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（土日祝日を除く）

お悩みの相談に応じた相談窓口・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）

◆24時間子供SOSダイヤル

24時間対応

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

◆警察安全相談（青森県警察本部警察相談室） 24時間対応
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

◆少年相談窓口（青森県警察本部少年女性安全課）
少年の非行・家出・犯罪被害等に関する相談

― 輝く未来 育て支えて 見守って ―

11月は「子供・若者育成支援強調月間」
内閣府では11月を「子供・若者育成支援強調月間」と定め、関係
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？

令和元年度 重点事項
ア
イ
ウ
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ヤングテレホン ☎0120-587867（こどもはなやむな）
ヤングメール

※8:30〜17:15（土日祝日を除く）
✉youngmail-587867@extra.ocn.ne.jp
※24時間受理、回答は２・３日後

◆消費者ホットライン

お近くの消費生活センターをご案内します
※年末年始を除く

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

11月は「児童虐待防止推進月間」
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。

189（いちはやく）
ちいさな命に待ったなし
・お住まいの地域の児童相談所に
つながります。
・連絡は匿名で行うことも可能です。

若者の社会的自立支援の促進
子供を犯罪や有害環境等から守るための取組の推進
児童虐待の予防と対応
子供の貧困対策の推進
生活習慣の見直しと家庭への支援
詳しくは

内閣府

子供・若者育成支援

あなたの1本 のお 電 話で 救 われる
子どもが います。
児 童 虐 待 かもと思ったら
すぐお 電 話ください 。

子供・若者育成支援強調月間
令和元年度

「若い芽」特別号

で検索

子ども・若者支援地域フォーラムを開催します
ひきこもりや不登校など、社会生活を円滑に営む上での困難を
有する子ども・若者の現状や社会的サポートの必要性について県
民の皆様の理解を促進し、地域における支援の拡大を図るため、
県内３地域でフォーラムを開催します。（主催：青森県、共催：
青少年育成青森県民会議）
関係機関等が連携して総合的な支援を行うための「法定地域協
議会」の役割や必要性について一緒に考えてみませんか？どなたで
も参加できますので、ぜひご来場ください。

ネットトラブル（消費問題）で困ったとき

11月は

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

講演

困難を有する子ども・若者への支援の在り方を考える
〜子ども・若者支援地域協議会の役割〜

講師

立命館大学産業社会学部教授
社会福祉法人一麦会理事長

会場

”昔遊びで楽しく交流”

「アスネットねぎし」と連携した教育活動
（八戸市立根岸小学校の皆さん）

山本 耕平 氏

■八戸会場
11月18日（月）13:30〜15:50
デーリー東北新聞社 ６Fメディアホール
■むつ会場
11月19日（火）13:30〜15:50
むつ来さまい館 イベントホールB
■弘前会場
11月20日（水）13:00〜15:20
弘前市民会館 大会議室

～ 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
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

講演のほか、各地域の若者サポートステーションによる活動の紹介があります。

【お問合せ】青森県青少年・男女共同参画課 TEL:017-734-9226

青少年育成青森県民会議

検索

第41回青森県少年の主張大会を開催しました
令和元年9月10日（火）、県民福祉プラザ（青森市）におい
て、
「第41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）
当日は、青森市立浦町中学 校の生徒の皆さんをはじめ、
PTA関係者や地域の方々約350名の参加をいただき、応募の
あった作品の中から原稿審査で選ばれた８名の中学生がそれ
ぞれの主張を力強く発表しました。
審査の結果、
『私は「生きる」』の演題で発表した、青森市立東
中学校３年の山本成さんが最優秀賞に選ばれ、
「少年の主張大
会全国大会」出場候補者として推薦されることとなりました。

令和元年度 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
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、県民一体と
なって「命を大切にする心を育む県民運動」を展開しています。
学校・家庭・地域で何ができるかを学びあい、また、子どもを
見守り支援する環境づくりについて考える機会とするため、フォ
ーラムを開催します。入場無料、事前申込みが必要です。

と

き 令和元年12月8日（日）13:30〜15:30
※開場 12:45

ところ 県民福祉プラザ（青森市）
講 演「漫画 君たちはどう生きるか」の
制作を通して学んだこと

講師 羽賀翔一 さん
（漫画家）

活動報告
命を大切にする心を育む地域との
絆づくり応援事業 活動報告
地域資源を活用して、子どもたちに体
験活動を提供する地域のモデル事例
を報告します。
（黒石市、おいらせ町）

青森県推奨図書のご案内
県では、青少年健全育成条例に基づき、書籍、映画、演劇
などその内容が青少年の健全な育成にとって特に有益であ
ると認められるものを推奨しています。
今年度の青森県推奨図書２冊をご紹介します。書店や図書
館などでぜひお手に取ってごらんください。

か た づ の！

江戸時代に実在した八戸南部氏の女当主・清
心尼の生涯を描いた小説を漫画化した歴史ファ
ンタジー。

対
著
発
価

象
者
行
格

中学生から
里中満智子・中島京子（原作）
株式会社 集英社
1,600円+税

右 手 にミミズク

右と左の区別がつかないタケルは、東京からや
ってきたミノリに、右手にミミズクの絵をかいて
もらって近づき・・・？
子どもたちの成長がいきいきと描かれた物語。

対
著
発
価

象 小学校高学年から
者 蓼内明子
行 株式会社フレーベル館
格 1,400円+税

【お問合せ】 青森県青少年・男女共同参画課 TEL017-734-9226

全国大会の様子はYouTubeのライブ配信でご覧いただけます！
■日時：令和元年12月8日（日）13:00～16:00
■場所：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都）

青少年育成県民活動を応援してください！
ー会員を募集していますー
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おり、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！
年会費のお知らせ

正 会 員
特別会員

個人

3,000円

団体・企業

6,000円

個人・団体・企業

10,000円以上

配 信 中！「輝く笑 顔 推 進キャンペーン」
子どもの夢・未来応援メッセージソング＆メッセージ動画

県では、子どもたちの孤独感の解消や、明るく前向きに未来へ進ん
でいく気持ちを育んでいくため、
「輝く笑顔推進キャンペーン」を実施
しています。
この一環として、現役高校生フォークデュオ「さくらしめじ」が歌う
『子どもの夢・未来応援メッセージソング＆メッセージ動画「笑顔の
未来へ」』を制作し、配信しています。
心が温かくなる素敵な歌と動画です。ぜひご覧ください！

県のホームページにリンクします。
歌に込められた思いや歌詞をぜひ
チェックしてください！

インターネットでキズつけない！キズつかない！
ー青少年の安全・安心なネット利用環境づくりの推進ー

県・県教育委員会・県警察
本部では、統一キャッチフレ
ーズ「インターネットでキズ
つけない！キズつかない！」
を掲げて、子どもたちのネッ
トトラブルや犯 罪被害 の 未
然 防止に向けた普及啓発に
連携して取り組んでいます。
フィルタリングと家庭の話
し合いで子どもたちに安全・
安心なネット環境を！

詳しくは県ホームページ

青少年 インターネット

検索

