
１ 推進大会・セミナー等の

開催 　7/5 白河市青少年育成推進大会 白河市

　7/1 青少年健全育成夏季懇談会 郡山市

　7/1 社会を明るくする運動メッセージ伝達式 相馬市

　7/15 中島村青少年問題協議会 中島村

　7/15 中島村いじめ問題対策協議会 中島村

　7/20 矢祭町青少年育成町民会議総会 矢祭町

　7/28 青少年問題協議会 会津坂下町

　7月 各地区青少年育成推進協議会 本宮市

　8/23 青少年問題協議会 相馬市

　6/28 青少年健全育成協議会 鮫川村

　7/1、3 スマホ・ケータイ安全教室 二本松市

　7/5 親子スマホ講演会 大熊町

　7/9 情報モラル講演会 二本松市

　7～8月
小中高校生に対する情報モラル教室、保護者等に対する

情報モラル講話等実施

福島県警

２ 主張大会・コンクール等の

実施

　9/17～30

　WEB開催

３ 広報活動

　7/10、24 少年センター街頭啓発活動 相馬市

　7/16 あいさつ運動 西会津町

　7/25 「湖岸警備」街頭啓発活動 郡山市

　7月 「ダメ・ゼッタイ」普及運動 626ヤング街頭キャンペーン 福島県

　7~8月 夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動
福島県

猪苗代町

　7~8月 愛の一声運動 いわき市

（エ）研修会、セミナー、学習会、ミニ集会など

（福島県、郡山市、いわき市、二本松市、会津坂下町、鮫川村、県青少

年育成県民会議）

（ア）青少年による少年の主張大会、弁論大会など

（会津若松市、郡山市、白河市、喜多方市、相馬市、二本松市、南相馬

市、川俣町、鏡石町、只見町、南会津町、猪苗代町、会津美里町、西郷

村、矢吹町、石川町、浅川町、古殿町、小野町、新地町）

第４３回少年の主張福島県大会（県青少年育成県民会議、福島県、

いわき市）

（イ）作文、ポスター、標語等の募集

（会津若松市、郡山市、いわき市、喜多方市、二本松市、伊達市、本宮

市、国見町、鏡石町、下郷町、只見町、北塩原村、湯川村、鮫川村、石

川町、浅川町、新地町、県青少年育成県民会議）

（ア）街頭啓発活動、街頭キャンペーン

（ウ）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）

令和３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 内　　　容

（ア）健全育成大会・推進大会など

（イ）関係機関等による懇談会、協議会など
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　7~8月 社会を明るくする運動街頭啓発活動

白河市

相馬市

会津坂下町

　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 夏期における少年の非行防止・犯罪被害防止広報活動 福島県警

　7~8月 学生ボランティアによる非行防止・犯罪被害防止広報活動 福島県警

４ 社会参加促進事業

（福島県、市町村）

（エ）自然体験、キャンプ活動

（郡山市、二本松市、国見町、会津坂下町、会津美里町、塙町、平田

村、楢葉町）

（オ）環境美化活動、花いっぱい運動など

（郡山市、二本松市、会津坂下町、湯川村、三島町、会津美里町、泉崎

村、双葉町）

（福島県、郡山市、いわき市、二本松市、下郷町）

（エ）広報車・防災無線による広報

（郡山市、喜多方市、伊達市、北塩原村、猪苗代町、会津坂下町、金山

町、古殿町、福島県警）

（オ）立看板、懸垂幕等の設置

（福島市、会津若松市、白河市、相馬市、下郷町、猪苗代町、会津坂下

町、金山町、矢吹町）

（カ）市町村の広報紙等への記事掲載

（福島市、郡山市、白河市、相馬市、二本松市、国見町、只見町、北塩

原村、会津坂下町、古殿町、福島県警）

（ア）各種スポーツ・レクリエーション大会

（郡山市、いわき市、相馬市、二本松市、南会津町、西会津町、会津坂

下町、金山町、広野町、楢葉町、双葉町）

（イ）伝統芸能、文化等の体験活動

（郡山市、いわき市、相馬市、二本松市、楢葉町、双葉町、県青少年育

成県民会議）

（ウ）食育に関する活動

（福島県、福島県警）

（イ）リーフレット、広報誌等の作成

（福島県、福島市、いわき市、下郷町、只見町、北塩原村、福島県警、

県青少年育成県民会議）

（ウ）テレビ、ラジオ等による広報
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　7/1、8/4 塙町体験活動ボランティア 塙町

　7/11 ふるさと探検隊事業 矢祭町

　7/22~23 第６学年リーダー研修会 矢吹町

　7/28、8/2 サマーショートボランティア活動 平田村

　8/3 夏休み青少年ボランティア教室 国見町

　7~8月 ボランティア体験講座 郡山市

　7~8月 青少年ボランティア活動事業 会津坂下町

　7~8月 青少年ボランティア等の育成活動等 福島県警

該当なし

　7/22 親子ふれあいサイエンス教室 石川町

　7/24 親子星空観察会 郡山市

　7/24 みんなでゴスペル講座 いわき市

　7/24 親子クリーンアップ作戦 只見町

　7/25 田人ふれあいキャンプ いわき市

　7/25 国見ジュニア応援団 国見町

　7/25 農業体験 会津坂下町

　7/31 花火大会 郡山市

　7/31 親子で挑戦！夏休み絵手紙教室 いわき市

　7/31 夏休み親子エコクラフト教室 国見町

　7/31 親子陶芸教室 矢吹町

　7月上旬 明るい家庭づくり・菓子配布 伊達市

　8/9、22 親子ふれあい鉱物教室 石川町

　8/22 空き瓶回収 鮫川村

　7~8月 「17字のふれあい」への取り組み
下郷町

新地町

　夏休み中 親子読書＆家族メディアコントロールデー 二本松市

　通年  三世代交流事業 小野町

５ 事故防止活動

　7月 赤旗設置活動 新地町

（福島市、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、国見町、会津坂下町、泉崎村、矢吹町、矢祭町、大熊町、

（ウ）危険箇所等の点検活動

（カ）青少年ボランティア（リーダー）の育成活動等

（キ）青少年の海外派遣（研修）

（ク）親子・家族ぐるみの事業

（ア）交通事故防止街頭指導など

（福島県、郡山市、二本松市、本宮市、猪苗代町、会津坂下町、矢吹

町、広野町、楢葉町、福島県警）

（イ）交通安全（マナー）教室など

（会津若松市、二本松市、広野町、大熊町）
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（エ）水難防止活動

　7/2 救急救命講習会 双葉町

子ども避難の家の指定 下郷町

６ 非行防止活動 （ア）街頭補導、夜間補導、列車補導等

（福島県、市町村）

（エ）環境浄化活動（有害自販機、ピンクチラシ、深夜営業店舗等）

　7/11 郡山駅前清掃活動 郡山市

　7~8月 風俗店への立入 福島県警

　7~8月 ピンクビラの除去活動 福島県警

　通年 社会環境実態調査 福島県

７ 相談業務

(福島県、市町村) 　日・月 すこやかテレホン相談事業 福島市

　火～土曜

（祝日除く）
福島県ひきこもり相談支援センタ-

県青少年育

成県民会議

　平日 ヤングガイドテレホン 会津若松市

　通年 ふくしま子どもLINE相談 福島県

　通年 ２４時間子どもＳＯＳ電話相談 福島県

　通年
ヤングテレホン、いじめ１１０番、警察安全相談、

性犯罪１１０番
福島県警

　通年 ふるさと福島就職情報センター運営事業 福島県

　通年 労働相談事業 福島県

８ 新型コロナウイルス感染症

まん延防止対策 　8/22

「郡山自然の家」に行こう

※   バスの乗車定員を削減しての参加者募集。同時に、

　こまめな手指消毒・マスク着用、黙食の徹底を図った。

郡山市

　8/6

「あかぎジュニアスクール」夏休み教室

※   開始時に、福島県立医科大学生による正しいアルコー

　ル消毒と手洗いの指導を実施した。

郡山市

　8/30

「感染防止の日常化」を呼びかけ

※   校内放送を活用。注意喚起を行うとともに感染防止対

　策の徹底を呼びかけた。

二本松市

（ア）電話相談、面接相談等

（郡山市、二本松市、猪苗代町、矢吹町、塙町）

（オ）その他

（福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、喜多方市、相馬

市、二本松市、南相馬市、伊達市、西郷村、浅川町、福島県警）

（イ）薬物乱用防止教室等

（福島県、二本松市、鮫川村、大熊町、双葉町、福島県警）

（ウ）非行防止教室等

（鮫川村、広野町、福島県警）

（オ）補導委員等の研修など

（白河市、福島県警）
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