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【未来にさく】
の皆さん

放課後の時間を活用し、子どもたちの宿題などを指導しています
青少年サポーターの奥村繁子さんが所属する【未来にさく】の皆さんは、佐久市立佐久城山小学校で、
月に一度、学習支援活動を行っています。
【未来にさく】は、5 ～ 6 年ほど前に佐久市のボランティアが集まって誕生しました。この名前には、
子どもたちの未来に「佐久」＝「咲く」という意味が込められています。（令和 2 年 2 月 12 日取材）

7月

C

青少年の非行・被害防止
全国強調月間
●7月は、青少年の非行・被害防止全国強調月間です。

ontents

●長野県将来世代応援県民会議賛助会員のご紹介
●「ながの子育て家庭優待パスポート」「いい育児の日」
●研修会を開いてみませんか？
●長野県青少年 サポーター活動紹介

伸びよう

伸ばそう

青少年
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７月は
「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です
青少年の非行・被害の防止について国民の理解を深め、関係機関・団体と地域住民等が協力・連携して、広
報啓発活動などの取組を集中的に実施します。

１ 月間中の最重点課題
SNS 利用に係る子どもの性被害等の防止

２ 重点課題
①
②
③
④
⑤

有害環境への適切な対応
薬物乱用対策の推進
不良行為及び初発型非行（犯罪）等の防止
再非行（犯罪）の防止
いじめ・暴力行為等の問題行動への対応

NO! 性被害

長野県は「子どもを性被害から守るための条例」
を定めています。

【性被害に遭わないために】
□ SNS で知り合った相手から性被害を受けるケースが多発
しています。
□ SNS で知り合った見ず知らずの相手に直接会うことは
大変危険です。
□ 性被害は性別に関係なく起こります。
【罰則】

●威迫等による性行為等の禁止違反
２年以下の懲役または 100 万円以下の罰金

●深夜に子どもを連れ出すこと等の禁止違反
（深夜…午後 11 時から翌日午前４時）
30 万円以下の罰金

NO! ネット被害
□ 中学生、高校生の自画撮り被害が増加して
います。
□ 相手に送った写真や動画が一度インター
ネット上に流出すると、消すことが大変
難しくなります。

SNS に起因する事犯及び
児童ポルノ事犯における
自画撮り被害児童数の推移（全国）

※自画撮り被害とは、SNS 等で知り合った相手から求められて自分の裸や下着姿の写真を SNS などで
送信してしまう被害をいいます。

大人が変われば

子どもも変わる
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長野県将来世代応援県民会議賛助会員のご紹介
■佐久地域事務局
相馬商事株式会社
立科金属株式会社
株式会社高見沢サイバネティックス
シチズンマシナリーミヤノ株式会社
株式会社竹花組
浅間技研工業株式会社
株式会社木下組
株式会社林組
有限会社大豊商店
濱野皮革工芸株式会社軽井沢工場
株式会社高仲コーポレーション
株式会社カンテック
小林建設工業株式会社
嶋屋種苗株式会社
伊坂建設株式会社
長野沖電気株式会社
社会医療法人恵仁会
株式会社モンドウル田村屋
蓼北金属株式会社
株式会社安井建設
東信観光開発株式会社
高重建設工業株式会社
株式会社加藤商会
株式会社森屋建設
望月サニーカントリー株式会社
株式会社友野組
株式会社高橋組
株式会社技建チ－ム
株式会社土屋繁工務店
堀越建設株式会社
草軽交通株式会社
株式会社神津土建
株式会社丸山工務店
嶋屋住設株式会社
JA佐久浅間
笹沢建設株式会社
株式会社井上塗装工業
マミヤ・デジタル・イメージング
株式会社佐久工場
日精エー・エス・ビー機械株式会社

高山CHOYAソーイング株式会社信州工場
株式会社やなぎだ
空手道国際連盟JPN山崎塾臼田支部
合資会社萬寿堂薬局
株式会社平元商店
佐久地域事務局管内 計44
■上田地域事務局
山洋電気株式会社上田事業所
オリエクス株式会社
コトヒラ工業株式会社
千曲建設工業株式会社
株式会社赤坂建設
中村工業株式会社
春原建設株式会社
日軽松尾株式会社
株式会社飯島商店
信州ハム株式会社
イオンリテール株式会社ジャスコ上田店
日本プレーティング株式会社
株式会社ミマキエンジニアリング
武田味噌醸造株式会社
田中精機株式会社
株式会社栗木組
北澤土建株式会社
長野計器株式会社
西田技研工業株式会社
上田交通株式会社
東京特殊電線株式会社
株式会社武重商会
有限会社坂口製作所
平野建設株式会社
株式会社デンセン
株式会社イデタ製作所
株式会社レクスト・アイ
株式会社やおふく
齋藤木材工業株式会社
カネテック株式会社
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株式会社新村本社
株式会社エナキス
株式会社長野三洋化成
笠原工業株式会社
有限会社東郷堂
株式会社東郷商事
三洋精密株式会社
松山株式会社
株式会社日本ウオルナット
株式会社竹内農産
有限会社佐藤新聞店
八十二証券株式会社
有限会社横林薬局
小柳産業株式会社
株式会社アメニティーズ
千石綜合観光株式会社
上田地域事務局管内 計46
■諏訪地域事務局
第一交通株式会社
株式会社岡谷組
山岸建設株式会社
株式会社ライト光機製作所
エルシーブイ株式会社
株式会社オノウエ印刷
倉島工業株式会社
株式会社リョウワ
株式会社ダイヤ精機製作所
医療法人研成会諏訪湖畔病院
株式会社豊島屋
株式会社イズミ
株式会社イースタン
宮坂醸造株式会社
諏訪地域事務局管内 計14
■上伊那地域事務局
宮田タクシー有限会社
窪田建設株式会社
KOA株式会社
タカノ株式会社
株式会社ミヤシタフーズ
株式会社ニシザワ
アルプス中央信用金庫
登喜和冷凍食品株式会社
日本通運株式会社伊那支店
ルビコンエンジニアリング株式会社
株式会社伊東電機工作所
株式会社赤羽電具製作所
冨士工業株式会社
上伊那農業協同組合
平澤電機株式会社
伊那食品工業株式会社
株式会社キッツ伊那工場
竹花工業株式会社駒ヶ根支店
株式会社クラフト小松
株式会社南信精機製作所
株式会社赤羽製作所
株式会社マルヤス長野
株式会社竹腰工業所
株式会社コウリョウ
有限会社北野屋精肉店
株式会社ヒラサワ
宮田アルマイト工業株式会社
株式会社テーケー
株式会社ユーエスアイ
唐沢建設株式会社
天竜精機株式会社
野村建設株式会社
株式会社小椋
北山ラベス株式会社
上伊那地域事務局管内 計34
■南信州地域事務局
長谷川法律事務所
竹村工業株式会社
NSKマイクロプレシジョン株式会社
株式会社キラヤ
みなみ信州農業協同組合
小林製袋産業株式会社
伊賀良建設株式会社
土屋電気工事株式会社

日頃より青少年の健全育成及び子ども・子育て支援の
推進にご協力をいただき、ありがとうございます。

阿南部品株式会社
飯田瓦斯株式会社
株式会社正木
峯高寺
有限会社島菊花堂
京美堂人形センター
有限会社長野屋商店
株式会社三六組
飯田信用金庫
まるいち不動産
有限会社飯田給食センター
木下建設株式会社
株式会社ダイマル
医療法人社団文友会曽我医院
医療法人社団山力会菅沼病院
神稲建設株式会社
株式会社山岸エーアイシー
喜久水酒造株式会社
株式会社アイパックス
柏心寺
株式会社信州不動産鑑定
有限会社新星商事
南信州地域事務局管内 計30
■木曽地域事務局
株式会社丸麦
南木曽発条株式会社
水野歯科医院
医療法人奥原医院
木曽土建工業株式会社
藤屋商店
有限会社すずき
有限会社川原家具製作所
水車屋
倉本建設株式会社
池田木材株式会社
有限会社環境サービス
由井機械株式会社
有限会社松岡新聞店
有限会社覚明堂
株式会社中善酒造店
有限会社御岳淡水
有限会社ヤマト小椋商店
有限会社原文具店
木曽地域事務局管内 計19
■松本地域事務局
キッセイ薬品工業株式会社
楢川工業株式会社
株式会社本山漆器店
株式会社龍門堂
有限会社田近石材本店
ナガイワ測機サービス
株式会社関川組
藤牧建設工業株式会社
株式会社高宮組
サワンド建設株式会社
株式会社フカサワイール
清沢土建株式会社
平林建設株式会社
株式会社イトウ
株式会社小松組
猿田建設株式会社
サンリン株式会社
株式会社ヤマサ
サンマックス松本店
東洋計器株式会社
松本遊技場組合
マクセルイズミ株式会社
松本地域事務局管内 計22
■北アルプス地域事務局

富士電機パワーセミコンダクタ株式会社
株式会社大糸
大町魚介類加工事業協同組合
株式会社相模組
北陽建設株式会社
株式会社島崎組
株式会社長屋組
株式会社峯村組
株式会社傳刀組

地域がはぐくむ

青少年

信越電装株式会社
株式会社公認大町自動車教習所
株式会社大八木建設
有限会社北福島
株式会社川上不動産
姫川建設株式会社
王子木材株式会社
宗教法人浄念寺
福浦建設株式会社
株式会社井内工務店
宗教法人天正寺
信州物産株式会社
税理士三溝昌範事務所
大澤寺
JA 大北
北アルプス地域事務局管内 計24
■長野地域事務局
日精樹脂工業株式会社
学校法人黒木学園専門学校
カレッジオブキャリア
有限会社美倉
有限会社長野プリントサービス
第一建設工業株式会社長野支店
長野県労働金庫
長野県厚生農業協同組合連合会
信光工業株式会社
南長野ゴルフ株式会社
株式会社丸山建設
小林印刷株式会社
特定医療法人新生病院
株式会社双真
鬼灯書籍株式会社
アスザック株式会社
山甚信濃被服工業株式会社
東京法令出版株式会社
長野県労働者住宅生活協同組合
有限会社小布施建設
森食品工業株式会社
丸善食品工業株式会社
株式会社石井工務所
全労済長野県本部
須高建設株式会社
山崎建設株式会社
有限会社若の湯
株式会社ホテル圓山荘
企業組合原山商店
戸隠松本製麺株式会社
日本デルモンテ株式会社長野工場
株式会社北條組
株式会社ニットー
株式会社八光
マツナガ建設株式会社
明治産業株式会社
オリオン機械株式会社
株式会社旭建設
株式会社八十二銀行
蓮香寺
有限会社竹村文具店
医療法人みすず会 南十字脳神経外科
クリニック
トキタ商事
直富商事株式会社
有限会社島田自動車商会
日本生命保険相互会社長野支社
富士印刷株式会社
長野県信用保証協会
有限会社いろは堂
株式会社本久
株式会社竹内製作所
エムケー精工株式会社
株式会社電算
長野地域事務局管内 計52
■北信地域事務局
山ノ内樹脂工業株式会社
株式会社ヤマト製作所
中野設備株式会社
株式会社本木建設
株式会社湯本工務店
北信地域事務局管内 計5
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「ながの子育て家庭優待パスポート」とは？
「ながの子育て家庭優待パスポート」は、子育て家族を応援するため、長野県将来世代応援県民会議と市町村が協働し、
協賛店舗のご協力を得て実施している事業です。お住まいの市町村で発行されるパスポートカードを協賛店舗で提示す
ると、
「商品の割引」、
「ポイントの割増」、
「ドリンク無料サービス」などの特典や、粉ミルクのお湯の提供、授乳スペー
ス等の乳幼児連れ家族向けサービスを受けることができます。
県内だけでなく全国 47 都道府県の「子育てパスポート全国共通展開」に協賛する店舗でも同様のサービスを受けら
れます。

協賛店舗数

※令和 2 年 6 月 1 日現在

ながの子育て家庭優待パスポート

多子世帯応援プレミアムパスポート

5332 店舗

毎月第３日曜日の「家庭の日」に、
特別な優待サービスをご提供いた
だける協賛店舗を募集しています。
「お子様連れのお客様限定で入館料
割引」「お子様に粗品プレゼント」
など、家族が一緒にお出かけでき
る機会になるような特典をご提供
ください！

1159 店舗

新規協賛店・施設を募集しています！
協賛のメリットはたくさん！

「家庭の日」特別サービスを
ご提供ください！

お申し込み方法はかんたん！

メリット 1

協賛金などの負担金は不要！

メリット 2

PR ポスター・ステッカーを無料でお届け！

メリット 3

店舗検索サイト・アプリに無料でご紹介！

メリット 4

特典内容はお店で自由に決められる！

メリット 5

店舗のイメージアップ！

方法 1

電子申請フォームから

右の二次元バーコードからインター
ネットでお申し込みができます。
方法 2

協賛申込書をメール・FAX・郵送

協賛申込書をお店のある市町村の子育て支援担当窓口
か事務局へメール・FAX・郵送でお送りください。
※協賛申込書は県の HP からダウンロードできます。
https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyoiku/shien/
shien/kosodate/kateiyutai/kyousan.html

＜お問い合わせ・お申し込み先＞ 長野県将来世代応援県民会議事務局

〒 380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-2 ／ TEL : 026-235-7207 ／ FAX : 026-235-7087 ／ E-mail : shoushika@pref.nagano.lg.jp

パスポートが使える店舗を
一緒に増やしませんか

「ながの子育て家庭優待パスポート応援隊」を募集中！

協賛店舗を県内各地でさらに増やしていくため、協賛の呼びかけをしていただける応援隊を募集しています！
応援隊メンバーには名刺サイズの PR カードを郵送します。詳しくは上記、長野県将来世代応援県民会議事務局まで
お気軽にお問い合わせください！
ダウンロードは
こちらから！

「ながの子育て家庭優待パスポート」
協賛店舗検索アプリをご活用ください
使えるお店がすぐに見つかる！ 便利な機能

iPhone 用

◦地図検索で近くの協賛店舗がすぐわかる！
◦好きな条件、キーワードで検索できる！
◦新規協賛店舗が一目でわかる！

検索サイトはこちら

約 10,000 人が活用中！（令和 2 年 6 月 1 日現在）
毎月

第三日曜日は

ながの子育て

家庭の日

検索

Android 用
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ん
赤ちゃ も
泣いて ！
いいよ

あなたのあたたかい気持ち、困っているママ・パパに見えるようにしませんか

「長野県×ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクト」
協力施設・店舗募集中！

ママのためのウェブサイト「ウーマンエキサイト」( エキサイト株式会社運営 ) が立ち上げた「WE ラブ赤ちゃ
んプロジェクト」は、公共の場で泣いてしまった赤ちゃんをあやすパパ・ママに対する周囲のポジティブな思
いを見える化するプロジェクトです。長野県はこのプロジェクトの趣旨に賛同し、長野県オリジナルの「泣い
てもいいよ！」ステッカーとポスターを掲示いただける協力施設・店舗を募集しています。
下記の方法により申請いただくと１週間程度で掲示物をお送りします。テーブル席、パーテーション、レジ
カウンター、出入り口などママ・パパの目に留まりやすい場所に掲示ください。
申請方法
①電子申請フォームから
https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1143
②メール・FAX・郵送（申請用紙は下記の県ホームページからダウンロードしてください）
https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyoiku/kodomo/welove.html
長野県オリジナル「泣いてもいいよ！」ステッカー
( 縦 11cm ×横 15cm)

長野県オリジナル「泣いてもいいよ！」ポスター
(B3 サイズ )

スマホなどに貼れる個人向けの
「泣いてもいいよ！」ステッカーは
県内 10 の地域振興局で配布中です。

素敵な出会いを一緒に応援しませんか
しあわせ信州婚活サポーターを募集中！
県では、恋愛・結婚のアドバイスや
お相手紹介などを行うボランティ
ア
「しあわせ信州婚活サポーター
」
を募集しています。県内各地で
長野県認定講習会を開催。
県内で1,100名以上の方が活動
しています！

毎月第3日曜日は
「家庭の日」
、11月第3日曜日は
「家族の日」

子どもの成長と子育てを社会全体で応援
県民会議では
「いい育児の日」
を契機として、
「家族一緒に過ごし、家族の大
長野県婚活支援センター
マスコットキャラクター
「天使のアルクマ」
長野県 PR キャラクター

お問い合わせ
「アルクマ」ⓒ長野県アルクマ
◆長野県婚活支援センター
026-235-7373（平日 8:30～17:00）

婚活に役立つ情報は
ハピネスナビ信州

切さを考える」
機会にしていただくよう呼びかけています。今年の
「いい育児
の日」
は木曜日です。職場、地域、各家庭で、より多くの時間を家族で過ごせ

るようご協力をお願いします。

＜職場で＞ノー残業、定時退社の呼びかけ
＜地域で＞
「新しい生活様式」
を取り入れた、 家族連れ向け
のイベントや子ども食堂の開催
＜家庭で＞家族で楽しみ、学び、ふれあう時間をいつも以上
に増やす
など

11 月 19 日は「いい育児の日」

令和 2 年 7 月 1 日
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子どもの性被害予防のための研修会を開いてみませんか？
〜「子どもの性被害予防のための取組支援事業補助金」のご案内〜

平成 28 年７月に「長野県子どもを性被害から守るための条例」が制定されました。長野県将来世代応援県民
会議では、子どもの性被害の予防等を目的として県民の皆さんが自主的に開催される研修会等に下記のとおり
補助を行っています。是非ご活用ください !

誰が申請できますか？

◦概ね 10 人以上の保護者及び親子、地域住民等で構成するグループまたは団体
（PTA、育成会など）
◦児童養護施設等

対象になる研修会は？

◦県民の皆さんが子どもの性被害予防のために自主的に開催する次の研修会
①性教育
②人権教育
◦学校において児童・生徒や教職員を対象とし、通常の学校教育の一環として行
なわれるものは補助対象となりません。

次の経費が対象です。
補助金は何に使えますか？ ◦講師への謝礼及び交通費
（ただし、補助金は実績報告書提出後に指定の口座へお振込みとなります。）

補助金額や申請回数は ?

◦１団体あたり 20,000 円を上限
◦同一団体からの申請は、同一年度内２回までとし、各回ごとの対象者は異なる
ものとします。
（ただし、児童養護施設での研修会の場合、申請は４回までとします。）

補助金支払いまでの流れ

研修会を開催される皆様
【親子及び保護者、地域住民によるグループ又は団体（PTA・育成会など）、児童養護施設等】
①研修会の計画
（会場・講師選定）

④研修会の開催

②補助金の
交付申請書の提出
（2 ～ 3 週間前まで）

③補助金の
交付決定通知

⑤実績報告書
・領収書（写）の提出

長野県将来世代応援県民会議
〒 380-8570

長野市大字南長野字幅下 692-2（長野県県民文化部次世代サポート課内 )

担当 : 高樋（たかとい）
電話（FAX 兼用）026-235-8996 E-mail youth@axel.ocn.ne.jp
ホームページ http://himawari-nagano.jp/

※ 【性教育・人権教育】と【情報モラル】は別々の事業に変更となりました。

大人から

子どもへ

あいさつをしよう

⑥補助金の支払

令和 2 年 7 月 1 日（7）
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情報モラルなどインターネットの適正利用
について学ぶ研修会を開いてみませんか ?
～「地域における情報モラル向上支援事業」のご案内～

1 目的
スマートフォンをはじめとするインターネット接続機器は、現在の子どもや若者にとって不可欠なツールと
なっている一方で、それらを利用することによる性犯罪などの犯罪被害やトラブル、いじめ等の増加のほか、
長時間使用による依存症など健康への影響が懸念されており、今後、青少年のインターネットの適正利用を進
めるためには、子どもや若者のみならず、保護者等の大人も自ら学ぶことが必要となっています。
こうしたことから、県民が情報モラルなどインターネットの適正利用について学ぶ研修会の開催を支援する
ことにより、家庭や地域における青少年のインターネットの適正利用を推進します。

2 対象事業・対象団体等

対象事業・対象団体

以下の①又は②の団体等が実施する保護者等の大人が地域において情報モラルなど
インターネットの適正利用について学ぶ勉強会や研修会
①PTA や育成会など概ね 10 名以上の地域住民で構成するグループ又は団体
②公民館
※学校において児童・生徒や教職員を対象とし、通常の学校教育の一環として行わ
れるものは対象外です。

県民会議の支援方法

①地域のグループ又は団体
◦県民会議から補助金を交付します。
※ただし、講師への謝金・旅費は、立替えてお支払いいただき、研修会終了後の
実績報告書提出後に指定の口座へ振り込みます。
◦補助対象とする経費は、講師謝金及び旅費とし、20,000 円が上限となります。
（20,000 円を超える場合、超過金額については団体の自己負担とする。）
◦同一団体の申請は年度内２回までです。
②公民館 ( 市町村教育委員会 )
◦県民会議から講師に対し、20,000 円を上限として謝金及び旅費を直接支払い
ます。（20,000 円を超える場合、超過金額については公民館の負担とする。）
◦本事業の活用は年１回までとし、新しく実施する研修会等に限ります。

3 申請（協議）から支払の流れ
講

師

②日程調整、経費の相談

保護者、地域住民によるグループ又は団体（PTA・育成会など）、公民館等
①研修会の計画（会場・講師選定）
③研修会の実施日、
講師名、金額等に
ついての事前相談

⑥研修会の開催

④申請書
（又は協議書）
の提出

⑤承認の
通知

⑦実績報告書の提出
（補助金の場合は
領収書（写）の添付 )

長野県将来世代応援県民会議

⑧補助金の ⑧講師謝金・
支払 又は 旅費の支払
※公民館のみ

〒 380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-2（長野県県民文化部次世代サポート課内 ) 担当 : 高樋（たかとい）
電話（FAX 兼用）026-235-8996 E-mail youth@axel.ocn.ne.jp
ホームページ http://himawari-nagano.jp/
※ 【性教育・人権教育】と【情報モラル】は別々の事業に変更となりました。

信州の未来を担う

青少年

令和 2 年 7 月 1 日

青少年ながの
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村田 雪子さん

長野県
青少年サポーター
の活動紹介
Sakaki town

坂城町の青少年サポーター
松尾 文子さんを取材しました。
（令和元年 11 月 19 日取材）

松尾 文子さん
冨士谷 武さん

狭い通学路では
車の通行も多い

パトロール中の
【NPO 法人ナルク信州さかき】の会員の皆さん
下校時の子どもたち

松尾さんが所属する【NPO 法人ナルク信州さかき】では、坂城地区の 3 小学校の子どもたちに事故のな
いよう、毎日下校時の見守りを実施しています。
ナルクの会員さんたちの高齢化に伴い、会員さんが減少しているそうです。若い方の入会を呼び掛けてい
ます。

長野県青少年サポーターを募集しています！
長野県青少年サポーターの具体的な活動例（主なもの）
※全ての活動を行っていただく必要は
ありません。
取り組むことのできる活動を行って
いただければ結構です。また、活動
の内容はこれに限られるものではあ
りません。

「長野県将来世代応援県民会議」
伸びよう 伸ばそう 青少年

回覧しましょう

〒380-8570 長野市南長野幅下692-2 長野県 県民文化部 次世代サポート課内
TEL＆FAX 026-235-8996 e-mail：youth@axel.ocn.ne.jp http://himawari-nagano.jp/

早寝

早起き

朝ごはん

