平成 29 年度「福島県青少年健全育成県民総ぐるみ運動」実施結果
区

分

１ 推進大会・セミナー等の
開催

内

容

●健全育成大会、推進大会など
7/3
社会を明るくする運動統一啓発集会（南相馬市）
7/3
平成 29 年度町青少年健全育成総会（新地町）
7/10
白河市青少年健全育成推進大会（白河市）
7/12
桑折町青少年育成町民会議大会（桑折町）
7/12
金山町青少年健全育成町民会議総会（金山町）
7/27
平成 29 年度須賀川市青少年健全育成推進大会（須賀川市）
8/27
第 10 回青少年育成大会（いわき市）
通年
警察署協議会（福島県警）
7～8 月 金融機関防犯協会総会、学校警察連絡協議会、JR 乗車マナ
ー会議、非行防止研究集会、学校警察連絡協議会 等
●関係機関等による懇談会、協議会など
7/3
社会を明るくする運動相馬市実施委員会（相馬市）
7/3
学校訪問懇談会（大玉村）
7/13
青少年健全育成夏季懇談会（郡山市）
7/18
社会を明るくする運動“非行防止研究会”（西会津町）
7/20
福島県生徒指導アドバイザー会議（福島県）
7/27
県いじめ問題対策等支援運営協議会（福島県）
8/17
青少年問題協議会（相馬市）
7～9 月 福島県青少年支援協議会（福島県）
その他 （いわき市、須賀川市、磐梯町）
●インターネット、携帯電話安全教室等（メディアリテラシー育成）
7/10
教育講習会「情報モラルとネットリスク」
（二本松市）
7/9、7/1 2、7/27
大人への応援講座（県青少年育成県民会議）
7/19
インターネット安全利用研修会（福島市）
8/19
特別講演「みんなで考えよう、情報モラルと
コミュニケーション」
（西郷村）
随時
メディア講習会（いわき市）
4 月～10 月
県内高校（87 校）を対象とした「子どもを守る・子どもが
守る」ＩＣＴツール適正使用推進事業情報モラル講演会・ク
ラス討論会（福島県、福島県警）
●研修会、セミナー、学習会、ミニ集会など
（福島県、いわき市、郡山市、相馬市、二本松市、伊達市、川俣町、会
津坂下町、矢祭町、福島県警）

２ 主張大会・コンクール等の
実施

●青少年による少年の主張大会、弁論大会など
（福島市、会津若松市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松
市、田村市、南相馬市、桑折町、鏡石町、北塩原村、西会津町、磐梯
町、猪苗代町、会津美里町、西郷村、矢吹町、鮫川村、平田村、小野
町、富岡町、新地町）
9/20

第３９回少年の主張福島県大会（県青少年育成県民会議,
須賀川市）

区

分

内

容

●作文、ポスター、標語等の募集
（福島県、会津若松市、郡山市、いわき市、喜多方市、二本松市、伊達
市、国見町、天栄村、只見町、西会津町、磐梯町、会津坂下町、柳津町、
鮫川村、石川町、玉川村、浅川町、三春町）

３ 広報活動

●街頭啓発活動、街頭キャンペーン
6/26、7/4 ほか
平成 29 年度「ダメ。ゼッタイ。
」福島県普及運動
6.26 ヤング街頭キャンペーン（福島県）
7/8
「非行防止・防犯パレード」
（いわき市）
7/12、14
非行・被害防止街頭キャンペーン（二本松市）
7/15
青少年健全育成県民総ぐるみ運動街頭啓発
（福島県、いわき市）
7/19
青少年健全育成市民総ぐるみ運動街頭啓発（福島市）
7/19、8/14 青少年健全育成街頭キャンペーン（川俣町）
7/29～7/31 人権擁護委員による人権ＰＲうちわ配布（南相馬市）
7月
夏の全国交通安全運動県民総ぐるみ運動（福島県）
7月
社会を明るくする運動街頭啓発活動（いわき市、白河市、
須賀川市、田村市、二本松市、相馬市、南相馬市、西
会津町、金山町、三島町、新地町）
8/25
あいさつ運動（いわき市）
7～8 月
朝のあいさつ運動（会津若松市）
7～8 月
街頭啓発キャンペーン（会津若松市）
7～8 月
青少年健全育成市民総ぐるみ運動（郡山市）
7～8 月
夏期における少年の非行防止及び犯罪被害防止広報活
動（福島県警）
その他
（伊達市、西郷村）
●リーフレット、広報誌等の作成
（福島県、二本松市、川俣町、只見町、新地町、福島県警、県青少年育
成県民会議）
●テレビ、ラジオ等による広報
（福島県、南相馬市、福島県警）
●広報車・防災無線による広報
（福島市、会津若松市、いわき市、会津坂下町、金山町、玉川村、古殿
町、泉崎村、三春町、新地町、福島県警）
●立看板、懸垂幕等の設置
（福島県、福島市、会津若松市、相馬市、国見町、天栄村、西会津町）
●市町村の広報紙等への記事掲載
（白河市、相馬市、二本松市、南相馬市、桑折町、川俣町、会津坂下町、
会津美里町、泉崎村、三春町、新地町、福島県警）

区

分

４ 社会参加促進事業
（福島県、市町村）

内

容

●各種スポーツ・レクリエーション大会
（福島県、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、
二本松市、伊達市、桑折町、下郷町、西会津町、会津坂下町、金山町、
泉崎村、矢祭町、鮫川村、玉川村、古殿町、福島県警）
●伝統芸能、文化等の体験活動
（郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、
下郷町、会津坂下町、中島村、矢吹町、矢祭町、福島県警）
●食育に関する活動
（福島県、郡山市、いわき市、二本松市、会津坂下町、泉崎村）
●自然体験、キャンプ活動
（福島県、郡山市、いわき市、須賀川市、喜多方市、二本松市、伊達市、
下郷町、会津坂下町、柳津町、金山町、中島村、棚倉町、矢祭町、塙町、
泉崎村、鮫川村、平田村、飯舘村）
●環境美化活動、花いっぱい運動など
（会津若松市、郡山市、相馬市、二本松市、田村市、桑折町、下郷町、
只見町、磐梯町、会津坂下町、柳津町、会津美里町、矢吹町、泉崎村、
棚倉町、福島県警）
●青少年ボランティア（リーダー）の育成活動等
7/4、8/21
危険ドラッグ等撲滅対策事業（福島県）
7/8、7/22、7/28
高久ジュニアリーダー研修（いわき市）
7/28
平成 29 年度児童・生徒夏体験！
ふれ愛ボランティアスクール（二本松市）
7/30～7/31
第４回緑の少年団交流集会（福島県）
8/2、8/3
社会福祉協議会「サマーショートボランティア活動」
（平田村）
8/15～8/20
指導児講習会県外研修（会津若松市）
8/19～8/20
フレンドリー教室（大熊町）
8/21
県南地域危険ドラッグ等撲滅啓発事業
啓発リーダー養成研修（福島県）
7～8 月
会津坂下町青少年ボランティア活動事業（会津坂下町）
7～8 月
地域安全ヤングボランティア「リリーバース」研修会
（福島県警）
7～8 月
大学生ボランティア活動（福島県警）
7～9 月(6 回) シニアリーダー研修会（須賀川市）
（伊達市、泉崎村、矢吹町）
●青少年の海外派遣（研修）
7/26～8/4
未来への翼カナダ研修（飯舘村）
7/27～8/4
二本松市『市民の翼』中学生海外派遣事業（二本松市）
7/28～8/9
おおくま希望の翼（大熊町）
7/31～8/17
第 44 回日独スポーツ少年団同時交流（福島県）
8/1～8/8
サマーキャンプ『中学生の翼』
（小野町）

●親子・家族ぐるみの事業
7/5
小浜小学校ＰＴＡ教育講演会（二本松市）
7/8
岩代中学校親子球技大会（二本松市）
7/9
東和親子ミニ運動会（二本松市）
7/15、7/30
親子ふれあい教室（会津坂下町）
7/15
親子体験教室「かるがも学級」
（平田村）
7/16、8/20
赤坂西野区育成会活動（鮫川村）
7/21～7/30
未来への翼カナダ研修（飯舘村）
7/22
夏休み親子映画まつり（いわき市）
7/22、7/23
新殿小学校ＰＴＡ親子活動（二本松市）
7/23
鮫川小・中青生野支部親子活動（鮫川村）
7/24
夏休み子ども映画会（いわき市）
7/25
夏休み子どもまつり（いわき市）
7/27
第３回親子で乗馬を楽しもう（いわき市）
7/28
夏休み木工クラフト教室（いわき市）
7/29
新開津農業体験（会津坂下町）
7/30
安達太良小学校ＰＴＡ親子レクリエーション
（二本松市）
7/30
夏の星空観察会（二本松市）
7/30、8/19
鮫川小・中ＰＴＡ東石支部活動（鮫川村）
7月
少年少女競技大会（白河市）
7/21～8/21
岳地区クリーンアップ作戦（二本松市）
7 月～8 月
親子体験活動（郡山市）
8/1
夏休み親子バドミントン体験教室（いわき市）
8/1～8/5
チャレキッズ in 棚倉（棚倉町）
8/4
二本松南小学校ＰＴＡ教養講座（二本松市）
8/5
渋川小学校親子レクリエーション（二本松市）
8/6
喜多方市環境教室（喜多方市）
8/5～8/6
親子宿泊研修（会津坂下町）
8/6
鮫小ＰＴＡ西山方部活動（鮫川村）
8/7
第 1 回親子プラスティックダンボール工作教室
（いわき市）
8/11
町民登山（金山町）
8/11～8/12
こどもキャンプ（飯舘村）
8/14
木幡地区民交流事業（二本松市）
8/19
いいたてっ子夏祭り（飯舘村）
8/20
鮫川小・中渡瀬支部環境整備奉仕活動（鮫川村）
8/27
岩代中学校親子奉仕活動（二本松市）
夏休み期間
青少年健全育成活動助成事業（大玉村）
通年
三世代交流事業（小野町）
●その他
（いわき市、二本松市）
・7/8
いわさき研究学校（いわき市）
・好間町子ども会親善球技大会（いわき市）

５ 事故防止活動
（福島県、市町村）

●交通事故防止街頭指導など
（福島県、会津若松市、いわき市、喜多方市、相馬市、二本松市、伊達
市、本宮市、桑折町、天栄村、猪苗代町、会津坂下町、中島村、泉崎村、
矢吹町、矢祭町、古殿町、三春町、広野町）
●交通安全（マナー）教室など
（郡山市、二本松市）

区

分

内

容

●危険箇所等の点検活動
（福島県、会津若松市、郡山市、喜多方市、相馬市、二本松市、伊達市、
本宮市、天栄村、磐梯町、会津坂下町、泉崎村、中島村、矢吹町、矢
祭町、玉川村、新地町、福島県警）
●水難防止活動
（二本松市、天栄村、矢吹町）

６ 非行防止活動
（福島県、市町村）

●街頭補導、夜間補導、列車補導等
（福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、
喜多方市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、川俣町、天栄村、西会
津町、磐梯町、会津坂下町、柳津町、西郷村、中島村、矢吹町、矢祭町、
塙町、鮫川村、浅川町、福島県警）
●薬物乱用防止教室等
（福島県、二本松市、田村市、泉崎村、鮫川村、新地町、福島県警）
●非行防止教室等
（福島県、郡山市、相馬市、西会津町、三島町、鮫川村、福島県警）
●環境浄化活動（有害自販機、ピンクチラシ、深夜営業店舗等）
通年
社会環境実態調査（福島県）
通年
パチンコ店、ゲームセンター、カラオケボックス、ネッ
トカフェ立入り（福島県警）
通年
ピンクビラの除去活動（福島県警）
その他
(磐梯町）
●補導委員等の研修など
（福島県警）

７ 相談事業
（福島県、市町村）

●電話相談、面接相談等
7/11、7/20、8/8、8/17
薬物関連問題相談事業（福島県）
7/11、8/25
心の健康相談・南会津（福島県）
7～8 月の
すこやかテレホン相談事業（福島市）
月､金､土､日
平日
通年
通年
その他

８ その他
（福島県、市町村）

ヤングテレフォン（会津若松市）
２４時間子どもＳＯＳ電話相談事業（福島県）
福島県青少年総合相談センター、ひきこもり支援セン
ター（県青少年育成県民会議）
須賀川市、二本松市

・愛の一声運動（いわき市）
・夏の川前子どもクッキング（いわき市）
・健全な夏休みの過ごし方、及びあいさつ運動の啓発チラシ配布
（玉川村）

