
市町 青少年行政主管課（室）名

最も関係する重
点事項

小野市学校教育課 体験型講演会の開催

・11月11日（水）うるおい交流館エクラ
・小学5年生の学習習慣についてのパネルディスカッション（大人の脳へと成長していく過程に
ある児童が大切にしたい学習習慣やスマホの関わり方等についての複数の大学教授の講演 65人 1580人 新聞・雑誌への掲載 イ(ア)①

小野市学校教育課
小野市立特別支援学校

特別支援学校ふれあいフェス
ティバル

・11月7日（土）うるおい交流館エクラ
・特別支援学校の児童・生徒がオペレッタ（小さなオペラ）の演技を通じて「協力して課題を
乗り越える大切さ」をメッセージとして発信 10人 50人 新聞・雑誌への掲載 ア②

佐用町、佐用町教育委員会 人権まちづくりフェスタ

・11月28日（土）13：00～15：35
・さよう文化情報センター大ホール
・人権に係る児童生徒作文の朗読
・人権啓発標語等作品の表彰
・講演会「大好きな魔法の言葉」作家、エッセイスト山元加津子さん

10 100人 イ(エ)① イ(エ)③ ウ

播磨町教育委員会 播磨町不登校対策協議会

11月12日（木）
15：30～16：45
「困難とは『今』難しいだけ
　～新しい時代に必要な2つの力～」を
テーマとした講演会

7人 68人 ア①

西脇市教育委員会 青少年健全育成会議講演
会

開催日：令和２年11月26日（木）
内容：ネット・ゲーム依存とその対応について
出席者：PTA、補導委員、民生委員、子ども会等 2人 25人 オ③ オ②

新温泉町青少年育成推進協
議会

新温泉町青少年育成町民
大会

11月14日(土)14:30～16:30
浜坂少年少女音楽隊、浜坂中学校吹奏楽部による演奏
講師「脳力アップトレーナー・株式会社脳レポ代表取締役」 川谷 潤太 氏を招いて、子どもの
潜在能力の伸ばし方や子育てに関する講演

10人 130人 オ③

芦屋市青少年愛護委員会 令和2年度愛護大会（中
止）

青少年愛護委員，センター職員が集まり，市内巡回パトロールを行う予定だった。（中止） 0人 0人

芦屋市 第2回青少年問題協議会
タブレット導入による情報教育，いじめ・不登校，中学校の学校給食の実施等について，学
識経験者，市内団体代表，市内学校代表等が話し合った。 2人 10人 エ オ①

阪神南県民センター、阪神南青
少年本部、こころ豊かな美しい
阪神南推進会議

阪神南県民交流大会

・令和２年11月30日（月）
　13:30～15：00
・尼崎市総合文化センター
・表彰式、啓発資材の配布

14人 97人 阪神南地域で地道に優れた活動を展開している
青少年等に対する表彰

尼崎市少年補導委員連絡協
議会・尼崎市教育委員会事務
局

少年補導委員「知事表彰」
表彰式

令和2年11月26日　尼崎市教育・障害福祉センターに於いて、「知事表彰」表彰式を実施 9人 25人 子供・若者育成支援に貢献し顕著な功績のあった
個人に対する表彰

猪名川町 町広報誌による周知 町広報紙（広報いながわ 第９７５号）において、強調月間に係る周知記事を掲載。 ★ 広報誌（紙）への掲載

猪名川町 町ＨＰによる周知 町ＨＰにおいて、強調月間に係る周知記事を掲載。 ★ インターネット・ホームペー
ジ・SNSへの掲載

猪名川町 懸垂幕掲示による周知 11月の期間内、猪名川町役場において、強調月間を伝える懸垂幕を掲示。 ★ 懸垂幕、横断幕、電光
掲示板等の掲出

明石市教育委員会 いじめ防止啓発作品の展示

①　明石市役所　２階ロビー
　　期間：11月2日（月）～9日（月）
②　イオン明石２番街　「シーパーク」２階
　　期間：11月11日（水）～20日（金）
③　あかし市民広場
　　期間：11月23日（月）～27日（金）

その他 イ(エ)①

明石市教育委員会 「いじめ防止月間」啓発ポス
ター配付

・11月1日（日）～30日（月）
・市立学校園、コミセン、明石市役所庁舎
　ポスター作成協力者（市内の児童生徒）等

ポスター、リーフレット、啓
発物品等の作成・配布 イ(エ)①

明石市教育委員会 「いじめ防止月間」横断幕の
掲出

・11月１日（日）～23日（月）
・明石市役所本庁舎　事務棟３階デッキ 懸垂幕、横断幕、電光

掲示板等の掲出 イ(エ)①

参加人員
(人)

※主催者側を除く

その他

兵庫県

令和２年度「子供・若者育成支援強調月間」実施結果

企画県民部女性青少年局青少年課
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１
大会、シンポジウム等の
開催

２
広報啓発活動
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明石市教育委員会 「いじめ防止月間」ホームペー
ジ掲載

・明石市教育委員会ホームページ
　いじめ防止月間を中心とした啓発活動を掲載

インターネット・ホームペー
ジ・SNSへの掲載 イ(エ)①

東播磨青少年本部
東播磨「大人が変われば子ど
もも変わる」運動街頭啓発
キャンペーン

・11月13日（金）１４：００～１５：００
・JR明石駅周辺
・大人のこども・若者育成支援に対する理解を深める趣旨の街頭キャンペーン

5人 45人 街頭キャンペーン活動の
実施 ア①

高砂市青少年センター
高砂市青少年補導委員協議
会

非行防止啓発活動 市内８地区を公用車で巡回し啓発活動を実施 12人 街頭キャンペーン活動の
実施 イ(イ)①

高砂市青少年補導委員協議
会 啓発テｨッシュ配布活動 小学5年生を対象に「おもいやり標語」を募集し、最優秀賞の標語等を載せたポケットティッ

シュを作成し、小学校の全校生に配付した。 29人 4875人 ポスター、リーフレット、啓
発物品等の作成・配布 イ(エ)①

小野市市民安全部ヒューマンラ
イフグループ いじめ防止ウィークの実施

11月16日（月）～11月22（日）
・市内全域の学校・園その他主な公共施設へのぼり旗、ポスター、広報用冊子等の掲出 4人 30人 懸垂幕、横断幕、電光

掲示板等の掲出 イ(エ)① イ(エ)②

小野市市民福祉部
子育て支援課
少子化対策係

児童虐待防止推進月間
11月中
・児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るためオレンジリボンキャンペーンを展開
・市所管の全ての公用車に「みんなで防ごう児童虐待」と記載のマグネットシートの掲示

3人 100人 その他 エ

小野市市民安全部ヒューマンラ
イフグループ
県立小野高校（美術部・放送
部）

高校生と協働した広報啓発
活動

11月24日（月）～11月28日（金）
・いじめ、誹謗中傷の全般の防止を目的とした啓発活動
・美術部が啓発ポスターを作製、放送部は啓発文をテープに録音し各々市内の全学校に配
布の上、期間中の啓蒙活動に供した

4人 10人 懸垂幕、横断幕、電光
掲示板等の掲出 ア② イ(エ)③ イ(エ)②

多可町青少年育成センター、小
中学校、PTA

多可町青少年マナーアップ運
動

・11月2日(月）・4日(水)　の登校時間帯
・挨拶、交通マナー向上に向けた啓発運動
（加美中は、防犯協会が11月2日実施、学校は4日実施 1人 25人 イ(イ)① イ(イ)③

姫路市立総合教育センター育
成支援課 薬物乱用防止教室

・11月2日(月)14:15～15:10姫路市立城乾中学校
・11月9日(月)13:30～14:20兵庫県立聴覚特別支援学校中学部・高等部
・11月10日(火)14:25～15:25姫路市立朝日中学校
・11月19日(木)14:40～15:25姫路市立城西小学校
薬物の危険性についての講話

8人 545人 ポスター、リーフレット、啓
発物品等の作成・配布 イ(ウ)③

姫路市立総合教育センター育
成支援課 ネットトラブル対策講座

・11月　6日(金)13:10～14:50姫路市立安室中学校
・11月11日(水)11:50～12:40姫路市立増位中学校
・11月12日(木)13:20～14:10姫路市立網干中学校
・11月13日(金)14:30～15:20姫路市立増位中学校
・11月16日(月)14:05～14:50姫路市立増位中学校
・11月27日(金)13:30～14:20姫路市立大的中学校
ネットやSNSの特性、危険性についての講話

6人 1230人 ポスター、リーフレット、啓
発物品等の作成・配布 イ(ウ)①

上郡町 広報 ★ 広報誌（紙）への掲載 ア① イ(ウ)① オ② イ(イ)③

朝来市 児童虐待防止推進月間 ・市広報紙で相談窓口について掲載 広報誌(紙)への掲載 エ

朝来市 児童虐待防止推進月間
・啓発グッズ（ポケットティッシュ）を市内保育所、こども園、小中学校全員に配布
・市広報に啓発チラシ折込（全戸配布） 4000人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 エ 啓発チラシ折り込みは13,200枚

朝来市 児童虐待防止推進月間 ・CATVの文字放送、市電光掲示板で相談窓口について表示 懸垂幕、横断幕、電光
掲示板等の掲出 エ

朝来市 児童虐待防止推進月間
・スクールバス・公用車に啓発マグネットシート貼付
・オレンジリボンツリーを設置 その他 エ

東播磨青少年本部、こころ豊か
な人づくり500人委員東播磨
OB会、明石警察署

「大人が変われば子どもも変
わる」運動街頭啓発キャン
ペーン

・11月13日（金）14：00～15：00
・JR明石駅周辺
・「子供・若者育成支援強調月間」の趣旨を伝える街頭啓発キャンペーン 50人 500人 ★ 新聞・雑誌への掲載 オ③ オ② イ(ウ)① イ(ア)①

配布物～保護者のためのネット利用ガイドブック
VOL.６、東播磨青少年本部ネットトラブル防止
等記載のボールペン等各500個

東播磨青少年本部、東播磨県
民局県民課 パネル展示

・11月2日（月）～11月12日（木）
・兵庫県加古川総合庁舎1階
・展示物～「子供・若者育成支援強調月間」のポスター、青少年愛護条例のあらまし、携帯
電話のフィルタリング利用促進、東播磨青少年本部の活動状況等

30人 ★ インターネット・ホームペー
ジ・SNSへの掲載 オ② オ③ ア① イ(ウ)①

配布物～保護者のためのネット利用ガイドブック
VOL.６、東播磨青少年本部ネットトラブル防止
等記載のティッシュ等各100個
人数は延べ人数

兵庫県 強調月間ポスター配布 ・１１月１日～３０日 ★ ア② ア① ア③ ア④

播磨町教育委員会

11月1日～30日
小・中学生を対象とした携帯電話などに関するアンケート調査
利用状況、利用する絵での危険性やフィルタリング、ルール作りの必要性等を広報誌で啓発 2232人 広報誌（紙）への掲載 イ(ウ)①

阪神北青少年本部 ホームページへの掲載 ・阪神北青少年本部ホームページによる啓発 ★ インターネット・ホームペー
ジ・SNSへの掲載
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要保護児童
対策協議会

児童虐待防止
啓発活動

１１月2日（月）
市庁舎番号案内機への掲示及び川西能勢口周辺にのぼり旗の設置を行った。また、ボール
ペン、ティッシュの本庁での設置、オレンジリボンの職員への配布を行った。 4人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 エ

南あわじ市 青少年育成センター・青少年
補導委員会啓発活動

11月1日（日）～30日（月）
啓発幟、ポスター・リーフレットの掲示
NO　JKビジネス、自画撮り防止、南あわじ市スマホルール6か条 53人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 ア① イ(ウ)① オ②

西播磨列車通学生徒指導連
絡協議会 西播磨広域列車補導活動

列車通学生徒の通学時のマナー向上を図るため、学校、教育委員会、補導センター等関係
者とともに乗車し、通学時のマナー向上を呼びかける。（11月：JR各線計８回実施） 8人 24人 その他 イ(イ)①

中播磨県民センター、中播磨青
少年本部

「大人が変われば子どもも変
わる」街頭啓発キャンペーン

・11月12日（木）15:15～15:45
・ＪＲ姫路駅北側周辺
・子ども・若者育成支援に対する理解を深めるため、中播磨青少年本部が取り組んでいる
「大人が変われば子どもも変わる」運動の一環として、中播磨県民センター、こころ豊かな人づ
くり500人委員等と街頭啓発キャンペーンを実施。

6人 10人 街頭キャンペーン活動の
実施

神戸市内各中学校および校区
内の小学校 いじめ防止小中地域会議

小学校児童、中学校生徒、保護者、地域の各代表者が集まり、地域ぐるみで「いじめのない
明るいまちづくり」について話し合い、学校と保護者・地域の連携を図り、児童生徒の自主的
な取組を推進すると共に、地域ぐるみのいじめ防止対策を推進する。 その他 イ(エ)①

神戸市内各区の小学校および
中学校の合同

こうべっ子いじめ防止広域キャ
ンペーン

駅前や商業施設にて、児童生徒が中心となり地域住民へむけて啓発活動を行う。いじめ防
止に対する児童生徒の意欲や問題意識とともに、地域の関心を高め、地域ぐるみのいじめ防
止対策を推進する。

懸垂幕、横断幕、電光
掲示板等の掲出 イ(エ)①

インターネット・ホームペー
ジ・SNSへの掲載

エ

ポスター、リーフレット、啓
発物品等の作成・配布

エ

養父市教育委員会 児童虐待予防・啓発
11月の児童虐待防止推進月間に合わせて、保育所・こども園・小・中学校を通じて児童虐
待の相談先を入れたリーフレットを配布 1,200 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 ウ

多可西脇補導連絡会 マナーアップ運動

期間：11月1日～30日
内容：挨拶と交通マナーの向上
実施場所：市内４中学校周辺及び３高等学校周辺等にて実施

街頭キャンペーン活動の
実施 ア② イ(イ)① イ(イ)③

丹波篠山市要保護児童対策
地域協議会、丹波篠山市民生
委員・児童委員協議会

児童虐待防止推進月間にお
ける啓発活動 市内の公共施設等において、児童虐待への問題意識を高めるためのティッシュを設置 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 エ

丹波篠山市要保護児童対策
地域協議会

児童虐待防止推進月間にお
ける懸垂幕・横断幕設置

市役所本庁舎・支所にて、児童虐待への問題意識を高めるための啓発用懸垂幕・横断幕を
設置 懸垂幕、横断幕、電光

掲示板等の掲出 エ

丹波篠山市要保護児童対策
地域協議会

児童虐待防止推進月間にお
けるポスター・リーフレットの設
置・配布

市内小中学校や幼稚園、その他子育て関係機関において、児童虐待の疑いがある際に通
報を促すためのポスター・リーフレットを設置及び配布 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 エ

三田市
三田警察署

市広報紙「伸びゆく三田」へ
広報記事の掲載

11月15日号広報紙に、交通安全啓発記事「晩秋は早朝と薄暮の歩行者が危ない」をタイ
トルに歩行者の交通安全をテーマとした内容を掲載 広報誌（紙）への掲載 イ(イ)③

三田市交通安全対策委員会
(三田市・三田警察署・三田交
通安全協会)

令和2年年末の交通事故防
止運動街頭キャンペーン

 11月29日(日曜)フラワータウンセンター前バス停付近（フローラ８８もくれん橋付近）に
て、「子どもをはじめとする歩行者の安全の確保」「高齢運転者等の安全運転の励行」「飲酒
運転等の悪質・危険な運転の根絶」「夕暮れ時と夜間の交通事故防止」「自転車の安全利
用の確保」を訴える街頭啓発を実施。(啓発物400個配布)

16人 街頭キャンペーン活動の
実施 イ(イ)③

三田市 児童虐待防止推進月間
横断幕（市内1カ所）、バナー旗（ふれあい大通り）、のぼり旗（市庁舎前）、懸垂幕
（市役所敷地内）設置 懸垂幕、横断幕、電光

掲示板等の掲出 ウ

三田市 児童虐待防止推進月間 本庁、まちづくり協働センター電光掲示板に児童虐待防止に関する情報を放映 懸垂幕、横断幕、電光
掲示板等の掲出

ウ

三田市 児童虐待防止推進月間 市指定燃やすごみ袋（大）に児童虐待防止に関する情報を掲載 ポスター、リーフレット、啓
発物品等の作成・配布

ウ

三田市 児童虐待防止推進月間

湊川短期大学と協力
学生が作成したポスターを掲示
校内にポスター設置、グッズ配布

ポスター、リーフレット、啓
発物品等の作成・配布 ウ

三田市 児童虐待防止推進月間
市内駅、銀行、公園、病院等にポスター設置
自治会回覧 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 ウ

三田市 児童虐待防止推進月間 市広報紙に児童虐待防止の特集記事を掲載 広報誌（紙）への掲載 ウ

神戸市

神戸オレンジリボンキャンペー
ン
（神戸市パープルリボンキャン
ペーン）

11月は子ども虐待について早期発見と発生の予防を訴えるための「児童虐待防止推進月
間」であり、児童虐待防止のシンボルマークであるオレンジリボンを広く周知する。併せて配偶
者やパートナーからの暴力など女性の人権を侵害する暴力の根絶を訴える「女性に対する暴
力をなくす運動」（パープルリボン）の啓発期間である。
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三田市
三田警察署

市広報紙「伸びゆく三田」へ
広報記事の掲載

11月15日号広報紙に、交通安全啓発記事「晩秋は早朝と薄暮の歩行者が危ない」をタイ
トルに歩行者の交通安全をテーマとした内容を掲載 広報誌（紙）への掲載 イ(イ)③

三田市交通安全対策委員会
(三田市・三田警察署・三田交
通安全協会)

令和2年年末の交通事故防
止運動街頭キャンペーン

 11月29日(日曜)フラワータウンセンター前バス停付近（フローラ８８もくれん橋付近）に
て、「子どもをはじめとする歩行者の安全の確保」「高齢運転者等の安全運転の励行」「飲酒
運転等の悪質・危険な運転の根絶」「夕暮れ時と夜間の交通事故防止」「自転車の安全利
用の確保」を訴える街頭啓発を実施。(啓発物400個配布)

16人 街頭キャンペーン活動の
実施 イ(イ)③

参加人数
不特定

三田市 広報紙「人権さんだ」

11月１５日号（三田市広報誌）
自分らしくありのままに生きることができる社会を目指し、毎月１回全市民あて人権広報紙を
配布する（児童虐待防止を特集とした） 広報誌(紙)への掲載 エ

三田市 ハニーFM
「スマイル人権」

11月12日（木）15：10～15:40
 ハニーFM
広報紙「人権さんだ」 （11月15日号）児童虐待をテーマにした「イライラしない子育てのため
に～一人で抱え込まないで～」の内容を報告した。

テレビ・ラジオ番組 エ
参加人数
不特定

豊岡市青少年センター、
豊岡市青少年補導委員協議
会

啓発用懸垂幕の掲示 11/2(月)～11/30(月)
豊岡市役所本庁舎

懸垂幕、横断幕、電光
掲示板等の掲出 ア① ア②

神河町青少年補導委員会 広報紙による広報（神河町） ★ 広報誌（紙）への掲載 イ(ウ)①

北播磨青少年補導委員連絡
協議会

令和2年度第4回北播磨青
少年補導委員連絡協議会
理事会

11月5日(木)加西市立総合教育センターにおいて開催された「令和2年度北播磨青少年補
導委員連絡協議会理事会」において、出席者に月間の主旨を説明し同強調月間実施の啓
発と協力を依頼した。 12人 5人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 イ(ウ)① イ(ウ)②

北播磨県民局 大人が変われば子供も変わ
るキャンペーン

11月7日開催されたふるさと川柳コンテスト及び列車内鉄道絵画展において参加者・来場者
に啓発用ポケットティッシュを配付した。 2人 100人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 イ(ウ)①

北播磨県民局 大人が変われば子供も変わ
るキャンペーン

11月11日健康財団フォローアップに訪問し各種イベント等の参加者に啓発用ポケットティッ
シュを配付するよう協力依頼した。 2人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 イ(イ)① 啓発用ポケットティッシュを100個配付

北播磨県民局 大人が変われば子供も変わ
るキャンペーン

11月13日社の森公園に訪問し同所の来場者に啓発用ポケットティッシュを配付するよう協力
依頼した。 2人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 イ(ウ)① 啓発用ポケットティッシュを50個配付

北播磨県民局 大人が変われば子供も変わ
るキャンペーン

11月14日兵庫教育大学ボランティアステーションに訪問し同学生に啓発用ポケットティッシュ
を配付するよう協力依頼した。 2人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 イ(ウ)① 啓発用ポケットティッシュを100個配付

三木市教育委員会
「令和２年度第2回学校・警
察・事業者連絡会」における
啓発

11月26日(木)三木市教育センターにおいて開催された「令和２年度第２回三木市学校・
警察・事業者連絡会」において、出席者に月間の主旨を説明し強調月間実施の啓発と協力
を依頼した。 6人 29人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 イ(ウ)① イ(ウ)②

北播磨県民局 有害環境への適切な対応

11月中青少年愛護活動推進員による地域内の有害環境対象店舗に対する立入調査を
兼ねて、同強化月間に関し啓発チラシ・啓発用ポケットティッシュ各事業者に配布して啓発協
力依頼を実施した。
【依頼店舗】30店
①ビデオレンタル店2店　②玩具販売店1店舗　③カラオケハウス4店舗　④ネットカフ1店舗
⑤携帯電話取扱店22店舗

1人 ポスター、リーフレット、啓
発物品等の作成・配布 イ(ウ)① イ(ウ)② 啓発用ポケットティッシュを合計650個配付

北播磨補導委員連絡協議会 北播磨補導委員連絡協議
会統一活動

例年は、北播磨各市町において開催されることになっていたが、本年度は新型コロナウイルス
感染拡大の影響により、12月5日三木市内のみで実施された。同補導活動に際し、市内各
量販店において啓発チラシや啓発用ポケットティッシュを配付した。

53人 ポスター、リーフレット、啓
発物品等の作成・配布 イ(ウ)① イ(ウ)② 啓発用ポケットティッシュを合計500個配付

但馬県民局・但馬青少年本
部・豊岡青少年補導委員協議
会

青少年健全育成啓発活動

・11月５日（木）
・豊岡市役所
・「青少年補導委員会研修会」にて、青少年健全育成に関する啓発グッズを配布した。 2人 50人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 オ② ア②

但馬県民局
但馬青少年本部・美方保護司
会等

青少年健全育成啓発活動

・11月14日（土）
・新温泉町浜坂多目的集会施設
・「新温泉町青少年育成町民大会」において、青少年健全育成に関する啓発グッズを配布し
た。

10人 50人 ポスター、リーフレット、啓
発物品等の作成・配布 オ② ア②

但馬県民局
但馬青少年本部・出石町青少
年健全育成推進会議

青少年健全育成啓発活動

・11月23日（月・祝）
・出石多目的ホール
・「出石町青少年健全育成推進大会」において、青少年健全育成に関する啓発グッズを配
布した。

3人 100人 ポスター、リーフレット、啓
発物品等の作成・配布 オ② ア②
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但馬県民局
但馬青少年本部 青少年健全育成啓発活動

・11月23日（月・祝）
・道の駅たじまのまほろば
・「冬のまほろば祭り」において、青少年健全育成に関する啓発グッズを配布した。 4人 270人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 オ② ア②

淡路消費者団体連絡協議会 消費者教育出前講座 啓発ｸﾞｯｽﾞ配布による啓発 50人 1100人 ポスター、リーフレット、啓
発物品等の作成・配布

イ(ウ)①

西播磨列車通学生徒指導連
絡協議会、赤穂市教育委員
会、中学校

西播磨
広域列車補導

・11月10日（火）15:30～17:20
・JR播州赤穂駅および播州赤穂～日生間車内
・補導活動 3人 3人 イ(イ)①

相生市教育委員会(少年育成
センタ－) 横断幕・立て看板の設置 10/31(土)～11/30(月)啓発用横断幕設置（少年育成センターに） ★ 懸垂幕、横断幕、電光

掲示板等の掲出
イ(ア)②

相生市秘書広報課 広報「あいおい」の掲載 11月号に啓発文の掲載(相生市全戸配布) ★ 広報誌(紙)への掲載 イ(ア)②

香美町 啓発ポスターの掲示
「子供・若者育成支援強調月間～耀く未来　育て支えて　見守って～」啓発ポスターを役場
庁舎に掲示 ★ ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 ア①

芦屋市立青少年愛護センター 班集会での啓発
青少年愛護委員が所属する各小学校校区での班集会で，11月が「子ども，若者育成支
援強化月間」であることを紹介した。 4人 123人 ★ イ(ウ)① イ(イ)①

芦屋市立青少年愛護センター ポスターの掲示 青少年体育館内の青少年がよく通る廊下に掲示した。 1人 イ(イ)① オ①

福崎町 広報紙
・11月５日（木）発行
11月が「子供･若者育成支援強調月間」であることを、広報誌に掲載し、周知啓発 ★ 広報誌（紙）への掲載 ア①

伊丹市 広報啓発活動

11月中　横断幕・のぼりの掲出
毎月10日　市内一斉補導活動・広報活動
センター通信の発行（広報誌） ★ 懸垂幕、横断幕、電光

掲示板等の掲出

尼崎市
青少年健全育成・非行化防
止・環境浄化キャンペーン
（パネル展示）

11月 4日～15日　中央北生涯学習プラザ
11月17日～29日 武庫西生涯学習プラザ
薬物乱用防止とインターネットの危険性を訴えるパネル展を実施 10人 100人 ★ 広報誌（紙）への掲載 イ(ウ)③ イ(ウ)① 市報・ホームページ・機関紙「なでしこ」に掲載、の

ぼりを立てる。

宝塚市青少年センター 啓発事業

・11月17日（火）10:00～
市内小学校安全対策委員会
実務研修 2人 25人 学校と青少年補導委員

との情報交換 イ(イ)① イ(イ)②

宝塚市青少年センター 青少年補導事業

・11月20日（金）10:30～・13:30～
宝塚市青少年補導委員連絡協議会
本部役員会・定例役員会 2人 40人

各班の補導活動の情報
交換と警察署からの情報
提供

イ(イ)① イ(イ)② イ(ウ)②

宝塚市青少年センター 青少年補導事業

・11月25日（水）13:30～
宝塚市青少年補導委員連絡協議会
実務研修 3人 49人 補導委員活動のこれから

のあり方を考える イ(イ）① イ(イ)② イ(ウ)②

明石市 中学校生徒指導担当者会
・11月10日（火）
・明石市役所8階会議室 4人 25人 ア①

明石市教育委員会 いじめ防止人形劇
「にこにこあかし」

・11月２日（月）～30日（月）
　明石市内1幼稚園・1保育所にて実施 4人 80人 ア①

明石市、加古川市、加古郡 明石市西部・加古郡・加古
川市東部生徒指導連絡会

・11月24日（火）
・播磨町中央公民館 4人 24人 ア①

加古川市少年愛護センター １市２町中学校生徒指導
担当者会議

・11月6日（金）15:30～17:00
・青少年女性センター
・加古川市・稲美町・播磨町の生徒指導担当教員や警察、関係機関等が中学校の生徒の
非行やいじめなどの問題行動について情報交換や研修の場を持つ。

6人 26人 ア① イ(エ)①

高砂市青少年補導委員協議
会

「おもいやり標語」看板掲示
活動

各小学校ごとに「おもいやり標語」を募集し、金賞・銀賞・銅賞を選定、標語看板を作成し各
校区内に掲示（205枚）市民に啓発 60人 その他 イ(エ)①

高砂市青少年補導委員協議
会 広報誌「みちびき」を発行

広報たかさご11月号に青少年補導委員協議会の広報「みちびき」を掲載した。発行数
37,000部 広報誌(紙)への掲載 オ② イ(エ)①

３
研修会・講習会の開催
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小野市教育委員会
小野警察署
青少年センター

生徒指導関係機関連絡会

・11月13日（金）15:30～小野南中学校
・11月24日（火）15:30～三木東高校
・11月26日（木）15:30～特別支援学校
・青少年問題の現状報告と指導助言
・学校・関係機関の情報交換

6人 24人 ア③ イ(イ)① イ(エ)①

小野市青少年補導委員会
小野市青少年センター 不審者対応訓練

11月5日（木）10:20～来住小学校
・不審者の侵入を想定した教員の対応訓練と児童の避難誘導訓練の実施 4人 167人 イ(イ)①

加東市 児童虐待防止推進月間講
演会

・11月15日（日）14:00～16:00
・加東市社公民館
・有識者による「自立と共生のせいきょういくについて考えてみよう」の演題による講演 10人 36人 市報、市ホームページ イ(ア)① イ(ア)② エ

加東市 小・中学校におけるインター
ネット利用に関する講習会

11月６日滝野南小学校、11月17日滝野中学校、11月25日社小学校において、児童・
生徒、教職員を対象にネットトラブルに関する講演 3人 319人 イ(ウ)①

姫路市生徒指導担当者会 中学校生徒指導担当者会
・11月4日(水)14：00～16：00
姫路市立総合教育センター 10人 40人 イ(エ)②

姫路市少年補導委員会 少年補導委員研修会 ・11月27日(金)18：00～20：00 6人 45人 ア① ア②

揖龍少年育成センター 学・警育成連絡会

・年間９回実施
・１１月２6日(木)第4回
・情報交換(中学校・高等学校)
・指導助言(警察・県民局・学校支援チーム等)

3人 35人 イ(エ)① イ(エ)② イ(ウ)① ウ

要保護児童
対策協議会

児童虐待防止
講習会

・１１月２日（月）午後３時から４時半
・キセラ川西プラザ文化棟２階大会議室
・児童虐待の早期発見、適切な対応のため、こどもに関わる関係機関の職員を対象に、リスク
を見逃さないためのポイントや関係機関の連携の必要性の共通認識を目的に、講師を招き、
講習会を行った。

3人 52人 エ

南あわじ市スマホ・ネットセーフ
ティ推進委員会
南あわじ市小中高生徒指導連
絡協議会

南あわじ市小中高生徒指導
連絡会研修会

11月6日（金）15：00～
南あわじ市役所　第２別館
青少年の非行防止、ネットトラブルを防ぐために、講師を招き研修会を開催 34人 イ(ウ)① オ②

中播磨県民センター、中播磨青
少年本部 SOSキャッチ専門研修

・11月2日（月）14:00～16:00
・姫路労働会館３階多目的ホール
・一般社団法人児童虐待防止機構オレンジCAPO理事長 島田妙子氏による講演「子ども
たちの笑顔を守るために私たちにできること」、及び兵庫県姫路こども家庭センター職員による
講演「中播磨地域の児童虐待の状況について」

9人 84人 エ

中播磨青少年本部 フードバンク活動講演会

・11月12日（木）13:30～14:30
・姫路総合庁舎
・NPO法人フードバンクはりま理事長 辻本美波氏による講演「私たちを取り巻く食糧事業と
フードバンクはりまの活動」
・食品の寄付

6人 15人 ウ

神戸市 食育講座 ・離乳食の作り方講座 201人 オ①

神戸市 食育講座 ・子どものための食育セミナー 126人 オ①

相生市
教育委員会

相生市小中高
補導連絡会

11月１２日(木)16:00～17:00
・相生警察署、相生市少年育成センターより報告、情報提供
・市内各小学校、各中学校、各高等学校生徒指導にかかる情報交換 2人 21人 イ(ウ)① イ(エ)①

たつの市・
太子町
教育委員会

揖龍地区
学警育成連絡会

11月2６日(木)14:30～16:30
・地区内各中学校、各高等学校生徒指導
　にかかる情報交換
・たつの警察署から情報提供、指導助言

2人 22人 イ(ウ)① イ(イ)①

西脇市青少年問題協議会 第2回西脇市青少年問題協
議会

開催日：令和2年11月27日（金）
出席者：警察署長、補導委員会長他青少年健全育成団体
内容：SNS等の健全な利用について 22人 イ(ウ)① オ② オ③

多可西脇補導連絡会 第２回多可西脇補導連絡
会

開催日：11月24日（火）
出席者：多可郡、西脇市市内の中学校、高校の校長及び生徒指導担当 5人 ア① イ(ウ)① イ(エ)①
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丹波篠山市要保護児童対策
地域協議会、丹波篠山市民生
委員・児童委員協議会、丹波
篠山市子育て支援連絡会、丹
波篠山市

児童虐待防止研修会
児童虐待を防止するため、関係機関の連携を強化し、地域において子どもや子育て家庭を
見守り、支援できる体制づくりの重要性を理解し、それぞれの地域での活動に繋げるための研
修会を開催

128人 エ

三田市・三田警察署 交通安全教室
の実施

① 11月5日（木）9:45 ～ 10:15
　けやきキッズガーデン 3人 17人 イ(イ)③

三田市・三田警察署 交通安全教室
の実施

② 11月6日 (金) 10:00～11:00
　広野幼稚園 7人 52人 イ(イ)③

三田市・三田警察署 交通安全教室
の実施

③ 11月9日（月）10:00～11:00
　三田こばと保育園 3人 52人 イ(イ)③

三田市・三田警察署 交通安全教室
の実施

④ 11月10日（火）10:00～11:30
　北摂中央幼稚園 3人 257人 イ(イ)③

三田市・三田警察署 交通安全教室
の実施

⑤ 11月27日（木）10:00～11:00
  ゆうかりフレンズ 3人 72人 イ(イ)③

豊岡市青少年センター、豊岡市青
少年補導委員協議会

豊岡市青少年補導委員研
修

11/5(木)  豊岡市役所大会議室
テーマ「自分らしく生きる」
　　　～ドーナツの会の取り組みを通して～
講　師　NPO法人コウノトリ豊岡・いのちのネットワーク「ドーナツの会」
兵庫ひきこもり相談支援センター但馬ブランチ
　事務局長　戸田和代氏

4人 37人 ア① ア②

神戸市青少年育成協議会地
区会長会・神戸市・兵庫県神
戸県民センター

地域スクラム会議

・11月25日（水）14時～15時30分
・神戸市役所
・青少年育成市民運動冬季強調月間について
・情報交換

14人 イ(ウ)①

兵庫県教育委員会淡路教育
事務所

ひょうごっ子悩み相談事業淡
路地区運営委員会兼兵庫
県いじめ対応淡路地域ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ会議

いじめ、不登校、友人関係、体罰や進路などで悩んでいる児童生徒や保護者等の相談に適
切に対応するため、学校や市組合教育委員会及び関係機関と連携して教育相談体制の充
実を図り課題を解決する。 4人 18人 その他 イ(エ)① イ(エ)②

赤穂市青少年育成推進委員
協議会、赤穂市教育委員会、
赤穂警察

赤穂市青少年育成推進委
員協議会理事会

・11月10日（火）19:00～20:00
・赤穂市青少年育成センター
・街頭補導計画、活動計画、情報交換等 8人 12人 ア② イ(イ)①

赤穂市教育委員会、赤穂警察 赤穂市中学校・警察・育成
センター連絡会

・11月4日(水）、10日(火）、17日(火）
・赤穂市青少年育成センター
・情報交換、対応協議 3人 16人 イ(エ)① ア① ウ 参加者は延べ人数

赤穂市
教育委員会

各中学校区地域
サポートチーム会議

・11月26日（木）15:30～17:00
・学校と地域連携により家庭支援体制等を検討　　・城西小学校 2人 8人 ア① ウ

相生市教育委員会(少年育成
センタ－) 小中高補導連絡会・研修会 11/12(水)16:00～17:00 少年育成センター　「不登校児童生徒の支援と教育相談」 20人 ★ イ(ウ)①

相生市教育委員会(少年育成
センタ－) 第5回補導委員会役員会

11/30(月)19:00～20:30 少年育成センター
18人 ★ イ(ウ)①

相生市子ども元気課 第2回児童問題関係者連絡
会議

11/2(月)9:30～11:00少年育成センター　子どもへの支援と連携、虐待・不登校の現況 12人 ★ ウ

相生市青少年問題協議会 青少年健全育成対策本部
会

11/10(水)10:00～11:30 相生市総合福祉会館 　　　第40回青少年健全育成市民大
会要綱審議 28人 イ(ウ)① イ(ウ)③ イ(エ)②

西播磨県民局 青少年を取り巻く環境実態
調査

11/19(木)13:30～16:30市内量販店・コンビニ・携帯電話業者の立入調査 12人 ★ ア① イ(ア)① イ(ア)②

西播磨列車通学生徒指導連
絡協議会 広域列車補導

11/18(水) 15:30～17:00  11/4(水) 7:15～8:30   山陽線・赤穂線列車通学マナー
アップ指導 14人 ★ イ(ウ)② イ(ウ)①

芦屋市立青少年愛護センター 若者相談センターとの連絡会
若者相談センター「アサガオ」の職員とセンター職員で，相談事項の共有等を行った。

2人 2人 ア① オ①
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西宮市 ビデオ、有害図書類の回収 開催日　11月13日･16日・18日 イ(ア)①

西宮市 街頭補導活動
市内39地区111回の補導を計画。
そのうち、3回は青少年育成課職員と青少年補導委員との合同巡回。 435人 イ(イ)① イ(イ)② イ(イ)③ 人数は延べ人数

宝塚市青少年センター 環境浄化事業

・11月4日（水）、18（水）
宝塚市内１３ケ所
白ポストの点検、有害図書回収 3人

青少年を有害環境から
守るための環境浄化活
動

イ(ウ)② イ(ア)① イ(ア)② イ(ウ)①

宝塚市青少年センター 青少年補導事業

・11月２日（月）～30日（月）の間の
平日の下校時間帯及び夜間
街頭補導活動 4人 110人

早期発見、早期指導を
図るための各種補導活
動

イ(イ)① イ(イ)② イ(イ)③ イ(ウ)②

明石市青少年補導委員会 中学校区内街頭補導活動 ・13中学校区において、月間4回以上実施 205人 ア①

東播磨県民局
青少年を取り巻く有害環境
実態調査の実施及び点検指
導

・東播磨県民局地域振興室長からの依頼により実施
・図書類販売店、ビデオレンタル店、がん具類等取扱店、カラオケハウス、インターネットカフェ、
携帯電話事業者等への実態調査の実施及び点検指導 205人 イ(ア)②

加古川市少年愛護センター
加古川市少年補導委員 加古川市少年補導委員会

・11月20日（金）15:00～16:30
・青少年女性センター
・加古川市の少年補導委員が各地域を巡回し、子どもたちの安全確保に努める。また、役員
会・理事会にて、各地域における子どもの実態について情報共有を図り、防犯対策の強化に
繋げる。

6人 170人 イ(イ)① イ(イ)②

加古川市少年愛護センター
加古川市少年補導委員 「白ポスト」の設置

・11月18日（水）10:00～12:00
・加古川市内の駅前に設置した有害図書を破棄する為の白ポストの回収作業をすることで、
環境浄化活動に努める。 4人 6人 イ(ウ)②

高砂市青少年センター 「青少年センターだより」を発
行

月刊「青少年センターだより549号」を発行し、こども若者育成支援強調月間のＰＲ記事を
掲載した。発行数　240部 広報誌(紙)への掲載 イ(イ)①

高砂市青少年補導委員協議
会 青少年補導委員研修会

高砂市役所で開催予定の「補導委員研修会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため
中止 ア①

小野市青少年補導委員会
小野市青少年センター 小学生の下校支援

11/10㈫小野東小　11/12㈭中番小
11/17㈫来住小　　11/19㈭下東条小
女性補導委員13名と市職員が低学年児童の下校支援活動に従事 3人 13人 イ(イ)① イ(イ)③

小野市青少年補導委員会
小野市青少年センター 夜間補導活動

11月13日（金）19:30～20:30
男性補導委員36名と市職員が市街地において青少年の非行防止と健全育成を目的に夜
間補導活動に従事 2人 36人 イ(ウ)②

小野市青少年センター 環境実態調査

11月24日（月）～11月28日（金）
・青少年愛護条例の遵守事項の調査指導を目的とした環境実態調査を実施
・対象　コンビニ等図書類販売店、携帯電話等販売店、カラオケ店、ビデオレンタル店等 2人 40人 イ(ウ)② イ(ウ)①

加東市 青色防犯パトロール

・11月中の、月・水・木・金の下校時間帯
・11月10日（火）の登校時間帯
・青少年センター職員の青パトによる通学路周辺のパトロール 26人 イ(イ)① イ(イ)③

兵庫県中播磨県民センター県
民交流室県民課

青少年を取り巻く有害情報
実態調査

・11月9日(月)、10日(火)、16日(月)、17日(火)13：30～17：00
姫路市内書店、ビデオ店、ドラッグストア等に対して立ち入り点検の実施 20人 イ(ウ)②

姫路市少年補導委員会 環境浄化事業
・11月6日(金)、27日(金)
市内白ポスト回収 15人 イ(ウ)②

市川町青少年補導委員会 巡回補導
・月例合同巡回補導…11月13日(金)20時～
・各地区巡回補導…11月18日(水)鶴居地区、11月25日(水)川辺地区 1人 19人 イ(ウ)② イ(ウ)③ イ(イ)③ イ(イ)①

西播磨県民局 総合立入調査 コンビニ、量販店の立ち入り調査（１１月１６日） 8人 ★ イ(ウ)②

上郡町補導委員会 街頭補導 ７地区に分かれて、巡回補導（毎月１から２回） 53人 ★ イ(イ)① イ(イ)② イ(イ)③

西播磨県民局 有害環境実態調査
・11月9日（月）13：30～15：30
・コンビニ店、大型薬局、ゲームソフト販売店、書籍販売店の訪問と啓発 1 9人 イ(ウ)②

佐用町教育委員会 有害図書調査 ・古紙ボックス町内9箇所を巡り有害図書の有無を確認 3人 イ(ウ)②

４
青少年保護育成巡回活
動、環境浄化活動等
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佐用町教育委員会 通学時声かけ運動・パトロー
ル

・11月１日（金）～30日（月）の間の平日の登校時間帯
・町関係者、教員、警察官、保護者が登校中の安全対策のために声かけをするとともに、通
学路周辺をパトロール 3人 40人 イ(イ)①

東播磨県民局 東播磨地域有害環境実態
調査

・11月2日（月）～11月30日（月）　　　　　　　　・東播磨地域：図書販売店（45
件）ビデオレンタル店（6件）カラオケハウス店（4件）玩具類等取扱店（1件）ネットカフェ
店（1件）携帯電話事業者等（12件）の立入点検の実施 69人 ★ イ(ウ)② イ(ウ)① イ(イ)③ イ(ア)①

配布物～青少年愛護条例のあらまし、東播磨青
少年本部ネットトラブル防止等記載のボールペン等
69個
人数は延べ人数

西播磨列車通学生徒指導連
絡協議会 姫新線列車補導

・年間９回実施　播磨新宮・本竜野--姫路
・１１月13日(金)
・列車通学のマナー向上 1人 8人 オ③

西播磨県民局 環境実態調査
・１１月２7日・30日実施 コロナにより中止
・たつの市及び太子町における有害環境の有無を調査 2人 12人 イ(ア)②

播磨町少年補導委員会 播磨町内補導活動

11月12日（木）
20：00～21：00
町内の公園、コンビニ等を巡回補導、環境浄化活動 2人 17人 イ(ウ)②

阪神北県民局、伊丹市立少年
愛護センター、宝塚市青少年セ
ンター、川西市青少年センター、
三田市青少年育成センター、猪
名川町生活部こども課青少年
育成室

青少年を取り巻く有害環境
実態調査

・有害図書等の区分陳列等の指導・啓発
・ネットカフェ、カラオケハウス等の青少年の深夜立入制限表示等の指導・啓発
・青少年が使用する携帯電話のフィルタリング利用等の指導・啓発
・有害役務営業店（ガールズバー）に関する調査等

イ(ウ)① イ(ウ)②

川西市青少年センター 青少年を取り巻く
有害環境実態調査

・１１月１日～１１月３０日
・川西市内図書類販売店、ビデオレンタル店、玩具類取扱店、カラオケハウス、インターネットカ
フェに対して立ち入り点検、携帯電話販売店でのインターネット接続役務提供の調査の実施 2人 25人 イ(ウ)① イ(ア)①

南あわじ市青少年補導委員会 青少年補導委員会地区別
該当補導活動

11月1日（日）～30日（月）
18：00～21：00の時間帯
コンビニ、公園、書店、ビデオレンタル店、カラオケ店、通学路周辺等をパトロール 53人 イ(イ)① イ(ウ)②

中播磨県民センター、兵庫県・
姫路市教育委員会、管内警察
署、神崎郡青少年補導センター

有害環境実態調査

・5日間（11月9、10、16、17、19日）
・警察や教育委員会等と協力し、カラオケ店や有害図書販売店等52店舗について実態調
査を行い、地域の青少年を取り巻く環境の把握と地域ぐるみの実践活動を支援 6人 16人 イ(ウ)② イ(ウ)①

西播磨列車通学生徒指導連
絡協議会

（再掲）
西播磨広域列車補導活動

列車通学生徒の登下校時の状況を把握するため、学校、教育委員会、補導センター等と協
力、乗車し、車内及び駅周辺でのマナー向上を図る。
（11月：JR各線計８回実施） 8人 24人 イ(イ)①

西播磨地域
各市町教育委員会、各警察署 有害環境実態調査

・11/6(金)宍粟市9名、11/9(月)佐用町
 9名、11/16(月)上郡町内7名、11/19
(木)相生市10名、  以降コロナ禍で中止11/24(火)赤穂市、11/27(金)揖龍
地区1日目、 11/30(月)揖龍地区2日目

8人 35人 イ(ウ)② イ(ウ)①

西播磨地域
各市町教育委員会、各警察
署、JR西日本

列車通学生徒
補導活動

・11/10(火)赤穂駅（山陽本線）7名、
 11/13(金)本竜野駅（姫新線）9名、
 11/18(水)相生駅（山陽本線）10名
・各駅での乗車マナーアップキャンペーンの実施、
 車両内での補導活動

9人 26人 イ(イ)① イ(イ)③

西脇市青少年補導委員会 11月理事会

開催日：11月24日（火）
出席者：補導委員会理事
内容：巡回補導の結果報告及び計画や活動内容の確認 20人 イ(イ)① イ(エ)③

西脇市青少年補導委員会 巡回補導及び通学路巡回 実施日：11月９日他11回 52人 イ(イ)①

三田市 青少年相談
・11月１日～30日
・青少年の悩みなどに関する電話、面接による相談、支援の実施 2人 7人 ア①

三田市・青少年補導委員会 登下校指導、街頭補導活動

・11月１日～30日
・青少年補導員等が市内各地域で登下校指導、街頭補導活動等を実施
延べ63回 235人 18人 イ(イ)①

イ(ア)①
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三田市 青少年を取り巻く有害環境
実態調査

・11月１日～30日
・市内の図書類販売店舗等の実態調査による状況把握と指導の実施 3人 イ(ウ)②

三田市 有害図書類等の回収、処分

・11月1日～30日
・市内９か所に設置した白ポストによる有害図書類等の回収、処分
雑誌、DVD等98点回収、処分 2人 イ(ウ)②

豊岡市教育員会、市内小中学
校、豊岡南警察署、豊岡北警
察署、豊岡市青少年センター

学警連絡会
11/26(木)、11/27(金)、11/30(月)
関係機関の情報交換会 6人 34人 イ(エ)① イ(エ)② イ(オ)

豊岡市青少年センター 街頭補導活動

11/2(月)、11/6(金)、11/10(火)、11/11(水)、11/18(水)、11/20(金)、11/26(木)、
11/27(金)
街頭補導パトロール 5人 41人 イ(イ)① イ(ウ)② ア①

豊岡市青少年センター 白ポストの有害図書類の回
収

11/9(月)、11/24(火)
有害図書、DVD、ビデオ回収 2人 イ(ウ)②

加西市青少年補導委員連絡
協議会

街頭補導活動
女性協力員による見守り巡
回活動

青少年補導委員による市内巡回補導活動
女性協力員による登下校時の立番及び一斉下校時の巡回 120人 イ(イ)① イ(ア)① イ(ウ)①

120人の内訳
街頭補導活動･･･92人
巡回活動･･･28人

加西市総合教育センタ－ 環境浄化活動 青少年を取り巻く有害環境実態調査の実施 3人 イ(ア)① イ(ア)② イ(ウ)②

兵庫県神戸県民センター 青少年を取り巻く環境実態
調査

・青少年愛護推進員による青少年を取り巻く環境実態調査を実施
・通年実施（11月は91カ所実施） 1人 イ(ウ)② イ(ウ)①

北播磨県民局 有害環境への適切な対応

11月中青少年愛護活動推進員による地域内の有害環境対象店舗に対して立入調査を兼
ね啓発チラシ等を配布して啓発協力依頼を実施した。
【依頼店舗】52店
①図書類販売店22店　②ビデオレンタル店2店　③玩具販売店1店舗　④カラオケハウス4
店舗　⑤ネットカフ1店舗　⑥携帯電話取扱店22店舗

1人 ★ イ(ウ)① イ(ウ)②

但馬県民局
但馬青少年本部 列車通学実態調査

・11月２日（月）　10:00～16:30
・豊岡駅～生野駅の各駅
（10ヶ所の駅に立ち寄り聞取り及び駅周辺の環境を調査）
・JRを利用する高校生の下校の様子を調査

1人 5人 ア②

但馬県民局
但馬青少年本部 列車通学実態調査

・11月４日（水）　13:00～17:30
・豊岡駅～居組駅の各駅
（10ヶ所の駅に立ち寄り聞取り及び駅周辺の環境を調査）
・JRを利用する高校生の下校の様子を調査

1人 15人 ア②

但馬県民局
但馬青少年本部

青少年を取り巻く有害環境
実態調査

・11月18日（水）　10:00～15:30
・豊岡市内の店舗
（有害玩具取扱店３店舗、携帯電話取扱店６店舗　計９店舗）
・青少年を取り巻く環境実態調査実施

1人 11人 イ(ウ)①

但馬県民局
但馬青少年本部

青少年を取り巻く有害環境
実態調査

・11月24日（火）　10:00～14:00
・豊岡市内の店舗
（有害玩具取扱店１店舗、携帯電話取扱店２店舗　計３店舗）
・青少年を取り巻く環境実態調査実施

1人 4人 イ(ウ)①

西播磨県民局
スクラム会議

青少年を取り巻く
環境実態調査

市内のコンビニや玩具店及びカラオケ店に立
ち入り、環境実態調査を行い兵庫県愛護条
例についての趣旨の説明等を行う。 14人 10人 ★ イ(ウ)② イ(ウ)①

洲本市学校教護委員会 街頭補導 市内の大型量販店における青少年の問題行動の把握 1人 15人 イ（イ）① イ（イ）②

洲本市補導委員会 街頭補導 地域における青少年の安全を守るためのパトロールを行う 1人 21人 イ（イ）①

洲本市学校教護委員会・洲本
市補導委員会 特別街頭補導 祭典時の見回り街頭補導 3人 125人 イ（イ）①

洲本市立青少年センター 青色パトロール 下校時の児童生徒の安全を守るためのパトロールを行う 2人 2人 イ（イ）①

洲本市・南あわじ市・淡路市 青少年を取り巻く環境実態
調査

地域の青少年を取り巻く環境の実態把握等を行い、青少年愛護条例の適正な運用を図る
ため市・青少年センター・警察等と連携して現地調査を行う。 6人 7人 その他 イ(ウ)① イ(ウ)②
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赤穂市青少年育成推進委員
協議会

地区青少年育成委員協議
会月例会・巡回補導

・11月12日(木)、13日(金)、19日(木)
・各地区（中学校区）　19:00～
・補導活動打ち合わせ、情報交換
・各地区の巡回補導活動

80人 イ(イ)① イ(ア)① 参加者は延べ人数

赤穂市青少年育成推進委員
協議会、赤穂市教育委員会 白ポスト有害図書類回収

・11月10日（火）、25日（水）
・JR播州赤穂駅前、有年駅前
・回収作業 3人 イ(ア)①

西播磨県民局、赤穂警察、教
育委員会、中学校・赤穂高校

青少年を取り巻く有害環境
実態調査

（予定していたがコロナの為当日急遽中止）
・11月24（火）13:30～16:00
・赤穂市内ドラッグストア、カラオケ店、ネットカフェ、ｺﾝﾋﾞﾆ、電話会社等へ立入点検実施 イ(ウ)② 当日中止

新温泉町青少年育成推進協
議会 青色防犯パトロ―ル

11/1、照来小学校区内を青少年育成推進協議会役員と学校長でパトロール活動の実
施。
11/4、浜坂中学校区内を青少年育成推進協議会役員と学校長でパトロール活動の実
施。

4人 2人 イ(イ)① イ(イ)③

教育委員会(少年育成センタ
－) 各地区街頭巡回補導活動

11/6(金)～11/21(土) 18:00～各地区補導委員による巡回補導(１０地区)　声かけ・
公園や公共施設点検 39人 イ(イ)① イ(イ)② イ(イ)③

教育委員会(少年育成センタ
－) 白ポスト回収 11/27(金) 有害図書類の回収 1人 イ(ウ)①

丹波市・丹波市教育委員会 丹波市児童声かけ運動・パト
ロール

11月2日（火）～11月30日（月）の平日の下校時間帯 418人 0人

芦屋市立青少年愛護センター 有害環境調査
兵庫県から依頼された「有害環境調査」でコンビニや書店の調査をセンター職員，青少年愛
護委員が行った。 3人 57人 イ(ウ)①

青少年補導委員会福崎支部 下校時巡回

・11月17日（火）15:00～17:00
・福崎町内
・補導委員が下校中の安全対策のために小中高校生に声かけするとともに、通学路周辺をパ
トロール

2人

青少年補導委員会福崎支部 下校時巡回

・11月26日（木）15:00～17:00
・福崎町内
・補導委員が下校中の安全対策のために小中高校生に声かけするとともに、通学路周辺をパ
トロール

2人

伊丹市 有害図書回収
青少年を守る店拡大運動

街頭補導活動
市内１６か所白ポスト有害図書回収
青少年を守る店拡大運動
青少年を取り巻く環境実態調査

272人 イ(ウ)①

272名の内訳
図書回収･･･2名
拡大運動･･･135名
環境実態調査･･･135名

阪神南県民センター 有害環境実態調査 図書類販売店等に対し青少年愛護条例基づく指導、調査を実施 1人 117人 イ(ウ)② イ(ウ)①

尼崎市少年補導委員連絡協
議会・尼崎市教育委員会事務
局

有害環境実態調査 令和2年11月、図書類販売店等を訪問し、青少年愛護条例に基づく実態調査を実施 12人 323人 イ(ウ)②

尼崎市少年補導委員連絡協
議会・尼崎市教育委員会事務
局

補導活動 地域補導・重点補導・一斉補導・夜間補導を実施 12人 323人 イ(イ)① イ(イ)② イ(イ)③

高砂市青少年補導委員協議
会 街頭補導活動 市内８地区において夜間の巡回補導を実施 182人 イ(イ)①

高砂市青少年補導委員協議
会 環境浄化活動 有害図書等の販売店に訪問調査し、有害図書等の点検、指導を実施 45人 イ(ウ)②

教育委員会
市立4中学校
小野市市民安全部環境グルー
プ

中学生によるクリーンキャン
ペーンの実施

11月10日（火）9:00～11:00
・トライやるウィークの代替え行事として開催
・活動場所　各中学校区内の公園
・活動内容　ごみ拾い、草引き、トイレ掃除

40人 463人 ア②

多可町教育委員会 きらきらビー玉＆かんかんポッ
プコーン（物づくり教室）

・11月15日（日）10:00～12:00
・那珂ふれあい館
・自然体験活動 4人 34人 ア②

東播磨青少年本部、第16期こ
ころ豊かな人づくり500人委員

「大人が変われば子どもも変
わる」運動街頭啓発キャン
ペーン及びひょうご出会いサ
ポートセンターの体験活動

・11月13日（金）14：00～16：00
・JR明石駅周辺
・東播磨出会いサポートセンター

4人 7人 ★ インターネット・ホームペー
ジ・SNSへの掲載 オ③ オ② イ(ウ)① イ(ア)①

配布物～保護者のためのネット利用ガイドブック
VOL.６、東播磨青少年本部ネットトラブル防止
等記載のボールペン等　　　　10個

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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東播磨青少年本部、第16期こ
ころ豊かな人づくり500人委員

青少年サポートセミナー東播
磨地域実践講座

・11月21日（土）10：30～13：30
・加古川市青少年宿泊研修センター　OAAはりまハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・子
ども冒険ひろば体験活動、講演、討議
・講師　OAA事務局長　下前　康夫　氏 7人 30人 インターネット・ホームペー

ジ・SNSへの掲載 ア① ア② イ(イ)② ア③ 配布物～東播磨青少年本部ネットトラブル防止
等記載のボールペン等　　37個

阪神北県民局、こころ豊かな美
しい阪神北推進会議、阪神北
青少年本部

地域活動功労者表彰式

・１１月２１日（土）１５：００～１６：００
・宝塚市立文化施設　ソリオホール
・地域活動功労者表彰の中の阪神北青少年本部表彰
　　　地域に根ざした優れた活動を展開している青少年、青少年団体
       及び青少年指導者に対する表彰

15人 75人

建屋小学校ＰＴＡ・養父中学
校ＰＴＡ 小中学校合同リサイクル活動

１１月１５日（日）8:00～8:45
・建屋小学校　駐車場
・資源ごみ集団回収 118人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 オ④

養父小学校ＰＴＡ・養父中学
校ＰＴＡ 小中学校合同リサイクル活動

１１月１５日（日）７：３０～８：３０
・大薮の牛市場
・資源ゴミ集団回収 100人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 オ④

広谷小学校ＰＴＡ・養父中学
校ＰＴＡ 小中学校合同リサイクル活動

１１月１５日（日）8:00～8:45
・養父中学校　駐車場
・資源ごみ集団回収 336人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 ア②

養父市教育委員会 トライやる・ウィーク
11月17日（火）～11月19日（木）
・職場体験活動等 0人 175人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 ア①

養父市立関宮学園PTA PTA資源回収
11月22日(日)8:00～10:00
・児童生徒とPTA、地域住民が協力して、地域での資源回収を行う 150人 50人 ポスター、リーフレット、啓

発物品等の作成・配布 ア②

洲本市適応教室「ぴゅーぱる」 クッキング 粕汁を作る 1人 8人 ア① ア② オ①

洲本市適応教室「ぴゅーぱる」 三熊山登山 三熊山に登る 2人 10人 ア① ア②

洲本市立由良中学校生徒・淡
路青少年本部・こころ豊かな人
づくり500人委員

成ケ島クリーン作戦
ごみ問題を考えるとともに、保護者や地域との絆・様々な協力者への感謝の心・将来への生き
方等多くのことを学ぶ。 10人 250人 その他 ア②

一般社団法人 兵庫県子ども会
連合会

令和２年度 兵庫県子ども
会育成者大会（上記会のな
かで、育成者および優良団
体に係る表彰式を実施）

日時：11月14日（土）12時30分～15時30分
場所：神戸クリスタルホール
内容：永年にわたり、子ども会活動推進にあたっている指導者・育成者および単位子ども会
に対し、その業績を讃えた表彰。（猪名川町から育成者部門に１名（理事長賞）、単位
子ども会部門（優良単位子ども会）から3団体受賞）

10人 80人

小野市市民安全部ヒューマンラ
イフグループ

アンケート調査の実施（いじ
め、人権等市民の意見調
査）

10月1日㈭～11月16日㈪
・対象　18歳以上の市民2,000人に依頼
・内容　 いじめ、ネット等人権侵害、DV
　　　　　 　被害、その他相談体制等
・結果　約900人の回答を分析し、以後の子ども若者育成支援の施策に活用予定

8人 900人 イ(エ)② イ(エ)③ ア①

小野市市民安全部ヒューマンラ
イフグループ

小野市ネット見守り隊（イン
ターネットサイバーパトロー
ル）

11月30日㈪　13:00～15:00
・民間のサイバー監視員と職員が協同して、児童、生徒がスマホ等を介して投稿した違法、不
適切な内容とするものの発見活動、また、インターネット利用に係る被害、各種トラブル及び自
殺サイトへの投稿等緊急を要する案件の早期発見を目的としたサイバーパトロールの実施

2人 3人 イ(ウ)① イ(エ)①

加東市 兵庫県青少年健全育成表
彰式

・11月24日（火）10:00～10:30
・加東市役所
・青少年の健全育成に携わっている者（２名）への知事表彰の伝達 5人 2人

東播磨青少年本部、東播磨県
民局県民課

東播磨青少年本部常任委
員会の開催

・11月30日（月）14：00～16：00
・加古川総合庁舎２階　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・東播磨青少年本部の賞の決定に
ついて
・出席者　東播磨県民局長、常任委員等

4人 11人 ★ ア① イ(ウ)① イ(ア)① イ(ウ)①
配布物～保護者のためのネット利用ガイドブック
VOL.６、東播磨青少年本部ネットトラブル防止
等記載のボールペン等　　　　15個

淡路市青少年健全育成委員
会

第2回淡路市青少年健全育
成委員会

市の青少年担当・各地域青少年健全育成委員等を集め、青少年のインターネット利用に係
る性被害、いじめ、有害図書、玩具等について地域の小中高の現状を踏まえての会議 中止

６
その他



最も関係する重
点事項

参加人員
(人)

※主催者側を除く

その他備　　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

主催者側の
人員
(人)

主催・共催団体名 事業名 事業の概要

宍粟市教育委員会　学校教育
課 しそう学校サポート事業

「しそう学校サポートチーム」により11月に市内1小学校、2中学校の学校訪問を実施を「実
施し、不登校やいじめ問題、SAN関連等生徒指導上の課題について助言及び支援を行う。 20人 12人 ★ イ(エ)① ウ イ(ウ)①

洲本市立青少年センター カウンセラー相談 カウンセラーによる相談 2人 2人 オ④ ア① オ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。


