ア）①

各務原市
青少年育成市民会議 電光掲示板による広報 掲載内容：強調月間の案内

案内方法：市内27箇所に設置の電光掲示板 ★

懸垂幕、横
断幕、電光
掲示板等の
掲出

ア① イ（ア）①

山県市校区青少年育成市民会議 街頭啓発活動

内容：子ども・若者支援強調月間のＰＲ
場所：市内スーパー
配布物：啓発チラシ・啓発クリアファイル、啓発テッ
シュ
参加者：青少年育成関係者等　１０人

10 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ（ウ）①

瑞穂市
瑞穂市青少年育成市民会議 街頭啓発活動

内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：トミダヤ巣南店店頭
実施日時：10月26日11:30~12:00
配布物：啓発チラシ・啓発クリアファイル
参加者：巣南中学校MSJ・青少年育成推進指導
員・推進員・市内生徒指導主事等　２６人

20人 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ(ウ)① イ(ウ)③

瑞穂市
瑞穂市青少年育成市民会議 街頭啓発活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容：
子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：平和堂穂積店 瑞穂店店頭
実施日時：11月16日（金）15：00~16：00
配布物：啓発チラシ・啓発クリアファイル
参加者：穂積中学校MSJ・瑞穂市担当者・青少
年育成推進指導員・推進員・市内生徒指導主事
等　２６人

20人 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ(ウ)① イ(ウ)③



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

本巣市青少年育成市民会議 広報誌（紙）による広報、啓発リー
フレットの作成

チラシによる広報
掲載内容：本巣市インターネット3ない運動
配布方法：全小中学校の保護者に配布

3100人 ★

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

イ(ウ)① オ②

本巣市青少年育成市民会議 街頭啓発活動

広報誌（広報もとす１１月号）による広報
掲載内容：１１月は、子ども・若者育成支援強調
月間です。
配布方法：全戸配布

ー ★

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

ア①

本巣市青少年育成市民会議 チラシ配布

掲示物の利用
掲出内容：「地域で育てよう　もとすの子」　１１
月：子ども・若者育成支援強調月間
掲出方法：懸垂幕
設置個所：本巣公民館、真正公民館

ー ★

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

ア①

本巣市青少年育成市民会議 横断幕による表示

掲示物の利用
掲出内容：１１月は、子ども・若者育成支援強調
月間です。「地域で育てよう　もとすの子　自分の子
も　となりの子も　よその子も」
掲出方法：電光掲示板
設置個所：根尾地域

ー ★

懸垂幕、横
断幕、電光
掲示板等の
掲出

ア①

北方町 街頭啓発活動

＜街頭啓発活動＞開催日：１１月１１日
場所：ふれあいまつり会場
配布物：フィルタリングチラシ、家庭教育チラシティッ
シュ、マスクなど
参加者：岐阜農林高等学校、岐阜第一高等学
校、青少年育成推進指導員及び推進員

３０名
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ（ウ）① ア① ア② オ③



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

北方町 「家族の一行詩」

開催日：１１月１１日
場所：ふれあいまつり会場
配布物：児童虐待チラシ、ティッシュ
参加者：町職員

３名 広報誌(紙)
への掲載 ウ

西濃県事務所
振興防災課 広報車による広報

広報車による広報啓発
内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：西濃管内市街地

ー ★ その他 ア② イ（イ）① ア②

西濃県事務所
振興防災課

福祉課が開催する配偶者からの暴力
防止及び被害者保護等に関する協
議会における広報

実施日：１１月１日
会場：西濃総合庁舎５－１会議室
※研修会の冒頭で県事務所青少年育成専門職が
強調月間の趣旨を説明し、特に子供の貧困対策や
児童虐待の予防と対応について協力を依頼。

３４人 ★ その他 ウ エ オ④

西濃県事務所
振興防災課

保健所開催の薬物乱用防止研修
会における広報

実施日：１１月７日
会場：西濃総合庁舎大会議室
参加者：薬物乱用防止の指導者、学校関係者
※研修会の終末で、県事務所青少年育成専門職
が強調月間の趣旨を説明し、特に薬物の危険性や
有害性等に関する正しい知識の普及について協力
を依頼。

１００人 ★ その他 イ（ウ）③

神戸町青少年
健全育成町民会議

○道徳教育「標語」掲示（のぼり
旗）

配付日：１１月３０日
場所：町内の地区公民館他
内容：道徳教育啓発標語で入選した１５作品を
のぼり旗にし、町内の公民館へ配付・啓発を行った。
○道徳教育「図画」掲示
開催日：１１月３日～４日
場所：神戸町町民体育館２階競技場
内容：道徳教育啓発図画で入選した１８作品を
文化祭期間中展示。

ー

懸垂幕、横
断幕、電光
掲示板等の
掲出

ア②

揖斐川町青少年育成町民会議 街頭啓発

内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：養老鉄道揖斐駅、ＩＢＩプラザ・バロー揖
斐川店　Ｖドラッグ揖斐川店
参加者：青少年育成推進員、保護司、ＭＳリー
ダーズ、　他６０名
配布物：啓発クリアーファイル、啓発ティシュ・チラシ

６０名 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ（ウ）① イ（ウ）② イ（イ）① イ（ア）②



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

大野町青少年育成町民会議 街頭啓発
内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：道の駅「パレットピアおおの」
参加者：青少年育成関係者・町担当者
配布物：啓発ティシュ・啓発チラシ

２７名 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

（１）ウ （１）オ

揖斐県事務所 街頭啓発（揖斐川町に共催で実
施）

内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：養老鉄道揖斐駅
参加者：揖斐県事務所長、青少年育成専門職、
揖斐川町関係者
配布物：啓発ティシュ・啓発チラシ
活動の概要：県事務所所有啓発用タスキを着用、
揖斐川町手作りの開発のぼり端を立てる、呼びかけ
と啓発物資の配布

３３名 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ（ウ）① イ（ウ）② イ（イ）① イ（ア）②

揖斐県事務所 庁内放送

期間：１１月１日～１１月９日
午前１０時ころ
概要：庁内の放送を担当している部署の方に放送
原稿を渡して、期間内に揖斐庁舎内に放送で啓発
を図る。

ー ★ その他 イ（ウ）① ア②

美濃加茂市青少年育成市民会議 街頭啓発活動

街頭啓発活動
参加者：市長，MSリーダーズ，加茂警察署，

可茂教育事務所，可茂県事務所，青少年育成
担当者等
　開催日：11月10日(土)
　場所：ぎふ清流里山公園
　内容：子ども・若者育成支援強調月間のPR
　配布物：啓発チラシ，啓発クリアファイル，啓発ポ
ケットティッシュ

65名 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ（ウ）① オ②

可児市青少年育成市民会議 街頭啓発活動

街頭啓発活動
参加者：市長，MSリーダーズ(25名)，MSJリー

ダーズ(5名)，可児警察署，可茂教育事務所，
可茂県事務所，青少年育成担当者等
　開催日：11月4日(土)
　場所：大型店舗8店舗，地区センター7か所

配布物：啓発カイロ5,200，啓発ポケットティッ
シュ500，幟36本を開発場所に立てる

294名 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

オ② イ（ウ）③



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

坂祝町青少年育成町民会議 街頭啓発活動
開催日：11月18日(日)
参加者：青少年育成推進員
配布物：県からの啓発チラシ，クリアファイル

9名 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ（ウ）① イ（ウ）② オ②

川辺町青少年育成町民会議 掲示物作成

各町内自治会の子ども会の活動や青少年育成活
動を紹介する掲示物を各自治会が作成し，まなび
ピア川辺（公民館まつり）にて掲示した。
　開催日：11月24日(土)，25日(日)
　会場：川辺町中央公民館

ー

懸垂幕、横
断幕、電光
掲示板等の
掲出

ア②

七宗町青少年育成町民会議 防災無線による啓発

防災無線による啓発
　期日：11月中
　内容：防災無線により以下の内容を放送

「11月は子ども・若者育成支援強調月間です。
家庭での食育の推進や生活時間の改善など，子ど
もや若者の生活習慣の見直しに取り組みましょう」

ー ★ その他 オ① オ②

八百津町
八百津町青少年育成町民会議 横断幕による表示 中央公民館周辺に縦断幕，幟旗を掲出し，強調

月間であることをPRした。 ー ★

懸垂幕、横
断幕、電光
掲示板等の
掲出

イ（イ）① イ（イ）②

白川町青少年育成町民会議 ふるさと祭啓発物品配布

ふるさと祭啓発物品配布
　開催日：11月4日(日)
　会場：町民会館周辺　ふるさと祭会場
　参加者：町民会議運営委員
　配布物：ファイル，ティッシュ，パンフレット

10名 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ(エ)① イ(エ)③

東白川村子ども会育成委員会 ケーブルテレビによる広報活動

ケーブルテレビによる広報活動
内容：子ども会インリーダーの取組で，毎月，家

庭の日のPRをケーブルテレビで実施。
11月の放送内容「今度の日曜日は第三日曜

日，家庭の日です。学校の様子や地域の出来事な
どを家族みんなで話し合いましょう」

25名 その他 オ③

２
広報啓発活動



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

御嵩町青少年育成町民会議 街頭啓発活動

　開催日：11月3日(土)，10日(土)
　会場：3日 津橋公民館前
　　10日 大型店舗(ラスパ，バロー)
　参加者：3日 青少年育成推進委員

10日 町民会議関係者，高校生(東濃高校，
東濃実業高校)

内容：3日 町主催中山道ウォーク参加者へのポ
ケットティッシュ配り
　　10日 こども・若者支援に関するチラシ配布

3日 6名
11日 60名 ★

街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ(ウ)① オ②

可茂県事務所振興防災課 可茂総合庁舎内放送による啓発 内容：子ども・若者育成支援強調月間の啓発 / ★ その他 オ④ ア② イ(ウ)① オ②

美濃加茂市青少年育成市民会議 街頭啓発活動に参加 　期日：11月10日(土)
　会場：ぎふ清流里山公園

美濃加茂市
　65名 ★

街頭キャン
ペーン活動の
実施

オ④ ア② イ(ウ)① オ②

可児市青少年育成市民会議 街頭啓発活動に参加 期日：11月4日(日)
会場：市役所他商業施設等14会場

可児市
　294名 ★

街頭キャン
ペーン活動の
実施

オ④ ア② イ(ウ)① オ②

関市青少年健全育成協議会 街頭啓発活動

内容：子ども・若者育成支援強調月間PR
開催日：１１月３日
場所：市内大型ショッピングセンター
配付物：啓発ポケットティシュ
参加者：関市青少年健全育成協議会・関市少年
補導員連絡協議会関係者

１５名 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

（１）ア （１）イ

美濃市少年
補導センター 美濃市産業祭啓発活動

地域のおじさんおばさん運動
スマートフォンフィルタリング
未成年者喫煙防止啓発　など
１１月１０・１１日の２日間

２０人
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ（イ）① イ（ウ）①



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

美濃市民生部
健康福祉課 児童虐待防止推進月間 美濃市広報誌（１１月１日）による啓発 ー 広報誌(紙)

への掲載 ウ

郡上市青少年育成八幡地域会議 11月15日、街頭啓発活動

内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：バロー八幡店
配布物：啓発チラシ・啓発グッズ
参加者：青少年推進員、補導員、社会教育課職
員

15人 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ（ウ）①

青少年育成
大和地域会議 街頭啓発活動

内容：子ども若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：ショッピングセンターＰＩＯ駐車場
配布物：啓発チラシ・クリアファィル・啓発グッズ
参加者：青少年大和地域会議会員
　　　　大和駐在所、市職員

18人 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ（ウ）①

郡上市青少年育成
白鳥地域会議 街頭啓発活動

日時：平成３０年１１月１３日（火）
　　　　　午後５時３０分～午後６時
会場：バロー白鳥店店舗入口付近
内容：、青少年育成推進員、少年補導員、小中
学校教諭、郡上北高教諭、ＭＳリーダーズ、白鳥
振興課職員により啓発チラシ・グッズ配付を行った。

17人 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ（ウ）①

郡上市青少年育成高鷲地域会議 街頭啓発 11月の月間中、地域の振興事務所と公民館施設
に啓発グッズを設置、配布した。 ー ★

街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ(ウ)①

青少年育成推進員美並支部 街頭啓発活動
内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：郡上市立郡南中学校（美並町）
配布物：啓発チラシ・啓発クリアファイルなど

４人 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ(ウ)① イ(ウ)②

郡上市青少年育成和良地域会議 声掛け運動 郡上東中学校校門前あいさつ声掛け運動 10人 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ(イ)①



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

東濃西部少年センター 多治見駅前啓発活動

内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：多治見駅周辺
配布物：啓発ティッシュ・啓発マスク
参加者：市長、警察署長、駅長、市内４高校生
徒会、地区少年指導員等

100人 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

ア① オ①

土岐市青少年育成市民会議 街頭啓発活動

内容：子ども・若者育成支援強調月間のPR
場所：JR土岐市駅前
配布物：啓発チラシ・啓発ポケットティッシュ・啓発
グッズ
参加者：市内3高校生徒・保護司会・更生保護
女性会・東濃西部少年センター・多治見小売酒販
組合土岐支部・教育委員会等

約60人 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

ア① ア② イ(ウ)① イ(ウ)②

土岐市市内各町青少年育成会 街頭啓発活動
内　容：青少年の非行・被害防止強調月間のPR
場　所：市内各町
参加者：各町青少年育成会　等

ー ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

ア① ア② イ(ウ)① イ(ウ)②

土岐市青少年育成市民会議 広報誌（紙）による広報 掲載内容：強調月間の周知
配布方法：全戸配布 ー ★ 広報誌(紙)

への掲載 ア①

瑞浪市青少年育成市民会議 街頭啓発活動

開催日：10月21日（日）～11月11日（日）
内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：中央公民館・各地区公民館
配布物：啓発チラシ・啓発ファイル・啓発マスク・啓
発ティッシュ
参加者：青少年育成関係者・MSリーダーズ・瑞浪
市担当者等

１２０人 ★
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ（ウ）① オ② イ（エ）①

瑞浪市青少年育成市民会議 広報誌（紙）による広報
掲載内容：ネットの安全・安心利用（子どものスマ
ホにはフィルタリングを）
配布方法：市内全戸配布

ー ★ 広報誌(紙)
への掲載 イ（ウ）① オ②



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

東濃県事務所 庁内放送
庁内放送(期間中毎日昼休みに啓発放送を実
施）
11/1～11/30

ー ★ その他 （１）ア （１）イ （１）オ

東濃県事務所 広報啓発活動

 啓発放送
１１月が強調週間であることを広報車にて啓発）
11/5  11/6　11/7 11/13　11/21 11/22
11/28

ー ★ その他 （１）ア （１）イ （１）オ

東濃県事務所 啓発物配布 事務所正面玄関に啓発ティッシュを設置。
11/1～11/30 ー ★ その他 （１）ア （１）イ

東濃西部少年センター 多治見駅前啓発活動

多治見駅前啓発活動（多治見市教育委員会、
高校生、西部少年センター指導員とともに、駅前で
ティッシュを配って強調月間の啓発）
実施中：11/10

１５１人 ★
街頭キャン

ペーン活動の
実施

（１）ア （１）イ

青少年健全育成推進市民会議中津支部 のぼり旗設置 自治会ごとに啓発用のぼり旗設置 ー ★

懸垂幕、横
断幕、電光
掲示板等の

掲出

イ（ウ）③

中津川市各地域事務所 広報誌への記載 地域版広報誌11月号に強調月間について記載 ー ★ 広報誌(紙)
への掲載 (2)

青少年健全育成推進市民会議落合支部 広報物資の設置 スマホフィルタリングのPRチラシ窓口に設置 ー

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

イ（ウ）①



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

青少年健全育成推進市民会議坂下支部 広報物資の設置 公共施設窓口啓発チラシ等配付活動 ー ★

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

イ（ウ）②

青少年健全育成推進市民会議加子母支部 啓発物資の配布 啓発リーフレットの配布活動 60名 ★

ポスター、リー
フレット、啓発
物品等の作
成・配布

ア②

恵那市青少年育成市民会議・恵那市少年セ
ンター 街頭啓発 街頭啓発活動（子ども・若者育成支援強調月間

のPR） 52名 ★
街頭キャン

ペーン活動の
実施

イ（エ）① イ（ア）① イ（ウ）①

恵那市 広報誌への掲載 広報紙による広報（ネットの安全・安心利用） ー ★ 広報誌(紙)
への掲載 イ（ウ）①

恵那県事務所
振興防災課 街頭啓発 街頭啓発巡回広報活動（車にて）

庁舎内啓発放送 3名
街頭キャン
ペーン活動の
実施

イ(ｱ)② イ(ｱ)①

飛騨県事務所 街頭啓発 街頭啓発活動 １６１人 ★
街頭キャン

ペーン活動の
実施

イ(ｱ)② ア② オ①

高山市 街頭啓発 街頭啓発活動 １６１人
街頭キャン

ペーン活動の
実施

イ(ア)② ア① オ①



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

高山市 広報誌による啓発

広報誌による啓発
掲載内容：１１月は「子ども・若者育成支援強調
月間」です。青少年の健全育成、社会環境
浄化、非行防止、さらに、心豊かで明るい家庭づくり
について考えてみませんか。

ー ★ 広報誌(紙)
への掲載 ア① オ①

飛騨市 街頭啓発活動 街頭啓発活動 ３０人 ★
街頭キャン

ペーン活動の
実施

イ(イ)③ ア① オ①

下呂市 広報誌による啓発
広報誌による啓発
掲載内容：１１月は「子ども・若者育成支援強調
月間」です。～支えよう 輝くひとの 夢みらい～

ー ★ 広報誌(紙)
への掲載 ア① オ①

白川村 広報誌による啓発
広報誌による啓発
掲載内容：いちはやく　知らせる勇気　つなぐ声
　　　　　　（児童虐待防止推進月間と併せて）

ー ★ 広報誌(紙)
への掲載 ウ イ(エ)① イ(イ)①

白川村 村民カレンダーへの記載 村民カレンダーに記載することによる啓発 ー ★ 広報誌(紙)
への掲載 ア① オ①

飛騨県事務所
（高山市と合同） 街頭啓発活動

街頭啓発活動
内容：子ども・若者育成支援強調月間のＰＲ
場所：駿河屋アスモ店、ピュア高山店周辺
配布物：啓発チラシ・啓発ティッシュ
参加者：MSリーダーズ・高山警察署・高山市担当
者・青少年育成関係者等

１６１人 ★
街頭キャン

ペーン活動の
実施

イ(ウ)① ア① オ①

岐阜県 子ども・若者支援担当者研修

子ども・若者支援担当者研修
相談・支援機関の担当者に向けた専門的知識習
得のための研修
11月16日実施　テーマ「ひきこもり」

約90名 ア①



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

本巣市各地域生徒指導主事会 各地域（根尾・本巣・糸貫・真正）
生徒指導連絡協議会

場所：各地域の小中学校
参加者：本巣市内の幼保小中学校生徒指導主
事
内容：冬休みに向けた青少年の非行・被害対策に
ついて、いじめ防止について

ー イ(エ)① イ(イ)① イ(ウ)① イ(ウ)②

岐南町青少年
育成町民会議 町の防災行政無線での啓発

内容：家庭・学校・地域が連携協力した、子どもた
ちを孤立させないための青少年健全育成活動の実
践を呼び掛けた。

ー オ④

大垣市教育委員会生徒指導主事会 大垣市小中学校合同生徒指導主
事会

場所：大垣市教育総合研究所
参加者：教育委員会、各校生徒指導主事、警察
署少年補導官、顧問校長　４０人
内容：市内小中学校の問題行動報告や状況の確
認、情報交流、冬休みの生活についてなど

４２人 イ（イ）① ウ エ

海津市青少年　育成推進員 研修会名：情報モラルワークショップ

会場：日新中学校
参加者：教職員、生徒（中学２年）・保護者・
青少年育成関係者
内容：ネットトラブルに巻き込まれないために

ー イ(ウ)①

西濃県事務所振興防災課 西濃地域現地機関青少年連絡会
議

内容：西濃管内の青少年育成・保護に係る情報
交流、圏域の青少年行政に係る意見交流
実施日：１２月３日
会場：西濃総合庁舎４－１会議室
参加者：西濃県事務所長・副所長、大垣警察署
長、西濃保健所長、西濃教育事務所長、西濃子
相所長、福祉課長（西濃・揖斐）、青少年育成
専門職（西濃・揖斐）

１１人 ア① ウ エ イ（ア）①

揖斐川町青少年育成町民会議 青少年育成推進員会定例会

会議名：青少年育成推進員会定例会
場所：揖斐川町地域交流センター
参加者：青少年育成推進員等２０名
内容：ケータイ・ネットの安全・安心利用に関するこ
と

１３名 イ（ウ）①



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

大野町青少年育成関係者 青少年育成指導員・推進員・育成
員合同研修会

会議名：青少年育成指導員
推進員・育成員合同研修会
場所：大野町総合町民センター
参加者：指導員・推進員・育成員
内容：講演会「大規模災害発生時の非常食の必
要性」

４０名 イ(イ)①

岐阜県青少年育成県民会議
（可児市青少年育成市民会議） 青少年育成県民大会 開催日：11月11日（日）

会場：高山市市民文化センター 8名 イ(ウ)① オ② オ③

岐阜県青少年育成県民会議
（富加の青少年を守る会） 岐阜県青少年健全育成県民大会 開催日：11月11日(日)

会場：高山市市民文化センター 3名 オ① イ（ウ）① オ② オ③

七宗町青少年育成町民会議 青少年育成推進指導員定例会議

開催日：10月2日(火)
会場：木の国七宗コミュニティセンター
内容：青少年の健全育成に伴う事業推進について
の協議，強調月間に伴う協議を行った。

8名 ア① イ（ｲ）① イ（ウ）① オ②

七宗町教育委員会 子育て支援セミナー（再掲）

開催日：11月28日(水)
会場：神渕公民館
内容：人権擁護委員の田尻和光氏を講師に招
き，「子どもとともにまなぶ子育て」の演題で，子育て
中の母親を対象に講演会を開催

30名 ★ オ③

岐阜県青少年育成県民会議
（白川町青少年育成町民会議） 岐阜県青少年健全育成県民大会

開催日：11月11日(日)
会場：高山市市民文化センター
参加者：町民会議運営委員

4名 イ（ウ）①

可茂地区青少年育成推進指導員協議会
（白川町青少年育成町民会議）

可茂地区青少年育成推進指導員
特別研修会

開催日：12月5日(水)
会場：美濃加茂市生涯学習センター
参加者：町民会議運営委員

4名 イ（ウ）①

３
研修会・講習会の
開催
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点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)
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動の内容区分

月間
関連
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示

可茂地区青少年育成推進指導員協議会 可茂地区青少年育成推進指導員
特別研修会

期日：12月5日(水)　19：00～
会場：美濃加茂市生涯学習センター
内容：講演会（リオ五輪女子バレーボールチームに
帯同したトレーナーによるメンタルを含めたヘルスケ
ア，リーダーシップの在り方等に関する講話）
講師：宮口佳子氏
参加者：県推進指導員，市町村青少年育成関
係者，市町村担当者

30名 ア③ オ③

関市少年センター 関市少年センター運営協議会

開催日：１１月１日
場所：わかくさ・プラザ
参加者：運営委員
内容：冬休み街頭補導、青色回転灯パトロール計
画等

２４名 （１）イ

関市少年補導員連絡協議会 関市少年補導員連絡協議会

開催日：１１月１日
場所：わかくさ・プラザ
参加者：協議会委員
内容：冬休み街頭補導、青色回転灯パトロール計
画等

１９名 （１）イ

郡上市青少年育成高鷲地域会議 キャリア講演会
11月27日（火）高鷲中学校にて地元在住の講
師を迎え、将来の夢や職業を考えるキャリア講演会
を実施した。

120人 ア②

明宝中ブロックＰＴＡ・青少年育成明宝地域
会議 明宝地域教育講演会

【講演題名】経験したことのない大雨、
　　　　　　そのときどうする
【講師名】郡上市防災士会
　　　　　　水谷しのぶ　氏

60人 ア②

瑞浪市青少年育成市民会議地域活動部会 研修会名：高校生と語る会

開催日：12月9日（日）
内容：若者と地域とのかかわり
　　　（高校生の司会進行による意見交流会）
場所：瑞浪市総合文化センター
参加者：高校生、瑞浪市青少年育成市民会議
地域活動部会員、各町民会議関係者等

６０人 ★ ア② イ（エ）③
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関連
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東濃西部青少年育成推進指導員連絡協議
会

第２回東濃西部青少年育成推進
指導員連絡協議会（兼）平成２
８年度青少年育成推進指導員連
絡会（研修会）

実施日：11/2
出席者：青少年育成推進指導員3人、３市担当
課8人、青少年育成専門職
講師：瑞浪南中校長、多治見警察生活安全課
長・西部少年センター所長、子ども相談センター主
任
内容：
授業参観と校長講話
警察・西部少年センター、子ども相談センターから、
青少年の現状把握。
・東濃西部３市・県事務所の取り組み交流　等

１６人 ★ （１）イ （１）ウ （１）オ （１）ア

青少年健全育成推進市民会議苗木支部 講和 講話（スマホ・ケイタイ安全教室） 36名 イ（ウ）① イ（エ）① オ②

交通安全協会落合支部 講習会 交通法令講習会(ポスター・標語入賞者表彰） 50名 イ（イ）③

加子母教育協議会 地域参加型授業参観 加子母教育の日(地域住民を講師とする地域参加
型授業参観） 300名 ア②

恵那県事務所
振興防災課

・講演「子どもをやるきにさせるコミュニ
ケーション」

学校と連携した体験活動等について
実践的な組織について 約200名 ア② イ(ｴ)③ オ③

飛騨市 講演会

飛騨市乳幼児・幼児学級合同講演会
内容：講師にラッキィ池田氏を招いて「ダンスは共通
言語！親子で踊ってオドリンピック！」と題して、家庭
教育の講演会を行った。

２３０人 イ(ウ)① イ(イ)① イ(エ)① オ①

白川村 生徒指導主事部会 生徒指導主事部会・青少年育成推進指委員会合
同会議 ８人 イ(ウ)① イ(イ)① イ(エ)① オ①
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関連
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飛騨県事務所 庁内放送

庁舎内放送による啓発活動
場所：総合庁舎
内容：別紙原稿による
方法：週に１回定時に放送

ー ★ イ(ウ)① ア① オ①

岐阜県 立入調査 岐阜市内ネットカフェ等の立ち入り調査
11月8日、26日　延べ8名 8名 イ(ウ)①

岐阜市教育支援センター 立入調査
書店・コンビニ・携帯電話事業者への立入調査
場所：市内書店・コンビニ・携帯電話事業者
参加者：県立入調査員

5人 イ(ウ)②

岐阜市教育支援センター 夜間巡回

夜間青色回転等パトロール
場所：市内一円
参加者：少年補導員、専任補導員
延べ　79人

61人 イ(イ)① イ(イ)③

各務原市
青少年育成市民会議 通学路見まもり隊ふれあい交流会

通学路見まもり隊ふれあい交流会
開催日：11月～3月
場所：市内各小学校
参加者：学校長・児童・通学路見まもり隊員・市
民会議関係者等
内容：感謝状贈呈・通学班別交流

校区見まもり隊
登録者 イ（イ）① イ（イ）② イ（イ）③

各務原市
少年センター 立入調査

立入調査
実施日：11月6/7/8日
調査員：少年センター職員・小中学校生徒指導主
事等のべ10名
内容：コンビニ・カラオケ店・マンガ喫茶等への立入
調査及び指導

のべ10名 イ（ア）① イ（ア）② イ（ウ）②
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各務原市
少年センター 白いポスト投函物回収

白いポスト投函物回収
実施日：11月12日
場所：名鉄・JR各駅構内
回収員：少年センター職員2名
内容：白いポストに投函されている有害図書等の
回収

2名 イ（ウ）②

各務原市
少年センター 青色回転等パトロール

青色回転等パトロール
実施日：11月7/13/30日
巡回員：少年センター職員2名
内容：小中学生の通学路や危険箇所、不審者頻
出地域の巡回

2名 イ（イ）① イ（イ）② イ（イ）③ イ（オ）

山県市 立入調査

立入調査
青色回転灯パトロール
内容：有害図書の取扱に関するコンビニ等への調
査、携帯電話販売店への注意喚起、市内の公園
等への夜間見回り

１０人 イ（ウ）① イ（ウ）②

本巣市青少年育成市民会議 あったかい言葉かけ運動

参加者：応募者2967人から優秀作品の選考
対象：市内各小中学校・各ＰＴＡ・一般
内容：ぬくもりやきずなを表している心をあったかくす
る「言葉」を、そのエピソードとともに募集・紹介するこ
とにより、集団（家族・学級・地域など）の一員とし
ての自覚を高めて自分に係わる人への思いやりを深
めたり、子どもと大人が共に夢や思いを語ったりする機
会とする。

2967人 イ（エ）① ウ

本巣市青少年育成市民会議 街頭あいさつ運動 場　所：小中学校の通学路及び校門付近
参加者：市民会議会員　約３００名 約300人 イ(イ)① ア②

本巣市 立入調査

立入調査
内容：有害図書の取扱に関する書店・コンビニ等へ
調査、深夜入場制限に関する漫画喫茶・カラオケ店
への深夜立入調査
本巣地域　調査員４人、糸貫地域　調査員３
人、真正地域　調査員３人

10人 イ(ウ)②

岐南町 立入調査

立入調査
内容：岐阜県青少年健全育成条例による立入調
査を実施。ビデオレンタル店、刃物等販売業者等の
調査を３人で行った。

3名 イ（ウ）②
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笠松町 青少年補導巡回活動

青少年補導巡回活動
巡回場所：通学路、駅、公園、コンビニ等
参加者：役場担当者、生徒指導主事、民生委
員、青少年育成員、ＰＴＡ関係者
内容：地域通学路や児童
生徒の立ち入りそうな施設を巡っての安全啓発補導
活動

ー イ（イ）① イ（ウ）②

笠松町 立入調査

立入調査
巡回場所：町内コンビニエンスストア
参加者：立入調査員
内容：青少年育成条例の周知と有害図書の取り
扱いの確認及び指導

ー イ（ウ）② イ（イ）①

北方町登下校安全巡視員 ＜登下校見守り＞ 内容：小学生の登下校に合わせて通学路を巡回
し、見守り ９名 イ（イ）①

大垣市教育
総合研究所

街頭補導（中山道赤坂宿祭り・元
禄芭蕉まるごとバザール）

　
内容：大垣市少年支援員を中心に祭りの街頭補
導を行う。

１７人 イ（イ）① イ（ウ）②

大垣市教育委員会
社会教育スポーツ課 立入調査 内容：有害図書の取扱に関する書店・コンビニ等へ

の調査。携帯電話販売店への調査 ２人 イ（ウ）②

海津市 立入調査

日時：１１月２２日
内容：有害図書の取扱に関する書店・コンビニ等の
調査、深夜入場制限に関する漫画喫茶・カラオケ店
の深夜立入調査、有害図書自動販売機実態調査

ー イ(ウ)②

養老町 立入調査 内容：有害図書の取扱に関する書店・コンビニ等の
調査、ゲームセンター等の見回り等 １５人 イ（ウ）①
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垂井町 立入調査 内容：有害図書の取扱に関する書店、コンビニ等の
調査 １５人 イ（ウ）①

神戸町神戸町青少年健全
育成町民会議

街頭補導指導
青色回転灯パトロール
立入調査

参加者：少年補導員、町民会議、町担当者など １５名 イ(ウ)②

安八町青少年育成町民会議
安八町教育委員会 地域巡回パトロール 青色回転パトロールによるパトロール ９５名 イ（イ）① イ（ウ）② イ（イ）③ イ（イ）②

西濃県事務所
振興防災課 立入調査 全店立入調査

実施日：１１月１５日 ６９名 イ（ウ）② イ（ウ）①

大野町少年補導員 ふれあい子ども広場

ふれあい子ども広場
実施日：11月10日
場所：市内各小学校
参加者：ふれコミ隊員・中学生・各団体運営委員・
青少年教育課職員等
内容：各ブースの運営補助ボランティア

250名程 （１）ウ （１）イ

池田町 ふれコミの集い③「パターゴルフ大会」

実施日：12月2日
場所：リバーサイド21
参加者：ふれコミ隊員・市民会議関係者・青少年
教育課職員等
内容：各校区の活動交流及びパターゴルフ

105名
（ふれコミ隊・市
民会議関係者）

イ（イ）①



最も関係する重
点事項
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揖斐県事務所 募金活動

実施日：12月2日
場所：ピアゴ各務原店
参加者：ふれコミ隊員
市民会議関係者・青少年教育課職員等
内容：赤い羽根共同募金活動

20名
（ふれコミ隊・市
民会議関係者）

イ（ウ）② イ（ウ）①

美濃加茂市少年センター 補導パトロール
補導パトロール
開催日：火曜日，木曜日
内容：商業施設・駅・公園等の市内各地区を巡回

26名 イ（ｲ）①

美濃加茂市 立入調査

立入調査
開催日：11月14日(水)，21日(水)
内容：コンビニや携帯電話取扱店を立入調査し，
有害図書類の区分陳列やフィルタリングの説明義務
等について確認，指導する

5名 イ（ウ）② イ（ウ）①

可児市少年センター 定例巡回補導

定例巡回補導
　実施日：11月8日(木)，9日(金)，10日
(土)，12日(月)，13日(火)，14日(水)，18日
(日)，21日(水)，22日(木)
　　15時～17時 2回，17時30分～19時30分
4回，20時～22時 3回

29名 イ（ウ）②

可児市 立入調査

立入調査
　開催日：11月14日(水)，21日(水)，22日
(木)，28日(水)
　内容：コンビニや携帯電話取扱店を立入調査
し，有害図書類の区分陳列やフィルタリングの説明
義務等について確認，指導する

12名 イ（ウ）② イ（ウ）①

坂祝町 もとすボランティア４４

もとすボランティア４４
開催日：１０月２１日（日）
場所：本巣地域全域
参加者：文化・スポーツ各種団体　約600人
内容：地域の清掃を中心とする奉仕活動

約600人 イ（ウ）②

富加町 中学生による地域貢献活動など

中学生による地域貢献活動など
・笠松中学校職場体験
・笠松町美術展参加(作品出展）
・小学校行事等のボランティア
・笠松町挨拶運動

ー イ(ア)① イ（ウ）②
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川辺町青少年育成町民会議 高校生（岐工生）による地域貢献
活動

高校生（岐工生）による地域貢献活動
小学校行事のボランティア ー イ（ｲ）① イ（ｲ）③

川辺町 「子どもサミットの日」活動 「子どもサミットの日」活動
内容：毎月末、登下校のゴミ拾い及びあいさつ運動

小中児童生徒
教職員、町民会
議メンバー、　　保

護者、地域の
方々

イ(ウ)②

七宗町 立入調査

立入調査
開催日：11月14日(水)
内容：コンビニ等に立入調査し，有害図書類の区
分陳列の徹底などを指導

2名 イ(ウ)②

東白川村青少年育成推進委員会 小学校スクールバス下校指導

小学校スクールバス下校指導
場所：東白川小学校
参加者：青少年育成推進委員会
内容：スクールバスに同乗し，下校指導，通学路
の巡視を行う

5名 イ(イ)③ イ(イ)①

御嵩町青少年育成町民会議 あいさつ運動

あいさつ運動
　開催日：11月19日(月)
　会場：町内各所
　参加者：町民会議関係者
　内容：児童生徒の登校時に挨拶活動を行う

60名 イ（ｲ）① イ（ｲ）③

御嵩町青少年育成町民会議 付き添い下校

付き添い下校
開催日：11月14日(水)
参加者：おSUN歩あるきたいメンバー
内容：｢おSUN歩あるきたい｣の活動の一環として，
児童の下校に付き添う

10名 イ（ｲ）① イ（ｲ）③

御嵩町 立入調査

立入調査
開催日：11月22日(木)
内容：コンビニや携帯電話取扱店を立入調査し，
有害図書類の区分陳列やフィルタリングの説明義務
等について確認，指導

3名 イ（ウ）② イ（ウ）①

４
青少年保護育成
巡回活動、環境浄
化活動等



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

可茂県事務所振興防災課 通常立入調査

通常立入調査
　期日　11月16日(金)
　場所　美濃加茂市内
　　　　　・図書類等取扱業者
　　　　　・刃物等販売業者
　　　　　・携帯電話事業者
　参加　可茂県事務所振興防災課

2名 イ（ウ）① イ（ウ）②

可茂県事務所振興防災課 深夜立入調査

深夜立入調査
　期日：11月21日(水)
　場所：美濃加茂市内
　　　　　・深夜入場制限施設
　　　　　・まんが喫茶・インターネットカフェ
　参加：可茂県事務所振興防災課
　参加　加茂警察署生活安全課

3名 イ（ウ）② イ（ウ）①

関市少年センター 立入調査

立入調査
開催日：１１月１日
場所：市内書店、コンビニエンスストア
参加者：立入調査員

４名 イ(ウ)①

関市少年補導員連絡協議会 青色回転灯パトロール

青色回転灯パトロール
開催日：１１月３日～１１月２９日
場所：市内
参加者：専任補導員等

２４名 イ(ウ)①

立入調査
美濃市班 立入調査 立入調査１１月２８日

青少年健全育成条例による立入調査 ２人 イ（ウ）②

美濃市少年
補導センター 夜間巡回 夜間巡回、青色回転灯パトロール

１１月２・１６・２２・３０日の４日間 ５人 イ（イ）①



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

郡上市青少年育成
八幡地域会議 広報車による巡回

広報車による町内巡回
青色回転灯パトロール車による巡回を実施
11月2,9,16,20,30日

15人 ★ イ(イ)①

郡上市青少年育成
白鳥地域会議 あいさつ運動

あいさつ運動
日時：毎週水曜日午前７時～８時
場所：長良川鉄道美濃白鳥駅
内容：青少年推進員、少年補導員により児童生
徒への声かけを実施

12人 イ（イ）①

青少年育成明宝地域会議 あいさつ運動
あいさつ運動
【場所】明宝中学校・明宝小学校・小川小学校の
校門前に立って、あいさつ運動を展開

33人 イ（イ）①

郡上市 立入調査

○立入調査
内容：有害図書の取扱に関する書店・コンビニ等へ
調査、刃物等販売業者、カラオケ店への立入調査
等

2人 イ(ウ)②

中濃県事務所 一斉立ち入り調査

場　所：関市、美濃市、郡上市の各店舗
実施者：各立入調査員
特別立入調査
場　所：関市内のカラオケ店、マンガ喫茶
実施者：中濃県事務所立入調査員２名

― イ(ウ）② イ(ウ）①

東濃県事務所 多治見市内店舗立入調査
多治見市内店舗立入調査
内容：有害図書の取扱に関する書店・コンビニ等へ
調査等

２３人 イ(ウ)①

土岐市青少年育成市民会議 街頭啓発活動 街頭啓発活動
内容：広報車による啓発活動・巡回 ー ★ ア① ア② オ①

東濃県事務所 土岐市内店舗立入調査
土岐市内店舗立入調査
内容：有害図書・刃物の取扱に関する書店・コンビ
ニ等、携帯電話事業者等へ立入調査

１２人 イ(ウ)② イ(ウ)①



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

東濃西部少年センター 少年センター声かけ活動
少年センター声かけ活動
内容：土岐地区各班が各地区において、夕方に声
かけ活動を実施

約60人 イ(ア)① イ(ア)② イ(イ)①

東濃西部少年センター瑞浪地区指導員 街頭補導 街頭補導 38名 イ（ウ）②

東濃県事務所 瑞浪市内店舗立入調査

瑞浪市内店舗立入調査
内容：有害図書の取扱に関する書店・コンビニ等へ
調査、有害刃物の販売に関する店舗へ調査、携帯
電話販売店でのフィルタリング利用の徹底に関する
調査

１０人

私学振興・青少年課及び東濃県事務所 立入調査 立入調査（課題のある店舗への立入調査）
11/13　 11/20 ５人 イ(ウ)①

東濃県事務所 立入調査 携帯電話事業所への立入調査 １７人 イ(ウ)① ア①

青少年健全育成推進市民会議苗木支部 巡回活動 夜間青色パトロール巡回活動 11名 イ（イ）①

青少年健全育成推進市民会議中津支部 巡回活動 街頭補導巡回活動 11名 イ（イ）①

神坂学校PTA・青少年健全育成市民会議神
坂・馬籠支部 パトロール 幼稚園・小学校低学年下校時に合わせた青色回

転灯パトロール実施 ー イ（イ）①

青少年健全育成市民会議山口支部 あいさつ運動 山口小学校前でのあいさつ運動 8名 イ（イ）①



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

青少年健全育成市民会議付知支部 あいさつ運動 小中学校での登校時あいさつ運動 19名 イ（イ）①

加子母中学校・青少年健全育成市民会議
加子母支部 あいさつ運動 小中地域合同あいさつ運動 20名 イ（イ）①

青少年健全育成市民会議蛭川支部 パトロール 夜間巡回パトロール 23名 イ（イ）①

蛭川老人クラブ 見守り活動 小中学生徒の下校時見守り活動 100名 ★ イ（イ）③

恵那市 立入調査 有害図書取扱書店
コンビニエンスストア等への調査 ー イ（ウ）②

恵那県事務所
振興防災課 立入調査

通常立入調査の強化
有害図書の陳列方法等の状況把握と指導。携帯
電話扱い店舗への立入調査実施

26名 イ(ｳ)②

飛騨県事務所 立入調査 立入調査の実施 ４人 イ(ウ)①

高山市 立入調査 立入調査の実施 １５人 イ(ウ)①

飛騨市 立入調査 立入調査の実施 ６人 イ(ウ)①

下呂市 立入調査 立入調査の実施 ６人 イ(ウ)①

白川村 立入調査 立入調査の実施 ２人 イ(ウ)①

高山市 巡回活動 高山市少年補導センター巡回補導活動 ４５人 イ(ウ)①

白川村 声掛け運動

チラシ配布による啓発
子どもたちの生活が乱れがちになる祭礼時期の目配
りと、祭り練習に励む子どもたちへの
言葉かけの推進（全戸配布）

ー イ(ウ)① ア① オ①



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

飛騨県事務所 立入調査

立入調査
内容：有害図書の取扱に関する書店・コンビニ店、
携帯電話販売店、カラオケ店、有害玩具店等の調
査と携帯電話販売店での聴き取り調査

３３人 イ(ウ)①

岐阜県 高校生のびのびプロジェクト

地域・学校での街頭啓発活動やボランティア活動へ
の積極的な参加、社会のルールやマナーについての
学習等の高校生の様々な自主的取組を推進する
ため、高校生が参加・協力できる県・市町村等によ
る事業を集約し、各高等学校等に情報を提供す
る。

ー ★ ア②

羽島市教育支援センター 白いポスト投函物回収
白いポストの設置
場所：名鉄羽島市役所前駅内
中身回収結果：雑誌 19冊、DVD 23枚

3人 イ(ウ)②

各務原市各小学校区
運営委員会 市民運動会

市民運動会
実施日：9月～10月
場所：市内各小学校
参加者：ふれコミ隊員・中学生・各団体運営委員
等
内容：スターターや器具出し、アナウンス等の運営ボ
ランティア

ア② ア① ア③

各務原市
教育委員会
スポーツ課

スポーツげんき祭2018

スポーツげんき祭2018
実施日：10月8日
場所：市民公園
参加者：ふれコミ隊員・スポーツ課職員・青少年教
育課職員等
内容：軽スポーツの活動補助ボランティア

20名 ア②

各務原市
青少年育成市民会議 ふれコミの集い②「一斉清掃」

ふれコミの集い②「一斉清掃」
実施日：10月20日
参加者：ふれコミ隊員・市民会議関係者・青少年
教育課職員等
内容：各校区通学路及び学校周辺の清掃活動

163名
（ふれコミ隊・市
民会議関係者・
学校関係者）

ア②



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

各務原市
青少年育成市民会議 地下道清掃

地下道清掃
実施日：11月3/10/24/25日
参加者：ふれコミ隊員・市民会議関係者・青少年
教育課職員等
内容：国道21号線沿いの地下道清掃

ア②

各務原市各小学校区
運営委員会 ふれあい子ども広場

ふれあい子ども広場
実施日：11月10日
場所：市内各小学校
参加者：ふれコミ隊員・中学生・各団体運営委員・
青少年教育課職員等
内容：各ブースの運営補助ボランティア

250名程 ア②

各務原市
青少年育成市民会議 ふれコミの集い③「パターゴルフ大会」

ふれコミの集い③「パターゴルフ大会」
実施日：12月2日
場所：リバーサイド21
参加者：ふれコミ隊員・市民会議関係者・青少年
教育課職員等
内容：各校区の活動交流及びパターゴルフ

105名
（ふれコミ隊・市
民会議関係者）

ア②

各務原市
青少年育成市民会議 募金活動

募金活動
実施日：12月2日
場所：ピアゴ各務原店
参加者：ふれコミ隊員・市民会議関係者・青少年
教育課職員等
内容：赤い羽根共同募金活動

20名
（ふれコミ隊・市
民会議関係者）

ア②

本巣市青少年育成市民会議 もとすボランティア４４

もとすボランティア４４
開催日：１０月２１日（日）
場所：本巣地域全域
参加者：文化・スポーツ各種団体　約600人
内容：地域の清掃を中心とする奉仕活動

約600人 ア②

笠松町
笠松中学校
笠松町内の３小学校

中学生による地域貢献活動など

中学生による地域貢献活動など
笠松中学校職場体験
笠松町美術展参加(作品出展）
小学校行事等のボランティア
笠松町挨拶運動

ー ア②

笠松町内の２小学校 高校生（岐工生）による地域貢献
活動

高校生（岐工生）による地域貢献活動
小学校行事のボランティア ー ア②



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

北方町内全小中学校児童生徒 「子どもサミットの日」活動 内容：毎月末、登下校のゴミ拾い及びあいさつ運動

小中児童生徒
教職員、町民会
議メンバー、　　保

護者、地域の
方々

ア②

海津警察署
海津明誠高校 ＭＳリーダーズ 内容：地域活動（交通事故防止活動、募金活

動、挨拶運動、自転車点検） 10 イ（イ）① ア①

垂井町各地区
まちづくり協議会 イベント開催

文化祭(宮代地区・垂井地区)
垂井地区花いっぱい運動
不破高校ボランティアクラブ、吹奏楽部の生徒による
事業サポート、ボランティア活動

ー ア①

安八町教育委員会町内小中学校 ゴミバスターズ 内容：小中学生による町ふれあい祭での清掃活動 １００人 ★ ア②

垂井町 清掃活動 不破高校ＭＳリーダーズによるＪＲ垂井駅の清掃
活動 ６９人 ア③

池田町 社会を明るくする運動

社会を明るくする運動
事業名：「社会を明るくする運送」
場所：バロー・トミダヤ・ザビッグエクストラ池田店
参加者：議会議員、区長、民生委員　他全１０
０名
主な内容：チラシ、啓発物品配布、社明の趣旨を
呼びかける

１００名 イ（イ）③

可児市 花いっぱい運動

花いっぱい運動
開催日：11月11日(日)
会場：市内全域
参加者：小中学生を含む全市民
内容：地域の清掃美化活動，自治会花壇の花
苗の植え付け，除草等

ー ア②

可児市自治会，地区センター 地区センターまつり

地区センターまつり
開催日：11月4日(日)
会場：地区センター（市内7か所）
内容：各地域で開催される地区センターまつりに中
学生や可児高校，可児工業高校，帝京大学可
児高校及び中学校の生徒がボランティアで参加

ー 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



最も関係する重
点事項

主催・共催団体名 事業名 事業の概要 参加人員
(人)

備　　考
関連する重点事項
(最大３つまで選択)

広報啓発活
動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

富加の青少年を守る会 青少年を守るつどい
青少年を守るつどい
中学生ボランティアが受け付けや司会進行等の運営
に携わる

9名 オ① ア②

七宗町社会福祉協議会 福祉まつり（再掲）

福祉まつり（再掲）
開催日：11月18日(日)
会場：サンホーム七宗
内容：中学生がボランティアとして参加し，出店の
手伝いや準備・片付けの作業を手伝った

14名 ア②

八百津町
八百津町青少年育成町民会議 清掃活動 ふれあい「ゴミゼロ運動」として，各自治会単位でゴミ

拾いをし，環境美化活動を行った。 2,000名 ★ ア② オ①

東白川村ジュニアリーダーズクラブ 秋フェスタ'18（産業祭）への参加

秋フェスタ'18（産業祭）への参加
開催日：11月11日(日)
会場：中川原水辺公園
参加者：ジュニアリーダーズクラブ
内容：ジュニアリーダーズクラブが企画から運営まで
行い，来場する子どもたちに「割りばし鉄砲クラフト」
を提供した。

10名 ア②

多治見市
青少年まちづくり市民会議 あいさつ運動 地域活動（あいさつ運動「挨拶で絆の日」） 200人 ★ ア① オ①
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点事項
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(人)
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動の内容区分

月間
関連
事業
の明
示

土岐市青少年育成市民会議 あいさつ運動

土岐市あいさつデー
内容:児童生徒の登校時間に声かけ
場所:市内の通学路、校門付近、土岐市駅前
参加者：各町青少年育成会、各小中学校PTA、
保護司会、民生児童委員、老人会等
チラシを全戸配布

約650人 ★ イ(イ)① イ(イ)③

瑞浪市青少年育成市民会議環境改善部会 清掃活動

「無ガム中大作戦」（駅周辺清掃ボランティア活
動）
開催日：12月22日（土）
内容：駅周辺の路面にこびりついたガムはがしやゴミ
拾いの奉仕活動
場所：JR瑞浪駅周辺
参加者：市内中学生・高校生ボランティア、瑞浪市
青少年育成市民会議環境改善部会員等

８０人程度予定 ★ ア② イ（エ）③

苗木花の会 花植え運動 会員と中学生による冬季花壇植え付け作業 90名 ア②

加子母公民館 ワークショップ 大学と中学生のワークショップ 50名 ア②

恵那市青少年育成市民会議・恵那市少年セ
ンター 清掃活動 地域清掃活動 19名 ★ ア②

青少年健全育成推進市民会議坂本支部 イベント支援 児童養護施設主催イベントへの支援 33名 ア①

下呂市 ふるさとジュニアサポーター ふるさとジュニアサポーター １５０人 (1)－ア (1)－オ

下呂市 科学体験教室 親子わくわく科学体験教室 ３０人 (1)－ア (1)－オ
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青少年健全育成推進市民会議中津支部 小中学校への教材寄贈 小中学校への教材寄贈 ー ア②

青少年健全育成推進市民会議苗木支部 図書寄贈 保育園・小中学校への図書寄贈 ー ア②

(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。

６（寄贈）
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