
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

じんけん通信
・毎月WEB配信している「じんけん通信」に、「子ども・若者
育成支援推進強調月間」の告知を記載。

-

滋賀県青少年育成県民

会議

「豊かな心をはぐくむ家庭づく
り（家族ふれあいサンデー推

進運動）に関する作文、絵画・
ポスター作品集の発行

県内全ての小中学校に各市町民会議を通して作文(小学
生）、絵画・ポスター（小中学生）の作品を募集。審査を経て

合わせて44作品を入選作品として表彰。入選作品集を発行
し、家族ふれあいサンデー推進運動の取組の一助とする。

616 ★ (1)①

堅田少年センター 無職少年対策地域連絡会議

９月２１日（水）
・無職・非行少年の自立更生を支援するとともに、自立更生
支援体制の整備・充実に務め、少年の社会参加の増進を図
るため、各関係機関と意見交流。

14 (6)① (6)③

・文化ホールの大ホールの客
席を収納して、会場として使
用。参加者の間隔をゆったり
確保し、各テーブルには、仕
切り版も設置して実施。

堅田少年センター 生徒指導情報交換会
１１月４日（金）
・管内６中学校、１２小学校、管外２中学校、県立４高等学校、
関係各機関による事例研修会及び情報交換

28 (2)ウ① (2)ウ②

・文化ホールの大ホールの客
席を収納して、会場として使
用。参加者の間隔をゆったり
確保し、各テーブルには、仕
切り版も設置して実施。

彦根市青少年育成市民
会議

「豊かな心をはぐくむ家庭づく
り」の絵画・ポスター作品展

期間　11月19日～２９日
場所　彦根市子どもセンター
・小・中学生を対象に募集した絵画・ポスターの全作品を展
示。

(1)①

共催：長浜まちづくりセン
ター
協力：長浜地区地域づく
り連合
長浜図書館

子育ち・子育て応援講座
「おむすびひろば」

11月18日(金)
10：00～12：00
おむすびパーティー＆読み聞かせをしよう

12 （１）③ (5)①

・参加人数を制限
・参加者の検温、手指消毒、
　マスク着用
・会場内の換気
・キットを使い、自分のおにぎ
りを自分で作る

・桐原学区まちづくり協
議会
・桐原学区文化振興会

・桐原学区文化祭

日時：11月6日(日)9:30～
場所：桐原コミュニティセンター
内容
・「論語かるた」の展示紹介
・ポップコーン販売

2500 (1)② (6)②
・参加者検温
・手指消毒液の設置
・会場換気

６　その他

関連する重点事項
（最大３つまで選択）



・岡山学区まちづくり協
議会
・岡山学区文化振興会

・岡山学区文化祭

日時：10月30日(日)～11月5日(土)
場所：岡山コミュニティセンター
内容
・地域住民の絵、書、手芸の作品展示
・各種団体の啓発展示
・薬物乱用防止啓発ポスター展示

1438 (1)② (2)オ① (2)オ③

・参加者検温
・手指消毒液の設置
・会場換気
・分散開催

・安土学区まちづくり協
議会
・老蘇学区まちづくり協
議会

・第56回安土・老蘇学区文化
祭

日時：11月3日(木祝)・5日(土)・6日(日)
場所：安土コミュニティセンター
内容・安土小学校ブラスバンド・安土中学校吹奏楽部・地域
活動グループ発表
・保幼こ小中児童生徒製作作品並びに地域住民活動グ
ループ作品展示

100 (1)② (6)②

・参加者検温
・手指消毒液の設置
・会場換気

・島学区まちづくり協議
会

・島学区秋祭り
日時：11月4日(金)～18日(金)
場所：島コミュニティセンター
内容・白鷺子ども園の園児製作作品展示

51 (1)② (6)②

・参加者検温
・手指消毒液の設置
・会場換気

・老蘇学区まちづくり協
議会

・老蘇学区文化祭
日時：11月16日(水)～22日(火)
場所：老蘇コミュニティセンター
内容・老蘇小学校・老蘇子ども園の児童園児製作作品展示

100 (1)② (6)②

・参加者検温
・手指消毒液の設置
・会場換気

・老蘇学区まちづくり協
議会

・おにぎり食堂

日時：11月30日(水)
場所：老蘇コミュニティセンター
内容・みんなでおにぎりを食べながら楽しく過ごそう
参加児童数25人・スタッフ10人

35 (5)② (5)① (1)③

・参加者検温
・手指消毒液の設置
・会場換気
・食べる時以外はマスク着用

草津市青少年育成市民
会議
後援　草津市・草津市教
育委員会

挨拶（あいさつ）運動啓発作
品の募集

市民総ぐるみの挨拶（あいさつ）運動を推進するため、俳句・
標語および絵画の啓発作品を募集し、優秀作品は青少年育
成大会で表彰するほか、市役所１階ロビーで展示する。

9,518 (2)エ①

草津市青少年育成市民
会議

草津市青少年育成市民会議
会長表彰

長年地域で活動している青少年、青少年団体、青少年育成
指導者、青少年育成指導団体を表彰する。

6

守山市青少年育成市民
会議

青少年育成市民会議表彰 長年、地域で活動している青少年育成団体及び個人を表彰 ★

守山市青少年育成市民
会議

「豊かな心をはぐくむ絵画・ポ
スター」展示

小・中学生による絵画・ポスターを守山市民ホール　ギャラ
リーにて展示

★



守山市青少年育成市民
会議

あいさつ運動
日時：令和4年11月1日(火）7：15～
場所：守山市内１１小学校区各交差点等
内容：各交差点等での立番指導および声かけ運動

2514 (2)イ① (2)エ①
参加者の立ち位置(間隔）は
接近することのないよう留意
する。

野洲市青少年育成市民
会議

愛の声かけ運動

日時：令和4年11月1日(火）7：15～
場所：野州市内６小学校区各交差点等
内容：各交差点等での立番指導および声かけ運動、広報車
での啓発活動

874 (2)イ① (2)エ①

参加者の立ち位置(間隔）は
接近することのないよう留意
する。
広報車については、換気を十
分に配慮する。

栗東市少年センター
学校訪問による困難児童対応
支援

小・中学校を中心に非行防止・健全育成の視点からの指導
困難児童への対応を支援した。

12 (2)エ① (2)エ② (2)ウ② (4)②

滋賀県
滋賀県薬物乱用対策推進大
会

・11月24日(木)
・滋賀県公館
・滋賀県薬物乱用対策推進本部長表彰式
・団体表彰　　甲賀地区少年補導委員会

★ (2)オ③ (6)③
・手指消毒液の設置
・会場内の換気
・マスク着用

甲賀市家児相・中学校・
少年センター等

ケース会議

・11月8日(火)16:30～
・甲賀市役所
・関係機関が憂慮すること、並びに現状について
・関係機関におけるリスクの共有
・今後の支援方針・役割分担

8 (4)② (2)エ① (1)③
・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

甲賀市少年センター 不登校生徒支援
・11月18日(金)10:00～
・少年センター
・定期面接

4 (5)① (2)エ①
・手指消毒液の設置
・部屋の換気
・マスク着用

湖南市青少年育成市民
会議

「豊かな心をはぐくむ家庭づく
り」応募作品の展示

18th青春祭（あおはるさい）2022
「湖南市青少年育成大会」において、作品をロビー展示し
た。

★ (1)①

安曇川青少年育成学区
民会議

あいさつ運動
日時：11月２日（水）　７：40～8：00
場所：安曇川公民館付近通学路
内容：挨拶と登校中の安全呼びかけ

3 (2)イ① マスク着用

朽木青少年育成学区民
会議

・「家族ふれあい」三行詩・ポ
スターの審査

・小・中学生に、「家族ふれあい」をテーマにした三行詩・ポ
スターを募集し、学区民会議委員で審査した。

19 (1)①
・ポスター審査は小ホールに
て10日間掲示し審査を行っ
た。三行詩は郵送にて審査



新旭青少年育成学区民
会議

明るい地域づくりの標語の募
集

町内の小学校・中学校・養護学校に「明るい地域づくりの」
の標語を募集し、優秀作品を町内の小学生と委員が一緒に
のぼり旗を作成。
完成したのぼり旗を小・中・養護学校に掲示

11 (1)①
・当日は自宅での検温・体調
確認し参加
・活動中はマスクを着用

あすくる高島 ちょこっと相談

・11月25日(金)12:30～13:30
　高島市立朽木中学校
　内容：相談窓口の周知、悩みを抱える子どもたちの早期発
見・早期対応

36 (2)ウ② (2)エ① (2)エ②

主催：東近江市青少年
育成市民会議湖東支部

協賛：湖東まち協子ども
いきいきPJ

ほのぼの広場「ウォークラリー

inひばり」

日時：令和4年11月13日（日）
9:00～12:30
場所：ひばり公園一帯

内容：ウォーキングをしながらゲーム6個とクイズ12問を解い
て点数を競う。

92 (1)① (6)②
チーム内であっても密になら
ない、ゲーム内容を考えた。

検温と手指消毒の徹底

東近江市青少年育成市
民会議八日市支部

「私の思い2022」作文の募
集

・支部管内の小学６年生及び中学３年生を対象に「私の思
い2022」作文の募集を行った。
　応募作文221点の中から入賞作文5点を選定し、賞状及
び副賞を授与。

221 (6)②

東近江市青少年市民会
議能登川支部

「一言メッセージ」
の展示

能登川地区の小学６年生と中学３年生による「一言メッセー
ジ」を能登川コミュニティセンターロビーに展示。
期間：11月５日から12月４日まで

(6)②

東近江市青少年育成市
民会議五個荘支部

「早寝早起き朝ごはん運動」
の推進

・毎月のあいさつ運動時に、のぼり旗を掲げた。また、全国協
議会から冊子を取り寄せ、幼児園・小学校・中学校の子ども
たち全員に配付。

37 (1)① (6)①

米原市青少年育成市民
会議

中学生広場「私の思い
2022」市広場

11月25日（金）から１週間にわたってＣＡＴＶで放映。 ★ (1)①
一斉には集まらず、少人数で
各中学校個別に取材

竜王町青少年育成町民
会議

あいさつ運動
11月11日（金）　町内小学校・こども園で登校（園）時のあ
いさつ運動

11 (2)イ①


