
 

令和２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２年度は、年度当初から新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発令な

どにより、社会状況が大きく変化した年度であった。そうした状況の中、いじめの増加や

児童虐待被害児童の増加、少年の大麻摘発数が最多になるなどの報道がなされ、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青少年施策や県の施策である「あきた子ど

も・若者プラン」に呼応しながら、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 R2.11.25 青少年育成小坂町民会議研修会    60 

２ R2.12.12 県北地区・青少年育成運動活性化研修会    103 

 

 (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 3年 3月 8日(月) 

会 場 秋田市文化会館 

参加者   ３６名 

内 容 ・県施策説明 

 テーマ 「第３次あきた子ども・若者プランについて」 

      鈴木 矩秀 氏（秋田県次世代・女性活躍支援課） 

・講演 

 テーマ 「困っている子ども」の理解と支援に向けて 

～発達障害児支援の視点から～ 

 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１カ所） 

・県北地区・青少年育成運動活性化研修会（青少年育成北秋田市民会議と共催） 

開催日 令和 2年 12月 12日(土) 

会 場 北秋田市民ふれあいプラザ（コムコム） 多目的ホール 

参加者  103名 



 

内 容 ・令和 2年度内閣府北海道・東北ブロック研修会参加報告 

   瀬下 翁悦 氏（青少年育成潟上市民会議会長） 

・市町村民会議の活動発表 

   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 

「福田獅子舞」（ふくだししまい）福田獅子舞保存会 

  保育園児・小・中・高校生 ８名、大人１０名 

・講演 

   演題「子どもたちの今を生きる大人の役割（Part2） 

                       ～子どものげんき・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） 

 

 (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２０２０～第４２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 北秋田市民会議 由利本荘市民会議 横手市民会議 

期 日 R2.9.3（木） R2.9.3（木） R2.8.31（月） 

場 所 北秋田市立鷹巣中学校 由利本荘市文化交流館 横手市立増田中学校 

発表者 12名 12名 10名 

参集者 240名 130名 170名 

応募数 14校（26編） 12校（18編） 13校（14編） 

 

②  わたしの主張２０２０（第４２回少年の主張秋田県大会） 

開催日： 令和 2年 9月 16日（水） 

 会 場： 秋田市立城東中学校 

 発表者： １３名（予選大会の優秀者各４名、城東中学校推薦者１名） 

      参集者： ３５０名 

      応募数： ４０校  ５９作品（参加中学生数６，５６７人） 

最優秀賞 人は支えられることで強くな

れる 

仙北市立神代中・３年 尾樽部こころ 

優秀賞 たくましく、しなやかに生き

る 

横手市立増田中・３年 髙橋 煌跡 

変わることで見つかるもの 由利本荘市立矢島中・３年 新田 凱晟 

今、向き合う。私の環境問題 由利本荘市立東由利中・３年 阿部 紗雪 

コロナ禍を生きるために 三種町立八竜中・３年 金子 月奏 



 

優良賞 

 

 

 

 

 

試練から学ぶ 湯沢市立湯沢南中・３年 渡辺 菜羽 

ウィズコロナ・アフターコロナ 湯沢市立稲川中・３年 橋本 彩夏 

芯の強さ 小坂町立小坂中・３年 池田 靜奈 

伝統を受け継ぐ～中学生の役

割～ 

北秋田市立合川中・３年 河田 晃和 

吹奏楽がくれたもの 鹿角市立八幡平中・３年 成田 采生 

逃げることから始めましょう 由利本荘市立大内中・３年 佐藤 藍海 

言葉を紡ぐＳＮＳ 秋田市立城東中・３年 碇谷 涼夏 

鴎外からの課題 秋田市立河辺中・３年 髙橋 楓花 

 

 (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 2年 11月 11日（水） 

 会 場： 県庁第二庁舎 

     発表団体： 「港ばやし」（指導：土崎港ばやし保存港和会） 

             秋田市立土崎小学校 

 「港ばやしクラブ」「秋田音頭クラブ」  児童 １１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 12月 12日（土） 

会 場：北秋田市民ふれあいプラザ（コムコム） 

発表団体：「福田獅子舞」（福田獅子舞保存会） 

       福田地区の育園児・小・高校生及び合川中生徒 13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： https//www.youthnet-akita.com/ 

 随時更新： 月１回以上更新 

② 機関紙「青少年あきた」の発行： ２回/年  ２,０００部/回 

   発行： 8月 25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： 令和 2年 11月 9日～21日 

啓発活動：啓発リーフレット、ポケットティッシュ、各１,８００配布 

 実 施 場 所 啓発方法等 

秋田駅ぽぽろ－ど 一画にコーナーを設け、自由持ち帰り方法で配布 

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


 

いとく大館ショッ

ピングセンター 

大館市民会議 5名で街頭啓発 

男鹿駅 男鹿市民会議 16名で街頭啓発 

大曲駅観光情報セ

ンターほか 

コーナーを設け、自由持ち帰り方法で配布 

能代駅 能代市民会議、市内高校生 30名で街頭啓発 

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：令和 2年 4月 28日～令和 2年 6月 3日 

応募総数：県内 49中学校、2,321作品 

第 1次審査：令和 2年 6月 13日～22日、優良 100作品を決定 

第 2次審査：令和 2年 7月 3日（水）、入賞 10作品を決定 

最優秀賞 ウザイ死ね 鏡を見ながら 言

ってみろ 

秋田大学教育文化学部附

属中・２年 

眞鍋 友梨 

優秀賞 

3点 

愚痴公開 最後にするのは 大

後悔 

由利本荘市立西目中・３

年 

髙橋 湊 

世界とつながる ＳＮＳ 道を

はずせば ＳＯＳ 

由利本荘市立由利中・２

年 

伊藤 彩音   

お互いの 心を守る 「ありがと

う。」 

鹿角市立尾去沢中・２年 大山 そら 

優良賞 

6点 

 

 

 

 

挨拶は 笑顔を作る 第一歩 潟上市立天王南中・１年 佐藤 晃真 

いじめの根 広がる前に 引っ

こ抜け 

潟上市立天王南中・３年 加賀谷歩優 

 

思いやり いじめ０
ゼロ

で 笑顔１

００ 

鹿角市立尾去沢中・２年 栁舘 歩 

 

悪口が 感染拡大 自粛せよ 潟上市立天王南中・１年 唐津 花夏 

 

気づいてよ 心のさけび 「もう

やめて」 

由利本荘市立由利中・１

年 

榎本 聡 

 

見ないふり あなたもいじめの 

加害者に 

八郎潟町立八郎潟中・２

年 

藤井 結夏 

学校賞 

1校 

由利本荘市立本荘東中学校 第１次審査通過作品数 １５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 2年 7月 23日（木） 

      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 2年 7月 23日～29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 23日～29日、秋田駅 ぽぽろーど にて 

    県 北：7 月 13 日（月）、能代市、能代駅、イオン・アクロスいとく、二ツ

井イトク、道の駅二ツ井にて 

    県 南：7月 30日（木）、横手市、横手駅にて 

    ・月間啓発のぼり旗（ポール付）による啓発 

      県内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・北秋田市、県央・由利本荘市、

県南・横手市）と秋田県大会（秋田市立城東中学校にて開催）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 3日、北秋田市立鷹巣中学校にて、講師：北秋田警察署 

県央地区：9月 3日、由利本荘市文化交流館にて、講師：由利本荘警察署 

県南地区：8月 31日、横手市立増田中学校にて、講師：横手警察署 

秋田県大会：9月 16日、秋田市立城東中学校にて、講師：秋田東警察署 

 

 (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。 

① 県民会議会長表彰 

表彰日： 令和 2年 11月 11日(水) 

 ※青少年健全育成秋田県大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      ３団体 

青少年育成功労者    ５名 

青少年育成功労団体   ３団体 

感謝状         １個人、1企業 

部  門 市町村 氏名・団体名 

優良青少年団体 能代 能代市立二ツ井中学校ＪＲＣ委員会 

大館市 大館市子どもサミット 

鹿角市 鹿角市立花輪北小学校児童会 

青少年育成功労者 

 

 

 

 

秋田市 萬 谷 憲 一 

尾 川 宏 子 

能代市 伊 藤  誠 

能代市 清 水 博 文 

大仙市 髙 橋 芳 子 

青少年育成功労団体 

 

能代市 能代地区保護司会能代支部 

鹿角市 

 

秋田県立比内支援学校かづの校 

平元小学校読み聞かせグループ 



 

感謝状 
潟上市 三 浦  基 

秋田市 （株）アキタ保険 

 

(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 2年 10月 12日(月) 

会 場 大手門パルズ（山形県山形市） 

参加者  全体 120名、 うち県民会議関係 1名 

内 容 ・内閣府・子供・若者白書概要説明 

     内閣府青少年担当調査官 

・講演・討議 

 講演テーマ：「地域での困難を有する子供・若者への就労支援」 

 講師：静岡県立大学国際関係学部国際関係学科 教授 

            津富  宏 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：白石 祥和氏（特定非営利活動法人 with優 代表） 

ファシリテーター：安保 寛明 氏（山形県立保健医療大学 教授） 

〈第 2分科会〉少年非行情勢と立ち直り支援 

・中央研修大会 

開催日 令和 2年 11月 30日(月)～12月Ⅰ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 

内 容 【中央研修大会：11/30】 

・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「子ども・若者育成支援推進法」施行 10年を迎えて」 

  基調講演  古賀 正義 氏（中央大学文学部教授） 

  シンポジスト発表 

       久保田 崇 氏（静岡県掛川市副市長） 

       竹内 佳浩 氏（立川市子ども家庭部子ども育成課長） 

       井村 良英 氏（認定特定非営利活動法人育て上げネット

若年支援事業マネージャー キャリア

コンサルタント） 

       佐々木 未央 氏（神奈川県立田奈高等学校 教諭） 

  ディスカッション 

   シンポジスト   久保田氏、竹内氏 



 

            井村氏、佐々木氏 

   コーディネーター 古賀 正義 氏 

【中央研修大会：12/ 1】 

・第１専門研修会 

   「困難を有する子供・若者への支援」 

    滝田 衛 氏（七里ヶ丘こども若者支援研究所 主宰） 

・第２専門研修会 

  「地域でできる虐待予防」 

    安部 計彦 氏（西南学院大学人間科学部 教授） 

・第３専門研修会 

「若者への性暴力―トラウマインフォームド・ケアの視点から考え

る」 

大岡 由佳 氏（武庫川女子大学文学部 准教授） 

・第４専門研修会 

  「家庭・学校・地域における非行防止と非行問題への対応」 

    押切 久遠 氏（法務省保護局更生保護振興課長） 

        ・全国青少年育成県民会議連合会総会 

     新型コロナウイルス感染拡大のため、11月に書面形式での開催となった。 

内 容 【全国県民会議連合会総会】 

・令和 2年度「青少年指導者等顕彰」「奨励賞」表彰 

・議事 

第１号議案 令和元年度事業報告について 

第２号議案 令和元年度収支決算及び会計監査報告に

ついて 

第３号議案 令和 2年度 役員・監事（案）について 

第４号議案 令和 2年度事業計画（案）について 

第５号議案 令和 2年度収支予算（案）について 

② 青少年健全育成秋田県大会  

開催日 令和 2年 11月 11日(水) 

会 場 県庁第二庁舎 

参加者  150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 

   能代市立能代第一中学校学校都市ＪＲＣ課（能代市） 

 ○青少年健全育成功労者 

   佐々木健一（横手市、元青少年育成横手市民会議会長） 

   山崎 陽子（能代市、青少年育成能代市民会議常任委員） 

   楠  清孝（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 

   秋田臨港地区少年保護育成委員会（秋田市） 



 

   二ツ井地区更生保護女性の会（能代市） 

 

・講話 「スマホ時代の子どもたちのために」 

  講師： 佐藤 久美子 氏（秋田県警察本部生活安全部少年女性安

全課主幹） 

・青少年の声 

 第４２回少年の主張秋田県大会最優秀賞 

 「人は支えられることで強くなれる」 

仙北市立神代中学校３年 尾樽部こころさん 

・子ども伝承芸能発表 

 「港ばやし」 

  秋田市立土崎小学校 「港ばやしクラブ」「秋田音頭クラブ」 

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(水)～３１日(金) 

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

    ・夏・冬・春の青少年健全育成運動 

      夏の運動期間   ７月１９日(日)～８月１６日(日) 

      冬の運動期間  １２月２０日(日)～１月１７日(日) 

      春の運動期間   ３月２１日(日)～４月１８日(日) 

④  その他、県等主催事業の共催、後援及び事業協力 

・第７０回社会を明るくする運動  ７月１日(水)～３１日(金) 

    ・令和 2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 2年 10月 11日（日）～20日（火） 

    ・青少年育成推進事業「2020シンポジウム」（後援、主催：大館市民会議） 

     開催日  令和 2年 11月 21日（土） 大館市立中央公民館 

 

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 2年 7月 30日（木） 令和 3年 3月 2日（火） 

会 場 秋田市文化会館 秋田県生涯学習センター 

参加者 24名（18団体） 27名（19団体） 

内 容 【協議事項】 

・令和 2年度県民会議事業について 

・令和 2年度わたしの主張事業につ

いて 

【協議事項】 

・令和 3年度県民会議事業計画につ

いて 

・令和 3度青少年の非行・被害防止



 

・各団体の青少年育成事業について 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

盤の充実に努めた。 

①  会員拡大活動の推進 

区分 R元年度 
R3.3.31 

入会 退会 計 

正会員 206 0 7 199（-7） 

賛助会員 323   9 37 295（-28） 

計 529 9 44 494(-35) 

   広告収集活動等の推進 

  年間目標 １５口  実績：12口（10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、渡部洋一様 

     ・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 2年 5月 26日（火） 

会 場 秋田県生涯学習センター 講堂 

参加者 152名（委任、書面議決を含む） 

議 事 ・令和元年度事業報告及び収支決算承認 

・令和 2年度青少年育成基金の一部処分（取崩）

（案）について 

・令和 2年度事業計画及び収支予算の報告等 

・理事・監事の補欠選任について 

 

(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

（金） 

 

 

 

  

書面議決書開催 

 

 

 

 

 

 

19名 

監事含

む 

 

 

  

・令和元年度事業報告及び収支決算

承認 

・令和 2 年度青少年育成基金の一部

処分(案) 

・令和 2 年度事業計画及び収支予算

の報告等 

・理事及び監事の補欠選任等 



 

第 2回  R3.3.17 

（水） 

秋田市文化会館 

 

14名 

監事含

む 

・令和 2 年度事業の進捗状況及び決

算見込み 

・令和 3 年度事業計画及び収支予算

(案)等 

・令和 3 年度青少年育成基金の一部

処分(案) 

・令和 3 年度定時総会、理事会の日

程等 

  

(5)監査 

開催日 令和 2年 4月 15日（水） 

会 場 ふきみ会館 

監査 

事項 

・令和元年度事業報告について 

・令和元年度収支決算について 

 


