平成 25 年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果
区

分

内

容

１ 大会等
・大阪府青少年課
（大阪府、大阪市、岸和田
青少年賞・青少年育成功労者等表彰・青少年健全育成優良店表彰式（大
市、豊中市、吹田市、高槻
阪府、青少年育成大阪府民会議）
市、貝塚市、枚方市、茨木
開催日：１１月２８日
市、河内長野市、大東市、
場 所：プリムローズ大阪鳳凰東
箕面市、柏原市、羽曳野市、 内 容： 青少年や多年にわたり青少年の健全育成運動に尽力・貢献し
門真市、藤井寺市、東大阪
た青少年育成者等に対する表彰式。
市、交野市、阪南市、島本
町、豊能町、太子町）
・大阪府福祉部
児童虐待防止推進月間オープニングイベント
（大阪府・大阪市・堺市）
開催日：11 月１日（金曜日）
場 所：大阪ステーションシティノースゲートビルディング２階「アトリ
ウム広場」
出席者：大阪府・大阪市・堺市の代表者、
ＲＩＳＡＣＯ ４名
内 容：・児童虐待防止推進月間オープニング宣言
・すこやんの出演
・メルティングソウルによるライブアンドトーク
・大阪市福島区
親子ウォークラリー
開催日：11 月 23 日
内容：親子でウォーキング、食育ＳＡＴシステムによる食育指導
・大阪市東成区
子ども親善スポーツ大会
日時：11 月 10 日
場所：今里小学校
内容：親善スポーツ大会の参加者を対象に大阪府警と区役所が防犯
教室を行った。
２０１３こどもカーニバル
日時：11 月 23・24 日 午前 10 時から午後 4 時
場所：東成区民センター
内容：パンケーキ作りやミニ列車乗車などのイベントと働く車の展
示（消防車・青パト）
子育てフォーラム
日時：11 月 7 日 午前 10 時から午後 1 時 30 分
場所：東成区民センター
内容：子どもを育てる「あそび」の魅力をテーマにした家庭の子育
て支援

・大阪市旭区
旭区人権週間×青少年育成記念事業 Asahi Youth Collection(AYC)～
なりたい自分になる一日！～
開催日 11 月 23 日 場所：大阪市旭区
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備考

ゲスト：はるな愛、バンタンデザイン研究所、MMSjeannne
出席者：旭区長、旭警察署長、旭区選出府・市会議員、青少年関係
育成者、一般市民等 500 人
内容：トークショー、ファッションショー、ボーカルダンスショー
ほっこりクリスマス会
開催日：11 月 27 日 場所：大阪市旭区
出席者：就学全の子どもとその保護者等 150 名
内容：絵本、バルーン等のコーナー、防犯紙芝居・キャンペーン人
形劇、ペープサート劇など
・岸和田市
市民スポーツカーニバル
開催日：11 月３日 場所 中央公園
内容：スポーツ交流・世代間交流
文化の日式典
開催日：11 月３日 場所 文化会館
内容：子ども・若者育成活動に貢献した
個人・団体を表彰
・豊中市
ひきこもりの若者を支援につなぐための講習会
「蓮風の取り組みと落ちこぼれのない仲間づくり」
（11 月 13 日・水）
「オシャレをして街に出よう！」
（11 月 20 日・水）
児童虐待防止ネットワークの研修会
地域子育ち・子育て支援ネットワーク校区連絡会
開催日：１１月１日 庄内南小学校
１１月７日 豊島北小学校
１１月１２日 庄内西小学校
１１月１３日 島田小学校
１１月１３日 少路・北緑丘小学校
１１月２８日 蛍池小学校
千里公民館 秋の講座 「ハッピー子育て講座」
実施日：11 月 22 日
内容：子育て支援専門のファシリテーターによるワークショップを
通じて、子育ての悩みや不安を共有し、子どもとのふれあい方
を学ぶ講座を実施した。
千里親子ふれあい広場 （実施日：11 月 7 日）
内容：就学前の子どもと保護者を対象とした交流と学びの場を提供
し、子育て支援を行った。
東日本大震災被災地復興支援吹奏楽交流コンサート
開催日：11 月 10 日（日）
内容：大阪府立桜塚高等学校・岩手県立大槌高等学校・大阪音楽大
学の吹奏楽部・楽団による演奏会
幼稚園、保育所、小学校での交通安全教室の実施
公民協働事業「みんなあつまれわくわくランド」
開催日:１１月９日 場所:庄内体育館
内容：コーナーあそびなど
出席者：子育て関係機関
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・吹田市
第 27 回ヤングフェスティバル
（教育委員会・青少年指導員会）
実施日：11 月 1７日（日）
場 所：吹田市文化会館
参加人数：４３７人（３０グループ）
観客数：約２，０００人
内 容：２０歳以下の青少年が、躍動感あふれるダンスや歌、様々
なジャンルの楽器演奏を披露。
・高槻市
子ども・若者育成支援協調月間 高槻市民の集い
(高槻市教育委員会・高槻市青少年指導員協議会)
日時：平成 25 年 11 月 26 日(火)
午後 7 時～午後 8 時 30 分
場所：クロスパル高槻
８階 イベントホール
内容：講演会（テーマ：みんなで創ろう！違いを認め合える社会～
スポーツを通じての共生～）
講師：髙橋 明さん
（NPO 法人アダプテッドスポーツ・サポートセンター理事
長、シドニーパラリンピック車椅子バスケットボール全日
本チーム総監督）
第２８回ブラスバンドフェスティバル(高槻市青少年指導員協議会・高
槻市中学校吹奏楽連盟)
日時:平成 25 年 12 月 7 日(土)
午後 0 時 15 分～午後 4 時 30 分
会場： 高槻現代劇場大ホール
出演：高槻市中学校吹奏楽連盟加盟校(17 校)
後援： 高槻市教育委員会
５０周年記念こども大会（高槻市こども会連合会主催）
日時：平成 25 年 11 月 10 日(日)
午後 1 時～午後 4 時 30 分
会場：高槻市生涯学習センター多目的ホール
後援：高槻市教育委員会
内容：講演会、こども会によるダンスや楽器演奏など
はばたくこども会展（高槻市こども会連合会主催）
日時：平成 25 年 11 月 9 日（土)
午前 10 時～午後 5 時
平成 25 年 11 月 10 日（日)
午前 10 時～午後 5 時
会場： 高槻市生涯学習センター展示ホール
後援：高槻市教育委員会
内容：こども会で作成した作品を展示
・貝塚市
青少年健全育成第 29 回少年の主張大会
（貝塚市・貝塚市教育委員会）
開催日：11 月 30 日（土）
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場所：貝塚市コスモスシアター
出席者：市長、副市長、教育委員、教育長
参加者：450 名
内容：小学生・中学生（大阪府中学生の主張大会入賞者）の代表者
が日頃感じている事や胸に抱いている思いを発表することによ
り、人と社会との関わりについて考える契機とし、併せて青少年
の健全育成に対する市民の理解と関心を深める。
・枚方市
北河内地区子ども・若者育成支援強調月間記念行事
開催日：１１月３０日
場所：門真市立公民館
出席者：北河内各市青少年育成関係者等､事務局等 100 名参加
内容：青少年育成功労者表彰
育成支援のための講演会
・河内長野市
こども会キックベースボール大会（市こ連）
開催日：１１月３日
場所 ：河内長野市立赤峰市民広場
内容 ：キックベースボール大会
駅前こども教室（青少年育成課）
開催日：１１月１７日
場所 ：ノバティ・長野公園・長野商店街
内容 ：小学生による写生・工作・体験
青少年音楽フェスティバル（青指協）
開催日：１１月１７日
場所 ：河内長野市立市民交流センター
内容 ：青少年による演奏発表
ウォークラリー（各校区健全育成会）
開催日：１１月２３日
場所 ：加賀田中校区、美加の台中校区
内容 ：小中学生を対象にしたｸｲｽﾞ形式のｳｵｰｸﾗﾘｰ
親子スタンプテーリング（東中学校区健全育成会）
開催日：１１月１日～３０日
場所 ：東中校区
内容 ：青少年を対象にした東中校区名所旧跡を巡るスタンプラリ
ー
・茨木市
青少年健全育成大会（１０月２９日～１２月４日）
中学校区
市内４中学校区において、講演活動、
意見交換・大会宣言等を実施
実施場所：各中学校
小学校区
市内２小学校区において親子のつどいを実施
実施場所：各小学校
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・大東市
平成 25 年度北河内地区子ども・若者育成支援強調月間記念行事（北河
内地区青少年指導関係者連絡協議会）
開催日：11 月 30 日（土）
場所：門真市（門真市立公民館）
出席者：北河内地区青少年指導関係者連絡協議会会長・委員、門真
市教育委員会生涯学習部長、北河内ブロック子ども会育成連絡協
議会会長、北河内各市青少年指導関係者、事務局
内容：表彰式、記念講演会
第 58 回 市民文化祭
開催日：11 月 1 日（金）～4 日（月）
場所：大東市（総合文化センター）
出席者：府議会議員、大東市長、教育長、市議会議長、市議会議員、
文化協会会長、理事
内容：式典、発表会（当該行事内で啓発活動として『大人が変われ
ば子どもも変わる啓発物品を配布』
）
・箕面市
青少年弁論大会
開催日：１１月１６日（土）
主 催：箕面市教育委員会・箕面ライオンズクラブ
場 所：箕面市立病院いろはホール
内 容：中学生による弁論大会
来場者：約１５０名
豊能地域３市合同労働問題セミナー
開催日：１１月１５日（金）
主 催：箕面市
場 所：箕面文化・交流センター
内 容：相談現場からみたブラック企業の実態と対策
出席者：若年者を中心とした労働者など２０名
就職支援講座
開催日：１１月２１日（木）２２日（金）
主 催：箕面市
場 所：らいとぴあ２１
内容及び出席者：
① 自己理解 １５名
② キャリアの振り返り １１名
③ 応募書類 作成 １３名
④ 面接対策 １０名
出席者：若年者を中心とした就職希望の方
箕面１日ハローワーク
開催日：１１月２６日（火）
主 催：箕面市、らいとぴあ２１
場 所：らいとぴあ２１
内 容：ハローワーク池田が出張して、求人情報の提供や相談など
を行う
参加者：若年者を中心とした就職希望の方３６名
各小学校区での地域運動会など
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スケアード・ストレートによる自転車安全教室
開催日：１１月２２日（金）
場 所：止々呂美中学校、第一中学校
内 容：プロのスタントマンが交通事故をリアルに再現することで、
中学生に事故の「怖さ」を体感させ、交通ルール順守の大切
さや無謀運転の危険性を学ぶ。
・柏原市
教育月間全体会
開催日：１１月１３日
場所：柏原市民文化会館
（リビエールホール）
出席者：市長､教育委員長､教育長､
市議会議長、府議会議員、
教職員、ＰＴＡ、各種団体等 ４００人
内容：重点活動の報告、
ネットの危険性についての講演
・羽曳野市
青少年健全育成推進大会
ＰＴＡ連絡協議会全体研修会
開催日：11 月 2 日（土）
場 所：羽曳野市立生活文化情報センター
ホールＭ
出席者：羽曳野市青少年健全育成推進
協議会役員、羽曳野市ＰＴＡ連絡
協議会役員、羽曳野市副市長、
羽曳野市議会副議長、
羽曳野市警察署長、
大阪府議会議員、
羽曳野市教育委員会教育長
市内青少年健全育成関係者
内 容：市内中学生による吹奏楽演奏、
主催者紹介、主催者挨拶、
来賓祝辞、来賓紹介
大会宣言決議、講演
・門真市
門真市ＰＴＡ研究発表大会（門真市ＰＴＡ協議会）
開催日：11 月 9 日（土）
場 所：門真市南部市民センター
出席者：教育長、ＰＴＡ協議会会長、ＰＴＡ関係者等
内 容：各委員会発表
１、母親代表委員会
２、生活指導委員会
３、人権啓発委員会
４、広報委員会
アトラクション 門真市立第五中学校吹奏楽部
学校発表
１、門真市立門真小学校
２、門真市立速見小学校
３、門真市立第三中学校
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青少年非行防止市民決起大会
（門真市青少年育成協議会連合会）
開催日：11 月 16 日（土）
場 所：門真市南部市民センター
出席者：市長、議長・教育長、警察署長、府議会議員、青少年健全
育成関係団体等約 300 人
内 容：発表・報告
１、体験発表
２、門真市少年補導活動ネットワーク活動報告
アトラクション
１、門真市立第二中学校吹奏楽部
２、大阪府警察音楽隊
北河内地区子ども・若者育成支援強調月間記念行事
開催日：11 月 30 日（土）
場所：門真市立公民館
出席者：北河内地区青少年育成関係者等
約 100 人
内容：青少年育成功労者表彰
育成支援のための講演会
・藤井寺市
青少年健全育成推進藤井寺市民大会
（青少年健全育成藤井寺市民会議（ユースフル藤井寺）
）
開催日：11 月 17 日 午後 1 時から 3 時
場 所：藤井寺市民総合会館大ホール
出席者：市長、教育長、教育委員、市議会
議員、市内小・中学校長、羽曳野
警察生活安全課長、青少年育成関係者
市民他来場者を合わせて約 600 名
内 容：＝第１部（式典）＝
・青少年健全育成に関する作文・入選者表彰
テーマ：
「この国に育って」
・大会宣言
・市民会議発足15周年記念事業
藤井寺むかしばなしDVD完成披露
・市民会議構成団体活動報告
＝第２部＝
・藤井寺市青少年健全育成「元気に育て!子どもたち！大人
の願い!」～これが青春だ!!～
☆市内３中学の吹奏楽部による合同演奏会☆
・東大阪市
東大阪市青少年健全育成強調月間にかかる
「くすのきフォーラム～躍動・全力、次代のチカラ～」
開催日：11 月１０日（日）
場 所：東大阪市立勤労市民センター
参加者：約３５０名
内 容：市内青少年によるダンス発表
青少年への啓発活動
啓発パネル展示
啓発物品の配付
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・交野市（北河内７市）
北河内地区子ども若者育成支援強調月間記念行事
開催日：１１月３０日（土）
場 所：門真市公民館
内 容：表彰・ 講演
・阪南市
児童虐待防止講演会
日時：平成２５年１１月１８日（月）
午後２時～午後４時
場所：阪南市立文化センター（サラダホール）小ホー
ル
内容：子どもの虐待が疑われた時のサポート～地域での見守りと
は？～
主催：阪南市児童虐待防止ネットワーク
・島本町
平成２５年度島本町青少年健全育成大会
開催日：平成２５年１１月１０日（日）
・豊能町
自然体験イベント（青少年指導員会）
わが町とよのの自然体験 第８回「森と遊ぼう！」
開催日：１１月２３日（土･祝）
場 所：町内の里山および周辺
内 容：里山整備、旬の食材を使った調理
・太子町
青少年健全育成推進大会 ふれあい TAISHI2013
開催日：１１月１０日（日）
場所 ：太子町立太子・和みの広場
出席者：太子町長、教育長、青少年育成関係者等
内容 ：社会教育団体による模擬店
ステージイベント
もちつき大会

２ 広報啓発活動
（大阪府、大阪市、堺市、
岸和田市、池田市、吹田市、
泉大津市、高槻市、貝塚市、
守口市、枚方市、茨木市、
泉佐野市、寝屋川市、河内
長野市、松原市、和泉市、
箕面市、柏原市、羽曳野市、
摂津市、藤井寺市、東大阪
市、四條畷市、交野市、大
阪狭山市、阪南市、熊取町、
田尻町、能勢町、忠岡町、
千早赤阪村）

・大阪府青少年課
「こころの再生」フェスティバル２０１３における「大人が変われば、
子どもも変わる」運動の広報（大阪府）
（青少年育成大阪府民会議）
日 時：１１月３日
場 所：万博記念公園 お祭り広場
来場者：約３００名
・大阪府福祉部
行政広報紙及びバス停広告等による広報
駅張り広告による広報
（近畿 2 府 4 県 4 政令指定都市の共同）
大阪城天守閣及び通天閣のオレンジ色への
ライトアップ
日時：平成２５年１１月１日（金曜日）
日没（午後５時頃）から午後１１時
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内容：児童虐待防止への思いをこめて、児童虐待防止のシンボルカ
ラーであるオレンジ色でライトアップを実施。
正庁の間 夜間特別公開
日時：平成２５年１１月１日（金曜日）
午後６時から午後８時
場所：大阪府庁本館５階「正庁の間」
※メルティングソウルによるミニライブを実施（午後６時３０分か
ら午後７時）
ガンバ大阪試合会場での啓発行動
日時：平成２５年１１月３日（日曜日）
午後１時試合開始
場所：万博記念公園スタジアム
内容：ハーフタイムにオレンジリボンキャンペーンの横断幕行進及
び試合会場場外でのオレンジリボンメッセージの受付などの
啓発活動を実施
・大阪市
子供向け公園遊具講習
公園での遊び方の講習会
開催日：平成 25 年 11 月 1 日
桃園公園（大阪市中央区谷町 6 丁目）にて
真田山公園事務所が大阪市立桃園幼稚園に対して実施
（園児 80 名参加）
・大阪市都島区
ポスター掲示（区内掲示板）
区独自で作成（Ａ４ 3 枚）
区独自のリーフレット（ポケット版）
懸垂幕の掲出
・大阪市大正区
区民まつりにおける啓発ティッシュの配布
開催日 10 月 20 日
場所：千島グラウンド
→雨天のため中止
啓発ポスター展示
実施期間：11 月 1 日～30 日
場所：大正区役所
啓発ＨＰの掲載
実施期間：11 月 14 日～30 日
区広報誌に掲載
実施期間：11 月 1 日～30 日
・大阪市西淀川区
啓発チラシの配布
実施日：11 月 17 日
場所：西淀公園・大野川緑陰道路
内容：子どもの参加が多い区のイベント「区民親子ミニマラソン・
駅伝大会」において啓発チラシを配布した
・大阪市生野区
区広報誌による広報
「子ども１１０番の家」の旗の周知、維持管理活動の推進（生野区青
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少年福祉委員連絡協議会）
夜間に外出している青少年に帰宅を促す指導ルーム活動（生野区青少
年指導員連絡協議会）
有害図書の点検指導（生野区青少年福井委員連絡協議会）
地域での子どもの安心・安全を守るトレードマーク「いくみんパトロ
ールバンド」事業の推進
生野区オリジナル「ガチ★メン」というめんこ遊びを通じて、子ども
たちに防犯標語を覚えてもらい、子どもたち自身の防犯意識を高める
活動の推進
・大阪市旭区
広報誌(11 月号)、地域誌 COM ネットによる広報
ミニのぼりの設置
啓発パネルの設置
啓発物品・パンフレット等の配布
啓発ビラの配布
・大阪市城東区
食育店による城東区内の施設の取組み紹介、啓発パンフレット等の配
布
開催日：11 月 26 日～28 日
場所：区役所 1 回オープンスペース
参加団体：公立保育所、公立幼稚園、小学校、中学校、食育ボラン
ティア、区役所等
区広報紙（ふれあい城東 11 月号）による啓発
懸垂幕 1 本（庁舎前）
のぼり 10 本（庁舎前・裏）
パンフレット 200 枚（庁舎内配架）
民生委員・児童委員会議
子育て支援センター
私立保育園連絡会にといて配布
ポスター
庁舎内、子育て支援センターにおいて掲出
・大阪市鶴見区
「こうほうつるみ 11 月号」による広報
街頭啓発活動（鶴見区青少年指導員連絡協議会）
たすきを着用し、区内全域でポケットティッシュの配布及びのもり掲
出
実施期間：11 月 1 日～30 日
児童虐待防止推進月間
区役所庁舎にのぼりを設置
区役所庁舎にポスター配架
区役所来庁者に啓発物品の配布
啓発のため、地域の主任児童委員と協働して個別訪問を実施
・堺市
シンナー・覚せい剤等乱用防止啓発事業
１１月中に開催される各区民まつりにおいて、ブースを設けて啓発
活動を行う。
内容：薬物乱用防止啓発キャラバンカーの展示（北）
、啓発パネル展
示、薬物標本展示、啓発クイズの開催、啓発リーフレット配布、啓
発物品配布、啓発 DVD 放映
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日時及び場所：
北（北区域交流まつり）
１１／２（土）１０：００～１６：００
金岡公園野球場
クイズ参加者９９７名
美原（みはら区民まつり）
１１／３（日）１０：００～１５：３０
美原区役所本館裏広場
クイズ参加者３１０名
西（西区ふれあいまつり）
１１／９（土）１０：００～１７：００
西区役所２階
クイズ参加者２７３名
南（南区ふれあいまつり）
１１／１０（日）１０：００～１５：３０
南区役所２階
クイズ参加者２７３名
堺（堺区ふれあいまつり）
１１／１７（日）１０：００～１５：００
堺市役所市民広場
クイズ参加者４４０名
広報啓発活動（麻薬・覚せい剤乱用防止運動に基づくもの）
広報紙による広報
広報さかい１１月号
「薬物乱用は『ダメ・ゼッタイ』
」
横断幕の掲出
１１／１～１１／３０
ＥＶインフォメーションの掲出
１１／１～１１／３０
・岸和田市
虐待防止推進月間関連活動
「広報きしわだ」ならびに岸和田市ホームページによる広報
オレンジリボン運動
・池田市
市職員にオレンジリボンを配布
広報誌による広報
オレンジリボン・キャンペーンのタペストリー、のぼりの掲示
啓発グッズの配布
・吹田市
チラシによる啓発（教育委員会・青少年指導員会）
13,000 枚作成し、自治会を通じて全戸回覧。
啓発用品配布活動（教育委員会・青少年指導員会）
A４版クリアファイル（標語入り）3,700 枚を市内各地で配布。
健全育成のぼりによる啓発（教育委員会・青少年指導員会）
市内全域にのぼり（標語「親子で対話 明るい家庭」
）を掲出。
懸垂幕による啓発（教育委員会）
市庁舎に懸垂幕を掲示。
・泉大津市
児童虐待防止推進月間により、広報誌掲載。ポスター、リーフレット
等で啓発。
児童虐待防止啓発ペンを作成し、イベント時に配付。
11

・高槻市
子ども・若者育成支援強調月間街頭キャンペーン（高槻市教育委員会･
高槻市青少年指導員協議会）
日時： 平成 25 年 11 月 13 日(水)
午前 11 時～正午
場所： JR 高槻駅、阪急高槻市駅、JR 摂津富田駅、阪急富田駅周辺
内容： 啓発ﾁﾗｼ、ﾃｨｯｼｭ等を配付(1500 部)
ポスター掲示（高槻市教育委員会）
原画： 市内中学生作品
表題： 「飛びたとう 希望にあふれた未来へ」
内容： 月間啓発のためのポスターを市内小･中学校及び公民館等
公共施設に掲示
広報誌による広報
内容： 啓発活動等の行事の PR
平成２５年度児童虐待防止推進月間（オレンジリボンキャンペーン）
パネル展示
開催期間：平成２５年１１月１日～
平成２５年１１月２８日
場所：高槻市役所 総合センター
（１階資産税課南側通路）
内容：児童虐待防止のパネル展示、
オレンジリボンツリーの設置等
ラッピングバスの運行
開催期間：平成２５年４月１日～
平成２６年３月３１日
内容：高槻市営バスの車両全体を広告とするラッピングバス２台
に、児童虐待防止の通告及び意識啓発を掲載し、市内を運行
車両マグネット配布
開催期間：平成２５年１１月１日～
平成２５年１１月２９日
内容：高槻市の公用車に貼り付ける啓発用マグネットを配布
街頭啓発
開催日：平成２５年１１月６日
開催時間：午後１６：４０～１８：００
場所：ＪＲ高槻駅周辺
内容：市民を対象として、オレンジリボンや児童虐待防止啓発グ
ッズを配布
・貝塚市
子ども・若者育成支援強調月間街頭啓発
（貝塚市青少年指導員連絡協議会）
開催日：11 月 3 日（日）
場所：オークワ貝塚小瀬店、イオン貝塚店
参加者：青少年指導員 36 名
内容：①フィルタリングで子どもを守ろう！（チラシ）
②子ども・育成支援強調月間、大人が変われば、子どもも変
わるの標語入りポケットテッシュ
啓発物の配布
・守口市
広報紙による広報
懸垂幕の掲出
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・枚方市
枚方市青少年育成指導員連絡協議会全体研修会
開催日：11 月 24 日
場所：輝きプラザきらら
出席者：枚方市青少年育成指導員 108 名
講演：子どもに対しての昆虫や自然への接し方の指導等
・茨木市
懸垂幕の掲出
・泉佐野市
懸垂幕を庁舎壁面に１か月間取り付ける。
啓発旗を市庁舎玄関、JR・南海本線の駅前に設置する。
青少年指導員・警察署職員・少年補導員
青少年課職員・教育長参加による啓発物品の配布。
実施日：１１月８日（火）
場所：南海泉佐野駅前・JR 阪和線日根野駅前
・寝屋川市
啓発ポスターの配布
市内全留守家庭児童会の教室で掲出し、保護者へ啓発
・河内長野市
市広報誌による広報
啓発物品の配布
青少年健全育成標語の募集（市健全育成協議会）
・松原市
「少年を守る日・家庭の日」街頭啓発活動
実施日：１１月１日
内 容：市内各駅でティッシュを配布
懸垂幕の掲出
「大人が変われば子どもも変わる運動」の啓発
実施日：11 月１・９・１７日
場所：市内各中学校
・和泉市
「毎月５日は少年を守る日」啓発活動
市内４駅の駅前で啓発物品（市民から募集した標語入りキズバンド）
の配布《青少年指導員》
中学校区毎の「地域教育協議会」による「我がまちの子どもを育て
よう」事業の展開
《青少年指導員ほか、学校、町会、自治会、PTA、こども会育成連合
会等》
市立幼稚園、私立幼稚園、市立保育園、民間保育園の園児がオレンジ
リボンを作成し、そのリボンを啓発グッズとして市民へ配布。
広報に児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載。
児童虐待防止街頭キャンペーンを実施し、啓発グッズを配布。
・箕面市
児童虐待防止にかかるポスター、リーフレット、啓発物品等作成配布
広報紙・ホームページへの掲載
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公用車へのマグネットシート掲示及び庁内外へのぼり旗設置
オレンジリボンメッセージツリー庁舎内掲示
児童虐待防止啓発講演会
「幸せって何だっけ？被虐待の淵を生き抜いて」
開催日：11 月 3 日（日）
場 所：箕面市立病院いろはホール
対象者：市民・民生委員児童委員他（111 人参加）
フィルタリングサービスについて広報紙・ホームページへの掲載
社会環境実態調査の実施
・柏原市
事業チラシ、ポスター等による広報
啓発物品を配布
・羽曳野市
横断幕、のぼりによる啓発
公用車等への標語のマグネットシール貼付
啓発物品の配布
・摂津市
広報紙による広報（11 月 15 日号発行）
青少年指導員の活動紹介記事を掲載し、青少年の健全育成を啓発。
青少年健全育成啓発ポスターの作成
市内の小中高生から原画を募集し、最優秀作品に選ばれた原画をも
とにポスターを作成。市内広報板に掲示。
広報誌による広報（11 月 1 日号発行）
JR 千里丘駅、市役所庁舎への懸垂幕・のぼりの掲示、公用車・市内
循環バスへの啓発マグネットの貼付。パンフレット、オレンジリボ
ンの設置・配布、ポスターの掲示
街頭キャンペーンの実施
日程：11 月 6 日（水）
駅前や市内スーパー、商店街周辺にてオレンジリボンやリーフレッ
トを配布
オレンジリボンキャンペーンイベントの開催（パープルリボンと共
催）
日程：11 月 17 日（日）
場所：摂津市立コミュニティプラザ・コンベンションホール
内容：講演会「DV と虐待～地域で広げる身近な支援」講師：信田さ
よ子氏（原宿カウンセリングセンター所長）
・藤井寺市
青少年健全育成藤井寺市民会議（ユースフル藤井寺）
実施日：11 月 17 日
場所：近鉄藤井寺駅前及びイオンモール藤井寺店周辺
出席者：青少年健全育成藤井寺市民会議の構成団体員 約 30 名
内容： 上記市民大会終了後「大人が変われば・子どもも変わる」をス
ローガンに啓発物品を配布しながら「子ども・若者育成支援」
を市民に訴えた。
・東大阪市
市内駅構内、学校、施設への東大阪市青少年健全育成強調月間啓発ポ
スター掲出
学校園、施設等への東大阪市青少年健全育成強調月間啓発チラシの配
14

布
学校園へ「大人がかわれば子どもも変わる」
ポスター掲出
ミニのぼりの掲出
のぼりの掲出及び啓発物品の配布（地区青少年対策市民推進委員
会）
各地区において、のぼりを掲出し、薬物乱用防止を啓発するキズバ
ンドを配布
・四條畷市
ホームページ、広報誌への掲載
啓発品の配布（ティッシュペーパー）
・交野市
広報誌（紙・HP）による広報
啓発ポスター及びチラシの配布
・大阪狭山市
『毎月５日は少年を守る日』の広報活動
実施日：平成２５年１１月５日（火）
午後２時００分～約１時間半
実施場所：大阪狭山市内全域
実施内容：市の広報車により、本市青少年指導員及び事務局職員が
乗車し、
『毎月５日は少年を守る日』の啓発メッセージを
放送するとともに市内の要所を巡回した。
「毎月５日は少
年を守る日」の市内広報啓発活動として、毎月実施して
いるが、特に１１月の強調月間に併せて、通常より細部
に渡り、特に小学校周辺を中心に市内各地域を巡回した。
学校や公園、住宅街などの市内全域を巡回し、子どもの
安全確認を行うことができた。
「子ども・若者育成支援強調月間」街頭啓発活動
実施日：平成２５年１１月１６日（土）
午前１０時～午後０時００分
実施場所：大阪狭山市立総合体育館（駐車場）
実施内容：啓発物品の配布
参 加：青少年指導員(２０人)
内 容：大阪狭山市産業まつり（イベント）内に於いて、市民に啓
発物品(１，０００個)を配布し、青少年の健全育成の呼び
かけを行った。青少年指導員が啓発用ののぼり旗を掲げ、
啓発物品を配布した。
・阪南市
青少年健全育成月間啓発活動
日時：平成２５年１１月１６日（土）
午後５時～午後６時
場所：市内各所（駅前やスーパー等）
内容：啓発グッズ（チラシおよびティッシュ）の配布
主催：阪南市青少年指導員協議会
※参考
おやこカーニバル
日時：平成２５年１０月２７日（日）
午前１０時～午後３時
場所：西鳥取公民館
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内容：昔の遊びやスポーツおよび体験を通じて、青少年の健全育成
を図った。
主催：西鳥取公民館、おやこカーニバル実行委員会
スポーツフェスタ
日時：平成２５年１０月２７日（日）午前１０時～
場所：中央運動広場
内容：イベントの中に、啓発物の配布を行い青少年の健全育成を図
った。
主催：阪南市体育協会
・能勢町
能勢文化フェスティバル街頭啓発活動
11 月 3 日（日）
、能勢文化フェスティバルの際に、青少年健全育成の
ために、街頭啓発活動を実施した。
チューリップの球根、啓発ティッシュ（携帯電話のフィルタリング啓
発、大阪府から）を配布した。
・忠岡町
広報誌による広報
・熊取町
啓発物品（ポケットティッシュ）の配布（熊取町、熊取町青少年指導
員連絡協議会）
※「児童虐待防止推進月間」に係る街頭啓発を合同で実施した。
・田尻町
駅前街頭啓発（青少年指導員、教育委員会、警察、補導員による啓発
物品配布）
・千早赤阪村
青少年育成啓発事業
開催日：１１月１6 日（土）
内容：村内の中学校参観日登校時に青少年指導員による『あいさつ
運動』を校門前にて実施。
開催日：１１月１7 日（日）
内容：村内の小学校参観日登校時に青少年指導員による『あいさつ
運動』を校門前にて実施。

３ 研修会等
・大阪府教育委員会
（大阪府、岸和田市、池田
大阪府中学校生徒会サミット
市、泉佐野市、寝屋川市、
開催日：11 月 9 日（土）
柏原市、河内長野市、松原
出席者：市町村教育委員会担当指導主事、各市町村生徒会代表生徒
市、忠岡町）
及び生徒会顧問
計 ２９４人
内 容：大阪府内 43 市町村の生徒会代表生徒が集まり、自校の取組
みを交流するとともに、
「いじめが起きにくい学校」につい
ての討議を行う。
生徒指導対策連絡会
開催日：11 月 18 日（月）
出席者：代表こども支援コーディネーター
計 ３０人
内 容：本府における問題行動等の現状と課題を共有し、児童生徒
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理解の具体的な方法について協議し、実践的な取組みの一層
の充実をめざす。
学校支援に係る連絡会
開催日：11 月 20 日（水）
出席者：社会福祉士、精神保健福祉士等
計 ３０人
内 容：福祉の視点からの学校支援の在り方や、子どもを取り巻く
環境の改善、地域との連携について情報共有、協議を行う。
携帯・ネットに係る事案についての対策会議
開催日 11 月 27 日（水）
出席者：大阪府警察本部、大阪府青少年課、近畿総合通信局、電気
通信事業課、大阪府消費生活センター、大阪市消費者セン
ター、電気通信事業者（携帯、ネット関係民間企業）大阪
府教育委員会
計 １５人
内 容：携帯・ネットトラブルに対する対応方法やその未然防止に
ついての取組の協議を行う。
・大阪市
青少年福祉委員研修会
開催日：11 月 19 日
場所：大阪市立子ども文化センター
内容：講演「大阪府社会環境実態調査について」
家庭教育充実促進事業「発達障がい」
・大阪市生野区
学習会「発達障がいってなぁに」
開催日：11 月 22 日
場所：東中川会館
参加人数：49 人
講師：エルムおおさか所長 井上芳子氏
・大阪市旭区
青少年健全育成懇談会
開催日：11 月 15 日
テーマ：出会いの中で育てられて
講師：城北小学校長 定金 洋介
親子料理教室
おやこ料理教室（大阪市旭区都島区子育て支援センター）
離乳食講座（大阪市旭区都島区子育て支援センター）
地域ふれあい子育て教室（旭区・民生委員）
・大阪市城東区
要保護児童対策地域協議会（実務者会議）
全件確認会議
私立保育園連絡会
第 2 回城東区 SARUGAKU 祭
開催日：11 月 17 日
場所：蒲生公園グラウンド、城東区民ホール、城東商店街
参加者：約 3,500 人
内容：ダンス・よさこいなどの披露
（城東区 SARUGAKU 祭運営委員会、各種地域団体、青少年団体など）
校下人権学習会
講師：ちゃんへん（パフォーマー）
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内容：あきらめない心
開催日：①11 月 9 日、②11 月 15 日
場所：①今福小学校、②菫小学校
参加者：①約 120 人、②約 120 人
・岸和田市
青少年育成団体合同研修会
開催日：11 月 16 日
場所：春木市民センター
内容：インターネットの危険性について
ネット社会に生きる子どもを守る
～子どもたちによくある消費者トラブルの現状とその対処法
～
・池田市
要保護児童対策地域協議会研修会
・枚方市
ビデオ、有害図書類自動販売機の点検･指導
・泉佐野市
青少年問題協議会講演会
開催日時：１１月２０日（水）
テ－マ：
「今どきクレジットカード、電子マネー、ポイント事情」
講師：大阪府金融広報委員会、
金融広報アドバイザー 市田 雅良
場所：泉佐野市役所
・寝屋川市
寝屋川市青少年指導員会研修会
・柏原市
虐待防止研修会
開催日：１１月２０日
場所：柏原市民文化会館（リビエールホール）
出席者：柏原市要保護児童対策地域協議
会委員、教育委員会社会教育課
等
４０人
青少年指導員協議会役員会
開催日：１１月１３日
場所：柏原市
出席者：青少年指導員協議会役員、
教育委員会社会教育課等
３０人
・河内長野市
安全・安心まちづくり市民大会（市生活安全推進協議会） スマホ時
代の講演 講師 竹内和雄氏
開催日：１１月２４日（日）
場所：河内長野市立市民交流センター
・松原市
青少年対策会議（青少年育成関係者と生活指導担当者の意見交換会）
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・忠岡町 青少年指導員会議

４ 青少年保護育成巡回活 ・大阪府青少年課、大阪府警察本部、大阪府教育委員会
動、環境浄化活動等
夜間声かけ活動（街頭補導）
（大阪府、大阪市、岸和田
実施日：11 月 18 日(月)、11 月 19 日（火）
市、吹田市、守口市、泉佐
内 容：門真市内中学校区の声かけ活動を行う。
野市、富田林市、河内長野
市、松原市、大東市、和泉 ・大阪市都島区
市、島本町、忠岡町）
統一指導ルーム
実施日：11 月 25 日（９コース）
参加者：青少年指導員延 41 名
青少年福祉委員他延 13 名
内容：夜間巡視活動等
・大阪市生野区
夜間に外出している青少年に帰宅を促す指導ルーム活動（生野区青少
年指導員連絡協議会）
有害図書類の点検、指導（生野区青少年福祉委員連絡協議会）
・大阪市城東区
各校下における有害図書調査（城東区青少年福祉委員）
指導ルーム事業
実施日：平成 25 年 11 月 25 日
場所：各校下（城東区青少年指導委員）
・大阪市鶴見区
統一かたづけ隊の活動
違法広告物の撤去
実施日：平成 25 年 11 月 3 日
（鶴見区青少年福祉委員連絡協議会）
・大阪市阿倍野区
青少年指導委員及び青少年福祉委員による指導ルーム（地域巡回活動）
実施日：平成 25 年 11 月 25 日
・大阪市平野区
青少年指導員による区内全域の夜間非行防止パトロール
開催日：平成 25 年 11 月 25 日
参加人数：３０名
青少年福祉委員による区内全域の社会環境浄化活動
（有害図書の調査報告）
調査日：平成 25 年 11 月 1 日から 11 月 30 日
調査人員：25 人
・岸和田市
イレブン・スリー
実施日：11 月３日 場所 市内各所
内容：夜間街頭指導活動
・吹田市
全市一斉合同パトロール（教育委員会・青少年指導員会）
実施日：11 月３日（日）を主に実施
場 所：市内３２地区
参加人数：１，８２８人
内 容：吹田市教育委員会と吹田市青少年指導員会が主催。地区の
各種団体と協力しパトロールを実施。
19

有害環境の浄化活動（教育委員会・青少年指導員会）
青少年に有害な図書類の販売又は貸付けを行う店舗への自粛協力依
頼。社会環境実態調査の実施。
・泉大津市
青少年の健全な成長を阻害する恐れのある図書類の販売等の状況調査
を関係事業者に対し、府青少年健全育成条例の啓発等。
・泉佐野市
青少年指導員会が主催し、本市教育委員会が後援しているハイキング
を実施。市内の中学３年生以下が対象で小学校３年以下は保護者が同
伴する。
開催日：１１月１７日（日）
場所 ：泉佐野市内、佐野中学校から新町町会館方面を歩くコ－ス
青少年社会環境実態調査
青少年指導員による、図書類の販売または貸付を行う店舗等の所在確
認及び営業状況調査、夜間立ち入り制限施設の所在確認、及び、図書
類等自動販売機の所在確認及び設置状況調査。
・富田林市
「愛の一声」啓発運動
広報車で地域内を巡回する活動
・守口市
小学校区別による街頭パレード
ビデオ、有害図書類自動販売機の点検･指導
・河内長野市
街頭補導活動
・松原市
有害図書取扱店及び自動販売機の設置調査
・大東市
街頭巡視活動（大東市青少年指導員会）
住道駅周辺夜間一斉巡視
ビデオ、有害図書類自動販売機の点検・指導（大東市青少年指導員会）
・和泉市
非行防止巡回活動《青少年指導員》
社会環境実態調査
成人向け図書、DVD 等の販売及び貸付を行う店舗の調査（区分陳列、
個別包装、年齢確認の徹底を依頼）
図書類等自動販売機調査
夜間立入制限施設（カラオケボックス、ボウリング場、ゲームセンタ
ー等）の調査《青少年指導員》
・柏原市
青少年指導員による各校区内パトロールの実施
有害図書類の販売方法等調査・点検・指導
青色防犯パトロール
・門真市
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門真市少年補導活動ネットワーク
（門真市教育委員会事務局地域教育文化課）
開催日：11 月 9 日（土）
、15 日（金）
、18 日（月）
、19 日（火）
、23
日（土）
場 所：15 日（第四中学校区）18 日（第二中学校区）19 日（第三
中学校区）
、9、23 日（第七中学校区）
、
出席者：青少年指導員、学校関係者、協助員、補導員、スクールガ
ードリーダー、大阪府、門真警察、守口少年サポートセン
ター等
内 容：校区内パトロール
・島本町
有害図書類の販売方法等調査・点検
点検期間：平成２５年１１月１日（金）
～平成２５年１１月２２日（金）
・忠岡町
ビデオ、有害図書類自動販売機の点検指導

５ 子ども・若者の社会参 ・大阪府富田林子ども家庭センター
加活動
学習支援員による学習支援事業（太子町）
（大阪府、岸和田市、豊中
開催日：9 回（毎水・金の夜 2 時間）
市、柏原市、豊能町）
参加者：生活保護を受給している
中学 2，3 年生 4 名
内 容：学習支援員による家庭学習の支援と保護者に対する進学へ
の動機付けを行い、子どもの高校進学を支援していく。
・大阪府(岸和田子ども家庭センター)
学習支援事業の実施
支援員による巡回指導支援事業
生活支援、子育て支援が必要な生活保護世帯に対して、家庭訪問し、
親への相談支援と子どもたちへの学習支援を通じて、世帯の生活力、
子育て力、子どもたちの学力向上を目指す。
訪問日数
15 日
訪問家庭数
26 家庭
支援児童実数 48 人
学習生活アシスト事業
主に生活保護を受給している中学 3 年生を対象として、学習支援を
し、高校進学への動機付けと意欲喚起、学力の定着向上を目指す。
忠岡地区
毎週土曜日
熊取地区
毎週日曜日
田尻・岬地区 毎週日曜日
に開催
参加登録人数 31 人（中 1～高 2）
参加は随時募集
・大阪府雇用推進室
地域若者キャリア形成支援事業の実施
中小企業において大学生のインターンシップを実施。
学びを変える！高校生の職業意識３Ｄ化事業の実施
緊急雇用創出基金事業を活用して、失業者を「企業・学校コーディ
ネーター」として新規雇用。
企業・学校コーディネーターが調整役となり、高校生に対して出前
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授業や企業見学を実施。
労働に関する講演
高校３年生に対する労働法に関する講演
（
「きまえ研修」として実施）
日時：11 月 20 日
場所：大阪府立香里丘高校
参加者数：高校３年生 283 名及び教師
内容：労働契約、労働条件に関する基本ルールなど
高校の就職予定者に対する労働に関する講演
日時：11 月 26 日
場所：大阪府立門真なみはや高校
参加者数：就職予定者等 38 人及び教師
内容：労働契約、働くときのルール、残業手当、男女共同参画な
ど
若者のための仕事のテーマパーク「the work park」イベントの実施
①仕事体験イベント「パビリオン」
大阪に拠点をもつ 50 の企業で、レイブルをはじめとする若者等
が、リアルな仕事体験を通じて職業観を醸成させることを目的と
したイベントを開催。
開催日：11 月 22 日（金）9:00～21:00
開催場所：大阪府内各企業・事業所
参加者：
「レイブル」のほか「なかなか仕事が長続きしない」
「ど
うしても就職活動がうまくいかない」など、就職（活動）
について悩みを持つ概ね 39 歳までの若者
参加者数：73 人
関係機関：NPO、府サポステ等支援団体
内容：仕事体験
記事掲載等：朝日放送、ＮＨＫ
②ディスカッションイベント「ラボ」
若者たちが求める「企業や上司の在り方」
「社内の体制や制度」
、
また、若者の側に必要な「働く」ことへの心構えや姿勢はどうい
ったものなのか、を模索する会議を開催。
開催日：11 月 23 日（土）13:00～17:00
（土・勤労感謝の日）
開催場所：サンケイホールブリーゼ
参加者：
「レイブル」のほか「なかなか仕事が長続きしない」
「ど
うしても就職活動がうまくいかない」など、就職（活動）に
ついて悩みを持つ概ね 39 歳までの若者
参加者数：66 人
関係機関：NPO、府サポステ等支援団体
内容：課題に対するグループ（6 名程度）
トーク
記事掲載等：eo テレビ
・大阪府（大阪府立青少年自然の家）
自然の家オープンディ（音の葉音楽祭）
開催日：１１月４日（月・祝）
内容：音楽演奏会、プログラム体験会、軽食屋台、クラフトコーナ
ー
地域の施設と連携し、
「御貝塚ゆったりウォーク」も同時開催
親子で味噌づくり
開催日：１１月１７日（日）
内容：味噌づくりを通して、自然食材と人と文化の関わりを学ぶ
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フォレストジュニアクラブ
開催日：１１月３０日～１２月１日
内容：田んぼでのどろんこ遊び、稲刈り体験など（６回シリーズ）
アドプトフォレスト
開催日 １１月２３日（土・祝）
協力 清水建設（株）
内容 伐採体験、ツリーイング
・大阪府立中央図書館
職場体験学習 中学校(東大阪市内 3 校）
(弥刀、楠根、盾津)
・岸和田市
放課後こども教室
開催日 水・土曜 場所 小学校・公民館
内容 地域住民による、安心・安全な子どもの居場所づくり活動
公民館まつり
開催日 土・日曜 場所 各公民館
内容 公民館を拠点とした、各種教室や
講座等の発表と交流
・豊中市
名 称：社会福祉施設でのボランティア体験（施設見学・交流会）及
びワークショップの実施
実施日：平成２５年１１月１１日（月）
参加者：豊中市立第三中学校１年生 ３３２名（８クラス）
、豊中市［健
康福祉部地域福祉室、市民協働部コミュニティ政策室、教育
委員会教育推進室］
、豊中市社会福祉協議会
内 容：①９時３０分～１１時３０分
市内福祉関係施設（５５施設）に協力いただき、施設見学
と利用者との交流を行った。
②１３時２０分～１４時５０分（ワークショップ）
中学生にとって「やさしい町」をテーマに施設体験を踏ま
え各クラス単位でワークショップを行った。
中学生地域体験学習受け入れ（実施日：11 月 6～8 日）
内 容：豊中市立第九中学校より体験実習生を迎え、公民館・千里
地域連携センター業務体験を通じて、地域における多世
代・多文化の市民との交流を図った。
・柏原市 地域清掃活動
・豊能町
自然体験イベント（青少年指導員会）
わが町とよのの自然体験
第８回「森と遊ぼう！」
開催日：１１月２３日（土･祝）
場 所：町内の里山および周辺
内 容：里山整備、旬の食材を使った調理
６その他（大阪府、豊中市、 ・大阪府教育委員会
柏原市）
教育に関する電話相談
電話相談「すこやかダイヤル」推進週間第３期(大阪府)
実施日時：11 月 11 日(月)～11 月 15 日(金)
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９：30～17：30
実施場所：大阪府教育センター
実施方法：教育相談室「すこやか教育相談」の電話４台、ファック
ス 1 台及び電子メールにより、児童生徒・保護者・教職
員からの相談を受ける
実施内容：いじめ・友人関係・学校生活・その他教育に関する相談
全て
・豊中市
相談事業（豊中市：とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ）デ
ートＤＶホットライン
日時：１１月２６日（火）
内容：交際相手との関係に悩む女子のためのホットライン。相談専
用携帯電話番号を公開して専門相談員が相談を受ける。
図書室での企画展示と交流（豊中市：とよなか男女共同参画推進セン
ターすてっぷ）えほんのひろば＆工作
日時：１１月１６日（土）
内容：情報ライブラリー（図書室）において特設コーナーを設置し、
親子等で人権等に関する所蔵絵本にふれてもらいながら、スタ
ッフによる読み聞かせや工作を体験する。
・柏原市
リビエールわくわくフェスタ
開催日：１１月１７日
場所：柏原市民文化会館（リビエールホール）
内容：柏原市少年少女鼓笛隊による演
奏、ダンス発表会、年代を超えたコーラス等
柏原ふれあい広場
開催日：１１月１７日
場所：柏原市役所駐車場一帯
内容：地区福祉委員会や協力団体による
各種模擬店、バザー、河内音頭等
を通じて、地域交流、福祉意識の
高揚、地域活性化を図った。
柏原市青少年指導員協議会５０周年記念式典
開催日：１１月３０日
場所：柏原市民文化会館
（リビエールホール）
内容：長年青少年の健全育成に貢献された方々の表彰、子どもの接
し方についての講演
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