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令和４年度「子供・若者育成支援推進強調月間」広島県実施要綱 

 

１ 趣  旨 

 次代を担う子供・若者が，夢や希望を豊かに育み，心身ともに健やかに成長することは県民すべての願い

である。 

しかしながら，現在の社会状況を見ると，支援を必要とするニート，ひきこもり，不登校などの社会生活

を円滑に営む上で困難を有する子供・若者の問題や，少年非行，いじめの問題，児童虐待，児童ポルノなど

子供が被害者となる事件など社会全体で取り組まなければならない問題がある。  

これらの諸課題に対応し，地域の子供を守り・育てることは，大人一人ひとりの問題であることを認

識し，県だけでなく市町・教育機関・県民・家庭・地域・企業などが一体となり，子供・若者を健やか

に育成し，社会生活を円滑に営むことができるよう支援を行うため，それぞれの機関が主体的にその役

割を十分に果たし，一体となって取り組む支援活動を展開する必要がある。 

 このため，内閣府が主唱する強調月間に呼応して，この期間中に子供・若者育成支援のための各種事業を

集中的に実施することにより，県民の理解を深めるとともに，県民運動の一層の充実を図る。 

 

２ 期  間 

   令和４年11月１日(火)から11月30日（水）までの１か月間 

 

３ 実施機関・団体 

   広島県，広島県教育委員会，広島県警察，公益社団法人青少年育成広島県民会議，市町，市町教育委員

会，各青少年育成市区町民会議及び青少年育成関係団体 

 

４ 子供・若者育成支援の基本的な方針及び施策 

(1) 全ての子供・若者の健やかな育成  

(2) 困難を有する子供・若者やその家族の支援  

(3) 創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援  

(4) 子供・若者の成長のための社会環境の整備  

(5) 子供・若者の成長を支える担い手の養成・支援  

 

５ 実施計画 

(1) 県が行うもの 

事  業  名 事  業  内  容 

広報啓発活動 懸垂幕の掲出，子供・若者育成支援推進強調月間啓発物品の配布 

広島県青少年健全育成 

条例に基づく立入調査 

書店，コンビニエンスストア，インターネットカフェ，インターネット接続端末販

売店等に立入り，自主規制の実施状況等の調査指導を行う。 

安全・安心なまちづくり 

「ひろしま」地域活動支援

サイトによる情報発信 

安全・安心なまちづくりに関する，地域の取組や地域活動を支援する各種情報を発

信するホームページで，子供や女性の安全確保に関する活動を紹介。 

ひきこもり相談・精神保健

福祉相談 

広島ひきこもり相談支援センター，県保健所及び県立総合精神保健福祉センターに

おいて，ひきこもり相談や精神保健福祉相談，ひきこもり家族教室等を実施。 

※日時，場所，内容の詳細については各所で設定。 

児童虐待防止 オレンジリ

ボンキャンペーン 

日時 11月を中心に展開 

場所 県内一円 

内容 児童虐待問題に対する社会的関心を喚起し，児童虐待防止対策の取組を 

推進するため，広報・啓発活動等を実施する。 

 ○Webサイト（イクちゃんネット内に開設）, ポスター，広報誌等を使った 

「児童虐待防止」，「体罰によらない子育て」の広報啓発。 

    ○「大学生が考える児童虐待」をテーマとした学生による動画・ポスターの 

制作。 
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ひとり親家庭等学習支援ボ

ランティア事業 

日時 4月～3月 

場所 県内12市町(府中市，東広島市，三原市，府中町，竹原市，三次市，大竹市，

江田島市，海田町，坂町，熊野町，世羅町) 

内容 広島県ひとり親家庭等福祉連合会等への委託により，学習支援ボランティア

を地域の施設等に派遣し，ひとり親家庭の子供に対する学習支援を行う。 

広島県麻薬・覚醒剤・大麻

乱用防止運動の実施 

日時 10月１日(土)～11月30日(水) 

場所  県内一円 

内容 麻薬・覚醒剤・大麻等の薬物乱用による危害を広く県民に周知し，県民一人

ひとりの意識を高めることにより，薬物乱用の根絶を図る。 

       ○ポスター等の配布による広報啓発活動の実施 

       ○麻薬等取扱者に対する立入検査等の実施 

      ○覚醒剤等相談窓口での相談受付 

ひろしましごと館での相談

事業等 

場所 ひろしましごと館 月～金曜日，第１・３土曜日 

   ひろしましごと館福山サテライト 水・金曜日 

内容 若年求職者(おおむね44歳まで)等を対象に，就職に関する相談，情報提供及

び職業適性診断等の支援を行う。 

広島地域若者サポート 

ステーション（若者交流 

館）での相談事業等 

場所 広島地域若者サポートステーション（若者交流館） 

(広島市内)月～金曜日，第１・３土曜日 

呉市内・東広島市内・廿日市市内(週1回) 

内容 仕事に就いておらず家事も通学もしていない若者等(15歳～49歳)を対象に，

相談事業等を通して，職業的自立の支援を行う。 

広島県立農業技術大学校 

「農大市」 

日時 11月５日（土） 

場所 県立農業技術大学校(庄原市是松町) 

内容 学生自らが企画・運営し，日頃の学習成果をＰＲするとともに，学生たちが

育てた新鮮な農畜産物の直売などを実施する。 

 

 

 (2) 県教育委員会が行うもの 

事 業 名 事  業  内  容 

一日公開書庫 

日時 11月３日(木・祝) 13:00～16：00 

場所  県立図書館  

内容 普段は職員しか入ることができない地下２層の書庫（約72万冊所蔵）を公

開。 

<菅
かん

茶山
ちゃざん

の世界> 特集展示 

菅茶山と交流した藩儒た

ち 

日時 10月７日（金）～12月４日（日） 

※月曜日休館 

場所 ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館，福山市西町二丁

目４－１）近世文化展示室 

内容 福山藩のお抱え儒学者である「福山藩儒」であった菅茶山と日本各地の藩

儒たちの資料と，その交流を紹介する。 

※11月３日(木・祝)文化の日は，観覧料無料 

※11月１日(火)～７日(月)の教育ウィークは，高校生までは観覧料無料 

<守
もり

屋
や

壽
ひさし

コレクション> 

 城絵図と藩校 

日時 10月７日（金）～12月４日（日） 

※月曜日休館 

場所 ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館，福山市西町二丁

目４－１）近世文化展示室 

内容 11月19日・20日に福山市で開催される藩校サミットに合わせて，本コレクシ

ョンに収集される各地の城絵図を展示し，城下町の成り立ちや特徴を紹介す 

るとともに，各城下町での藩校についても紹介する。 

※11月３日(木・祝)文化の日は，観覧料無料 

   ※11月１日(火)～７日(月)の教育ウィークは，高校生までは観覧料無料 



 

 - 3 - 

こころの相談室 
福山庁舎第１庁舎内の「こころの相談室」で，不登校，いじめ等のカウンセリング

等を行う。(11月は相談充実月間) 

心のふれあい相談室 
県立教育センター内の「心のふれあい相談室」で，不登校児童生徒，保護者，教職

員からの相談に応じる 

いじめダイヤル24事業 
電話受付により，24時間，いじめの問題などの相談に応じる。 

(平日17:00～翌日9:00及び休日は留守番電話対応) 

高等学校総合文化祭 

日時 10月29日(土)～２月12日(日) 

場所  県内各地  

 内容 広島県高等学校文化連盟と共催して文化祭を開催する。 

   音楽祭，美術展，書道展等 

秋の特別企画展 

「国史跡 寺町廃寺跡とそ

の時代－備北に仏の華ひら

く－」 

日時 10月７日（金）～11月27日（日） 

※月曜日休館 

場所 みよし風土記の丘ミュージアム（広島県立歴史民俗資料館，三次市小田幸町1

22） 

内容 三次市教育委員会と連携して，国史跡 寺町廃寺跡の発掘調査で出土した資料

を中心に最新の調査・研究の成果を紹介し，広島県北部における古代仏教文

化の姿に迫っていく。 

※11月３日(木・祝)文化の日は，観覧料無料 

※11月１日(火)～７日(月)の教育ウィークは，高校生まで観覧料無料 

企画展 

「青年頼山陽」 

日時 10月20日（木）～12月11日（日） 

   ※月曜日休館 

場所 頼山陽史跡資料館（広島市中区袋町5-15） 

内容 令和４年は頼山陽没後190年に当たる。本展ではこれまであまり掘り下げられ

ることのなかった頼山陽の青少年期の動向を伝える資料・作品を取り上げ，

誕生から広島を離れる三十歳までの頼山陽の足跡をたどりながら，その実像

に迫っていく。 

※11月３日(木・祝)文化の日は，観覧料無料 

※11月１日(火)～７日(月)の教育ウィークは，高校生まで観覧料無料 

県内種目別競技会 

新人大会 

日時 ９月３日(土)～２月12日(日) 

場所  県内各地  

内容 広島県高等学校体育連盟と共催して新人大会を開催する。 

体操競技，ハンドボール，ソフトテニス等全32競技 

第75回広島県高等学校  

総合体育大会駅伝 

日時 11月６日(日) 

場所  みよし運動公園陸上競技場 

内容 広島県高等学校体育連盟と共催して駅伝大会を開催する。 

中国中学校（男子83回， 

女子32回）駅伝競走大会 

日時 11月13日(日) 

場所  東広島運動公園内特設コース・陸上競技内をスタート・フィニッシュとする

駅伝コース 

内容 広島県中学校体育連盟と共催して駅伝大会を開催する。 

第102回全国高等学校ラグ

ビーフットボール大会広島

県予選 

日時 10月23日（日）～11月20日（日） 

場所 Balcom BMW 広島県総合グランド ･Rugby Studium 

内容 広島県高等学校体育連盟と共催して，県大会を実施する。 
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電子図書館事業 

日時 令和２年７月から当分の間 

場所 県立図書館 

内容 子供の心のケアと学びを支援するため，青少年のための電子図書館サービス

“With Booksひろしま”を開設。癒しや悩みの解決・生き方のヒントになる

本，学びにつながる本をはじめ，古典・近代文学の名作など，約7,000冊の

電子書籍を無料で借りて読むことができるサービスを実施。 

青少年の学びのトビラ～

探究学習支援～ 

日時 令和３年７月６日（火）から当分の間 

場所 県立図書館 

内容 「青少年の学びのトビラ～探究学習支援～」コーナーを設置。 

中・高校生が様々なことがらに興味を持つきっかけとなる資料や，探究学

習・課題研究にも活用できる資料の貸出しを実施。 

障害者サービス 

日時 11月３日（木・祝）９時30分～16時 

場所 県立図書館 

内容 県立図書館で実施している「障害者サービス」の周知・利用促進を図るた

め，展示や職員による説明，障害者サービスに係る登録申し込み受付等を行う 

ひろしま歴史オンライン 

集まれ！歴史博士！ 

日時 随時 

場所 歴史民俗資料館，歴史博物館，頼山陽史跡資料館 

内容 歴史や文化，博物館の仕事などについて疑問に思ったこと，詳しくしりたい

ことなどを，学芸員がオンライン（Zoom）を使ってリアルタイムで回答す

る。 

対象 主に広島県内の児童・生徒・学生（保護者，学校教職員の同席可） 

おうちでチャレンジ 

日時 常時 

場所 歴史民俗資料館のホームページ上で公開中 

内容 自宅にいながら博物館を楽しめるよう，当館ホームページ上に開設。 

   ・まが玉づくりキットを参加者が購入の上，まが玉を作成することができる

ユーチューブ動画の掲載 

   ・印刷してできる「ぬりえ」や「ペーパークラフト」の掲載 

おうちでミュージアム 

日時 常時 

場所 歴史博物館のホームページで公開中 

内容 自宅にいながら博物館を楽しめるよう，当館ホームページ上に開設。 

   ・「展示の見どころ紹介」「館蔵資料の紹介」「草戸千軒を学ぼう（学芸員

のコラム）」等の掲載 

   ・印刷してできる「ぬりえ」や「ペーパークラフト」の掲載 

「ひろしま子ども 

サイエンスライブラリー」

の運営 

日時 令和４年７月７日（木）～通年 

場所 県立図書館 

内容 自然科学分野等の図書について，ビジュアルやイラストを多く含んだ図鑑等

を中心に魅力的な配架を行い，太陽系や分子構造の模型などと併せて配置する

など，従来にはない空間を創出し，子供の探究的な学びを支えるため，子供の

読書活動推進コーナーに「ひろしま子どもサイエンスライブラリー」を設置 

資料展示 

「読みつがれた絵本」 

日時 通年 

場所 県立図書館 

内容 親子で楽しむことができる，長く読みつがれてきた絵本の展示・貸出しを実

施。 

資料展示「新しい絵本～ 

令和２～３年に出版された

絵本から～」 

日時 令和４年８月２日（火）～当分の間 

場所 県立図書館 

内容 保護者や読書活動ボランティア等が，子供と本を結ぶ活動の際の参考となる

よう，令和２年１月から令和３年12月までに出版された絵本の展示・貸出しを

実施。 
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資料展示 

「絵本の読み聞かせに役立

つ本」 

日時 令和４年８月２日（火）～当分の間 

場所 県立図書館 

内容 子供と本を結ぶ人に向けて，絵本の読み聞かせ等に関する資料の展示・貸出

しを実施。 

青少年図書モデル展示の 

運営 

日時 通年 

場所 県立図書館 

内容 青少年の進学・就職等進路選択の参考となる図書や人生，社会等への関心が

高まる図書について，市町立図書館や学校図書館の選書のモデルにもなるよう

重点的に収集し，展示・貸出しを実施。 

資料展示 

「ジェンダー平等」 

日時 令和４年１月５日（水）～当分の間 

場所 県立図書館 

内容 「ジェンダー平等」をキーワードに”男女平等を実現し女性や女の子の能力

を伸ばし，可能性を広げること”に関する図書の展示・貸出しを実施。 

『あそびのひろば』 

「親子で遊んで学んで 

楽しんで！」 

日時 11月20日（日） 

場所 県立福山少年自然の家 

内容 自然体験などの活動を通して，親子で一緒に遊んで学び，子供たちの主体性

や想像力，豊かな感性を育むとともに，乳幼児期の子育てについて学ぶ。 

 

 

(3) 県警察が行うもの 

事  業  名 事  業  内  容 

少年の規範意識向上対策 

日時 11月中 

場所  県内一円                                                   

内容 小学校，中学校，高等学校等において「犯罪防止教室」・｢薬物乱用防止教

室｣を開催し，少年の規範意識の向上を図るとともに，少年の立直りを支援

し，再非行防止のための取組を推進する。 

街頭補導活動 

日時 11月中 

場所 県内一円 

内容 少年サポートセンター及び各警察署において，学校，「少年」警察ボラン

ティアと連携し，街頭補導活動を実施する。 

児童虐待防止対策 

日時 11月中 

場所 県内一円 

内容 関係機関と連携し，児童虐待事案の早期発見及び児童の安全確保を行う。 

児童ポルノ排除対策 

日時 11月中 

場所 県内一円 

内容 児童ポルノ事案の徹底検挙，及び少年警察ボランティア等と協力したインター 

  ネットサイト浄化活動を積極的に行い，児童ポルノ排除のための対策を推進する。 

子供の安全確保対策 

日時 11月中 

場所 県内一円 

内容 ボランティア団体・事業者の支援やPTA等との連携による，通学路を始めとし

た見守り活動を通じ，子供・若者が犯罪に遭わない社会づくりを推進する。 

また，サイバーパトロールを実施し，子供・若者の被害防止活動を推進す

る。 

有害環境浄化対策 

日時 11月中 

場所 県内一円 

内容 少年がスマートフォンを利用して，違法・有害情報やＳＮＳ等に起因した犯

罪被害に巻き込まれないために，フィルタリングの普及活動及びインターネッ

トに潜む危険性について広報活動を行う。 

   また，少年指導委員とともに，風俗営業者に対し，少年の非行防止，健全

育成につき協力要請を行う。 
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いじめ等防止対策 

日時 11月中 

場所 県内一円 

内容 スクールサポーターによる活動等を通じて，いじめ問題や暴力行為を早期

に把握するとともに，関係機関等と連携した的確な対応を行う。 

相談活動 

日時 11月中 

場所 県内一円 

内容 少年サポートセンター及び各警察署において少年の非行の防止及び保護に 

   関する相談に応じる。（休日，夜間は当直対応） 

  

 

(4) 県，県教育委員会，県警察が共同で行うもの 

事  業  名 事  業  内  容 

交通安全対策推進事業 

登下校時の交通安全街頭指導など地域の交通安全活動に取組むボランティア団体・

個人を募集・登録し，登録者間の交流や広がりを進めるため，活動内容を県のホー

ムページで紹介する。 

 

 

(5)  公益社団法人青少年育成広島県民会議が行うもの          

事  業  名 事  業  内  容 

啓発資料の配布 子供・若者育成支援推進強調月間啓発ポスターの作成，配布 

青少年育成情報ネット 

「ゆっぴーネット」 

青少年の体験活動情報や，青少年の育成活動に取り組んでいる団体等の情報をホー

ムページで提供する。 

青少年育成県民運動推進

大会 

日時 10月29日(土) 

場所 広島県民文化センター 

内容 青少年の心身ともに健やかな成長に向けて，家庭・学校・地域が一体となっ

た地域ぐるみの青少年育成活動を推進し，青少年の育成活動への意識を高

め，県民運動の推進を図ることを目的に，青少年育成県民運動推進大会を開

催する。 

青少年育成カレッジ事業 

（総合講座） 

 

日時 （第１回）10月22日（土）（第２回）11月5日（土） 

場所 県立広島大学サテライトキャンパスひろしま 

内容 青少年の心と健康，行動などを理解し，すこやかに育むための知識や手法に

関する講座を開催する。 

【テーマ】子どものこころを育むコミュニケーションを磨く 

（第１回）多様な子どもに寄り添うコミュニケーションのヒント 

（第２回）「こころに栄養を与えよう」～コミュニケーション技術のコツ～ 

 

(6)  市町，市町教育委員会等が行うもの 

事  業  名 事  業  内  容 

広報啓発活動 

○広報紙，ホームページ，ラジオ・ポスター等による広報啓発  

○懸垂幕・幟等の掲出  ○啓発パネル展示 

○啓発リーフレット，クリアファイル等の作成，配布 

○街頭啓発活動  

巡回活動 

○書店・コンビニエンスストア・カラオケ店等の立入調査 ○有害環境実態調査 

○あいさつ・声かけ運動 ○街頭補導活動 ○地域巡回・巡視  

○非行防止・防犯パトロール ○子供見守り活動  

○有害図書回収（白ポスト点検）○青色防犯パトロール事業 
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表彰 ○青少年育成功労者・団体等の表彰 ○作文・ポスター・標語等の募集及び表彰 

相談活動 

〇ひきこもり相談窓口 〇こころの健康相談 〇教育相談 

○子育て支援相談 ○子どもの学習・生活支援事業 ○こども相談室 

○家でも学校でもない第三の居場所事業 

○青少年総合相談等の実施   

研修会等 

○児童虐待防止講演会 〇学校警察連絡協議会 

〇青少年補導員連絡協議会会長会議 ○子育て応援プログラム 

○子育て出張講座 ○子育てサポーター養成講座 

大会等 

○青少年健全育成大会 ○子供・若者育成支援強調月間講演会  

〇青少年団体の発表会 ○VOICE2022 ○生涯学習フェスティバル 

〇学びフェスタ（オンライン開催）○性と生を考える講演会 

○ヒューマンフェスタ 

その他 

〇ネットパトロール 〇青少年育成自立支援事業 〇若者居場所づくり事業の実施

○地域の絆づくり促進事業 〇ふくやま子どもフェスティバル 〇礼節週間 

○ファミリー版画教室 ○親子茶道教室 〇森のようちえん 〇親プロ講座  

〇絵本の読み聞かせ ○はなまる教室 ○子育て出張講座 ○子育て出張講座 

〇児童虐待防止啓発活動〇オレンジリボンキャンペーン・運動 ○青少年体験活動 

○保育所新米でのラップむすび体験 ○中学校総合文化行事 〇交通安全教室 

〇駐輪場の自転車点検，整理活動 ○生活習慣の見直し啓発活動  

○サンフレッチェ広島×親子でふれあいサッカー教室  ○JOCオリンピック教室 

○ライブラリー・スタート ○親子工作講座  〇いじめ撲滅キャンペーン  

 


