
 

令和元年度公益社団法人青少年育成秋田県民会議事業報告書 

 

 令和元年度は、いじめ把握件数や児童虐待相談件数が過去最高を更新している状況であ

り、中高生のネット依存 ＳＮＳ利用による問題など、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、子どもが不審者に声を

かけられる事案が増加、不登校の増加など、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 R1.7.11 鹿角市花輪地区子ども会世話人会研修会    29 

２ R1.7.18 鹿角市民会議青少年育成・家庭教育講座    282 

３ R1.10.25 秋田県母子福祉協議会第 2 回少年指導員・保

育士分科会 

 10 

 

４ R2.2.22 県南地区・青少年育成運動活性化研修会 110 

 

 (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 令和 2年 2月 12日(水) 

会 場 秋田県青少年交流センター「ユースパル」 

参加者  38名 

内 容 ・県施策説明 

 テーマ 「青少年健全育成事業について」 

      鈴木 智子 氏（秋田県次世代・女性活躍支援課主査） 

・講演 

 テーマ 「不登校児童生徒の支援について 

～スペース・イオの実践から～」 

 講師  加藤 しお子 氏（秋田県立明徳館高等学校 スペース・イオ 

              教諭兼教育専門監） 

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（青少年育成大館市民会議と共催） 



 

開催日 令和 2年 2月 22日(土) 

会 場 大館市北地区コミュニティセンター本館 講堂 

参加者  110名 

内 容 ・令和元年度内閣府中央研修大会への参加報告 

   遠田 順夫 氏（青少年育成秋田市民会議会長） 

・市町村民会議の活動活動発表 

   中嶋 俊彦 氏（青少年育成北秋田市民会議会長） 

・子ども伝承芸能発表 

「代野番楽」（だいのばんがく）代野番楽保存会 

  大館市岩瀬代野地区の小・中・高校生 ４名、大人３名 

・講演 

   演題「子どもたちの今を生きる大人の役割（Part2） 

                       ～子どもの元気・地域の元気～」 

   講師 髙橋 秀一 氏（大館市少年相談センター相談専門員） 

 ・県南地区・青少年育成運動活性化研修会（湯沢市民会議と共催） 

開催日 令和 2年 2月 16日(日) 

会 場 湯沢文化会館 中ホール 

参加者  62名 

内 容 ・令和元年度内閣府中央研修大会への参加報告 

   高橋 美雅 氏（秋田県青少年育成アドバイザー連絡協議会長） 

・市町村民会議の活動活動発表 

   戸部 尚武 氏（青少年育成湯沢市民会議副会長） 

・子ども伝承芸能発表 

「関口ささら」（せきぐちささら） 

湯沢市立三関小学校ささら舞クラブ 

        三関小学校児童 ２９名 

・講演 

   演題「今悩んでいる若者（勇者）を応援するらいくステップとは 

～地元企業の持つ力から学ぶこと～」 

   講師 株式会社マルシメ 

遠田 康貴 氏（ＣＳＲ委員会リーダー） 

      社会福祉法人湯沢市社会福祉協議会 

        後藤 久司 氏 

 

 (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２０１９～第４１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 能代市民会議 潟上市民会議 大仙市民会議 

期 日 R1.9.6（金） R1.8.30（金） R1.9.5（木） 

場 所 能代市立二ツ井中学校 潟上市立羽城中学校 中仙市民会館「ドンパル」 

発表者 13 名 11名 10名 

参集者 290 名 310名 280名 

応募数 16校（28編） 7校（11編） 13校（16編） 

②  わたしの主張２０１９（第４１回少年の主張秋田県大会） 

開催日： 令和元年 9月 18 日（水） 

 会 場： 秋田市立秋田南中学校 

 発表者： １３名（予選大会の優秀者各４名、秋田南中学校推薦者１名） 

      参集者： ５１０名 

      応募数： ３７校  ５６作品（参加中学生数５，０４３人） 

最優秀賞 私を隔てたもの にかほ市立仁賀保中・３年 浅井 陽菜 

優秀賞 「居場所」のある町 羽後町立羽後中・３年 仙道 泰貴 

病と闘う友が教えてくれたこ

と 

潟上市立羽城中・３年 鐙  裕也 

それって「悪」なの？ 仙北市立西明寺中・３年 鈴木 未来 

言葉の力 湯沢市立湯沢北中・３年 渡部 杏美 

優良賞 

 

 

 

 

 

環境の変化が私に教えてくれ

たこと 

能代市立東雲中・３年 佐々木菜々穂 

笑顔が導いてくれた夢 小坂町立小坂中・２年 杉原 杏凛 

僕の役目 鹿角市立花輪第一中・３年 田中  楽 

陰キャと陽キャの境界線 鹿角市立尾去沢中・３年 髙杉  舞 

４０分間の命綱 秋田市立秋田南中・３年 土門 佳奈 

ふるさと東由利を思う 由利本荘市立東由利中・３年 梅津 心寧 

日韓の未来は明るいことを信

じて 

潟上市立天王・１年 和田ひまり 

祖父の手に学ぶ 湯沢市立湯沢南中・３年 高橋 里奈 

 

 (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： 令和元年 11月 13 日（水） 

 会 場： 県庁第二庁舎 

     発表団体： 刈和野大綱太鼓（西仙北太鼓の会「刈和野大綱太鼓ジュニア」） 

             太鼓の会に所属する  児童・生徒７名、大人２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：令和 2 年 2月 22日（土） 

会 場：大館市北地区コミュニティセンター 

発表団体：「代野番楽」（代野番楽保存会） 

       大館市岩瀬代野地区の小・中・高校生 4名 

・県南地区研修会 

 開催日：令和 2 年 2月 16日（日） 

 会 場：湯沢文化会館 中ホール 

発表者団体：「関口ささら」 

      湯沢市立三関小学校ささら舞クラブ 小学校児童 29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実施したほか、

青少年の非行・被害防止強調月間啓発活動として、標語コンクール等を実施した。 

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

 随時更新： 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月下旬（第２回）発行予定 

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： 令和元年 11月 11 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 13名 県、県民会議、秋田市民会議 

鷹ノ巣駅   4名 県、北秋田市民会議 

羽後本荘駅 14名 県、由利本荘市、由利本荘市民会議 

県立角館高等学校 31名 県、仙北市、仙北警察署、仙北市防犯協

会角館支部、角館高校生徒 

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 31年 4月 26 日～令和元年 6月 6日 

応募総数：県内 45中学校、2,420 作品 

第 1次審査：令和元年 6月 15日～21日、優良 103作品を決定 

第 2次審査：令和元年 7月 3 日（水）、入賞 10作品を決定 

 

最優秀賞 ワンクリック 載せるの簡単 

消すのは困難 

秋田市立飯島中・２年 佐々木那智 

優秀賞 

3点 

認め合う 心のゆとりと 思い

やり 

秋田市立土崎中・１年 村上 菜桃 

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


 

軽いノリ やられた相手は 重

い傷 

県立横手清陵学院中・１

年 

伊藤 彩音 

ためらわず 誰かに話そう そ

の気持ち 

由利本荘市立本荘南中・

２年 

加藤 稔梨 

優良賞 

6点 

 

 

 

 

その言葉 自分が言われて 大

丈夫？ 

大仙市立協和中・３年 工藤 夏津 

一瞬の好奇心、一回の過ち、一生

の後悔 

秋田大学教育文化学部附

属中・２年 

舘洞 百音 

 

見ないフリ 君も一緒に いじ

めてる 

潟上市立羽城中・２年 二田 隼人 

 

ちょっとだけ… ちょっとで終

わるの？ 本当に？ 

由利本荘市立本荘南中・

３年 

板垣 優輝 

 

あいさつで 笑顔を増やし い

じめなし 

由利本荘市立矢島中・２

年 

小野 惟亜 

 

かっこいい！ 自分でＮＯと 

言える君 

由利本荘市立大内中・３

年 

鈴木 榛斗 

学校賞 

1校 

潟上市立天王中学校 第１次審査通過作品数 １８作品 

・「青少年の非行・被害防止標語」入賞者表彰式 

      開催日： 令和元年 7月 20日（土） 

      会 場： 秋田拠点センター「アルヴェ」きらめき広場 

・「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： 令和元年 7月 20日～26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 20日（土）、JR秋田駅 ぽぽろーど にて 

    県 北：7 月 20 日（土）、鹿角市、イトク鹿角ショッピングセンター及びユ

ニバース毛馬内店にて 

    県 南：7月 17日（水）、大仙市、市立大曲中学校正門前にて 

     ほか、北秋田市、由利本荘市等で研修大会や事業、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 

      県内各市町村民会議に啓発のぼりを２組ずつ配付し、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・能代市、県央・潟上市、県南・ 

大仙市）と秋田県大会（秋田市立秋田南中学校にて開催）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 6日、能代市立二ツ井中学校にて、講師：能代警察署 



 

県央地区：8 月 30日、潟上市立羽城中学校にて、講師：五城目警察署 

県南地区：9 月 5 日、中仙市民会館「ドンパル」にて、講師：秋田県警チャ

イルド・セーフティー・センター 

秋田県大会：9月 18日、秋田市立秋田南中学校にて、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： 令和元年 5月 30日(木) ※定時総会の場において実施 

   会 場： 秋田県生涯学習センター 

   受賞者： 優良青少年団体      ２団体 

青少年育成功労者    ７名 

青少年育成功労団体   ２団体 

部  門 市町村 氏名・団体名 

優良青少年団体 能代市 

 

能代市立能代第一中学校学校都市Ｊ

ＲＣ課 

鹿角市 鹿角市立花輪第二中学校生徒会 

青少年育成功労者 

 

 

 

 

秋田市 沼 田 容 子 

辻   匡 人 

能代市 山 崎 陽 子 

大館市 石 田 久美子 

男鹿市 今 野 惠 一 

大仙市 大 澤 一 廣 

北秋田市 秋 元 哲 夫 

青少年育成功労団体 
秋田市 秋田市下北手地区市民憲章推進協議

会 

能代市 二ツ井地区更生保護女性の会 

 

(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 令和元年 10月 25 日(金) 

会 場 東京エレクトロンホール宮城（宮城県仙台市） 

参加者  全体 160名、 うち県民会議関係 4名 

内 容 ・内閣府業務説明 



 

     内閣府青少年担当調査官 

・講演・討議 

 講演テーマ：多様化する子ども・若者の困難とニーズに寄り添う紫煙の

在り方を考える 

 講師：立教大学社会学部・大学院 21 世紀社会デザイン研究科 教授 

    認定特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンター代表理事 

            萩原 なつ子 氏 

・事例検討会 

〈第 1分科会〉困難を抱える子供・若者の支援 

事例発表者：門間 優 氏（特定非営利活動法人ＴＥＤＩＣ代表理事） 

 ファシリテーター：遠藤 智栄 氏（地域社会デザイン・ラボ代表） 

〈第 2分科会〉子供･若者の活動拠点 

事例発表者：成宮 崇史 氏 

（認定特定非営利活動法人底上げ 理事） 

ファシリテーター：相内 洋輔 氏（ワークショップデザイン代表） 

 

・中央研修大会 

開催日 令和元年 11月 25日(月)～11月 26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：11/25】 

・内閣府行政説明 

    ・内閣府青少年企画・啓発担当調査官 

・シンポジウム「ひきこもり調査結果から読み解くもの」 

  基調講演  門田 光司 氏（久留米大学文学部教授） 

  シンポジスト発表 

       勝部 麗子 氏（（福）豊中市社会福祉協議会福祉推進室

長） 

       河野 久忠 氏（ＮＰＯ法人青少年自立援助センター常務

理事） 

       近藤 直司 氏（大正大学心理社会学部教授） 

       渡部 麻美 氏（東洋英和女子学院大学人間科学部准教

授） 

  ディスカッション 

   シンポジスト   勝部麗子氏、河野久忠氏 

            近藤直司氏、渡部麻美氏 

   コーディネーター 門田 光司 氏 

【中央研修大会：11/ 26】 

・第１専門研修会 

   「ＳＮＳを用いた若者の相談支援」 



 

    杉原 保史 氏（京都大学学生総合支援センター長・教授） 

・第２専門研修会 

  「地域における困難を有する若者への生活支援」 

    岡部 卓 氏（明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科専任教

授） 

・第３専門研修会 

「地域社会における少年の非行防止等に向けた取組み」 

只野 智弘 氏（法務省矯正局少年矯正課事務官） 

・第４専門研修会 

  「高等学校内における居場所支援」 

    山田 勝治 氏（大坂府立西成高等学校校長） 

        ・全国青少年育成県民会議連合会総会 

期 日 令和元年 11月 26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 2名（会長・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３０年度事業報告について 

第２号議案 平成３０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 令和元年度事業計画（案）について 

第５号議案 令和元年度収支予算（案）について 

・その他 

② 青少年健全育成秋田県大会  

開催日 令和元年 11月 13 日(水) 

会 場 県庁第二庁舎 

参加者  130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 

   能代市立能代南中学校ＪＲＣ委員会（能代市） 

   男鹿市立潟上中学校（男鹿市） 

 ○青少年健全育成功労者 

   新堀 賢一（三種町、青少年育成三種町民会議会長） 

   田村 久子（能代市、青少年育成能代市民会議常任委員） 

   田村 重由（能代市、青少年育成能代市民会議副会長） 

 ○青少年健全育成功労団体 

   能代地区少年保護育成委員会（能代市） 

   特定非営利活動法人 冒険の鍵クーン（北秋田市） 

   仙北地区少年保護育成委員会（仙北市） 



 

・記念講演 「未来への贈り物～今、大人から子どもへ～」 

  講師： 佐藤 さゆ里 氏（横手市不登校適応指導「南かがやき教

室」教育相談員） 

・青少年の声 

 第４１回少年の主張秋田県大会最優秀賞 

 「私を隔てたもの」 

にかほ市立仁賀保中学校３年 浅井陽菜さん 

・子ども伝承芸能発表 

 「刈和野大綱太鼓」 

  西仙北太鼓の会「刈和野大綱太鼓ジュニア」 

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(月)～３１日(水) 

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

    ・夏・冬・春の青少年健全育成運動 

      夏の運動期間   ７月２１日(日)～８月１８日(日) 

      冬の運動期間  １２月１５日(日)～１月１９日(日) 

      春の運動期間   ３月１５日(日)～４月１９日(日) 

④  その他、県等主催事業の共催、後援及び事業協力 

・第６９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  令和元年 5月 14日（火） 県庁第二庁舎 

内 容  第 68回実施結果報告、第 69回事業計画（案）等協議 

出 席  事務局 

       ・令和元年度秋田県道徳教育推進協議会(事務局：県教育庁) 

開催日  令和元年 7月 4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  令和元年 7月 3日（水） 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 

・令和元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  令和元年 11月 15 日（金） 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 

    ・令和元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  令和元年 10月 11日（金）～20 日（日） 

    ・青少年育成推進事業「2019シンポジウム」（後援、主催：大館市民会議） 

     開催日  令和元年 11月 16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 令和元年 7月 30日（火） 令和 2年 2月 27日（木） 

会 場 秋田市文化会館 秋田県生涯学習センター 

参加者 29名（18団体） 36名（19団体） 

内 容 【協議事項】 

・令和元年度県民会議事業について 

・令和元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】 

・令和 2年度県民会議事業計画につ

いて 

・令和 2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 H30年度 
R2.3.31 

入会 退会 計 

正会員 209 6 9 206（-3） 

賛助会員 349  9 35 323(-26) 

計 558 15 44 529(-29) 

   広告収集活動等の推進 

  年間目標 １８口  実績：14 口（13企業・団体から） 

②  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 

     ・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 令和元年 5月 30 日（木） 

会 場 秋田県生涯学習センター 講堂 

参加者 167名（委任、書面議決を含む） 

議 事 ・平成 30年度事業報告及び収支決算承認 



 

・青少年育成基金の一部処分（取崩）（案）に

ついて 

・平成 31年度事業計画及び収支予算の報告等 

・理事・監事の選任について 

 

(2) 理事会の開催 

区分 開催日 会   場 参加者 議  事  等 

第 1回 

 

 

 

 

 

 

 4.22

（月） 

 

 

 

 

 

ルポールみずほ 

 

 

 

 

 

 

15名 

監事含

む 

 

 

 

 

・平成 30年度事業報告及び収支決算

承認 

・平成 31年度青少年育成基金の一部

処分(案) 

・平成 31年度事業計画及び収支予算

の報告等 

・理事及び監事の選任等 

第 2回 5.30 

（木） 

県生涯学習セン

ター 

18名 

監事含

む 

・会長 1 名、副会長 1 名、常務理事

1 名の選定について 

 

第 3回 12.11

（水） 

 

ルポールみずほ 

 

11名 

監事含

む 

・新規加入会員の承認 

・職員等の旅費に関する規程一部改

正（案）について 

・今後の法人運営についての協議 

第 4回  R2.3.24 

（火） 

書面決議書によ

る議事審議 

 

19 名 

監事含

む 

・令和元年度事業の進捗状況及び決

算見込み 

・令和 2 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) 

・令和 2 年度定時総会、理事会の日

程等 

  

(5)監査 

開催日 平成 31年 4月 17日（水） 

会 場 ふきみ会館 

監査 

事項 

・平成 30年度事業報告について 

・平成 30年度収支決算について 

 


