
 

平成３０年度公益社団法人青少年育成秋田県民会議事業報告 

 

 平成３０年度は、昨年１０月に埼玉県和光市のマンションで中３男子の孫が祖父母を殺

傷する事件が発生、今年１月には神奈川県川崎市でも中３男子が祖父を包丁で切り付け、

殺人未遂で逮捕、その後祖父は死亡した事件が発生するなど、凶悪な事件は依然として多

く発生したほか、平成２９年度のいじめ把握が全国で最多の４１万４千件超となり過去最

高を更新したこと。また、平成２９年度の児童虐待相談件数が１３万３千超となり過去最

高を更新している状況であることが報道された。さらに、中高生のネット依存問題など、

新たな問題も出てきている状況にある。 

 県内では、非行少年数や不良行為少年は減少傾向にあるものの、特別法犯少年・触法少

年（特別法犯）は増加したほか、子どもが不審者に声をかけられる事案が続出するなど、

県内においても青少年問題に取り組むべき課題は多い。 

 こうした中、青少年育成秋田県民会議は国の施策である「子ども・若者ビジョン」や県

の施策「あきた子ども・若者プラン」に呼応ながら、青少年育成市町村民会議や関係団体

と連携を図り青少年育成運動を推進した。 

 

１ 青少年健全育成推進事業 

(1) 青少年育成講師派遣事業 

青少年育成市町村民会議や育成団体等が開催する研修会、各種会合などの講師派

遣要請に対応した。 

 

番号 月日 事  業  名 参加者数 

１ H30.6.28 青少年育成大仙市民会議大曲地域会議研修会    19 

２ H30.7.1 鹿角市民会議青少年育成・家庭教育講座     25 

３ H30.8.31 秋田県少年保護育成委員連絡協議会地域カン

ファレンス 

272 

 

４ H31.2.3 県北地区・青少年育成運動活性化研修会 113 

 

 (2) セミナー・研修事業 

青少年健全育成について、地域、家庭の役割や意識高揚を図るため、青少年健全

育成セミナーを開催した。また、青少年育成運動の広がりや育成活動の充実・活性

化を図るための研修会を２箇所で開催した。 

① 青少年健全育成セミナー（県民会議と秋田市民会議の共催） 

開催日 平成 31年 2月 8日(金) 

会 場 秋田市文化会館 

参加者  34名 

内 容 ・県施策説明 

 テーマ「青少年の健全育成と環境浄化について」 

     大島 ヒロ子 氏（秋田県次世代・女性活躍支援課主幹） 

・講演 

 テーマ「子ども支援と子どもの人権」 



 

     柴田 静寛 氏（あきたっ子を健全に育む会会長） 

②  青少年育成運動活性化研修会（県内２カ所） 

・県北地区・青少年育成運動活性化研修会（青少年育成能代市民会議と共催） 

開催日 平成 31年 2月 3日(日) 

会 場 能代山本広域交流センター 講堂 

参加者 113名 

内 容 ・平成 30年度内閣府中央研修大会への参加報告 

     阿部 義弘 氏（青少年育成鹿角市民会議会長） 

・市町村民会議の活動発表 

  「青少年育成能代市民会議の活動報告」  

     楠  清 孝 氏（青少年育成能代市民会議副会長） 

・子ども伝承芸能発表 

  「鶴形ささら」（つるがたささら） 鶴形ささら保存会 

    能代市立能代東中学校  生徒６名、大人４名 

・講演 

  演題 「瞳が輝くとき」  

      遠田 順夫 氏（秋田わんぱく Club桜たんけん塾塾長、 

青少年育成秋田市民会議会長） 

・県南地区・青少年育成運動活性化研修会（青少年育成横手市民会議と共催） 

開催日 平成 31年 3月 9日(土) 

会 場 横手市大雄交流研修館ふれあいホール 交流室 

参加者  35名 

内 容 ・平成 30年度内閣府中央研修大会への参加報告 

     佐藤 久美子 氏（青少年育成大仙市民会議会長） 

・市町村民会議の活動発表 

  「青少年育成横手市民会議の活動」  

     内山 純男 氏（青少年育成横手市民会議事務局長） 

・子ども伝承芸能発表 

  「横手囃子」（よこてばやし） 西前郷町内会 

    横手市西前郷町内会の子どもたち １２名、大人５名 

・講演 

  演題 「青少年を取り巻くインターネットの現状について」  

     髙橋 正彦 氏（横手市まちづくり推進部生涯学習課副主査） 

 

 (3) わたしの主張事業 

次代を担う中学生が、地域、学校、家庭などで体験したこと、日ごろ考えている

と、将来の夢や希望などを発表することにより、自分の生き方や社会との関わりを

考えるとともに、青少年に対する県民の理解、関心を深めるため、県内３地区（県

北・中央・県南）で予選大会を行い、選抜された中学生による県大会「わたしの主

張２０１８～第４０回少年の主張秋田県大会～」を開催した。 



 

①  地区予選大会 

区 分 県北地区 県央地区 県南地区 

主 催 鹿角市民会議 秋田市民会議 仙北市市民生活課 

期 日 H30.9.5（水） H30.9.3（月） H30.9.6（木） 

場 所 鹿角市立八幡平中学校 秋田市立下北手中学校 西木温泉「クリオン」 

発表者 12名 11名 10名 

参集者 220名 100名 120名 

応募数 12校（19編） 7校（11編） 10校（17編） 

②  わたしの主張２０１８（第４０回少年の主張秋田県大会） 

開催日： 平成 30年 9月 14日（金） 

 会 場： 秋田市立秋田東中学校 

 発表者： １３名（予選大会の優秀者各４名、秋田東中学校推薦者１名） 

      参集者： ５８０名 

      応募数： ３０校  ５０作品（参加中学生数４，６７０人） 

最優秀賞 本当の平和とは にかほ市立仁賀保中・２年 齋藤 美穂 

優秀賞 イクメン！ 羽後町立羽後中・３年 渡部 真菜 

下北手に生まれた誇り 秋田市立下北手中・３年 谷内 雄亮 

三味線で夢の舞台へ 八郎潟町立八郎潟中・３年 谷川 未采 

今、生きている奇跡 小坂町立小坂中・３年 照井 和花 

優良賞 

 

 

 

 

 

よく見てみないと分からない 大館市立北陽中・３年 篠村 慈 

相手のことを考える時間 鹿角市立八幡平・３年 稲垣 瞳子 

私にできること 北秋田市立合川・３年 福田 真姫 

「正しい言葉」を伝えること 秋田市立秋田東中・３年 澁谷 恭大 

「自分らしさ」を大切に 八郎潟町立八郎潟中・２年 村田 珠和 

私が幸せである理由 仙北市立西明寺中・３年 芳賀 凛音 

情けは人のためならず 湯沢市立湯沢北中・２年 由利 一樹 

前へ進む勇気 県立横手清陵学院中・３年 半田 日和 

 

 (4) 子ども伝承芸能発表事業 

地域で親から子・孫へと伝承されている芸能に取り組んでいる小・中・高校生な

どの子どもたちによる伝承芸能発表を「青少年健全育成秋田県大会」及び「青少年

育成運動活性化研修会」で実施した。 

① 健全育成秋田県大会 

開催日： 平成 30年 11月 9日（金） 

 会 場： 県庁第二庁舎 

     発表団体： 山谷番楽（秋田市太平） 

             秋田市立太平小学校・太平中学校  児童・生徒 １５名 

② 青少年育成運動活性化研修会 

・県北地区研修会 

開催日： 平成 31年 2月 3日（日） 



 

 会 場： 能代山本広域交流センター 

     発表団体： 「鶴形ささら」（鶴形ささら保存会） 

             能代市立能代東中学校  生徒６名 

・県南地区研修会 

開催日： 平成 31年 3月 9日（土） 

 会 場： 横手市大雄交流研修館ふれあいホール 

     発表団体： 「横手囃子」（西前郷町内会） 

             横手市西前郷町内会子どもたち １２名 

 

 (5) 広報啓発事業 

青少年健全育成や県民会議に関する県民への理解を促進するため、ホームページ

による情報発信、機関紙「青少年あきた」の発行及び街頭啓発活動等の充実を図

った。 

①  ホームページによる広報： http://www.youthnet-akita.com/ 

 更新： 月１回更新 

② 機関紙「青少年あきた」の発行： ２回/年  ２,０００部/回 

   発行： ８月１日（第１回）、１２月２８日（第２回）発行 

③ 子ども・若者育成支援強調月間、「あきた家族ふれあいサンサンデー」運動等街頭 

 実施日： 平成 30年 11月 12日（月） 7:00～8:30 

啓発活動：啓発リーフレット、ポケットティッシュ、各２,０００配布 

 実 施 場 所 参 加 者 

秋田駅 12名 県、県民会議、秋田市民会議 

能代駅  16名 県、能代警察署、能代市民会議、能代地

区少年保護育成委員会、能代市婦人会 

男鹿駅 17名 男鹿市、男鹿市民会議 

湯沢駅 10名 県、湯沢市、湯沢市民会議 

④ 青少年の非行・被害防止強調月間啓発事業 

・「青少年の非行・被害防止標語募集」 

実施期間：平成 30年 4月 25日～5月 28日 

応募総数：県内 46中学校、2,434作品 

第 1次審査：平成 30年 6月 5日～11日、優良 100作品を決定 

第 2次審査：平成 30年 6月 19日（火）、入賞 10作品を決定 

最優秀賞 「やめようよ」 友だちだから 

言えること 

羽後町立羽後中・１年 坂田 那帆 

優秀賞 

3点 

『１度だけ』 それを何回 続け

るの？ 

仙北市立角館中・３年 津村ひかり 

「助けて」と 言える強さが あ

なたの味方 

八郎潟町立八郎潟中・２

年 

村田 珠和 

送ろうとしているその言葉 相

手の目を見て 言えますか？ 

由利本荘市立本荘東中・

３年 

松下 優 

http://www.youthnet-akita.com/


 

優良賞 

6点 

 

 

 

 

個人情報 のせない・見せない・

広めない 

由利本荘市立本荘東中・

１年 

鈴木 夏樹 

分かってる？ 相手が苦しむ 

その言葉 

由利本荘市立本荘東中・

３年 

猪股 真央 

 

君の手は だれかを助ける た

めのもの 

由利本荘市立本荘東中・

３年 

能登屋可音 

 

優しさで 笑顔が育つ ひと言

を 

由利本荘市立西目中・１

年 

佐々木悠菜 

 

友達の 心によりそう 思いや

り 

由利本荘市立岩城中・２

年 

東海林桃花 

 

その一言 書き込む前に 再チ

ェック 

能代市立能代南中・３年 杉本 楓夏 

・「青少年の非行・被害防止標語」入賞者表彰式 

      開催日： 平成 30年 7月 14日（土） 

      会 場： 秋田駅 ぽぽろーど 

・「青少年の非行・被害防止標語」入賞作品及び第 1 次審査選定 100 作品パネル

展示会 

      開催期間： 平成 30年 7月 14日～20日 一週間 

      会 場 ： 秋田駅 ぽぽろーど 

・「青少年の非行・被害防止全国強調月間」街頭啓発活動 

  県中央：7月 14日（土）、JR秋田駅 ぽぽろーど にて 

    県 北：7月 20日（金）、JP大館駅、いとくショッピングセンターにて 

    県 南：7月 21日（土）、横手市、平鹿体育館にて 

     ほか、秋田市、能代市、由利本荘市、大仙市で研修大会や事業、イベント 

等で市民会議が啓発。 

    ・月間啓発のぼり旗（ポール付）による啓発 

      県内各市民会議に啓発のぼり旗３組、町村民会議に２組を配付し、各市町村 

で掲示による啓発を実施。 

・「わたしの主張大会」での啓発活動 

  県内 3地区で開催した地区予選大会（県北・鹿角市、県央・秋田市、県南・ 

仙北市）と秋田県大会（秋田市立秋田東中学校にて開催）で、啓発リーフレッ 

トを配布するとともに、青少年の非行・被害防止の講話等を実施した。 

 県北地区：9月 5日、鹿角市立八幡平中学校にて、講師：鹿角警察署 

県央地区：9月 3日、秋田市立下北手中学校にて、講師：秋田東警察署 

県南地区：9月 6日、西木温泉「クリオン」にて、講師：鹿仙北警察署 

秋田県大会：9月 14日、秋田市立秋田東中学校にて、講師：秋田県警察チャ 

イルド・セーフティ・センター 

 

 (6) 青少年等顕彰事業 

青少年健全育成に優れた活動を行っている青少年、青少年団体、青少年育成指導



 

者及び青少年育成団体等について県民会議会長表彰を行った。 

また、青少年健全育成県知事表彰候補者の推薦を行った。 

① 県民会議会長表彰 

表彰日： 平成 30年 5月 31日(木) ※定時総会の場において実施 

   会 場： 秋田県庁第二庁舎 

   受賞者： 優良青少年団体     １団体 

青少年育成功労者    ５名 

青少年育成功労団体   ３団体 

部  門 市町村 氏名・団体名 

優良青少年団体 能代市 能代市立能代南中学校ＪＲＣ委員会 

青少年育成功労者 

 

 

 

 

秋田市 岩 谷 文 子 

加賀屋 知 子 

能代市 楠   清 孝 

大館市 宮 腰 わか子 

男鹿市 佐 藤   宏 

青少年育成功労団体 

能代市 能代地区少年保護育成委員会 

横手市 十文字第二小学校を語る会 

大仙市 東今泉八幡太鼓 

 

(7) 国・県との連携推進事業 

国（内閣府）が主催する事業へ参画及び県が主催する青少年育成関連事業等に積

極的に事業協力、連携を図った。 

① 子ども・若者育成支援のための地域連携推進事業（内閣府主催） 

・北海道・東北ブロック研修会 

開催日 平成 30年 9月 11日(火) 

会 場 秋田市にぎわい交流館 AU（あう） 

参加者  全体 150名、 うち県民会議関係 31名 

内 容 ・子供・若者育成支援施策について 

     谷口・内閣府青少年企画・啓発担当調査官 

・事例検討会１ 

〈第 1分科会〉若者による地域づくり 

 コーディネーター：熊谷 嘉隆 氏 

（国際教養大学アジア地域研究連携機構長教授） 

 事例発表者：加藤 拓馬 氏（（一社）まるオフィス代表理事） 

〈第 2分科会〉子供･若者の活動拠点 

 コーディネーター：柴田 祐希 氏 

（ハバタク（株）ただのあそび場プロジェクトリーダー） 

 事例発表者：早川 輝 氏 

（ＮＰＯ法人みやっこベース理事・事務局長） 

・事例検討会２ 



 

〈第 3分科会〉困難を抱える子供･若者の支援 

 コーディネーター：佐々木 久長 氏 

（秋田大学大学院医学系研究科准教授） 

 事例発表者：新田 大志 氏（ＮＰＯ法人ジェルメ・まるしぇ理事長） 

〈第 4分科会〉逸脱行為・少年非行の動向と立ち直り支援 

 コーディネーター：佐藤 久美子 氏 

（秋田県警察本部生活安全部少年女性安全課課長補佐） 

 事例発表者：畠山 清寿 氏（秋田保護観察所統括保護観察官） 

・全体会議 

  各区分科会報告（各分科会コーディネーター） 

・中央研修大会 

開催日 平成 30年 11月 26日(月)～11月 27日（火） 

会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター 

参加者 3名（事務局を含む）  

内 容 【中央研修大会：11/26】 

・内閣府行政説明 

    ・内閣府青少年企画・啓発担当調査官 

・特別講演  「犯罪から子供を守る」 

        小宮 信夫 氏（立正大学文学部社会学科教授） 

・シンポジウム「若者の居場所を考える」 

  基調講演  松田 考 氏（札幌市若者支援総合センター館長） 

  パネリスト発表 

       辻 幸志 氏（ＮＰＯ法人こうべユースネット理事長） 

       西野 博之 氏（ＮＰＯ法人フリースペースたまりば理事

長） 

       石井 正宏 氏（NPO法人パノラマ代表理事） 

       高橋 亜美 氏（アフターケア相談所「ゆずりは」所長） 

  パネルディスカッション 

   パネリスト    辻 幸志氏、西野博之氏 

            石井正宏氏、高橋亜美氏 

   コーディネーター  松田 考 氏 

【中央研修大会：11/ 27】 

・第１専門研修会 

   「大型児童センター「ゆう杉並」での中高生支援」 

    宮代 哲夫 氏（杉並区保健福祉部児童青少年課事業係長） 

・第２専門研修会 

  「本人を中心とした＜ネットワーク＞による子供・若者支援」 

    渡辺 ゆかり 氏（名古屋市子ども・若者総合センター長） 

・第３専門研修会 

「若者への性暴力被害」 



 

戒能 民江 氏（お茶の水女子大学名誉教授） 

・第４専門研修会 

  「ＳＮＳを利用した若者の支援～自殺予防を中心に～」 

    末木 新 氏（和光大学現代人間学部心理教育学科准教授） 

        ・全国青少年育成県民会議連合会総会 

期 日 平成 30年 11月 27日（火） 

会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター 

参加者 １名（事務局） 

内 容 【全国県民会議連合会総会】 

・「青少年指導者等顕彰」「奨励賞」表彰式 

・議事 

第１号議案 平成２９年度事業報告について 

第２号議案 平成２９年度収支決算について 

第３号議案 役員改選（案）について 

第４号議案 平成３０年度事業計画（案）について 

第５号議案 平成３０年度収支予算書（案）について 

・その他 

② 青少年健全育成秋田県大会  

開催日 平成 30年 11月 9日(金) 

会 場 県庁第二庁舎 

参加者  180名   市町村民会議・青少年育成団体及び関係者  

内 容 ・秋田県知事表彰 

 ○社会貢献青少年団体 

      秋田県立十和田高等学校ボランティア部（鹿角市） 

   秋田県立比内支援学校かづの校高等部（鹿角市） 

   能代市立能代第二中学校ＪＲＣ委員会（能代市） 

   横手市立平鹿中学校ＪＲＣ委員会（横手市） 

横手市立栄小学校児童会（横手市） 

 ○青少年健全育成功労者 

   山田 俊巳（能代市、青少年育成能代市民会議会員常任委員） 

   戸部 尚武（湯沢市、県民会議理事、秋田県子ども会育成連合会 

副会長） 

   高貝 昇太郎（大仙市、青少年育成大仙市民会議中仙地域会議顧 

問） 

・記念講演 「少年鑑別所の役割～少年たちの未来のために～」 

  講師： 関谷 益実 氏（秋田少年鑑別所所長） 

・青少年の声 

 第４０回少年の主張秋田県大会最優秀賞 

 「本当の平和とは」 

にかほ市立仁賀保中学校２年 齋藤 美穂さん 



 

・子ども伝承芸能発表 

 「山谷番楽」 

  秋田市立太平小学校・中学校  児童・生徒 15名  

 

③ 青少年健全育成国民・県民運動 

    ・青少年の非行・被害防止全国強調月間   ７月１日(日)～３１日(火) 

    ・子ども・若者育成支援強調月間     １１月１日(木)～３０日(金) 

    ・夏・冬・春の青少年健全育成運動 

      夏の運動期間   ７月１５日(日)～８月１９日(日) 

      冬の運動期間  １２月１６日(日)～１月２０日(日) 

      春の運動期間   ３月１７日(日)～４月２１日(日) 

④  その他、県等主催事業の共催、後援及び事業協力 

・第６８回社会を明るくする運動“秋田県実施委員会”（事務局：秋田保護観察所） 

開催日  平成 30年 5月 22日（火） 県庁第二庁舎 

内 容  第 67回実施結果報告、第 68回事業計画（案）等協議 

出 席  事務局 

       ・平成３０年度秋田県道徳教育推進協議会(事務局：県教育庁) 

開催日  平成 30年 7月 5日(木）  県秋田地方総合庁舎 

内 容  協議会概要説明、協議、エリア事業推進校ワークショップ 

出 席  事務局 

・未成年者喫煙防止強化月間啓発イベント（事務局：県たばこ販売協会） 

開催日  平成 30年 7月 3日（火） 秋田市ぽぽろーど 

内 容  未成年者の喫煙防止キャンペーン、啓発ティッシュの配布 

     出 席  事務局 

・平成３０年度県未成年者喫煙防止対策推進協議会（事務局：県たばこ販売協会） 

開催日  平成 30年 11月 28 日（水） にぎわい交流館 AU（あう） 

内 容  たばこ業界の喫煙防止活動、関係機関の未成年者問題への取組み状 

況 

     出 席  事務局 

    ・平成３０年全国地域安全運動（後援、事務局：県防犯協会連合会、秋田県警） 

     期 間  平成 30年 10月 11日（木）～20日（土） 

    ・青少年育成推進事業「2018シンポジウム」（後援、主催：大館市民会議） 

     開催日  平成 30年 11月 17日（土） 大館市北地区コミュニティセンター 

 

２ 組織体制・財政基盤充実強化事業 

(1) 青少年育成組織体制充実強化事業 

県民会議の活動、運営等に対する意見・要望などの把握や事業への協力要請を行

うとともに、各青少年育成関係団体間の連携強化を図り、青少年育成に関わる情報

の共有や事業連携を推進するための会議を開催した。 

① 青少年育成市町村民会議・関係団体連携推進会議 



 

区 分 第１回 第２回 

期 日 平成 30年 7月 24日（火） 平成 31年 2月 26日（火） 

会 場 秋田県生涯学習センター 秋田市文化会館 

参加者 29名（22団体） 33名（19団体） 

内 容 【協議事項】 

・30年度県民会議事業について 

・30年度わたしの主張事業について 

・各団体の青少年育成事業について 

【協議事項】 

・31年度県民会議事業計画について 

・31年度青少年の非行・被害防止月

間啓発事業 

・情報意見交換 

 

 (2) 財政基盤充実強化事業 

会員の拡大による会費収入及び広告収入、協賛金等の自己財源を確保し、財政基

盤の充実を図った。 

①  会員拡大活動の推進 

区分 H29年度 
H31.3.31 

入会 退会 計 

正会員 228 3 22   209（-19） 

賛助会員 372  8 31   349（-23） 

計 600 11 53 558 (-42) 

   

②  広告収集活動等の推進 

  年間目標 １８口  実績：17口（14企業・団体から） 

 

③  寄附金等の募集推進 

・寄附金協力者 

      秋田市：（株）アキタ保険様、（株）トータルライフサポート様、全労済秋田

県推進本部様 

     ・事業賛助金協力者 

      盛岡市：日本たばこ産業（株）東北支社様 

 

３ 管理運営事業 

(1) 定時総会の開催 

開催日 平成 30 年 5月 31 日（木） 

会 場 秋田県庁第二庁舎 大会議室 

参加者 161名（委任、書面議決を含む） 

議 事 ・平成 29年度事業報告及び収支決算承認 

・青少年育成基金における県出資金の返還及び

基金の一部処分（取崩）（案）について 

・平成 30年度事業計画及び収支予算の報告等 

・理事の選任について 



 

 

(2) 理事会の開催 

区分 開催日 会   場 参加者 議  事  等 

第 1回  4.24

（水） 

ルポールみずほ 

 

 

14名 

監事含

む 

・平成 29年度事業報告及び収支決算

承認 

・平成 30年度青少年育成基金の一部

処分(案) 

・平成 30年度事業計画及び収支予算

の報告等 

・理事の選任等 

第 2回 12.4

（火） 

 

ルポールみずほ 

 

10名 

監事含

む 

・新規加入会員の承認 

・会員拡大活動について 

・今後の法人運営についての協議 

第 3回  31.3.18

（月） 

ルポールみずほ 

 

15名 

監事含

む 

・30年度事業の進捗状況及び決算見

込み 

・平成 31年度事業計画及び収支予算

(案)等 

・青少年育成基金の一部処分(案) 

・31年度定時総会、理事会の日程等 

  

(5)監査 

開催日 平成 30年 4月 18日（水） 

会 場 ふきみ会館 

監査 

事項 

・平成 29年度事業報告について 

・平成 29年度収支決算について 

 


