
主催・共催
団体名

事業名 事業の概要
参加者数
（人）

月間関
連事業
の明示

最も関係
する重点
事項

コロナ禍において
注意した点等

滋賀県教育委員会事務
局幼小中教育課

令和４年度滋賀県いじめ問題
対策連絡協議会

日時：令和４年11月４日
会場：滋賀県庁北新館５-Ｂ会議室
内容：
①令和３年度滋賀県いじめの状況について
②「子ども基本法」や「生徒指導提要（案）」を踏まえた「い
じめ防止対策」について

17 (2)ウ① (2)エ①

・オンラインでの参加枠を設
ける
・参加者の検温
・手指消毒液の設置
・会場内の換気
・間隔をあけた座席

主催
滋賀県青少年育成県民
会議
共催
滋賀県/青少年育成湖
東地域連絡協議会/彦
根市・愛荘町・豊郷町・
多賀町青少年育成市町
民会議/こうらスマイル
ネット

令和４年度
滋賀県青少年育成県民大会

・滋賀県青少年等知事表彰、滋賀県青少年育成県民会議表彰

・「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」作文、絵画・ポスター表彰

・「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」最優秀作文朗読

・近江高等学校吹奏楽部演奏

・講演　「アンガーマネジメントについて」～怒りの感情をコントロー

ルしよう～　川口房子氏

・「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」絵画・ポスター展示

・彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町のの各市町の青少年育

成市町民会議の活動紹介（展示）

322 ★ (1)① (1)② (1)③

・入場時の検温、手指消毒、
マスク直要確認、体調良好の
確認
・会場内が密にならないよう
に、人数を制限して参加要
請。
・表彰や発表時のテーブル、
マイク等の随時消毒を行う。

主催
大津市青少年育成市民
会議、大津市、大津市教
育委員会

大津市青少年育成市民のつ
どい・中学生広場「私の思い
2022」大津市広場

日時：10月22日（土）13:00～16:00
会場：大津市役所別館1階大会議室
内容
・開会行事
・中学生意見発表（入場者予約制）

131 ★ (1)①

・参加人数を制限
・参加者の検温
・手指消毒液の設置
・会場内の換気
・間隔をあけた座席

主催
長浜市、長浜市青少年
育成市民会議
共催
長浜市教育委員会

長浜市青少年育成
市民のつどい

・11月20日（日）13:00～16:00
・会場：浅井文化ホール
・市内の青少年育成関係者及び青少年が一堂に会し、青少
年の健全育成における課題等について共通認識を深めると
ともに、その支援の在り方について考える機会とする。また、
長浜市の青少年健全育成がさらに充実発展していく機運を
高める。
・「明るい家庭づくり」標語特選作品の表彰
・標語、絵画ポスター優秀作品の巡回展示
・長浜市青少年育成市民会議感謝状表彰
・児童生徒による意見作文発表
・青少年及び育成団体の活動発表等
・啓発文字入り物品(市マスク、県ウェットティッシュ）の配布

293 ★ (1)① (2)ウ① (2)ウ② (6)①

・参加人数を制限
・参加者の検温
・手指消毒液の設置
・大声出さない、会話を少なく
・会場内の換気

１　大会・シンポジウム等の開催

関連する重点事項
（最大３つまで選択）



主催
・近江八幡市青少年育
成市民会議
共催
・近江八幡市教育委員
会

・令和４年度近江八幡市青少
年育成市民大会

日時：11月26日(土)10:00～
会場：近江八幡市文化会館大ホール
内容・八幡高等学校吹奏楽部演奏
・市民会議顕彰、青少年健全育成標語表彰
・ピアノ＆サックス　デュオ
野口夏菜さん　山下翼さん

183 ★ (1)② (1)③ (2)エ① (6)②

・参加人数制限
・参加者検温
・手指消毒液の設置
・会場換気
・間隔をあけた座席
・マスク着用

主催
・八幡学区青少年健全
育成会議

・八幡学区青少年健全育成大
会

日時：12月3日(土)
会場：ヴォーリズ学園礼拝堂
内容・青少年健全育成標語、豊かな心を育む家庭づくり表
彰
・講演「ネットにふりまわされないために」
講師：びわこ学園大学教授　内藤紀代子

180 ★ (1)② (1)③ (2)エ① (6)②

・参加人数制限
・参加者検温
・手指消毒液の設置
・会場換気
・マスク着用
・間隔をあけた座席

主催
草津市青少年育成市民
会議
共催
草津市・草津市教育委
員会

令和４年度
草津市青少年育成市民大会

日時：令和４年１１月２７日（日）
会場：草津アミカホール
内容：
・草津市青少年育成市民会議顕彰
・挨拶（あいさつ）運動啓発作品表彰
・講演　「コロナ禍でも地域で楽しく子育てを」　　講師　栗木
剛氏

120 (2)エ①

・参加人数を制限
・参加票の提出（氏名・緊急
連絡先を担保）
・マスクの着用、検温の実施
・手指消毒液の設置
・会場内の換気
・市民憲章の唱和取り止め

主催
守山市青少年育成市民
会議
共催
守山市

令和４年度
守山市青少年育成大会

日時：１０月２９日（土）
会場：守山市民ホール　小ホール
内容：守山市青少年育成市民会議表彰
　　　　守山市中学生サミット活動発表

130 ★ (1)① (1)② (1)③

・間隔を空けた座席
・マスクの着用
・手指の消毒液設置
・会場内の喚起
・参加者の検温

野洲市、野洲市教育委
員会、野洲市青少年育
成市民会議

2022年度はつらつ野洲っ子
育成フォーラム～子どもの思い
大人の思い～

・12月3日（土）13：30～15：45
・場所：さざなみホール
・開会行事
・育成フォーラム：小学生3名と中学生3名が地域の方とのふ
れあいやいのちと人権の大切さについて発表し、保護者・教
職員を交え意見交換を行った。
・青少年の活動発表：3年振りに野洲中学校吹奏楽部が演
奏を行った。
・豊かな心をはぐくむ家庭づくりの応募絵画・ポスターの展示

282 ★ (1)① (1)② (2)ウ① (6)②

・参加者に検温、消毒の実
施、マスクの着用などの要請
・入場制限は行わず、客席の
前列は間隔を取り、後方席は
間隔はなし
・舞台は感染防止用パネルの
設置、マイクの消毒

主催：湖南市青少年育
成市民会議・中学生実
行委員会
共催：湖南市教育委員
会

18th青春祭（あおはるさい）
2022
「湖南市青少年育成大会」

日時：令和４年11月27日（日）午後1時30分～4時
会場：甲西文化ホール
内容：
・中学生実行委員による企画と運営
・活動発表（甲西吹奏楽団ジュニアバンド）
・中学生広場「私の思い2022」、実行委員企画（クイズde
ビンゴゲーム）

222 ★ (6)②

・参加者の検温・手指消毒
・事前申し込み制
・会場内でのマスク着用
・入場者のソーシャルディスタ
ンスを保つ



高島市青少年育成市民
会議・あすくる高島・高島
市教育委員会

高島市青少年育成大会

・11月20日(日)13:30～
　中学生意見発表
　講演「誰もが居場所のある地域づくり　あなたのまんまで会
いましょう」
　講師　奈良市社協　石原　倫子　氏　黒飛　実　氏
　「あなたのまんま」居場所運営　大竹　靖子　氏

158 ★ (5)① (5)③
・座席の間隔をあける
・手指消毒液の設置
・検温

東近江市青少年育成市
民会議蒲生支部

青少年育成大会

日時：10月15日（土）
　　　　　13:30～16:00
会場：あかね文化ホール大ホール　　　　　　　　　　　　　　　　　内容：
小・中学生による将来の夢や希望など日頃感じていることの
意見発表、オープニング朝桜中学校吹奏楽部の演奏、蒲生
地区の子どもたちによるフラダンスの発表、域実践活動賞な
どの表彰。

223 (1)① (2)エ① (6)①

・参加者の把握
・参加者の検温
・手指消毒液の設置
・会場内の換気
・間隔をあけた座席
・マスク着用

東近江市青少年育成市
民会議五個荘支部

青少年広場「私の思い
2022」

日時：11月３日(祝）
　　　　　13：30～16：00
会場：五個荘コミュニティセンターホール
内容：五個荘中学校吹奏楽部によるオープニング、善行表
彰、標語表彰、地区内の小・中学生10名による意見発表、姉
妹によるピアノ演奏

210 (1)① (2)エ① (6)①

・大ホールの収容人数を二分
の一にし、手指の消毒と検温
の徹底を図る。

主催：東近江市青少年
育成市民会議能登川支
部
共催：東近江市PTA連
絡協議会能登川支部、
能登川地区学区地域教
育協議会

青少年育成大会

日時：11月５日（土）
　　　　 13：30～16：00
会場：能登川コミュニティセンターホール
内容：表彰式（善行青少年、あいさつ運動啓発ポスター）、青
少年の主張、演奏会（能登川中学校吹奏楽部）

250 (1)① (2)エ① (6)①

・手指消毒液の設置
・検温
・参加者の把握
・間隔ををあけた座席
・会場の換気

青少年育成市民会議永
源寺支部

青少年育成大会

日時：11月12日（土）
　　　　  9：30～11：00
場所：永源寺コミュニティセンターホール
内容：私の思い作文発表、顕彰者・作文発表者・メッセージ
入賞者の表彰式

141 ★ (1)① (2)エ① (6)①

・参加者の把握
・参加者の検温
・手指消毒液の設置
・会場内の換気
・間隔をあけた座席
・マスク着用

主催：青少年育成市民
会議愛東支部・愛東地
区人権のまちづくり協議
会
共催：愛と夢のつどい実
行委員会

あいとう愛と夢のつどい2022
「私の意見作文」

日時：11月12日(土）
　　　　　8：30～11：30
会場：愛東コミュニティセンターホール
内容：地区内小学生、中学生の意見作文発表(15名）

150 ★ (1)① (2)エ① (6)①

・検温、手指消毒、参加人数
の制限、ソーシャルディスタン
スの確保



主催：東近江市青少年
育成市民会議湖東支部
共催：湖東地区社会福
祉協議会

青少年を育てる「湖東のつど
い」

日時：12月11日（日）
　　　　　13:30～16:00
場所：湖東コミュニティセンター多目的ホール　内容：オープ
ニング、活動報告、標語表彰式、講演

187 （１）① （２）エ① （６）①

・手指消毒、検温の徹底
・座席のソーシャルディスタン
ス

米原市青少年育成市民
会議　共催：米原市PTA
連絡協議会

令和４年度米原市ＰＴＡ教育
講演会

10月15日（土）14:40～16:10　米原市役所　　　講演
「あーよかったな　あなたがいて」　講師：仲島正教氏　(他の
行事との関係で１０月に実施）

100 ★ (1)① (2)エ① (5)②

・参加人数を制限
・参加者の検温、記名
・手指消毒の徹底
・間隔をあけた座席
・会場内の換気

米原市青少年育成市民
会議　共催：米原市PTA
連絡協議会

令和４年度米原市青少年育成
市民会議表彰式

10月15日（土）14:00～14:40　米原市役所　長年地域で
活動している青少年育成団体および個人、また当市民会議
で募集、審査したあいさつ運動啓発標語の入賞者を表彰。

100 ★ (1)① 同上

主催
日野町青少年育成町民
会議・日野町教育委員
会

令和4年度
日野町青少年意見発表大会

[日時]
令和4年11月27(日)　9:30～11:45
[場所]
町民会館わたむきホール虹大ホール
[内容]
町内小学校、中学校、高等学校および青年団体等の代表
11人による意見発表

240 (1)① (1)② (1)③

・参加要請人数の抑制
・参加者の検温
・手指消毒液の設置
・会場内の常時換気
・間隔をあけた座席

竜王町ＰＴＡ連絡協議
会、
竜王町教育委員会、
竜王町社会教育委員の
会

竜王町教育フォーラム２０２２

　私たちの日常にすっかり組み込まれたスマホ等の情報通信
機器は、現代社会の「諸刃(もろは)の剣(つるぎ)」とも言え、
上手く付き合えば、子どもたちも含め私たちはこれからの高
度情報化社会を生き抜くための大きな力にもなりますが、ひ
とつ間違えると、知らぬ間に、不規則な生活に陥り、また、被
害者や加害者になってしまうこともあり、私たちにもたらす利
便性と悪影響、その「光と影」に焦点を当て、私たちはどのよ
うにスマホ等と付き合っていくべきかを小・中学生と大人がと
もに本音で一緒になって考える。
　日　時　：　令和４年11月５日（土）
　　　　　　　　　１３：１５　～　１６：１０
　場　所　：　竜王中学校　体育館

183 (5)② (2)オ①

・参加者の人数を制限する。
・参加者への検温の実施、マ
スク着用や手指消毒等の徹
底、発表者演台に飛沫防止
パネルの設置。
・会場の換気・消毒作業等の
実施、座席間の距離の確保
など。

愛荘町青少年育成町民
会議
愛荘町教育委員会
愛荘町PTA連絡協議会

明るい家庭・地域づくり推進
日時：１１月7日（金）～12月７日（水）
内容：記念講演動画配信 (6)② (6)③ (6)④

新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、記念講演は
YouTube配信、小・中学生
の意見発表は動画撮影を行
い、庁舎エントランスで放映。
意見発表保護者にDVDを配
布。



こうらスマイルネット（甲
良町青少年育成町民会
議）

甲良町青少年育成大会
11月13日(日)講演会「子ども若者の葛藤と模索」
講師：柴田雅美(NPO法人Links代表）、小中学生意見発表

54 (6)① (1)③ (2)エ①
検温、手洗い、消毒、人数制
限

甲良町青少年育成町民
会議、
甲良町教育委員会、犬
上少年センター

甲良町青少年育成会議
講演　「子ども若者の葛藤と模索」
小中学生の意見発表

90 (6)① (6)②

主催
多賀町青少年育成市民
会議・多賀町人権擁護
推進委員
共催
多賀町教育委員会

令和４年度
多賀町民のつどい
～人権尊重と青少年育成～

日時：2022年11月13日
会場：多賀町中央公民館「多賀結いの森」
内容：
・顕彰
・小中学生の主張発表
・講演　「すべての人がともに生きていいくことができるまちづ
くり」　　　講師　玉木　幸則　氏

166 (1)① (1)② (1)③ (2)エ①

・参加人数を制限
・参加者の検温
・手指消毒液の設置
・会場内の換気
・間隔をあけた座席


