令和 2 年 11 月 1 日（1）

青少年ながの

第 108 号

回

NO.108 2020.11

覧

編集・発行 長野県将来世代応援県民会議

令和 2 年度「少年の主張長野県大会」を開催しました

去る 9 月 11 日（金）に、令和 2 年度「少年の主張長野県大会」を開催しました。今年度の大会は、
新型コロナウイルス感染防止のため、無観客での開催となりましたが、発表者の皆さんは、力強く発
表してくださいました。

11月

C

ontents

子ども・若者育成支援強調月間
●令和2年度「少年の主張長野県大会」の報告
●「令和２年度長野県青少年育成指導者・青少年サポーター研修会」を
開催しました
●11月19日はいい育児の日
●青少年サポーターの活動紹介
●11月は「子ども・若者育成支援強調月間」です

伸びよう

伸ばそう

青少年
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「少年の主張 長野県大会」の報告

令和 2 年度

社会で生じている様々な出来事や日ごろ
の生活の中で感じていることを自分自身の
言葉でまとめ、堂々と発表してくれました。
その様子は多くの方に新たな価値観や考え
に気づかせてくれる素晴らしいものでし
た。
開 催 日：令和２年９月 11 日（金）
会
場：長野市芸術館リサイタルホール
応 募 数：969 名
発表者数：10 名（10 地域で行われた地区
大会の代表者）
発表者の様子を Youtube に掲載しました。
長野県公式ホームページの以下ページより
ご覧になることができます。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧（本庁）
> 次世代サポート課紹介 > 青少年の健全育成

長野県知事賞 受賞作品

被災の地で

長野市立東部中学校 3 年

向

彩音

昨年十月十二日夜、台風十九号は私たちの住む地域に大
学校も公園も被災して遊ぶ場
きな被害をもたらしました。特に千曲川沿いでは、一夜で
所がなく、大人たちは総出で
風景が全く変わってしまいました。
復旧作業に追われていたため
堤防が決壊！ 北陸新幹線の車両基地が水につかってい
です。
る！
この日、一緒にボランティ
家が、店が、畑が、学校が水没して道路も通れない！
ア活動を行った方々の姿を見
小さい頃から「長野は山に囲まれているから台風が直撃
ていて、私は思い出しました。
しにくい」と聞いていた私は、次々とテレビに映し出され 「時間の大切さがわかった？」
る信じられない被害の映像に驚くばかりでした。
というかつての母の言葉です。その時、私は気づきました。
一週間ほどして母は「自分にも何かできないか」と千曲
母の問いに対する答えではありません。ボランティア活動
川沿いへ復興のボランティアに出かけていきました。「自分
をすることの、私なりの意味についてです。今までの私は
には関係ないからと目を背けるのではなく、誰もが同じ目
大きな思い違いをしていたのではないか、そう気づいたの
に遭う可能性があるのだから…」とも言いました。それか
です。
らの母は週に三回ほど、午後は被災地へ出かけていって、
私たちは被災地で、困っている人たちが、長い時間をか
家具の運び出しや泥のかき出し作業等をしました。
けて元の生活に戻していく作業のお手伝いをしました。確
家に帰ってくると疲れている母の様子を見て、私も困っ
かにそれは被災地の方々の費やす時間を助けることでした。
ている人たちのために何かしてあげたいという気持ちから、 でも同時に、私にとっては自分の時間を人のために役立て
ボランティアに参加しようと昨年十二月、初めて被災地を
られるというかけがえのない過ごし方ができました。大切
訪れました。この日は父と一緒でした。
な体験ができました。だとしたらボランティアとはいった
変わり果てた場所で、私は押し寄せた土砂が固まってし
い誰のためになる活動、誰のためにやる時間の費やし方な
まったのを畑から引き離す作業をしました。やっていると
のでしょう？
関節が痛くなり、冬なのに上着を脱ぎたくなるような力仕
今なら私は胸を張って言えます。ボランティア活動は、
事でした。帰宅した私に母が聞きました。「時間の大切さが
困っている人たちを助けることとともに、自分自身の心を、
わかった？」と。私は、農園の方から「ありがとう」と言
自分の人生を豊かにすることができるものだと。それに気
われ、こんな私でも人の役に立っているんだという満足感
づかせてくれたのが母の一言でした。だから私は、これか
が大きく、その言葉をその時はさして気に留めませんでし
らこんなことを心に置いて取り組んでいこうと思います。
た。さらに数ヶ月が経って、学校が臨時休校になった五月
被災された方々を「助けてあげよう」ではなく、
「一緒に
にも、今度は母と被災地を訪れました。だいぶ復興が進ん
やっていきましょう」と。
だ周りの景色に驚きながら、川の氾濫などでりんご農園に
被災された方々に向き合うのではなく、被災された方々
流れてきた石拾いをし、被災地の子どもたちと遊びました。 とともに同じ方を向いて進んでいこうと…。

大人が変われば

子どもも変わる
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「令和２年度長野県青少年育成指導者・
青少年サポーター研修会」を開催しました
スマホ世代に生きる子どもにとって何が必要かなどわか
りやすく、説得力のあるお話をしていただきました。
開催日：10 月 6 日（火）



場

所：佐久市佐久平交流センター

講

師：ジャーナリスト

演

題：「スマホ世代の子どもとどう向き合うか

石川

結貴

氏

～ＳＮＳ、ゲーム、ネットいじめの問題を考える～」

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。

県民会議からのお知らせ
長野県青少年育成県民運動 50 周年記念大会（長野県青少年健全育成県民大会）を開催します

日
時
場
所
開催内容

令和 3 年 1 月 23 日（土）13 時～
ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）
講演、長野県将来世代応援県民会議会長表彰、取組事例発表ほか

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更になる可能性があります。

地域がはぐくむ

青少年
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 月  日は



「いい育児の日」
―社会全体で子育てを応援しよう―




11 月 19 日は「いい育児の日」です。家族で一緒に過ごす時間を増やすなど「家庭や家族を大切にするライフ
スタイル」を心がけたり、小さな子ども連れの家族に温かな配慮をしたりして「社会全体で子どもの成長と子育
てを応援」する取組が広がることを願い、誕生した記念日です。家庭や地域、職場、企業活動など、様々な場所
で妊娠・出産・子育てへの理解を深めていきましょう。 
詳細は「いい育児の日」の特設サイトをご覧ください。

 長野県

いい育児の日

検索









ながの子育て家庭優待パスポート
子育てに伴う経済的負担の軽減を図り、地域全体で

9' ラブ赤ちゃんプロジェクト
その泣き声気にしてないよ！

ている事業です。
本事業の趣旨に御賛同をいただき、 詳細・申込は
こちらから
業者様の協賛申込をお待ちしてお

その気持ち、可視化しませんか？

申込は
こちらから

ポスターを掲示してくださる





ママパパ焦らないで！

ります！






子育てしやすい環境を整備することを目的に実施し



協力施設を募集しています！

問合せ：長野県将来世代応援県民会議（長野県県民文化部次世代サポート課内）
〒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



長野県の婚活なら 長野県婚活支援センター へお気軽にご相談ください









NAGANO♥MARRIAGE
MATCHING SYSTEM
無料体験キャンペーン実施中！ 受付期間  ～




お見合いも相談も  カ月間無料です♪


ながの結婚マッチングシステムで出会いのチャンスが広がります。
データを検索し、全県的にお見合い相手を探せるシステムです。

長野県婚活支援センター


詳しくは
こちらから

（長野県県民文化部次世代サポート課）

（月～金曜 ～、祝日・年末年始を除く）
MQPMCVUW"RTGHPCICPQNILR ハピネスナビ信州


毎月

第三日曜日は

家庭の日

本システムは、長野県
将来世代応援県民会議
（事務局：長野県県民文
化部次世代サポート課）
が運営しています。
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長野県
青少年サポーター
の活動紹介
Ueda City

上田市の青少年サポーター
西島 繁美さんを取材しました。
（令和 2 年 8 月 28 日取材）

西島さんは、毎朝、上田市立丸子北小学校・中学校の通学路で、あいさつなどの声
かけや見守り活動をしている一方、上田市長瀬の社会福祉法人 まるこ福祉会さんのチー
ム【あったかい輪】にも所属し、きらりホールで食事等を提供しています。
このきらりホールでは、
「こどもレストランきらっと」を開催していますが、平成
30 年 8 月 4 日からスタートして、これまでに子ども 1,200 名、ボランティア 1,300
名が参加しました。
このこどもレストランは食事をするだけでなく、子どもたちに勉強を教えたり一緒
に遊んだり、様々な年代の人たちが絆を深める交流の場として地域の方たちに親しまれ
ています。
まるこ福祉会さんは、その他にも障がい者の就労支援施設や特別養護老人施設があ
り、行き会ったら自然に会話ができるような、みんなが繋がる心温まる空間だと感じさ
せてくれる場所でした。

11 月 19 日は「いい育児の日」
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令和 2 年度賛助会員紹介

令和 2 年 11 月 1 日

日頃より青少年の健全育成にご協力をいただき、ありがとうございます。

■佐久地域事務局

株式会社やなぎだ

笠原工業株式会社

日本通運株式会社伊那支店

相馬商事株式会社

空手道国際連盟JPN山崎塾臼田
支部

有限会社東郷堂

ルビコンエンジニアリング株式会社

立科金属株式会社

合資会社萬寿堂薬局

株式会社東郷商事

株式会社伊東電機工作所

株式会社高見沢サイバネティックス

株式会社平元商店

三洋精密株式会社

株式会社赤羽電具製作所  

松山株式会社

冨士工業株式会社

シチズンマシナリーミヤノ株式会社
株式会社竹花組

■上田地域事務局

株式会社日本ウオルナット

上伊那農業協同組合

浅間技研工業株式会社

山洋電気株式会社上田事業所

株式会社竹内農産

平澤電機株式会社

株式会社木下組

オリエクス株式会社

有限会社佐藤新聞店

伊那食品工業株式会社

株式会社林組

コトヒラ工業株式会社

八十二証券株式会社

株式会社キッツ伊那工場

有限会社大豊商店

千曲建設工業株式会社

有限会社横林薬局

竹花工業株式会社駒ヶ根支店

濱野皮革工芸株式会社軽井沢工場

株式会社赤坂建設

小柳産業株式会社

株式会社クラフト小松

株式会社高仲コーポレーション

中村工業株式会社

株式会社アメニティーズ

株式会社南信精機製作所

株式会社カンテック

春原建設株式会社

千石綜合観光株式会社

株式会社赤羽製作所

小林建設工業株式会社

日軽松尾株式会社

伊坂建設株式会社

株式会社飯島商店

■諏訪地域事務局

株式会社竹腰工業所

長野沖電気株式会社

信州ハム株式会社

第一交通株式会社

株式会社コウリョウ

社会医療法人恵仁会

イオンリテール株式会社ジャス
コ上田店

株式会社岡谷組

有限会社北野屋精肉店

山岸建設株式会社

株式会社ヒラサワ

株式会社ライト光機製作所

宮田アルマイト工業株式会社

エルシーブイ株式会社

株式会社テーケー

株式会社オノウエ印刷

株式会社ユーエスアイ

倉島工業株式会社

唐沢建設株式会社

株式会社リョウワ

天竜精機株式会社

株式会社ダイヤ精機製作所

野村建設株式会社

医療法人研成会諏訪湖畔病院

株式会社小椋

株式会社豊島屋

北山ラベス株式会社

株式会社モンドウル田村屋

株式会社マルヤス長野

日本プレーティング株式会社

蓼北金属株式会社

株式会社ミマキエンジニアリング

株式会社安井建設

武田味噌醸造株式会社

東信観光開発株式会社

田中精機株式会社

高重建設工業株式会社

株式会社栗木組

株式会社加藤商会

北澤土建株式会社

株式会社森屋建設

長野計器株式会社

望月サニーカントリー株式会社

西田技研工業株式会社

株式会社友野組

上田交通株式会社

株式会社高橋組

東京特殊電線株式会社

株式会社技建チ－ム

株式会社武重商会

株式会社土屋繁工務店

有限会社坂口製作所

堀越建設株式会社

平野建設株式会社

草軽交通株式会社

株式会社デンセン

株式会社神津土建

株式会社イデタ製作所

株式会社丸山工務店

株式会社レクスト・アイ

JA佐久浅間

株式会社やおふく

笹沢建設株式会社

齋藤木材工業株式会社

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

株式会社イースタン

■南信州地域事務局

宮坂醸造株式会社

長谷川法律事務所
竹村工業株式会社

■上伊那地域事務局

カネテック株式会社
株式会社新村本社

日精エー・エス・ビー機械株式会社

株式会社エナキス

高山CHOYAソーイング株式会
社信州工場

株式会社長野三洋化成

大人から

株式会社イズミ

子どもへ

宮田タクシー有限会社

NSKマイクロプレシジョン株式
会社
株式会社キラヤ

窪田建設株式会社

みなみ信州農業協同組合

KOA株式会社

小林製袋産業株式会社

タカノ株式会社

伊賀良建設株式会社

株式会社ミヤシタフーズ

土屋電気工事株式会社

株式会社ニシザワ

阿南部品株式会社

アルプス中央信用金庫

飯田瓦斯株式会社

登喜和冷凍食品株式会社

株式会社正木

あいさつをしよう

峯高寺
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有限会社原文具店

有限会社島菊花堂

有限会社北福島

株式会社ホテル圓山荘

株式会社川上不動産

企業組合原山商店

京美堂人形センター

■松本地域事務局

姫川建設株式会社

戸隠松本製麺株式会社

有限会社長野屋商店

キッセイ薬品工業株式会社

王子木材株式会社

日本デルモンテ株式会社長野工場

株式会社三六組

楢川工業株式会社

宗教法人浄念寺

株式会社北條組

飯田信用金庫

株式会社本山漆器店

福浦建設株式会社

株式会社ニットー

まるいち不動産

株式会社龍門堂

株式会社井内工務店

株式会社八光

有限会社飯田給食センター

有限会社田近石材本店

宗教法人天正寺

マツナガ建設株式会社

木下建設株式会社

ナガイワ測機サービス

信州物産株式会社

明治産業株式会社

株式会社ダイマル

株式会社関川組

税理士三溝昌範事務所

オリオン機械株式会社

医療法人社団文友会曽我医院

藤牧建設工業株式会社

大澤寺

株式会社旭建設

医療法人社団山力会菅沼病院

株式会社高宮組

JA 大北

株式会社八十二銀行

神稲建設株式会社

サワンド建設株式会社

株式会社山岸エーアイシー

株式会社フカサワイール

■長野地域事務局

有限会社竹村文具店

喜久水酒造株式会社

清沢土建株式会社

日精樹脂工業株式会社

株式会社アイパックス

平林建設株式会社

柏心寺

株式会社イトウ

学校法人黒木学園専門学校
カレッジオブキャリア

医療法人みすず会 南十字脳神経外科
クリニック

株式会社信州不動産鑑定
有限会社新星商事

蓮香寺

トキタ商事

有限会社美倉

直富商事株式会社

株式会社小松組

有限会社長野プリントサービス

有限会社島田自動車商会

猿田建設株式会社

第一建設工業株式会社長野支店

日本生命保険相互会社長野支社

サンリン株式会社

長野県労働金庫

富士印刷株式会社

■木曽地域事務局

株式会社ヤマサ

長野県厚生農業協同組合連合会

長野県信用保証協会

株式会社丸麦

サンマックス松本店

信光工業株式会社

有限会社いろは堂

南木曽発条株式会社

東洋計器株式会社

南長野ゴルフ株式会社

株式会社本久

水野歯科医院

松本遊技場組合

株式会社丸山建設

株式会社竹内製作所

医療法人奥原医院

マクセルイズミ株式会社

小林印刷株式会社

エムケー精工株式会社

特定医療法人新生病院

株式会社電算

株式会社双真

テクノホーム長野株式会社

木曽土建工業株式会社
藤屋商店

■北アルプス地域事務局

有限会社すずき

富士電機パワーセミコンダクタ
株式会社

有限会社川原家具製作所

鬼灯書籍株式会社

株式会社大糸

アスザック株式会社

■北信地域事務局

水車家

大町魚介類加工事業協同組合

山甚信濃被服工業株式会社

山ノ内樹脂工業株式会社

倉本建設株式会社

株式会社相模組

東京法令出版株式会社

株式会社ヤマト製作所

池田木材株式会社

北陽建設株式会社

長野県労働者住宅生活協同組合

中野設備株式会社

有限会社環境サービス

株式会社島崎組

有限会社小布施建設

株式会社本木建設

由井機械株式会社

株式会社長屋組

丸善食品工業株式会社

株式会社湯本工務店

有限会社松岡新聞店

株式会社峯村組

株式会社石井工務所

有限会社覚明堂

株式会社傳刀組

全労済長野県本部

株式会社中善酒造店

信越電装株式会社

須高建設株式会社

有限会社御岳淡水

株式会社公認大町自動車教習所

山崎建設株式会社

有限会社ヤマト小椋商店

株式会社大八木建設

有限会社若の湯

信州の未来を担う

青少年

令和 2 年 11 月 1 日

青少年ながの

（8）第 108 号


  月は「子ども・若者育成支援強調月間」です。

 子ども・若者を孤立させず、地域全体で支えていく社会を築くために、家庭、学校、地域
住民、企業、団体及び行政が一体となって、子ども・若者育成支援のための広報・啓発活

動を集中的に実施します。


１ 月間の重点課題



① 若者の社会的自立支援の促進






② 子どもを犯罪や有害環境等から守るための取組の推進
③ 児童虐待の予防と対応
④ 子どもの貧困対策の推進
⑤ 生活習慣の見直しと家庭への支援

２ 月間にあわせて「有害環境チェック活動」を行います




11 月は有害環境浄化活動強化月間です。
青少年にとってより良い環境づくりを推進するため、青少年育成機関、団体、行政が連携して、
有害環境チェック活動を集中的に行います。

3 「青少年健全育成協力店」について



「青少年健全育成協力店」は、青少年を見守り、育て、非行防止のため
の環境づくりに協力していただける店舗で、店頭に貼られたステッカーが目印
です。
有害環境チェック活動にあわせて協力店の要請を行っていますので、御協
力をお願いします。




















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。
【罰則】 
◆威迫等による性行為等の禁止違反
２年以下の懲役又は 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



※ＳＮＳで知り合った相手から性被害を受けるケースが多くなっています。
見ず知らずの相手に直接会うことは大変危険です。

「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

