平成３０年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果
区分

事業名

主催・共催団体名

（主催）⼤阪府（府⺠⽂化部）

事業の概要

女性に対する暴力をなくす運動

（共催）認定NPO法人いくの学園、 関連シンポジウム「暴力の根絶
近畿労働金庫地域共生推進室、連合 をめざして〜安⼼して⽀援を求
大阪

⻘少年育成⼤阪府⺠会議（⼤阪府⻘
少年課）

められる社会とは〜

平成３０年度「⻘少年賞」「⻘
少年育成功労者等表彰」「大阪
府⻘少年健全育成優良店表彰」

デートＤＶ、JKビジネス、性暴力被害、面前DV等、女性に対する暴力の根絶に向け活動されている方々による
トークセッションから、だれもが安心して過ごせる社会とするため、それぞれの立場でできることについて考え

開催日：平成３０年１１月１６日
場所：プリムローズ大阪
内容：地域社会において、⾃主的かつ積極的に他の模範となる優れた⾏為・活動を⾏った⻘少年またはそのサー

⻘少年健全育成とスポーツ活動の普及・発展を通して、相互の親睦の輪を広げ、⻘少年の⼼⾝ともに健全な育成
を図るものとして実施。

住吉区役所・
一般財団法人oﬃceドーナツトーク

子ども会親善キック・ソフト
ボール大会

「発達障害と家族のかかわり」
フォーラムと専門相談

83人

クル・グループ、団体に対し、その⾏為・活動を賞し、広く⻘少年の健全育成に資する

⼤阪市（各区）⻘少年指導員連絡協 中学生親善キック・ソフトボー

大阪市（各区）子ども会連合協議会

73人

るシンポジウム

議会

ル大会

参加人員
(人)

キックベース、ソフトボール大会を通じて子ども会での親睦を深める目的として実施。

⽇時：11⽉16⽇（⾦曜⽇）14時〜16時
場所：住吉区役所４会

第３会議室

内容：「発達障害と家族のかかわり」をテーマにしたパネリストによるミニフォーラム、個別相談

41人

対話でつながる活動の意見交換会実 ナラティヴ・コミュニティをま
行委員会、NPO法人ウィークタイ、 なぶ

11月4日（日）14:00-18:30

市⺠団体Re-Design For Men、豊中 -対話でつながる活動の意見交換 対話することで成り立つ当事者団体の活動紹介と意見交換会
市

68人

会-

・11⽉15⽇（⽊）13：30〜16：00
主催：豊中市⻘少年健全育成会
共催：豊中市教育委員会
後援：豊中市

第34回⻘少年健全育成

市⺠の

つどい

・豊中市立文化芸術センター中ホール（アクア文化ホール）
・実践発表「地域活動の取組みから」

456人

・講演会「家族をつなぐカウンセリング」
−家族⼀緒に居ることの⼤切さ難しさ−

箕面市教育委員会

中学生イングリッシュ
プレッション

エクス

コンテスト

開催日：11月11日
場所：箕面文化・交流センター大会議室

約180名

内容：中学生による英語でのスピーチコンテスト

・11⽉23⽇（⾦）10:00〜15:00
箕面市

食育フェア

・メープルホール・中央生涯学習センター
・食育の展示や体験（試食やクッキング）、エプロンシアター、

600〜700⼈

食事診断などで啓発

開催日：11月10日
箕面市教育委員会

箕⾯市⻘少年弁論⼤会

主催：箕面市・箕面市教育委員会・箕面ライオンズクラブ
場所：箕面文化・交流センター大会議室

111人

内容：中学生による弁論大会

箕面市教育委員会

吹田市教育委員会・

箕面市こども会ドッジボール大
会

第31回ヤングフェスティバル

吹⽥市⻘少年指導員会

開催日：11月23日
主催：箕面市・箕面市教育委員会・箕面市こども会育成協議会

529人

場所：第⼀総合運動場市⺠体育館（スカイアリーナ）

⻘少年が⾃ら考え実⾏できるという機会を与え、事業の実施過程を通じ、⻘少年が他の仲間集団と交わる場を提
供することにより⾃発性・社会性を養い、併せて⻘少年指導員と地域の⻘少年との結びつきを⼀層深め、地域の

428名

連帯意識の向上を目指す。

11⽉11⽇（⽇）13:00〜16:00
高槻市こども会連合会

第55回こども大会

・高槻市立生涯学習センター

2階多目的ホール

・後援：高槻市教育委員会

130人

・こども会によるダンスや楽器演奏、合唱など

12⽉8⽇（⼟）10:00〜16:30
⾼槻市⻘少年指導員協議会・⾼槻市 第３３回ブラスバンドフェス

・高槻現代劇場大ホール

中学校吹奏楽連盟

・後援：高槻市教育委員会

ティバル

・高槻市中学校吹奏楽連盟加盟18校による楽器演奏会

1744人

11⽉17⽇（⼟） 9:30〜11:30
寝屋川市⽴市⺠会館⼩ホール

北河内地区⻘少年指導関係者連絡協
１

議会（守口市、門真市、寝屋川市、 子ども・若者育成支援強調月間

大会、シンポジウム等の開催

枚方市、四條畷市、大東市、交野

記念行事

市）

・⻘少年功労者表彰
・寝屋川市⻘指による事例発表

180人

・寝屋川市立東小児童によるソーラン節演舞
・講演「大人が変われば子どもも変わる」
・講師：辻由起子さん（大阪府子ども家庭サポーター）

⾨真市⻘少年育成協議会連合会

第25回⻘少年⾮⾏防⽌市⺠決起
大会

11⽉17⽇（⼟）

13：00〜15：30

・式典（体験発表等）

320人

・演奏（警察音楽隊、門真市立第四中学校）

・11⽉11⽇（⽇）13:00〜15:00
東大阪市、東大阪市教育委員会

ダンスフェスタ東大阪

・東⼤阪市⽴勤労市⺠センター（ユトリート東⼤阪）

２９０名

・市内中学校、高校、大学、ダンススクールから９チームが参加し、ダンスを発表

開催⽇：11⽉17⽇（⼟）
⻘少年健全育成⼋尾市⺠会議、⼋尾
市

家庭教育を考える市⺠集会

14：00〜15：30

場所：八尾市文化会館
講師：特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール理事

有坂

絢子

氏

259人

講演「子どもたちの自己肯定感と放課後の意義」

⽇時：11⽉10⽇（⼟）9:45〜12:00
⽻曳野市⻘少年健全育成推進⼤
⽻曳野市⻘少年健全育成推進協議会 会
羽曳野市ＰＴＡ連絡協議会

場所：羽曳野市立生活文化情報センター

羽曳野市ＰＴＡ連絡協議会全体

主催者挨拶、来賓祝辞、来賓照会、大会宣言決議

研修会

講演会「生きる力の源、生活習慣の確立は一生もののプレゼント（眠って、賢く、優しく、美しく、人間力Ｕ
Ｐ！）」講師：神川

⻘少年健全育成藤井寺市⺠会議

ホールＭ

内容：羽曳野市立高鷲中学校による吹奏楽演奏

第20回⻘少年健全育成推進藤井
寺市⺠⼤会

276名

康子氏

市⺠、関係機関、関係団体が⼀堂に会し、地域ぐるみで⻘少年の健全育成に取り組むことを確認する

680人

開催日：11月11日
場所：太子町立太子・和みの広場
・ふれあいTAISHI実行委員会
・太子町
・太子町教育委員会

ふれあいTAISHI
2018

出席者：太⼦町⻑、町議会議⻑、太⼦町副町⻑、教育⻑、⻘少年育成関係者等
内容：社会教育団体等による模擬店、ステージイベント

3000人

もちつき大会（雑煮配布）、ミニ動物園
エアトランポリン、フリーマーケット、絵本読み聞かせ

開催日：11月19日
場所：和泉市コミュニティセンター1階中集会室
和泉市補導ネットワーク(学校教育
部指導室)

テーマ：少年の非行情勢と地域の少年問題に対して補導ネットワークが果たす役割について
和泉市補導ネットワーク研修会

内容：講演とグループワーク

43人

参加対象者：和泉少年補導員役員、⻘少年指導員協議会役員、防犯協議会役員地域教育協議会（すこやかネッ
ト）関係役員

学校関係役員

等

⻘少年育成団体による講演会研修会
岸和⽥市⻘少年育成四団体及び岸和 岸和⽥市⻘少年育成団体合同研

「スマホに潜む危険

田市教育委員会

修会

⾃画撮り被害、JKビジネス〜」

〜知っていますか？

貝塚市

第34回⾙塚市⻘少年健全育成

貝塚市教育委員会

「少年の主張大会」

52人

・11月24日(土)
・小学生の作文発表。
・各小学校の代表が、自分の思いを社会に訴え、

400人

大人は子どもの思いを受け止める機会として開催。
・⻘少年指導員による啓発ウェットティッシュの配布

開催日：平成30年11月4日（日）
主催：泉南市⻘少年指導員協議会・
泉南市教育委員会

ちびっこずもう泉南場所

場

所：泉南市市⺠体育館

内

容：市内在住の小学１年生から小学６年生までの男女及び泉南市スポーツ少年団加入者対象に学年・男女別

150人

個人戦、トーナメント方式で行う。

主催：泉南市⻘少年吹奏楽団・泉南 せんなんブラスフェスティバル
市教育委員会

2018

開催日：平成30年11月18日（日）
場

所：泉南市立文化ホール

内

容：泉南市⻘少年吹奏楽団と市内4中学校吹奏楽部の合同演奏会

300人

【開催日】11月3日、4日
（大阪府教育庁）「こころの再生」 『「こころの再⽣」府⺠運動 in
府⺠運動企画運営委員会

ロハスフェスタ万博』

【場所】万博記念公園

東の広場（吹田市）

【内容】子どもに対し、「頑張ること」や「“ありがとう”と思うこと」のメッセージを書く『「こころの再生」 延べ約2,200人（2日間）
宣言』をしてもらい、「5つのこころ」を見つめ直すきっかけとし、保護者に対し、リーフレットや啓発グッズ
を配布し、「7つのアクション」を取り組むことについて啓発を行った。

大阪府（健康医療部）

麻薬・覚醒剤乱用防止運動

（大阪府健康医療部）池田保健所

啓発活動

11⽉1⽇（⽊）〜11⽉30⽇（⾦）
雪印メグミルク株式会社道頓堀ネオンのＬＥＤ掲示板に薬物乱用防止啓発メッセージを放映

①

11月15・22日実施

管内大学生向け

世界エイズデーに向け、大学健康フェアで啓発物品の配布、コンドーム検定の実施
②

11⽉27⽇〜実施

①

各200人以上

①

各200人以上

管内４駅向け

HIVポスター掲示

（大阪府健康医療部）吹田保健所

啓発活動

（大阪府健康医療部）茨木保健所

啓発活動

①11⽉１⽇〜実施

管内２⼤学・１⼤学院向け

学生向けイントラネットで性感染症・HIVについて啓発

①11⽉26⽇〜実施

管内７駅

HIV啓発資材の掲示
②

11⽉26⽇〜実施

管内７⼤学・１専⾨学校向け

HIV啓発ポスターの配布

（大阪府健康医療部）寝屋川保健所 啓発活動

①

11月15・22日実施

管内大学生・府立高専向け

世界エイズデーに向け、大学健康フェアで啓発物品の配布、コンドーム検定の実施

①

11月末

学生向け

管内中学校・高等学校・特別支援学校・専門学校・大学へ、世界エイズデーに合わせてパンフレット配布
②

11⽉１⽇〜実施

管内鉄道主要駅

①27校

HIV啓発ポスター掲示
（大阪府健康医療部）守口保健所

啓発活動

③

11月28日実施

FM HANAKO（ラジオ・インターネットライフ配信）を利用したHIV啓発

①

11月３・４・17・18日実施

管内２大学祭向け

HIV・エイズ啓発資材の提供
②

11月８日実施

管内高校生向け

世界エイズデーを軸としたエイズ予防週間等における啓発依頼
③

11月17日から実施

管内２大学向け

世界エイズデーを軸としたエイズ予防週間等における啓発依頼
④

11月22日実施

管内１大学向け

HIV・エイズの啓発実施
（大阪府健康医療部）富田林保健所 啓発活動

⑤

11⽉28〜30⽇実施

管内４⼤学向け

HIV・エイズ啓発ブースを設置
⑥

11月29日実施

管内高校の教員・PTA・学校医向け

HIV・エイズ（他性感染症含む）の講義の実施
⑦

11月30日実施

管内２大学の教員・学生

学内HIV・エイズの啓発ブースにて啓発を実施
⑧

11月30日実施

管内１大学の教員・学生向け

HIV啓発資材の提供
⑨

11⽉１⽇〜実施

管内アミューズメントパーク・コンビニ及び⾃動⾞学校向け

啓発資材の掲示

①

11月15日実施

管内大学保健室利用者向け

管内大学の保健室利用者に対し、HIV啓発
②
（大阪府健康医療部）和泉保健所

啓発活動

11月26日実施

管内看護専門学生向け

管内看護専門学校の学生・教職員に対し、HIV啓発

①100人

③

②100人

11⽉16⽇〜18⽇実施

桃⼭学院⼤学向け

管内大学のエイズ予防啓発サークルメンバーによる、大学祭でのHIVに関する啓発事業
④

11⽉１⽇〜11⽉30⽇実施

管内各関係機関向け

管内高校・大学・専門学校へのポスター掲示による、HIV検査の受検勧奨、啓発事業

①
（大阪府健康医療部）岸和田保健所 啓発活動

⼤阪府（府⺠⽂化部）

「女性に対する暴力をなくす運
動」パープルライトアップ

「女性に対する暴力をなくす運
⼤阪府（府⺠⽂化部）

動」パープルリボンキャンペー
ン

大阪府（福祉部）、大阪府教育庁、
大阪市、大阪市教育委員会、堺市、
堺市教育委員会、大阪府警察本部、
特定非営利活動法人児童虐待防止協
会

管内９⾼校・１⼤学向け

女性に対する暴力(デートDVやJKビジネス、面前DV等を含む)の根絶への思いをこめて、シンボルカラーである
パープルへのライトアップを実施。

街頭キャンペーン

女性に対する暴力(デートDVやJKビジネス、面前ＤＶ等を含む)の根絶のため、京橋駅周辺で啓発ティッシュ（相
談窓口掲載ミニリーフレット入り）を配布

・JR大阪駅中央コンコース等
・オレンジリボンを一人でも多くの方に知っていただき、児童虐待防止について考えていただくため、ＪＲ大阪
駅構内で啓発グッズの配布を実施。

観覧車をオレンジ色にライト
アップ

（大阪府福祉部）近畿２府４県４政 駅貼り広告（ポスター掲示）に

・11⽉1⽇（⽊）⽇没〜22:00
・レッドホースオオサカホイール（EXPO観覧車）
・児童虐待防止への思いを込めて、児童虐待防止のシンボルカラーであるオレンジ色のライトアップを実施。

・11月1日から30日までの１か月間

令指定都市共同

よる広報

⼤阪府⻘少年課

「大人が変われば、子どもも変

シール：3,370ケ

⻘少年育成⼤阪府⺠会議

わる。」運動啓発物品の配布

広報用バナーデータの提供

ポケットティッシュ：8,420ケ

のぼりの貸し出し

・市広報誌（11月号）による広報

大阪市
各区役所

児童虐待防止推進月間にかかる

此花区主任児童委員・人権啓発推進 広報啓発活動
員など

大阪市各区役所

・ポスターの掲示（各所）
・啓発チラシ、リーフレットの作成（各所）
・街頭啓発活動（チラシ等の配付）（各所）
・のぼりの設置（各所）

子ども・若者育成支援強調月間
にかかる広報啓発活動

・区HPへの掲載（各区）
・ポスター掲示（各区）
・街頭啓発活動（各所）

・市職員にオレンジリボンを配布
（池田市）子育て支援課

オレンジリボン運動

―

【主な実施施設】太陽の塔、府立中之島、キタハマミズム（北浜テラス）

・11⽉1⽇（⽊）14:00〜16:00
児童虐待防止・オレンジリボン

ほか

大阪府（福祉部）

11⽉末〜12⽉10⽇実施

HIV等の啓発資材の配布

・市庁舎出入り口にオレンジリボンタペストリーを掲示
・オレンジリボンののぼりを掲示

（箕面市）児童相談支援センター

要保護児童対策事業

・児童虐待防止にかかるポスター・啓発物品等作成配布

（箕面市）児童相談支援センター

要保護児童対策事業

・広報紙に、児童虐待防止にかかる啓発記事を掲載

（箕面市）児童相談支援センター

要保護児童対策事業

・市ホームページに、児童虐待防止にかかる啓発記事を掲載

（箕面市）児童相談支援センター

要保護児童対策事業

（箕面市）児童相談支援センター

要保護児童対策事業

・公用車へのマグネット掲示及び庁内外へののぼり旗設置
・オレンジリボンメッセージツリー庁舎内掲示

・市内3カ所で、⺠⽣委員・児童委員と連携して、児童虐待防⽌にかかる啓発チラシ、啓発メッセージ⼊りグッ
ズを配布

―

・チラシによる啓発で⾃治会を通じて全⼾回覧、パネルの掲⽰。
・啓発用品配布活動
吹⽥市⻘少年指導員会

A4版クリアファイル（標語入り）3,700枚を市内各地で配布。

168名

・健全育成のぼりによる啓発
・懸垂幕による啓発

⾼槻市教育委員会・⾼槻市⻘少年指
導員協議会

高槻市教育委員会

高槻市教育委員会

平成３０年度子ども･若者支援強 10⽉5⽇（⾦）16:15〜16:30
調月間啓発ポスター作成・掲示

・高槻市立第十中学校にて、啓発ポスター原画作成入賞者を表彰

及び表彰式

・10月下旬から、11月末にかけて市内各所に啓発ポスター掲示

平成３０年度子ども･若者支援強
調月間啓発記事掲載

平成３０年度子ども･若者支援強
調月間街頭キャンペーン

９人

・広報11月号（10月下旬から、市内一円に配布）に啓発記事掲載

11⽉5⽇（⽉）11:00〜12:00
・⾼槻市教育委員会職員、⾼槻市保健所職員、⾼槻市⻘少年指導員、⾼槻警察、⾼槻地区少年補導員で、ＪＲ⾼

26人

槻、摂津富田及び阪急高槻市駅、富田駅周辺にて、啓発物品等配布

・街頭啓発
開催日：平成３０年１１月２日（金）
開催時間：１６：００〜１７：００
場所：ＪＲ高槻駅周辺

２

内容：市⺠を対象として、オレンジリボンや児童虐待防⽌啓発グッズを配布

広報啓発活動

・パネル展示及び リーフレット等の配架
実施期間：平成３０年１１⽉１４⽇（⽔）〜３０⽇（⾦）
場所：高槻市役所

総合センター（１階収納課南側通路）

内容：パネル展示、ポスターの掲示、リーフレットの配架、オレンジリボンツリーの設置等
・リーフレット・ポスターの配布及び配架依頼
平成３０年度児童虐待防止推進
高槻市

配布期間：平成３０年１０⽉２２⽇（⽉）〜３１⽇（⽔）

月間（オレンジリボンキャン

配架期間：平成３０年１１⽉

ペーン）

内容：児童虐待防止啓発物品（ポスター及びリーフレット等）の掲示及び配架を依頼

１⽇（⽊）〜３０⽇（⾦）

３７人

・公用車両用啓発用マグネット貼付
実施期間：平成３０年１１⽉

１⽇（（⽊）〜３０⽇（⾦）

内容：高槻市の公用車両に啓発用マグネットを貼付
・職員用名札台紙の配布及び着用
実施期間：平成３０年１１⽉

１⽇（⽊）〜３０⽇（⾦）

内容：啓発用の名札台紙を配布し着用を依頼
・啓発用横断幕の設置
実施期間：平成３０年１１⽉

１⽇（⽊）〜３０⽇（⾦）

場所：高槻市立子育て総合支援センター（２階道路側建物壁面）
内容：建物前面に啓発用横断幕を設置

・11⽉１⽇（⽊）〜15⽇（⽊）
茨木市

懸垂幕の掲出

・茨木市役所庁舎
・茨⽊市⻘少年問題協議会が設定する「茨⽊市⻘少年育成強調⽉間」に合わせ、懸垂幕を市庁舎へ掲出。

・11⽉１⽇（⽊）〜30⽇（⾦）
茨木市

広報掲載

・広報11月号で月間の周知と、悩んだり困っている子ども・若者や保護者の身近にいる人から相談先等の周知を
依頼する記事を掲載。

・女性・子ども・高齢者・障害者への暴力・虐待の防止に向けた取り組みの紹介をするパネル展を摂津市立コ
摂津市

摂津市

摂津市

虐待等防止ネットワーク会議啓
発パネル展

ミュニティプラザで開催
開催⽇：11⽉12⽇（⽉）〜21⽇（⽔）

街頭キャンペーン

鉄道駅周辺並びに市内集客施設において、啓発品の配布を⾏い、市⺠への周知を図った。

パープル＆オレンジリボンキャ

女性への暴力(DV)及び児童への虐待を啓発するパネル展を摂津市役所ロビーで開催

ンペーン啓発パネル展

開催⽇：11⽉12⽇〜11⽉26⽇(⽉)

カウントしていません

1500人

カウントしていません

鉄道駅周辺において、オレンジリボン啓発の横断幕、柱巻シートを設置した。市庁舎において懸垂幕、のぼりを
摂津市

広報啓発活動

設置。摂津市内循環バス、公共施設巡回バスにマグネットシートを設置した。市内公共施設にて、オレンジリボ
ンキャンペーン展⽰コーナーを設置し、市⺠への周知を図った。

−

市ホームページへオレンジリボンキャンペーンの案内を掲載した。

守⼝市⻘少年育成指導員連絡協議会 校区パレード

小学校区別街頭パレードの実施

守口市

市広報誌による広報

広報活動

約180名

守口市

懸垂幕

市役所庁舎前懸垂幕の掲出

交野市

市広報

交野市広報誌による広報

交野市、交野市⻘少年指導員会

ポスター配布

啓発ポスターの配布

東大阪市教育委員会

ポスター、卓上のぼり等の作

・強調月間の周知のためのポスターを作成し、市内学校園、社会教育施設、市内自治会掲示板へ掲示

成・配布

・卓上のぼりを作成し、市庁舎窓口カウンターへ掲示

⻘少年健全育成⼋尾市⺠会議、⼋尾 「少年を守る日・家庭の日」街
市

頭啓発

河内⻑野市⻘少年健全育成協議会

⻘少年健全育成標語の募集

（松原市）教育委員会

懸垂幕の掲出

羽曳野市

実施日：11月5日（月）
内容：市内各駅でマスクを配布

430人

・「児童虐待防止推進月間」共催

・広報誌及び、市内⼩学校にて、⻘少年健全育成標語を募集。
・最優秀作品を選定し、啓発用プレートの作成、配付。

市役所庁舎に懸垂幕を掲げる。

のぼりによる啓発

チェック表は市内小学

懸垂幕による啓発

生、幼稚園児(4，5歳)、

公用車マグネットシート貼付

保育園児(4，5歳)、認定

啓発物品の配布

こども園時(4，5歳)

生活習慣の確立のチラシ（チェック表）配布、ポスター掲示

羽曳野市こども会育成連絡協議会

⻘少年健全育成藤井寺市⺠会議

⼤阪狭⼭市⻘少年指導員会

街頭啓発

6,957名

生活習慣の確立のチラシ（チェック表）配布

773名

⻘少年健全育成藤井寺市⺠会議の構成員が街頭に⽴ち、市⺠に⻘少年健全育成の必要性を啓発する

50人

子ども・若者育成支援月間啓発

大阪狭山市産業まつりにおいて、子ども・若者育成支援強調月間の啓発として、啓発物品（ティッシュ）を配布

活動

する

19人

11⽉に開催される市内各区⺠まつりにおいて、ブースを設けて啓発活動を実施。
・内容
薬物乱用防止啓発パネル展示、薬物標本展示、啓発クイズの開催、啓発リーフレット・危険ドラッグ・大麻ち
堺市保健所環境薬務課

シンナー・覚醒剤等乱用防止啓
発事業

らし配布、啓発物品配布、啓発映像放映、薬物乱用防止啓発広報車（レインボー号）の展示
北区交流まつり（金岡公園野球場）

3614人

みはら区⺠まつり（美原区役所、別館北側広場）
⻄区ふれあいまつり（⻄区役所）
南区ふれあいまつり（南区役所）
堺区ふれあいまつり（堺市役所市⺠交流広場）

広報啓発活動

（麻薬・覚醒剤乱用防止運動に基づくもの）

・広報紙による広報
堺市保健所環境薬務課

シンナー・覚醒剤等乱用防止啓
発事業

広報さかい１１月号に『薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」』の啓発記事掲載。
・懸垂幕の掲出

11/1〜11/30

・ＥＶインフォメーションの掲出

堺市⼦ども⻘少年局⼦ども⻘少年育
成部子ども育成課

堺市⼦ども⻘少年局⼦ども⻘少年育
成部子ども育成課

子ども・若者育成強調月間

堺市⻘少年指導員会

泉大津市
健康福祉部
子育て応援課

・広報さかい・堺市ホームページへの掲載

・啓発活動
11⽉に開催される⻄区ふれあいまつり（⻄区役所）にて、啓発物品を配布

・11月10日（土）
虐待防止啓発活動

11/1〜11/30

テクスピア大阪

・オレンジリボンキャンペーンのリーフレット、虐待相談ダイヤルのリーフレット、里親周知のためのリーフ
レットを配架

12人

泉大津市
健康福祉部

虐待防止啓発活動

子育て応援課

・広報誌11月号
・虐待防止月間の啓発記事を掲載

・11月4日(日)
⾙塚市⻘少年指導員連絡協議会

子ども若者育成支援強調月間街
頭啓発

・ウェットティッシュ、ポケットティッシュの配布による
街頭啓発活動

1000人

・コープ⾙塚店

⻘少年指導員24⼈参加

・イオン⾙塚店

⻘少年指導員16⼈参加

・第34回⾙塚市⻘少年健全育成「少年の主張⼤
会」の開催と共に強調月間について周知を図った。
貝塚市

広報「かいづか」
ポスター掲出

・市広報

34,500世帯へ配布

・各町会掲示板へのポスター掲出
103町会

約570枚配布

・⾙塚市⺠⽣委員・児童委員協議会総会にて強
調月間事業の周知と参加依頼

・11⽉1⽇〜11⽉30⽇
・『11月は「子ども・若者育成支援強調月間」で
貝塚市

南海貝塚駅前

す。大人が変われば、子どもも変わる。大人がで

電光掲示板による周知

きることから「変身！」』のテロップを11月中毎日、
午前6時〜午後10時の間、繰り返し流して啓発
を実施。

泉佐野市⻘少年指導員連絡協議会

街頭啓発活動

泉佐野市教育委員会

街頭啓発活動

阪南市⻘少年指導員協議会

阪南市子育て総合支援センター

熊取町⻘少年指導員連絡協議会

南海泉佐野駅及びＪＲ⽇根野駅付近において、⻘少年指導員、少年補導員、泉佐野警察、学校教育課職員による
啓発物品の配布。

懸垂幕・啓発旗の設置

子供・若者育成支援強調月間街

市内各所（駅前やスーパー等）で、⻘少年健全育成の内容を中⼼とした啓発チラシ⼊りクリアファイルを配布し

頭啓発

た。

児童虐待防止月間啓発活動

市役所玄関ロビーに展示し、児童虐待防止を訴えた｡

「子ども・若者育成支援強調月

１１月３日（土）

間」に係る街頭啓発活動

標語入りのポケットティッシュの配付による街頭啓発活動

⽥尻町教育委員会、⽥尻町⻘少年指 子ども・若者育成支援強調月間
導員会

街頭啓発

（大阪府教育庁）

生徒指導対策連絡会

30人

50人

600人

6人

11⽉8⽇（⽊）7:00〜8:00
南海「吉見ノ里」駅前

５００人

標語入り啓発物品（ミニカイロ）の配布による啓発

【開催日】11月15日
【内容】児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査の結果に基づき、府内の生徒指導上の

38人

課題及び今後の具体的な取組みや効果等について共有する

【開催日】11月10日
（大阪府教育庁）

大阪府中学校生徒会サミット

【内容】大阪府内43市町村及び私学の生徒会代表生徒が集まり、自校の取り組みを交流するとともに、「大阪か

282人

らいじめをなくすために大切なこと」について協議を行う

福島区⻘少年指導員連絡協議会

大阪市立築港中学校
築港中学校下⻘少年育成推進会

⻘少年を取り巻く有害環境につ
いての講習会

講演会

・11⽉9⽇(⾦) 午後7時30〜8時30分
・福島区役所5階会議室

13人

・警察官による有害環境への適切な対応についての講習

11⽉2⽇（⾦）13：30〜14：30
子どもの健全育成に寄与すべく、元パラリンピック出場選手による自身のこれまでの体験を中心とした講演会

150人

港区役所

すくすく赤ちゃん離乳食講習会

11⽉7⽇（⽔）13：30〜15：00
離乳食について疑問や不安のある方を対象にした講習会および交流会

28人

①11⽉27⽇（⽕）10：00〜11：30
港区役所

①子育てママのつどい

４〜６か⽉の乳児および保護者を対象とした⾚ちゃんへの接し⽅などのミニ講座と交流会

②ぴよぴよランド

②11⽉6⽇（⽕）14：00〜15：30

35人

２〜３か⽉の乳児および保護者・妊婦を対象とした⾚ちゃんへの接し⽅などのミニ講座と交流会

港区役所

大正区役所

11月6日（火）、11月22日（木）、11月27日（火）、11月29日（木）

自転車講習会

区内小学校にて小学生を対象とした自転車安全運転についての講習会

「児童虐待と子ども
の人権」講演会

実施⽇：11⽉27⽇15:00〜18:15
実施場所：⼤正区⺠ホール

180人

内容：有識者による児童虐待の防止の講演、子どもの人権の講演

・11⽉6⽇
浪速区役所

1133人

子どもの防犯力アップ事業

13:55〜:15:35

・大阪市立栄小学校
・区職員、講師、教員、警察、保護者、地域の方が児童とともに「まち歩きワークショップ」の実施し、「安全

50人

安心マップ」を作成

東成区子供会育成連合協議会
東成警察

・11⽉11⽇ 10：00〜10：30
防犯講習会

・東成スポーツセンター

東成区役所

建設局
大阪城公園事務所
大阪市立敷津小学校

・11⽉14⽇(⽔) 10:40〜11:30
子ども向け公園遊具

・浪速区

の安全講習会

・公園清掃後に公園遊具の安全講習会

建設局
八幡屋公園事務所

・⻄成区

豊中市

・中央区

玉造・森ノ宮・城南・寺山・越中公園

・公園清掃後に公園遊具の安全講習会

ユースサポーター養成講習会

11⽉15⽇（⽊）9：30〜16：00

スキル編・実践編

若者支援に携わる人材の育成

第三回目

ひきこもり女子会のつくり方講

11⽉５⽇（⽉）14：00〜16：30

座

当事者会の立ち上げ方について学ぶ講座

⻘少年講演会

11⽉26⽇(⽉)14:00~16:00

「いま、子ども若者にとって地

子ども・若者たちを取り巻く社会環境、経済状況など、時代が大きく変化する現在、子ども・若者が地域社会で

域社会とは」

育つことの意義や、地域社会の役割りについて考える

大きくなーれ！すくすくごはん
池田市健康増進課

敷津小学校
生徒 158人

梅南津守小学校
2年生36人

・11⽉28⽇(⽔) 9:45〜10:20
〃

大阪市立玉造小学校

豊中市

梅南津守⼩学校

・公園遊具の安全講習会

建設局

豊中市

鴎・高岸・敷津三島公園

・11⽉22⽇(⽔）9:40〜11:30
〃

大阪市立梅南津守小学校

大阪城公園事務所

300人

・東成区子供会主催東成区親善スポーツ大会における東成警察、区役所合同での防犯講習会

〜幼児期の⾷事についての講習
会〜

日頃、こどもの食事で悩んでいる保護者に栄養士からこどもが喜ぶ料理の工夫や、大人の食事からのとり分け方
などをアドバイス
１．講話と試食
２．調理実習

玉造小学校
生徒 509人

35人

33人

20人

１．16名
２．10名

３
研修会・講習会の開催

（箕面市）児童相談支援センター

要保護児童対策事業

箕面市教育委員会

生徒会学習会

児童虐待防止推進月間講演会
「地域で取り組む児童虐待防止について」

約180人

開催日：11月15日
場所：教育センター
内容：いじめ防止の取組について市立中学校生徒会役員と秋田県由利本荘市の中学生が話し合う

50人

箕面市教育委員会

箕面市生徒指導主事担当者会

市内小中学校生徒指導主事が集まり、問題行動等についての指導や対応方法について話合う

25人

11⽉17⽇（⼟）14:00〜15:30
⾼槻市教育委員会・⾼槻市⻘少年指
導員協議会

平成３０年度⾼槻市⺠の集い

・高槻市立生涯学習センター

1階展示ホール

・テーマ：「心のバリアをとりはらおう！」

110人

・手話エンターテイメント発信団oioiによる手話歌、手話コントなどのパフォーマンス披露

摂津市

島本町いきいき・ふれあい教育事業
実行委員会子ども安全・育成部会

市⺠向け講座の開催

パープルリボン・オレンジリボンキャンペーンと合同で、市⺠向け講座を開催した。

25人

・11⽉18（⽇）13:00〜15:00
自転車等交通安全講習会

・島本町立第一小学校グラウンド

34人

・警察官による自転車等の交通安全講習

・11⽉10⽇（⼟）14:00〜16:00
枚方市

⼦ども・若者⽀援のための市⺠
連続講座【第3回】

・ラポールひらかた

３階

研修室１

・講演「ひきこもりの子を持つ家族の生活設計」

55人

・講師：畠中雅子さん
・ファイナンシャルプランナーによる、働けない子どものために家族が準備できること等に関する講演

・11⽉30⽇（⾦）14:00〜16:00
・ラポールひらかた
枚方市

３階

研修室１

⼦ども・若者⽀援のための市⺠

・講演「家族に伝えたいこと、知って欲しいことーひきこもりの若者も家族も孤立しないためにー」

連続講座【第４回】

・講師：大橋史信さん

41人

・様々な生きづらさを有する当事者の視点で、支援に取り組んでいる講師より、子ども・若者やその家族に向け
た講演

四條畷市⻘少年健全育成活動推進本 ⻘少年健全育成活動推進本部講
部

（松原市)教育委員会、⻘少年育成
関係者、生徒指導担当者

（松原市）各小・中学校

演会

１１⽉２７⽇（⽕）

19:00~20:00

四條畷市役所東別館２階２０１会議室

29人

・講演「スマホ・ＳＮＳを保護者の目線から」

⻘少年対策会議

⻘少年関係（地域、警察、⼦ども家庭センター、⾼校など）と各中学校⽣と指導担当者の意⾒交換会。

あいさつ運動

生徒会が主体となり、朝校門前にてあいさつを行う。

20〜30⼈

区（７ヶ所）ごとに⻘少年指導員を対象に研修会を開催
【堺区】開催日：11月12日（月）
テーマ「薬物乱用防止について」
【中区】開催日：11月9日（金）

堺市⼦ども⻘少年局⼦ども⻘少年育
成部子ども育成課

堺市⻘少年指導員会

テーマ「SNSの使い⽅と⻘少年を取り巻く実情について」

【堺区】24人

【東区】開催日：11月22日（木）

【中区】36人

テーマ「⾃転⾞の交通ルールについて」、テーマ「⻘少年との関わり⽅について」

【東区】38人

【⻄区】開催⽇：11⽉26⽇（⽉）

【⻄区】21⼈

テーマ「ニュースポーツ体験研修」

【南区】47人

【南区】開催日：11月16日（金）
テーマ「SNSと⻘少年を取り巻く実情について」

【北区】41人
【美原区】30人

【北区】開催日：11月28日（水）
テーマ「中学生等の現状について」
【美原区】開催日：11月15日（木）
テーマ「子どもたちの生と性を考える」

泉大津市教育委員会

支援教育の視点を入れた生徒指
導研修会

11⽉30⽇（⾦）15:45〜17:00
泉大津市教育支援センター

２Ｆ大研修室

25人

・学校における事案を想定した模擬ケース会議の実施、及び講師による講義

市⽴公⺠館にて公⺠館まつりを⾏う。模擬部の出店として、⻘少年リーダーの新緑会の中⾼⽣によるフランクフ
岸和田市教育委員会生涯学習課

公⺠館まつり

ルトを販売、また⼦ども会育成連絡協議会により同様にフランクフルトを販売した。⻘少年指導員協議会による
⼦どもの広場部にてクロリティを⾏う。また他公⺠館においても公⺠館まつりが⾏われ、⼦どもたちの発表や交
流がある。

・11⽉21（⽔）1５:30〜1７:00
泉佐野市教育委員会

⻘少年問題講演会

・生涯学習センター
・有識者による「こどもの居場所づくり事業」についての講演

47人

（大阪府教育庁）

（大阪府教育庁）

（⼤阪市）各区⻘少年指導員連絡協
議会など

少年サポートセンターと学校の

【実施日】11月6日ほか

合同補導

【内容】各少年サポートセンターと学校が合同で夜間街頭補導を実施する。

少年サポートセンターでの受験

【実施日】11月1日ほか

対策講座

【内容】各少年サポートセンターによる個別の学習支援を行う。

指導ルーム（夜間巡視）活動

・市内各所（延べ235回）
・夜間に外出している⻘少年に対し、早期帰宅を促し、犯罪被害や⾮⾏⾏為等を未然に防ぐ。

1509人

・市内各所で実施
（⼤阪市）各区⻘少年福祉委員連絡
協議会

社会環境実態調査

・図書類の販売又は貸付を行う店舗等の所在確認及び営業状況調査
・夜間立入り制限施設(店舗)の所在確認
・携帯電話インターネット接続役務提供事業所(店舗)の所在確認

此花区役所

このはちゃんパトロール

・11⽉1⽇（⽊）〜30⽇（⾦）の平⽇
・区内⼩中学校周辺等の不審者対策として、⻘⾊防犯パトロールカー2台による巡回

本市が保有している業務用作業車両に「あんしんパトロール実施中」という赤いステッカーを貼付し、犯罪の抑

（大阪市）建設局

あんしんパトロール

各工営所・公園事務所等

⽌効果と市⺠の皆さんへの啓発を図るとともに、被害者が救助を求めてきた場合、被害者を保護・応急⼿当し、

1009人

警察や消防などに通報・連絡するもの。

（大阪市）建設局

⻘⾊防犯パトロール

各公園事務所等

⻘⾊回転灯を装備した⾃動⾞により⾃主的防犯パトロール活動を⾏い、街頭犯罪や⼦どもへの声かけなどを防⽌
する。

箕面市教育委員会

街頭補導活動

・少年の溜まりやすい場所など問題箇所を箕⾯市⻘少年補導員と巡視を⾏う

箕面市教育委員会

⻘⾊防犯パトロール

・箕⾯市、箕⾯市教育委員会、各⼩学校区⻘少年を守る会により市内のパトロールを⾏う

開催⽇
みのお市⺠活動センター
箕面おやこで鑑賞ひろげ隊ぽんぽん

ぽんぽんファミリーひろば

場所

279人

32人

11⽉18⽇（⽇）10:30〜14:30
市⺠活動センター

対象

0歳〜3歳児と保護者

内容

乳幼児の親子・家族向けのおはなし会、工作等

17人（7組）

実施日：11月4日（日）を主に実施
吹田市教育委員会・

全市⼀⻫合同

吹⽥市⻘少年指導員会

パトロール

場所：市内３２地区
内

容：吹⽥市教育委員会と吹⽥市⻘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。

1,507人

・有害図書類の点検・指導

門真市教育委員会事務局

教育部

門真市少年補導活動ネットワー

社会教育課

ク事業

東大阪市教育委員会

環境浄化キャンペーン

参加者：⻘少年指導員、学校関係者、⻘少年育成協議会、スクールガードリーダー、⼤阪府⻘少年課、⾨真警
察、枚方少年サポートセンター等

各校区約10名

内容：校区内パトロール

・強調月間である11月を中心に、各地域で、社会教育団体により啓発キャンペーンを実施し、啓発物品を配布。

４
⻘少年保護育成巡回活動、環境浄
化活動等

⼋尾市、⼋尾市⻘少年育成連絡協議
会

富田林市

社会環境実態調査

「愛の一声」街頭啓発活動実施

・有害図書類の点検・指導
・「こども１１０番の家」の啓発及び、新規協力の依頼

11月4日（日）
広報車により市内巡回、街頭啓発活動を行う。

⻘少年指導員

3人

11⽉8⽇（⽊）〜11⽉30⽇（⾦）
（河内⻑野市）⼤阪府、⼤阪府⻘少
年指導員連絡協議会

⻘少年社会環境実態調査

・⼤阪府⻘少年健全育成条例に定める規制対象業種等のうち、営業場の所在等の確認及び条例等の啓発を⾏うこ

14人

と
・⻘少年の健全な成⻑を阻害するおそれのある図書類の販売等の状況を現地で確認すること

（松原市）⻘少年指導員協議会

⻘少年保護育成巡回活動、環境
浄化活動等

有害図書取扱店及び自動販売機の設置調査

９９人

千早⾚阪村⻘少年指導員連絡協議会 愛の一声運動

広報車にて村内全域に広報

10人

泉⼤津市⻘少年指導員協議会

市内の書店およびコンビニにおいて、区分陳列など有害図書の取り扱いが適切になされているか調査を実施。

13人

泉大津市教育委員会

社会環境実態調査

Izumiotsu City声かけチーム

・11⽉１⽇（⽊）〜30⽇（⾦）の間の⽕曜⽇・⽊曜⽇平⽇の下校時間帯

「Together」

・教員ＯＢ、警察官ＯＢが下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。

泉大津市こどもサポートセン

・11⽉１⽇（⽊）〜30⽇（⾦）の⽔曜⽇を除く平⽇の午前・午後

ター

・教員ＯＢ、警察官ＯＢが、市内繁華街を中心にパトロール。

和泉市⻘少年指導員協議会

社会環境実態調査

⻘少年の健全な成⻑を阻害するおそれのある図書類の販売等の状況

（岸和⽥市）⻘少年指導員協議会

社会環境実態調査

泉大津市教育委員会

6人

2人

営業場の所在等の確認及び条例の啓発
15人

⻘少年が健全に成⻑できる環境づくりを効果的に推進するため、関係事業者の営業状況等のきめ細かい把握ため
の実態調査を行う。

・対象校区⻘少年指導員による調査
・市内の書店、コンビニエンスストアなどに赴き、
⾙塚市⻘少年指導員連絡協議会

有害図書類の点検・指導

有害図書やソフト類が適切に配置されているか、
また、適切な販売を実施しているかを調査。
・店舗に対し、⻘少年保護育成条例の遵守を
要請する。

・対象校区⻘少年指導員による調査
⾙塚市⻘少年指導員連絡協議会

夜間立入制限対象店舗の調査・
指導

・市内のカラオケボックスやボーリング場などに赴き、
子どもの利用状況の実態を把握。
・店舗に対し、⻘少年保護育成条例の遵守を
要請する。

泉佐野市⻘少年指導員連絡協議会

有害図書類の点検・指導

図書やＤＶＤ等の販売店を訪問し、有害図書類についての点検・指導を行う。

15人

高校の就職予定者等に対する労働に関する講座
大阪府商工労働部雇用推進室労政
課、大阪雇用対策会議

就労前教育

日時：平成30年11月20、27日

52人

場所：大阪府立島本高等学校
内容：仕事をする上で知っておくべき知識

⼤阪府（府⺠⽂化部）

港区産業推進協議会

トップアスリート小学校ふれあ
い事業

第1回港区ものづくり教室

大阪市立敷津浦小学校

11月27日（火）築港小学校の2限目授業で6年生を対象に、港区ものづくり事業者が行使となって、ものづくり
を体験しながら学んでもらうキャリア教室プログラムを実施。

・11⽉16⽇（⾦） 9:00〜12:00

建設局
⻑居公園事務所

府内小学校にトップアスリートを派遣し、直接的なふれあいを通じて、
小学生がスポーツの素晴らしさや感動を共有できること、また夢や希望を与え、運動・スポーツに親しむ態度や
習慣を身につけることを目的とします。

竹垣づくり講習会

・住之江区 加賀屋新田
・小学生対する竹垣づくり講習会
講習後、地域ボランティアと共に竹垣の作成を行なう。

16校

1174名

（H30,11.01~11.30実
績）

52人

敷津浦小学校
３年生

７２人

地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
１０人

建設局
⻑居公園事務所

・11⽉14⽇（⽔） 8:50〜11:30
おしごと体験教室

・東住吉区

大阪市立今川小学校

今川公園

・小学生に対するおしごと体験として、公園維持管理業務の体験学習と公園遊具の安全な使い方講習

（池田市）生涯学習推進課

池田市スポーツフェスタ2018

インドアスポーツを１日で楽しく体験

豊能町⻘少年指導員会

第13回森と遊ぼう!!

町内の小学生を対象に、里山を清掃し、森の役割や自然の大切さを考える。

今川小学校
３年生

９０人

教諭

３人

120人

55人（うち小学生37人、
保護者等18人）

・11⽉25⽇（⽇）10：00〜16：00
茨木市

⻘少年による⻘少年のためのイ

・茨⽊市⽴上中条⻘少年センター

ベント

・⻘少年が企画・運営に携わり、将棋教室やサイエンスショー等を実施。

923人

・大阪府警と連携し、大学生によるスマホ安全出張講座による啓発。

開催⽇：11⽉3⽇（⼟）〜4⽇（⽇）

５
ボランティア活動、体験教室等子 ⼋尾市⻘少年育成連絡協議会

リーダースクール

宿泊研修

場所：曾爾高原

35人

内容：⼩学校５〜６年⽣を対象に、宿泊研修を通じ集団⽣活での役割分担や規律正しい⽣活を学ぶ。

供・若者の社会参加活動

11⽉11⽇（⽇）10：00〜16：00
河内⻑野市⻘少年指導員連絡協議会 ⻘少年⾳楽フェスティバル

・河内⻑野市⽴市⺠交流センター
・⻘少年グループによる演奏発表会

109人

・⻘少年ボランティアスタッフを募集し、企画・運営にも携わる

河内⻑野市教育委員会、ＮＰＯ法⼈ ファーストステップトライアル
⻘少年⾃⽴⽀援施設淡路プラッツ

事業

（松原市）地域教育協議会

中学校区フェスタ

泉大津市
健康福祉部

11⽉22⽇（⽊）13：00〜15：00
・ひきこもり等の若者を対象に居場所づくりとしての生涯学習講座などを開催

5人

・今回は、河内⻑野市内のウォーキング体験

各中学校区において、家庭・地域・学校が一体となってフェスタを開催する。

29,200人

11⽉28⽇(⽔)18:00〜19:30
こども食堂

子育て応援課

・泉大津市総合福祉センター

42人

・こども食堂（こどもの居場所づくり事業）

岸和田市教育委員会生涯学習課

放課後こども教室

岸和田市教育委員会生涯学習課

少年教室

岸和田市教育委員会生涯学習課

子どもの居場所教室

学校等を活用し、地域の方を指導員として、放課後や週末におけるスポーツや文化活動などの様々な体験活動を
通じて、安心安全な子どもたちの居場所を確保する。

子ども達が学校外の時間に趣味に親しむことにより、仲間づくりや友情と豊かな心を養う。

子ども達が安全で安心できる居場所を設けることで、休日を有効に使い、豊かな人間性を育む情操教育の場とす
る

660人

43人

67人

市内保育園児・幼稚園児・こども園児・小・中学生及びその保護者の方を対象として、会話を楽しみながら約８
泉佐野市⻘少年指導員連絡協議会

第４１回ワクワクふれあいハイ
キング

〜１０ｋｍの道のりを歩く。
５か所のチェックポイントでは、各校区の⻘少年指導員やジュニアリーダーがレクリエーションを実施する。

286人

昼⾷は⻘少年指導員がカレーを⽤意し、みんなで⾷べる。

【実施⽇】：11⽉5⽇〜9⽇
電話相談「すこやかダイヤル」
（大阪府教育庁）

【場所】大阪府教育センター

推進週間

【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

第３期

者・教職員からの相談を受ける
【内容】いじめ・学習活動・学校生活・その他教育に関する相談全て

【実施⽇】：11⽉12⽇〜12⽉21⽇
（大阪府教育庁）

アンケート「安全で安心な学校
生活を過ごすために」第２回

【場所】府立学校
【方法】府立学校の全在籍者（直接、記入できない場合はその保護者）にアンケート調査を実施する。
【内容】体罰、いじめ、セクシャル・ハラスメント等、学校生活・その他教育に関する相談全て

此花区役所

子ども110番の家

・旗、ポスターの掲示箇所確認及び劣化等による張替え

約127,000人

・11⽉23⽇（⾦）10:00〜10:45
箕面市

みのおアイデアニューコンテス
ト表彰式

６
その他（

・箕面市農業祭会場
・コンテスト受賞者

7組（9名）

121人

・市内在住、在学の⼩学5年⽣〜中学⽣を対象に、箕⾯産の野菜を取り⼊れたメニューを募集し、1次、2次審査
し決定した受賞者を表彰する。

）

11⽉10・11⽇（⼟･⽇）10:00〜17:00、12⽇（⽉）10:00〜16:00
高槻市こども会連合会

はばたくこども会展

・高槻市立生涯学習センター

1階展示ホール

・後援：高槻市教育委員会

170人

・こども会で作成した作品を展示

市内の小中高生から原画を募集。最優秀作品に選ばれた原画をもとにポスターを作成し、市内広報板に掲示。さ
摂津市

（和泉市）⻘少年センター

（岸和⽥市）⻘少年問題協議会

⻘少年健全育成啓発ポスターの

らに入賞8作品については、コミュニティプラザで掲示

作成

開催⽇：11⽉1⽇（⽔）〜10⽇（⾦）

子ども電話相談（チャイルドラ

１８歳までの⻘少年を対象とした電話相談事業。毎週⽔曜⽇開催（祝⽇を除く）

イン）

第2回⻘少年問題協議会

協議会において、以前より議論しているスマートフォン等の中学生における問題について協議し、アンケートの
実施を決定

カウントしていません

144人

17人

