
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

滋賀県総合企画部人権
施策推進課

じんけんミニフェスタ

・11月12日（土） 10：00～15：15、びわこ文化公園　催し
物広場で開催。
・人権について身近に考え、楽しく学んでもらうことを目的に、
手話歌のステージや人権啓発ブースを実施。

約1,600 (1)② (2)エ②

・来場者が使用する筆記用具
等の物品は、都度アルコール
消毒を実施。
・スタッフは全員マスクを着
用。

滋賀県総合企画部人権
施策推進課

人権ふれあい啓発

・11月5日（土） 10:00～16：00、ビバシティ
・11月27日（日）10：00～15：30、G-NETしが　で開催。
・人権について身近に考え、楽しく学んでもらうことを目的に、
手話歌のステージや人権啓発ブースを実施。

約200 (1)② (2)エ②

・来場者が使用する筆記用具
等の物品は、都度アルコール
消毒を実施。
・スタッフは全員マスクを着
用。

滋賀県青少年育成県民
会議

「子ども・若者育成支援強調
月間」啓発のための啓発グッ
ズ(ウエットティッシュ）の作成、
配布

11月1日～
配布先
各青少年育成市町民会議、各少年センター
青少年育成県民会議役員理事・正会員・賛助会員
滋賀県子ども・青少年局、各健康福祉事務所
上記の「県民大会」でも、参加者へ配布

★ (1)① (2)エ① (2)エ② (5)②

・コロナ禍でも活用いただけ
るような啓発品として、手指消
毒用のウエットティッシュとし
た。

大津市青少年育成市民
会議、各学区青少年育
成学区民会議、大津市

街頭啓発活動

・11月1日（火）17:00～17:30
・JR堅田駅前。JR膳所駅前
・月間中 市内の駅前等で啓発資料を配布。

457 ★ (2)オ② ・参加者の検温

大津市青少年育成市民
会議、各学区青少年育
成学区民会議、大津市

ポスターの掲出
・月間中
・自治会掲示板、学校園等においてポスターを掲出。

★ (2)オ③

大津市青少年育成市民
会議、各学区青少年育
成学区民会議、大津市

広報誌に掲載
・月間中
・関係広報誌に月間の周知記事を掲載
・広報おおつへ月間の案内を掲載

★ (2)オ③

大津市青少年育成市民
会議、大津市

「豊かな心をはぐくむ家庭づく
り」絵画作文展

・11月15日（火）～21日（月）
・市役所にて児童生徒の絵画、作文を展示

8
（展示分）

★ (1)①

２　広報啓発活動

関連する重点事項
（最大３つまで選択）



大津少年センター 広報紙による啓発活動
１１／１
・広報紙「葦風」の発行
・大津少年センターだよりの発行

★ (2)エ① (2)オ②

大津市青少年育成市民
会議

街頭啓発運動
大津市青少年育成市民会議が行なう強調月間の街頭啓発
活動
１１／１　ＪＲ膳所駅前

30 ★ (2)エ① (2)オ③
マスク・手袋を着用して啓発
用品を配布。

大津少年センター 街頭啓発運動

大津少年センター・学区補導（委）員・保護者・学校教員・大
津署生活安全課・県警サポートセンター・各交番による街頭
啓発活動
・１１／４　アルセ平和堂坂本店・JR膳所駅前・フレンドマート
南郷店前にて
・１１／１８　イオンスタイル大津京店前・JR石山駅前広場・
フォレオ大津一里山にて
・１１／２５　京阪びわ湖浜大津駅前・アルプラザ瀬田・イオン
モール草津にて

127 ★ (2)エ① (2)オ③
マスク・手袋を着用して啓発
用品を配布。

堅田少年センター 広報誌 ★ (2)オ① (5)②
・コロナ禍により、青少年の健
全育成に関わって影響のある
事案等を取り上げ、掲載した。

少年補導（委）員会 相談のしおり作成
・管内６中学校において、新年度に入学生に配布する「相談
のしおり」を現中学生と共に作成する。

46 (2)エ② (2)エ①
・人と人との間隔を広くとる。
・ラミネーターの作業を別の
部屋で行った。

彦根市 広報紙掲載
広報ひこね11月1日号による広報
「子ども・若者育成支援強調月間」
「子ども110番の家推進月間」について掲載

★ (6)① (6)① (1)① (2)イ①

彦根市 街頭啓発
他課（子育て支援課）の啓発活動時に
啓発物品の配布を依頼

★ (6)① (6)①
手渡しでの配布はせず、ご自
由にお取りくだく形で配布し
た。

彦根市青少年育成市民
会議

青少年健全育成に関わる街頭
啓発活動

１１月１日～３０日
場所：ビバシティ彦根（～１５日）
　　　　 カインズ（１６日～）
のぼりを立て、啓発品を置いた。

★ (2)オ②
啓発品は手渡しではなく、自
分でとってもらう形とした

彦根市青少年育成市民
会議

青少年健全育成に関わる推進
運動

市内の公民館、図書館等の施設に啓発品を配布した。 ★ (2)オ②

・6地区民会議 青少年育成啓発事業
11月1日～11月30日
まちづくりセンター周辺にのぼり旗の掲示

(1)① (2)ア① (2)イ① (2)ウ①



・17地区民会議 啓発活動
・各地域で実施される文化祭や子ども会等の活動において、
啓発マスクを配布

各地区で
100～300
枚の啓発マ
スクを配布

★ (1)① (2)ウ③ マスク着用、手指消毒

長浜青少年センター 薬物乱用防止教室
11月８日（火）
びわ北小学校
滋賀県薬剤師会から講師を招いての講演を実施

33 (2)オ③
啓発教室実施時には、広い場
所で換気に気を付けながら
実施した。

長浜青少年センター 薬物乱用防止教室
11月９日（水）
神照小学校
滋賀県薬剤師会から講師を招いての講演を実施

107 (2)オ③
啓発教室実施時には、広い場
所で換気に気を付けながら
実施した。

長浜青少年センター
薬物乱用
飲酒・喫煙防止教室

11月１５日（火）
浅井小学校
滋賀県薬剤師会から講師を招いての講演を実施

41 (2)オ③
啓発教室実施時には、広い場
所で換気に気を付けながら
実施した。

長浜青少年センター
薬物乱用
飲酒・喫煙防止教室

11月２４日（木）
田根小学校
滋賀県薬剤師会から講師を招いての講演を実施

15 (2)オ③
啓発教室実施時には、広い場
所で換気に気を付けながら
実施した。

長浜青少年センター 薬物乱用防止教室
11月２４日（木）
朝日小学校
滋賀県薬剤師会から講師を招いての講演を実施

51 (2)オ③
啓発教室実施時には、広い場
所で換気に気を付けながら
実施した。

木之本青少年センター
「木之本青少年センターだよ
り」１１月号

原則年３回発行
　７月号、１１月号、３月号

(2)イ① (2)オ① (2)オ② (2)オ③ ・自治会回覧

木之本青少年センター 少年指導」１１月号
原則月１回発行
　年間で１２回

(2)イ① (2)オ① (2)オ② (2)オ③
・管内の関係者及び関係機
関に送付

木之本青少年センター
木之本警察署

薬物乱用防止出前啓発教室
誘拐被害防止出前啓発教室

11/29(火)よご認定こども園（誘拐）
11/17(火)七郷永小学校（喫煙）薬剤師
11/21(月)西浅井中学校（薬乱）
11/22(火)古保利小学校（喫煙）薬剤師
11/24(木)木之本小学校（喫煙/薬乱）
　　　合計５校園で５講座を実施

175 (2)オ③ (2)ア①

・訪問者の人数制限
・参加者の健康チェック
・手指消毒液の使用
・少人数集団での実施
・広い会場での実施
・会場の換気
・啓発品は手渡しせず、教室
で配布



・近江八幡市青少年育
成市民会議

・令和４年度「滋賀県子ども・
若者育成支援強調月間」大型
量販店巡回指導・駅前一斉啓
発活動

日時：11月1日(火)16:00～
会場：ＪＲ近江八幡駅前・イオン近江八幡店
内容
・Ｒ近江八幡駅前一斉啓発活動
・イオンリテール株式会社イオン近江八幡店巡回指導

33 ★ (2)イ① (2)ウ① (2)エ①
・参加人数制限
・参加者手袋

・島学区青少年育成部
会

・のぼり旗掲揚
日時：11月1日(火)
設置場所：島コミュニティセンター周辺

1 (1)② (2)イ① ・手指消毒

・岡山学区青少年育成
学区民会議

・啓発標語の配布と掲示
11月1日：全戸配布
11月15日：看板設置

(1)② (2)イ①

・武佐学区まちづくり協
議会青少年育成部会

・強調月間にあわせた啓発活
動

11月19日
・虐待防止ポスター掲示
・啓発のぼり旗設置
・12月まち協だよりに掲載

3 (4)① (2)エ② (1)②

近江八幡市青少年育成
市民会議
近江八幡市教育委員会

子ども・若者育成支援強調月
間駅前一斉啓発

・11月１日（火）１６：００～１７：００
・JR近江八幡駅周辺・イオン近江八幡店
・開会行事
・街頭啓発

33 ★ (1)② (2)ア② (2)オ①
・啓発品は手袋を装着して手
渡した。

近江八幡・竜王少年補
導委員会

薬物乱用防止・環境浄化両部
会合同街頭啓発

・１１月１２日（土）１０：００～１１：００
・JR近江八幡駅周辺
・街頭啓発

22 ★ (2)オ③ (2)オ② (2)オ①
・啓発品は手袋を装着して手
渡した。

近江八幡・竜王少年補
導委員会

啓発部会による誘拐防止人形
劇の開催

・１１月１６日（水）１０：１５～１１：００
・白鷺こども園
・誘拐防止人形劇の実施

35 (2)イ①
・会場内の換気
・間隔をあけた座席

草津市青少年育成市民
会議

広報紙「若麦」
11月1日発行　全戸配布等
草津市青少年育成市民会議で開催した草津市青少年の主
張発表大会を中心に、青少年の活躍を紹介する。

53,000部
印刷

★ (1)①

草津市立少年センター
少年センターだより（11月号）
の発行

11月は、「子ども・若者育成支援推進強調月間」であること
を記載し、啓発。市HPにも掲載し、関係機関に配布。

★ (2)エ①

草津市立少年センター 初発型非行防止教室
・１2月２日（金）13：40～14：30
・草津中学校１年
・内容 初発型非行の現状（DVD視聴)と防止について講話。

225 (2)オ①
・会場内の換気
・間隔をあけた座席
・グループワークを実施しない



草津市立少年センター 薬物乱用防止教室
・１2月２日（金）14：40～15：30
・草津中学校2年
・内容  薬物乱用の現状（DVD視聴)と防止について講話。

229 (2)オ③
・会場内の換気
・間隔をあけた座席
・グループワークを実施しない

草津市立少年センター 啓発
・市庁舎（情報掲載画面）・南草津駅（デジタルサイネージ）、
市庁舎館内放送での広報。

★ (6)① (2)エ② (2)オ③

草津市立少年センター 啓発
・1１月は、「子ども・若者育成支援推進強調月間」の立て看
板の掲出。
・啓発コーナーを設置し啓発グッズを配布。

★ (6)① (2)エ② (2)オ③
・啓発品は手渡しではなく、自
分でとってもらう形とした。

滋賀県青少年育成県民
会議

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

★ (5)① 啓発品配布

守山野洲少年センター
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

★ (2)オ③ 啓発品配布

守山野洲少年センター
広報活動
(広報誌発行）

日時：11月1日(火）「少年センターだよ
　　　　　　り」192号発行
対象：守山・野洲市内中学校・高等学校生徒に配布、守山・
野洲市内関係機関、各自治会へ回覧、県内外の関係機関に
配布

14310 (1)① (2)エ② (2)オ③

守山野洲少年センター
広報活動
(ホームページ）

守山野洲少年センターのホームページ
少年センターおよび『あすくる守山野洲』の概要

(1)① (2)エ① (5)② (6)①

守山野洲少年センター 強調月間啓発活動

期間：11月1日(火）～30日(水）
場所：守山・野洲市内の公的機関（公民館・コミュニティｾﾝ
ﾀｰ・図書館）など23カ所
内容：強調月間用に作成した啓発資材（ﾃｨｯｼｭとｶｲﾛ・ﾏｽｸ）を
上記の場所に配布した。

2 ★ (2)イ② (2)ウ① (2)オ① (2)オ③
啓発物を直接市民に手渡す
のではなく、来館者が自由に
持ち帰れるように配慮した。

守山野洲少年センター 広報活動（街頭啓発）

日時：令和4年11月1日(火）～30日(水）
１０：００～　　１４：００～
場所：守山市・野洲市全域
内容：11月強調月間用併発内容をアナウンスしながら啓発
活動（　　回）

19 ★ (2)イ① (2)イ② (2)ウ①

啓発活動中の公用車は、常に
窓を半開き状態にして換気
し、午前・午後共に1.5時間
程度で管内を巡回パトロール
した。



守山警察署
守山野洲少年補導（委）
員会
守山野洲少年センター

薬物乱用防止教室

日時：11月28日(月）１０：４０～
場所：守山市立玉津小学校　6年
内容：小学校6年生に寸劇や説明を通して薬物の乱用防止
について啓発活動を実施

63 (2)オ③

・多目的教室での実施
・教室の換気は十分に実施
・参加者の検温、手指消毒、
　マスク着用

守山野洲少年補導（委）
員会

広報活動（広報誌発行）

令和4年11月発行
守山・野洲市内の各少年補導（委）員が担当する１６地域の
各自治会に、回覧の形式で活動内容を周知や青少年の育
成を啓発すため配布。

6170 (2)エ① (2)エ②

栗東市少年センター
少年センターだより秋号（10
月）・冬号（１月）の発行

11月の「子ども・若者育成支援推進強化月間」についての
お知らせを記事にして広報を行う。市内自治会回覧と関係機
関・者に配付。

★ (1)① (2)エ① (2)オ① (2)ア②

栗東市少年センター
少年センターだより、月間トピッ
クス等のHP広報

〇少年センターだより
〇子・若月間の少年センター・補導委員会の取組み
〇不審者情報等子どもの安全確保に関する事項の少年セン
ターＨＰへの搭載

★ (1)① (2)エ① (2)オ① (2)ア②

非接触型の広報媒体として
HPを積極的に活用し、新たに
「不審者情報ページ」作成等
を行った。

栗東市少年センター
栗東市少年補導委員会

リーフレット、パネル等の作成と
学校訪問配付

〇薬乱防止啓発リーフレットの自主製作
〇学校訪問での児童生徒への配付。※市内9小学校を学区
補導委員が10・11日に、また、3中学校を少年センター職員
が10日に訪問・配付した。

計6473
（小学生
4324
中学生
2149）

★ (2)エ② (2)ア① (2)オ③ (6)②

薬物乱用防止教室での多人
数指導をあらため、補導委員
自主作成のリーフレットの児
童生徒への配付とした。

栗東市少年センター 啓発旗・ポスターの掲出
少年センター施設に子・若強調月間と薬乱防止の啓発旗掲
出及び掲示板への薬乱防止運動ポスター掲出

★ (1)① (2)イ① (2)オ③ (4)①

栗東市少年センター
高等学校等への啓発・展示
コーナーの開設

非接触啓発活動のため、3校所①栗東高校②国際情報高校
③県聾話学校に啓発・展示コーナーを開設。ポスター、パネ
ルの掲出、啓発物陳列を行い「子・若月間周知」「大麻薬物
撲滅の啓発」を実施。

計1227
（栗東507
国情707

聾話高等部
13）

★ (2)オ③ (2)ア② (2)エ②

登校時の啓発活動を改め
「滋賀教育の日（11月1
日）」から10日間の展示・啓
発コーナーを開設した。

・栗東市青少年育成市
民会議
・栗東市少年センター、栗
東市少年補導委員会

街頭キャンペーン活動
11月２日(水)16時～17時、栗東駅交番前及びアルプラザ
栗東店出入口で幟旗を立て、少年補導委員会のベストを着
用して啓発用品ウェットティッシュを市民に配付。

9 ★ (1)① (2)② (2)イ① (2)エ②



甲賀市少年補導委員
会・甲賀警察署・少年セ
ンター

薬物乱用防止教室

・11月28日(月)9:40～10:25甲南第二小学校
・6年生児童対象
・薬物に対する正しい知識と薬物から身を守る方法をＰＣパ
ワーポイントにより説明
・啓発物品配布

24 ★ (2)オ③
・マスク着用
・教室の換気

甲賀市少年センター 広報紙発行 ・「少年センターだより11月号」 ★ (1)① (2)オ② (2)エ②

甲賀市少年センター 強調月間キャンペーン

・少年C事務所前啓発物品コーナー設置　(薬乱防止リーフ
レット50・クリアファイル50、ポケットティッシュ500、啓発押し
花しおり400)
・啓発ポスター掲示

★ (2)オ③ (2)エ②
・手指消毒液の設置
・施設内の換気

野洲市
野洲市青少年育成市民
会議

啓発ティッシュ配付
・11月中
・コミセン7カ所、市施設5カ所にて、来場者対象に啓発ポ
ケットティッシュ配付

★ (1)①

野洲市
野洲市青少年育成市民
会議

市広報掲載 ・10月号　広報紙へ「愛の声かけ運動」協力の記事を掲載 ★ (2)イ①

野洲市
野洲市青少年育成市民
会議

市広報掲載 ・11月号　広報紙へ「子供・若者育成支援強調月間」案内 ★ (1)①

青少年育成学区民会議 街頭啓発活動

・１１月１日(火)７:５０～８:２０
　朽木学校前バスターミナル
　ﾃィｯｼｭ配布
・１１月１日(火)１７:２０～１８:００

40 ★ (2)エ① (2)ウ③
・参加者の検温
・手指消毒液の設置
・手袋の着用

湖南市青少年育成市民
会議

広報「こなん」11月号 11月は「子ども・若者育成支援強調月間」です。 ★ (6)② (2)エ①

湖南市少年センター 少年センターだよりの発行

・「少年センターだより」第96号の発行
・11月１日関係機関配布
・11月15日区配布で組回覧
・11月27日青春祭参加者に配布

★ (2)エ① (2)オ③ （１）③

湖南市少年センター 啓発パンフ、資材の配布
・10月１日～11月30日
・市内29施設において麻薬覚醒剤乱用防止にかかる啓発
資材（除菌ジェルとマスク他）の配布

★ (2)オ③ (2)エ①



湖南市少年センター 啓発チラシ、資材の配布
・11月１日～11月30日
・市内20施設において子ども・若者育成支援推進強調月間
にかかる啓発資材（ミクロ繊維ワイパーとマスク）の配布

★ (2)エ① （１）③

湖南市少年センター
青春祭（湖南市青少年育成大
会）における啓発資材の配布

・11月27日
・青春祭参加者に啓発資材（ミクロ繊維ワイパーとマスク）と
「少年センターだより」を配布

★ (2)エ① (2)オ③
・入場時の啓発物手渡しをや
め、受付で一括配布

高島青少年育成学区民
会議

11月2日（水）
〇啓発物資の配布（ティッシュペーパー・アルコールウエット
ティッシュ・マスク）JR近江高島駅　6：4５～7：50
11月1日（火）～30日（水）
○のぼり旗の掲出
　　ＪＲ近江高島駅3本、高島公民館5本
○横断幕の掲出　　　　　高島公民館
○啓発物資（ティッシュペーパー）の配布
　　高島公民館

13 (2)ウ③ (5)② (2)イ①

今津青少年育成学区民
会議

啓発・横断幕の設置
11月1日から11月30日
・今津町内各小学校、中学校と施設7か所に啓発旗設置
・勤労者体育館駐輪場側面に横断幕設置

2 (6)①

今津青少年育成学区民
会議

青少年健全育成街頭啓発

・11月1日（火）17：20～18：00
・大型商業施設他
・拡声器を使って青少年健全育成の呼びかけをした。また啓
発物資の配布

17 (1)② (2)オ③ (6)①
啓発物資配布時は手袋をし
て渡す

マキノ青少年育成学区
民会議環境部会

強調月間街頭啓発活動

場所　ＪＡレーク滋賀マキノ支店前とセブンイレブンマキノ工業
団地前店前
日時　１１月1日（火）１７時から
環境部会長他6名で「１１月は強調月間」であることを啓発
資材の配布によって啓発活動を行った。

13 ★ (2)オ③

実施場所はコロナ前と同じ2
か所に戻したが、環境部員と
事務局の少人数で実施した。
外で実施した。また、雨天でも
あったので短時間で終了し
た。

マキノ青少年育成学区
民会議総務部会

広報紙「いきいきマキノっ子」

11月末の区長便にて町内全戸配布
12月1日号の広報紙の中に「１1月は強調月間」であること
や啓発活動を行ったことを紹介した。
強調月間とは直接関係はないが、この号には、「明るい家庭
づくりカレンダー」に掲載した標語の紹介も行った。

★ (1)①
区長便にて区内の回覧では
なく全戸配布した。



安曇川青少年育成学区
民会議

街頭啓発活動
日時：11月１０日（木）　17:00～17:30
場所：平和堂あどがわ店　出入り口付近
内容：月間の主旨呼びかけ啓発、啓発物の配布

11 ★ (1)①
啓発品配布時は、マスク、手
袋を着用

安曇川青少年育成学区
民会議

啓発幕・旗の掲示
期間：11月1日（火）～30日（水）
場所：安曇川公民館内および玄関付近
内容：強調月間の横断幕・旗を掲示

★ (1)①

朽木青少年育成学区民
会議

あいさつ運動
・実施日：11月１日(火）7：50～8：20
・実施場所：朽木学校前バスターミナル
・内容：街頭あいさつ、のぼり旗による啓発

10 (2)イ①
・啓発品配布は手袋を着用し
配布した。

朽木青少年育成学区民
会議

地域事業所訪問
・実施日：11月１９日(土）11：00～11：30
・実施場所：朽木地域内事業所(２か所）
・内容：子ども・若者育成支援のお願い

2 ★ (2)エ①
・啓発品は、袋に入れ事業所
ごとにまとめて渡した。

新旭青少年育成学区民
会議

強調月間街頭啓発活動
日時：11月2日（水）
　　　　　6：40～　7：40（ＪＲ新旭）
　　　　16：30～17：30（Ａコープパネス前）

20 ★ (2)オ①

・当日は自宅での検温・体調
確　認し参加
・活動中はマスク・手袋を着
用

高島市少年センター 街頭啓発活動

・11月4日(金)16:00～17:00
　平和堂あどがわ店
　除菌スプレー・リーフレット等配布１００セット
・11月9日(水)16:00～17:00
　PLANT高島店
　除菌スプレー・リーフレット等配布１００セット

20 ★ (2)オ③

東近江市青少年育成市
民会議

東近江市青少年育成市民会
議広報紙「青少年育成」の発
行

・11月強調月間中の諸事業、早寝早起き朝ごはん運動啓
発、不審者・変質者の出没状況、ふれあいサンデー啓発等に
ついて広報紙にまとめ、12月中旬に各自治会（組回覧）に配
付。

（１）②

東近江市青少年育成市
民会議

あいさつ運動
・幼児園、小学校、中学校等の校門前で登校してくる園児や
児童生徒へあいさつ活動や啓発のぼり旗を設置し、あいさつ
運動の拡充に努めた。

65人 （２）イ① （２）イ③
・マスクの着用
・子どもたちとの適正距離

東近江市青少年市民会
議能登川支部

「あいさつ運動」啓発活動

「あいさつ運動」啓発ポスターの展示（能登川コミュニティセ
ンターホールロビー）
期間：11月５日から12月４日まで
なお、最優秀作品はポスターとして作成し、各自治会等へ掲
示。

(6)②



東近江市青少年育成市
民会議

・横断幕、縦看板の設置
・告知放送による啓発
・コミセン広報紙による広報

・「子供若者育成支援強調月間」の期間中、地域のコミュニ
ティセンター等に横断幕や立看板を設置
・強調月間中、地区ごとに告知放送を行い広報啓発活動に
努めた。

★ (2)エ① (5)②
・マスク着用、手指消毒、手袋
の着用

東近江市青少年育成市
民会議愛東支部

青少年育成啓発
日時：11月一箇月間
場所：コミュニティセンター前幟旗（早寝・早起き・朝ごはん）
を立てる。

8 ★ （５）①

東近江市青少年育成市
民会議愛東支部

青少年育成啓発事業 「愛と夢のつどい」開催時に参加者へ啓発品の配付。 5 ★ （５）①
１つ１つ個包された啓発品を
配布し、感染防止対策を実施

東近江市青少年育成市
民会議五個荘支部

11月強調月間啓発並びに家
族ふれあいサンデーの啓発

11月の強調月間中、五個荘コミュニティセンター窓口にて啓
発物品を配布するとともに、玄関先に啓発看板を設置。

★ （５）①

東近江・愛知地区防犯
自治会
東近江警察署

防犯・暴追フェア

令和４年１１月19日(土)10：00～15：00
東近江市下中野町４３１
愛東コミュニティセンタ－
非行防止・薬物乱用防止啓発活動
横断幕の掲示・啓発物品の配布

350 (2)オ③
啓発品は各自でとってもらう
形とした

蒲生地区まちづくり推進
協議会

蒲生いきいきあかねフェアにお
ける啓発活動

令和４年１１月20日(日)9：00～14：00
東近江市市子川原町461-1
蒲生コミュニティセンタ－
非行防止・薬物乱用防止啓発活動
横断幕の掲示・啓発物品の配布

3800 (2)オ③
啓発品は各自でとってもらう
形とした

米原市青少年育成市民
会議　米原支部

米原親子宝探しウォーク
11月3日（木）9:00～12:00　旧中山道番場宿一帯　イベン
トの中で啓発品を配付。

110 ★ (1)① 検温、手指消毒等

米原市青少年育成市民
会議　近江支部

近江親子ふれあいグラウンド
ゴルフ大会

11月19日（土）9:00～12:00　近江学びあいステーション
グラウンド　グラウンドゴルフ大会の中で啓発品を配付。

70 ★ (1)① 検温、手指消毒等

日野町教育委員会
各地区公民館、各小中学校お
よび国道477号沿い（日野町
役場前）にのぼり端を設置

[日時]
令和4年11月1日(火)～11月30日(水)
[場所]
各地区公民館、各小中学校および国道477号沿い（日野町
役場前）
[内容]
のぼり旗による啓発

★ (1)① (2)ウ① (2)エ①



日野町青少年育成町民
会議・日野町少年セン
ター（日野町少年補導委
員）

フレンドマート日野店による街
頭啓発および店舗内に啓発
コーナーを設置

[日時]
令和4年11月4日(金)～11月30日(水)
[場所]
フレンドマート日野店
[内容]
・11/4(金)に店舗出入口5箇所にてのぼり旗を掲示するとと
もに手渡しで啓発資材を配布
・11/4(金)～11/30(水)に店舗内に啓発コーナーを設置

★ (1)① (2)ウ① (2)エ①

・有人による街頭啓発は、町
民会議、少年センター（少年
補導委員）および東近江警
察署が合同で必要最少人数
(合計10人)で実施した。
・店舗内の啓発は、来店者自
らがとっていただく形とした。

日野町少年補導委員会
東近江警察署
日野町青少年育成町民
会議
日野町少年センター

子ども・若者育成支援推進強
調月間啓発

月間中フレンドマート日野店にのぼり旗と啓発グッズを置か
せていただき啓発。一日一回啓発文章を店内放送していた
だく。
１１月４日には、フレンドマート日野店玄関でチラシ、グッズを
配りながら啓発。

10 ★ (1)① (2)イ① (2)オ①

日野町少年補導委員会 薬物乱用防止啓発活動
町内文化祭、図書館で薬物乱用防止等のポスターを掲示し
啓発活動を行った。

23 (2)オ③

日野町少年センター 少年センターだより発行
１２月１日少年センターだより発行
全戸配布（７５００枚）

★ (6)② (2)オ③

竜王町青少年育成町民
会議

懸垂幕による啓発 11月1日～30日　町役場で懸垂幕を掲出 (2)オ③ (2)オ①

竜王町青少年育成町民
会議

啓発物品の配布
11月1日～30日　町公民館で来館者に啓発用品（ウエット
ティッシュ）を配布

(2)オ③ (2)オ①

豊郷町青少年育成町民
会議

子ども・若者育成支援強調月
間チラシ全戸配布

11月11日（金）
A3チラシを全戸配布

2,200 ★ (2)イ① (2)オ① (1)①

犬上少年センター 広報発行
・青少年健全育成に関する広報誌「いぬかみ」75号の郡内
全戸配布

★ (2)オ① (5)② (2)エ①

犬上少年センター
啓発看板設置
のぼり旗設置

・薬物乱用防止を呼びかける看板を郡内公共施設に設置
・青少年健全育成を呼びかけるのぼり旗を少年センター前の
道路に設置

(2)オ③


