
１ 推進大会・セミナー等の

開催 7/4 白河市青少年健全育成推進大会 白河市

8/28 いわき市青少年育成大会 いわき市

7/1 社会を明るくする運動メッセージ伝達式 相馬市

7/5 青少年育成町民会議 小野町

7/15 中島村青少年問題協議会 中島村

8/5 青少年問題協議会 会津坂下町

8/26 青少年問題協議会 相馬市

7月 各地区青少年育成推進協議会 本宮市

7～11月 福島県青少年支援協議会 福島県

6/21 中島村いじめ問題対策協議会 中島村

6/30 青少年健全育成推進協議会 鮫川村

7/9、8/23 情報モラル（ＳＮＳ）教室 二本松市

7/13 インターネット安全利用研修会 福島市

随時 メディア講習会 いわき市

7～8月 やまつりっ子ネット宣言の普及 矢祭町

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（１１３回）
福島県警

２ 主張大会・コンクール等の

実施

9/22

３ 広報活動

7/9 少年センター街頭啓発活動 相馬市

7/13 青少年健全育成街頭啓発活動 福島市

7/15 あいさつ運動 西会津町

● 作文、ポスター、標語等の募集

令和４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

● 健全育成大会・推進大会など

● 関係機関等による懇談会、協議会など

● 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）

● 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、国見町、会津坂下町、鮫川

村、福島県青少年育成県民会議）

● 青少年による少年の主張大会、弁論大会など

（会津若松市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬

市、国見町、川俣町、鏡石町、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、

会津美里町、西郷村、矢吹町、石川町、小野町、新地町）

第４４回少年の主張福島県大会（福島県青少年育成県民会議、福島県、

南会津町）

（会津若松市、郡山市、いわき市、喜多方市、二本松市、本宮市、国見

町、国見町、川俣町、鏡石町、下郷町、只見町、北塩原村、湯川村、泉

崎村、矢吹町、矢祭町、石川町、玉川村、新地町、福島県青少年育成県

民会議）

● 街頭啓発活動、街頭キャンペーン



7/23 「湖岸警備」街頭啓発活動 郡山市

8/30 早朝街頭指導 南相馬市

白河市

喜多方市

相馬市

会津坂下町

7月
「ダメ。ゼッタイ。」福島県普及運動 ６２６ヤング街頭

キャンペーン
福島県

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 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）

（福島市、会津若松市、いわき市、白河市、喜多方市、相馬市、猪苗代

町、会津坂下町、金山町、矢吹町、広野町）

7月 社会を明るくする運動街頭啓発活動

● リーフレット、広報誌等の作成

（福島県、福島市、いわき市、只見町、北塩原村、玉川村、浅川町、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、喜多方市、福島県警）

● 広報車・防災無線による広報

（郡山市、須賀川市、喜多方市、北塩原村、猪苗代町、会津坂下町、金

山町、玉川村、福島県警）

● 立看板、懸垂幕等の設置

● 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、只見町、矢祭町）

● 各種スポーツ・レクリエーション大会

（会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、相馬市、二本松市、国見町

南会津町、西会津町、会津坂下町、三島町、鮫川村、玉川村、双葉町）

● 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、双葉町、福島県青少年育成県

民会議）

● 食育に関する活動

（福島県、郡山市、いわき市、喜多方市、二本松市、国見町、会津坂下

町）



7/16、23、28 ボランティア体験講座 郡山市

8/4 塙町体験活動ボランティア 塙町

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

8/3～10
飯舘村語学研修「希望の里学園WAKUWAKU Eツアー」

シドニー（オーストラリア）
飯舘村

7/2 田人なかよし教室 いわき市

7/3 球技大会 会津若松市

7/5、8/2 市民講座「ちびっこランド」 いわき市

7/13～8/31 青少年絵手紙コンクール作品募集 いわき市

7/15、8/26 家族読書＆家族メディアコントロールデー 二本松市

7/23 親子でチャレンジ！ガラス玉網掛け教室 いわき市

7/23 親子クリーンアップ作戦 只見町

7/25 農業体験 会津坂下町

7/31 おがわ七夕飾り いわき市

8/3 社会参加促進事業「夏休み子ども映画会」 いわき市

8/6 学校で遊ぼう 会津若松市

8/6 夏休みに親子で物づくり教室 いわき市

8/7 親子星空かんさつ教室 郡山市

8/7 夏休み親子工作講座 国見町

8/11 親子ふれあい鉱物教室 石川町

8/20 親子木工教室 郡山市

8/27 江名フィッシング体験講座 いわき市

毎月11、23日 いいふみの日（１１日、２３日）みんなで読もうデー 二本松市

夏休み中 親子読書 二本松市

8月 「１７字のふれあい」への取り組み 新地町

通年  三世代交流事業 小野町

５ 事故防止活動

（いわき市、二本松市、泉崎村）

（郡山市、いわき市、二本松市、桑折町、鏡石町、会津坂下町、湯川

村、会津美里町、泉崎村、矢吹町、矢祭町、鮫川村、双葉町）

● 自然体験、キャンプ活動

（郡山市、いわき市、二本松市、国見町、鏡石町、北塩原村、三島町、

塙町）

● 環境美化活動、花いっぱい運動など

● 青少年ボランティア（リーダー）の育成活動等

● 青少年の海外派遣（研修）

● 親子・家族ぐるみの事業

● 交通事故防止街頭指導など

（福島県、会津若松市、郡山市、いわき市、喜多方市、二本松市、本宮

市、桑折町、下郷町、猪苗代町、会津坂下町、矢吹町、矢祭町、小野

町、福島県警）

● 交通安全（マナー）教室など



7月 赤旗設置活動 新地町

● 水難防止活動

7/2 救急救命講習会 双葉町

7/5 合同防犯教室 双葉町

8/1～26 「子ども１１０番の家」表示板の点検 二本松市

8/31 そなえるふくしま防災出前講座 双葉町

６ 非行防止活動 ● 街頭補導、夜間補導、列車補導等

（福島県、市町村）

● 環境浄化活動（有害自販機、ピンクチラシ、深夜営業店舗等）

7/10 郡山駅前清掃活動 郡山市

通年 社会環境実態調査 福島県

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

７ 相談業務

(福島県、市町村) 通年 ２４時間子どもＳＯＳ電話相談 福島県

月～金曜

（祝日除く）
ダイヤルＳＯＳ 福島県

通年 児童相談所虐待対応ダイヤル189（いちはやく） 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

火～土曜

（祝日除く）
福島県ひきこもり相談支援センタ- 福島県

● その他

● 危険箇所等の点検活動

（郡山市、喜多方市、相馬市、二本松市、本宮市、国見町、会津坂下

町、泉崎村、矢吹町）

（郡山市、二本松市、猪苗代町、矢吹町、塙町、玉川村）

（郡山市、福島県警）

● 電話相談、面接相談等

（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、桑折町、会津坂下町、西郷村、福島県警）

● 薬物乱用防止教室等

（福島県、喜多方市、二本松市、会津美里町、鮫川村、双葉町、福島県

警）

● 非行防止教室等

（矢吹町、福島県警）

● 補導委員等の研修など



８

7/28

キッズスクール「オンラインでつなぐ工場見学」

埼玉県坂戸市のチョコレート工場をオンラインで見学。

チョコレートの製造過程をクイズを取り入れながら、楽し

く見学する事が出来た。三密が避けられる上、旅行気分が

味わえることから、参加者から好評を得た。

郡山市

7/2

感染防止とマスク着用について

感染防止について、日頃のうがいや手洗い、対面での距

離等について注意喚起するとともに、暑くなる時期なの

で、マスク着用の例外についても呼びかけた。

二本松市

新型コロナウイルス感染症

まん延防止対策

● 実施内容等


