
子供・若者育成支援推進強調月間

令和４年度「若い芽」特別号

11月は

子ども・若者に関する相談窓口
―困ったときは一人で悩まず相談してください！―

◆子ども・若者総合案内
9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）
お悩みの内容に応じた相談窓口・専門機関を紹介します
☎017-777-6123（青森県青少年・男女共同参画課内）

◆消費者ホットライン
ネットトラブル（消費問題）で困ったとき

お近くの消費生活センターをご案内します
青森県消費生活センター
マスコットキャラクター

テルミちゃん

◆ 24時間対応24時間子供SOSダイヤル
子供のいじめ、虐待、不登校に関する悩み相談
☎0120-0-78310 または☎017-734-9188

8：30～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）
◆警察安全相談（青森県警察本部警察安全相談室）

ネット上の犯罪被害を発見したとき、犯罪に巻き込まれたとき
☎＃9110 または☎017-735-9110

●通告・相談は匿名で行うことも可能です。
●通告・相談をした人やその内容に関する
　秘密は守られます。
●お住まいの地域の児童相談所につながり 
   ます。
●通話料は無料です。

《令和４年度標語募集　最優秀作品》
「もしかして？」ためらわないで！ １８９

　厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推
進月間」と定め、家庭や学校、地域等の社会全般に
わたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を
得ることができるよう、期間中に児童虐待防止の
ための広報・啓発活動などの取組を集中的に実施
します。

発行 青少年育成青森県民会議 事務局
（青森県環境生活部青少年・男女共同参画課内）
〒030-8570 青森市長島１丁目１番１号
TEL 017-734-9224
FAX 017-734-8050

～ 育てよう 未来をみつめる かがやく瞳～

青少年育成青森県民会議

青少年育成青森県民会議 検索

地域の方から、ねぶたの歴史を学び、お囃子の体験学習を経て、
「油川ねぶた祭り」に参加し、一緒に祭りを楽しみました。

（青森市立油川小学校の皆さん）

　内閣府では11月を「子供・若者育成支援推進強調
月間」と定め、関係団体等による事業や活動を集中的
に実施し、子供・若者育成支援に対する国民の理解を
深め、国民運動としての充実と定着を図ることとして
います。
　全ての子供・若者が健やかに成長し、自立・活躍で
きる社会を、地域全体で築き、支えていくことが求め
られています。この機会に一人ひとりができることを考
えてみませんか？

◆少年相談窓口（青森県警察本部生活安全企画課）
少年の非行・家出・犯罪被害等に関する相談
【少年サポートセンター】

【少年サポートメール】

（青森県警察本部生活安全企画課内） 
•青森少年サポートセンター　新町センター
☎0120-58-7867

（青森警察署生活安全課内） 
•青森少年サポートセンター　安方センター
☎017-776-7676

（八戸警察署生活安全課内） •八戸少年サポートセンター
☎0178-22-7676

（弘前警察署生活安全課内） •弘前少年サポートセンター
☎0172-35-7676

8：30～17：15（土・日・祝日・年末年始を除く）

(土・日・祝日・年末年始を除く）
✉ youngmail-587867@extra.ocn.ne.jp

24時間受信、回答は２・３日後

いち はや く

詳しくは 内閣府　子供・若者育成支援 検索

（年末年始を除く）

11月は「児童虐待防止推進月間」
✿✿✿✿　毎月第３日曜日は「家庭の日」　✿✿✿✿

児童相談所 虐待対応ダイヤル
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おうちでの
「ネットルール」
決めていますか？

令和４年度令和４年度　　　　　　　 のご案内青森県推奨図書命を大切にする心を育む県民運動
推進フォーラムを開催します

命を大切にする心を育む県民運動
推進フォーラムを開催します

インターネットでキズつけない！キズつかない！インターネットでキズつけない！キズつかない！

子ども・若者の悩み「なんでも相談会」を開催します子ども・若者の悩み「なんでも相談会」を開催します

と　き 令和４年12月４日（日）13：30～15：30

青森県立保健大学 講堂（青森市）
「あべこうじのハッピイになる秘訣！！」

240 名　（11/22 申込期限）

（開場12：45）
ところ
講　演

定　員

　県では、次代を担う子どもたちが、命を大切にし、他
人への思いやりを持ち、健やかにたくましく生きていけ
るよう、「命を大切にする心を育む県民運動」を県民一
体となって推進していくことを目的に、フォーラムを開
催します。

　県では、青少年健全育成条例に基づき、青少年の
健全な育成に特に有益であると認められる書籍等
を推奨しています。

　県・県警察本部は、青少年
のネットセーフティ向上を推
進しています。

八 戸えんぶりでえび
す 舞 を 踊 る こ と に
なった２人 が互いの
気持ちをぶつけなが
ら最後につかんだも
のは・・・？

青森市の中学生４人の出会い。バラバラの４
人のチューニングが合ったとき最高のハー
モニーが生まれる。

ふたりのえびす
髙森 美由紀 著

チューニング！
風祭 千 著

第44回青森県少年の主張大会
を開催しました

第44回青森県少年の主張大会
を開催しました

　令和４年９月27日（火）、五戸町立五戸中学校を会
場に、「第44回青森県少年の主張大会」を開催しまし
た。（主催：青少年育成青森県民会議・独立行政法人国
立青少年教育振興機構）
　原稿審査で選ばれた８名の中学生の発表から、審査
の結果、「私なりのウィズコロナ」の演題で発表した、
弘前市立東中学校３年の工藤百華さんが最優秀賞に
選ばれ、「第44回少年の主張全国大会」出場候補者と
して推薦されることとなりました。

　また、十和田バラ焼きゼミナール舌校長の畑中宏之
さんによる「ラビアンローズ～バラ色の人生を～」と
題した講演が行われ、よりよ
く生きるために自分に自信を
持つことや、暮らしている地
域の良さに気づくことの大切
さについて、話していただき
ました。
　全国大会はWeb開催となりました。
　11月１日（火）から11月30日（水）まで、全国大会
Webページに12名の出場者の主張発表動画が掲載
され、審査結果は11月13日（日）に掲載されます。

青少年育成県民活動を応援してください！青少年育成県民活動を応援してください！
　当県民会議の活動は、主旨にご賛同いただいた皆様の
温かな支援に支えられています。現在、新規会員（個人・
団体・企業）を募集中です。当県民会議の活動に、ご支援
・ご協力をお願いします！

　子育て、発達、仕事、学校など、子ども・若者の
様々な悩みをなんでも相談できます。ご家族の方だけ
でも大歓迎！ 

◆11/８ （火） 下北文化会館
◆11/11 （金） 五所川原市民学習情報センター
◆11/19 （土） 八戸市公会堂・公民館
下記ホームページからのお申込みも可能です。

個人正 会 員

特別会員
団体・企業
個人・団体・企業

3,000円
6,000円

10,000円以上

年会費のお知らせ

詳しくは 青森県　推奨図書 検索

詳しくは 青森県　令和４年度　命フォーラム 検索

詳しくは 青森県　青少年　インターネット 検索

詳しくは 青森県　なんでも相談会 検索
詳しくは 少年の主張全国大会 検索

全国大会Webページをぜひご覧ください。

《講師プロフィール》
　2010年ピン芸人のネタNO.1を
決める「R-1ぐらんぷり」で優勝。
　全国の劇場に出演するかたわら、青
森朝日放送「ハッピィ」のメインMCを
2013年より担当。

講師　　あべこうじさん（芸人）

※会場参加は、定員になり次第終了します。
※フォーラムの様子をライブ／アーカイブ配信します。
　県ホームページの視聴用 URL からご覧いただけます。

青森県青少年・男女共同参画課
TEL 017-734-9226

【お問合せ・申込み先】

青森県青少年・男女共同参画課
TEL 017-734-9226

【お問合せ・申込み先】

無 料

無 料（希望時間・相談内容をお知らせください。）※原則予約制
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