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平成２７年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果 

都道府県名 栃木県 青少年行政主管理課（室）名 県民生活部人権・青少年男女参画課 

区分 内   容 備考 

１大会等 ○平成 27年度宇都宮市「社会を明るくする運動」「青少年の非行･被

害防止全国強調月間」推進市民のつどい（宇都宮市） 

開催日：7月 4日（土）場所：オリオンスクエア、オリオン通り 

出席者：市長、保護観察所長、少年鑑別所長、警察署長、青少年 

育成関係者等 137人 

内 容：運動推進の誓い、入賞作文朗読、啓発物品展示・配布、

啓発パレード 

○「社会を明るくし青少年を非行から守る運動」市民大会（足利市） 

開催日：7月 4日（土） 場所：市民プラザ 

  出席者：市長、警察署長、教育長、地元県議、市議、青少年育成

関係者等 500人 

内 容：大会宣言決議、記念講演 

演題「出会いの人生から学んだこと」 

講師 菊地幸夫弁護士 

○青少年健全育成市民大会及び講演会（大田原市） 

開催日：7月 4日（土）  場所：大田原市総合文化会館ホール 

  出席者：市長、教育長、警察署長、青少年育成関係者 

小中学校 PTA 等（280名）                    

内 容：青少年育成に関する作文の表彰式及び発表 

総理大臣メッセージ、知事メッセージ 

講演会：演題「家庭教育とユーモア」～お母さん笑ってますか～ 

講師 中井宏次氏 

○市青少年健全育成事業「洋上北海道学習」(那須塩原市)7/28～8/1 

○青少年健全育成大会（益子町） 

  開催日：7月 4日（土）  場所：益子町民会館 

  出席者：町長、教育長、青少年育成関係者等（507名） 

  内 容：家庭の日作文コンクール優良者表彰、青少年健全育成の 

講演会 

○青少年健全育成集会及び講演会（茂木町） 

  開催日：7月 5日（日）  場所：茂木町民センター    

  出席者：町長、教育長、県議、青少年育成関係者等 約 220 人 

内 容：集会宣言決議 

講演会：演題「キッチンからはじまる家族の絆」 

    講師 コウケンテツ（料理研究科） 

 

２広報啓発

活動 

○広報紙、ホームページ、ポスター掲示による広報、啓発チラシ等の

配布（宇都宮市） 

○広報誌・ＨＰによる広報、横断幕・のぼり旗の掲出、市有車にマグ

ネットシール添付（足利市） 

○広報紙「広報とちぎ」による広報、立看板掲出、街頭啓発活動、啓 

発物資等の配布・掲示、青色回転灯車両パトロール時の広報活動

（栃木市） 

○のぼり旗掲出（佐野市） 

○啓発チラシの作成・配布、ＨＰでの掲載（鹿沼市） 

○「強調月間」啓発ポスター掲示（日光市） 

○広報誌に特集ページを掲載、ケーブルテレビ出演による強調月間と
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活動内容の周知、のぼり旗の掲示（小山市） 

○横断幕の掲出、啓発パンフレット等の配布（矢板市） 

○懸垂幕・横断幕の掲出、街頭キャンペーン、広報車による広報活動

（7/2）（那須塩原市） 

○広報紙「青少年センターだより」による広報（那須塩原市） 

市ＨＰでＰＤＦファイル掲載 

○古書籍店・ゲームセンター・コンビニ・カラオケボックス等への啓

発（立入調査にあわせて実施、10箇所）（那須塩原市）  

○広報誌「夢咲楽」和輪話通信 26号発行、のぼり旗設置、啓発ポス

ター掲示（さくら市） 

○広報紙による広報（那須烏山市） 

○保護司・更生保護女性会役員による学校での懇談（7/6,7,9） 

（上三川町） 

○夕顔サマーフェスティバルにおける街頭啓発（啓発物配布）7/25 

（上三川町） 

○青少年健全育成大会時に啓発パンフレット等を配布、青少年健全育

成のぼり旗の設置（益子町） 

○町広報紙、CATV、町 HPによる広報、懸垂幕の掲出、啓発パンフレ

ット等の配布（茂木町） 

○広報紙による広報、のぼり旗設置（町内 10ヶ所）、啓発ポスター

の掲示、携帯電話の家庭でのルール「親子の約束」チラシの作成

（市貝町） 

○広報誌(紙)による広報、啓発パンフレット等の配布、懸垂幕の掲示

（芳賀町） 

○広報紙による広報、啓発パンフレット等の配布（壬生町） 

○町内の中学 2年生を対象に青少年健全育成のための標語を募集し、

優秀作品を掲載した立看板を作成、町内中学校等に掲示（野木町） 

○啓発チラシの各戸配布、懸垂幕を駅前広場に掲示、のぼり旗の掲示

（野木町） 

○広報誌等による広報活動（高根沢町） 

○広報紙による広報（那須町） 

那須町広報紙７月号に掲載 

○町教育委員会、小中学校長会、ＰＴＡ連絡協議会、青少年育成協会

連盟でチラシ（児童生徒の携帯電話等の利用に関するルール）を作

成し、小中学校に通じて児童生徒の保護者に配布（那珂川町） 

○機関紙「青少協だより第 16号」での広報（那珂川町）※各戸配布 

「指導事項とお願い」の記事で、幼稚園や小中学校及び警察署から 

夏休みの過ごし方等について掲載 

一般町民向けに「児童生徒の携帯電話等の利用に関するルール」を

掲載   

○薬物乱用防止啓発活動（県薬務課） 

 実施日：7 月 12日  場所：栃木県グリーンスタジアム 

内容：啓発パンフレット等の配布、電光掲示板による広報 

○薬物乱用防止啓発演劇上映（県薬務課） 

7月 3日  真岡市立長沼中学校 

7月 6日  栃木市立藤岡第 2中学校 

7月 8日  鹿沼市立東中学校 

7月 13日  茂木町逆川中学校 

7月 15日  上三川町立明治中学校 

7月 16日  作新学院中等部 
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○薬物乱用防止リーフレットの配布（県薬務課） 

7月上旬、小学生５・６年生、全中高生に対してリーフレット配布 

○「家庭の日」絵日記コンテスト作品募集新聞広告掲載、広報誌「青

少年とちぎ」による広報（県青少年育成県民会議） 

○ラジオ放送を利用した非行被害防止、有害環境浄化の啓発（県警少

年課） 

○薬物乱用防止広報車「きらきら号」を利用した薬物乱用防止教室の

開催（県警少年課） 

○交番･駐在所だより等を利用した月間の周知（各警察署） 

○児童生徒、保護者等に対する薬物乱用防止教室、非行防止教室、防

犯講話等の実施（各警察署）  

○警察ボランティア、学校、市町等と協働した啓発活動（各警察署） 

○啓発ポスターの掲示（県警本部、各警察署） 

３環境浄化

活動等 

○有害図書、DVD等自動販売機、携帯電話販売店等に対する立入調査

（栃木県、全 25市町） 

のべ 15日間、192箇所実施 

○街頭補導活動、有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（足利市） 

○街頭補導活動、防犯パトロール、有害違法広告物撤去（栃木市） 

○街頭指導活動、有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（佐野市） 

○街頭指導活動（鹿沼市） 

○携帯電話講習会（鹿沼市） 北犬飼中学校にて実施 

○街頭指導活動 6回、夏休み夜間街頭指導 6回、特別街頭指導（祭典

時）1 回（日光市） 

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（日光市） 

○白ポスト巡回による有害図書.ビデオ等回収（4箇所）（小山市） 

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（2箇所）（小山市） 

○街頭指導活動（通常指導 31件、特別指導 3件）（小山市） 

○街頭指導活動（真岡市） 

○街頭指導活動（大田原市） 

少年指導員 64名 11地区で実施 

○街頭指導活動（矢板市） 

○街頭指導活動（40回）、白ポスト回収（7/21）（那須塩原市） 

○市内小中高校登校時間帯あいさつ巡回活動（さくら市） 

○那須烏山市青少年を育てる会環境調査（那須烏山市） 

○祇園祭での街頭パトロール（益子町）PTA、指導員等 52名参加 

○夜間指導活動（市貝町） 

町内公共施設等 8箇所 

○街頭指導活動（芳賀町） 

○街頭指導活動（壬生町） 

お祭り会場で実施 

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（壬生町） 

○花火大会のイベント会場等における街頭指導（野木町） 

○少年指導員による「いきいきパトロール」（高根沢町） 

○街頭補導活動、列車補導（県警少年課、各警察署） 

○未成年者喫煙防止広報活動（県警少年課、各警察署） 
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４研修会等 ○中学校生徒指導会議、市内高校生徒指導会議、少年補導員会理事研

修会（足利市） 

○市少年補導員研修会、携帯電話講習会（栃木市） 

○上都賀地区青少年育成指導員等研修会（鹿沼市） 

  開催日：6月 23日  場所：鹿沼市民情報センター 

  出席者：青少年健全育成関係者等 

  内 容：子どもの環境について～児童相談所からみえてくるもの 

○日光市青少年問題協議会（日光市） 

開催日：7月 13日  場所：日光市役所 

  出席者：市長、教育長、警察関係者、青少年育成関係者等 14人   

内 容：青少年を取り巻くいじめ問題の現状と解決について講演

管内少年事犯の状況・少年指導センターの事業など 

○三校合同生活指導委員会（日光市） 

開催日：7月 9日  場所：鬼怒川小学校   

出席者：学校関係者、PTA、警察官など 21名 

内 容：夏休みにおける児童生徒の指導について 

○日光市青少年指導運営協議会（日光市） 

開催日：7月 28日 場所：日光市役所 

  出席者：教育長、学校関係者、少年指導員など 

  内 容：少年指導センターの事業について協議 

○小中学校携帯電話講習会（1 回）、青少年相談員研修会議（１回） 

電話相談員定例会（1回）、青少年相談員による巡回相談（2 回）

ドクターケーススタディ（1 回）（小山市） 

○青少年健全育成研修会（大田原市、那須塩原市、那須町） 

開催日：7月 23日  場所：那須町文化センター 

出席者：青少年育成関係者等 約 100 名 

講演会：演題「人間関係の発達と育ちの場－家庭・地域・学校」 

講師 伊達悦子氏（作新学院大学大学院客員教授） 

○黒羽地区青少年健全育成研修会（大田原市） 

7/9（木）須賀川小学校 

○那須地区教育相談員等連絡会総会及び研修会（大田原市） 

7/21（火）那須庁舎会議室 

○少年指導員班長会議（矢板市） 

○さくら市青少年センター広報啓発班会議、ICT研修班会議、研修班

会議、体験活動班会議（さくら市） 

○保護司会・更生保護女性会合同研修（上三川町） 

7/29 那須学園 

○青少年健全育成地域懇談会（益子町）   6/13～8/2（36会場） 

○親子で学ぶ携帯電話講習会（市貝町） 

市貝小学校 ５，６年生と保護者 

市貝中学校 １年生と保護者 

○青少年健全育成推進協議会研修会（芳賀町） 

○携帯電話講習会（壬生町） 

携帯電話やスマートフォンの危険性等について(小・中学校で実施) 

○第２回少年指導員連絡会（高根沢町） 

○青少年健全育成大会実行委員会（高根沢町）11/21 大会実施予定 

○家庭教育支援プログラム指導者研修（県教育委員会） 

親学習プログラムコース（2回） 

スキルアップコース（1回） 

○放課後活動指導者研修（県教育委員会） 
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○市町・学校等子どもの読書活動推進担当者会議（県教育委員会） 

○ＰＴＡ指導者研修（5地区）（県教育委員会） 

○ウィークエンド青少年セミナー（3 回）（県教育委員会） 

○携帯電話の有害情報に関する講習会（県青少年育成県民会議） 

7/1（水） 矢板市立川崎小学校児童保護者        23名 

市貝町立小貝小学校保護者       72名 

7/2（木） 小山市立小山第二小学校児童保護者   70 名 

7/3（金） 真岡市立真岡小学校児童保護者     270 名 

7/6（月） 益子町立益子中学校生徒保護者     489 名 

7/8（水） 大田原市立宇田川小学校児童保護者   55 名 

大田原市立福原小学校児童保護者    20名 

佐野市立旗川小学校児童保護者    110名 

足利市立坂西中学校生徒保護者       491名 

7/9（木） 宇都宮大学教育学部附属特別支援学校生徒保護者  

43名 

県立那須特別支援学校生徒保護者    62名 

7/13（月）那須塩原市立共英小学校児童保護者  133 名 

7/15（水）日光市立下原小学校児童保護者       55名 

上三川町立明治小学校児童保護者      155 名 

５その他 ○一日巡回指導体験（宇都宮市） 

 小中学校の保護者等が巡回指導を体験 

○社会を明るくする運動栃木市集会への参加、朝のあいさつ運動（栃

木市） 

○街頭キャンペーン活動 

開催日：7/4 場所：おやまゆうえんハーヴェストウォーク 

参加団体：小山市青少年育成指導員協議会、小山市青少年健全育

成連絡協議会、小山保護区保護司会、小山市更生保護女

性会（計 28名） 

○「社会を明るくする運動」への参加協力（真岡市） 

開催日：7/5  場所：市内 5会場 

  出席者：市青少年健全育成連絡協議会役員 40名 

  内容：会場内での啓発物の配布 

○「社会を明るくする運動」（矢板市） 

○魚のつかみ取り体験（さくら市） 

○「社会を明るくする運動」街頭啓発（啓発物配布）（上三川町）

7/1 

○「社会を明るくする運動」ミニ集会（上三川町） 

7/13,15,16 警察官による講話，フリートーク等 

○「社会を明るくする運動」（益子町） 

のぼり旗の設置、青少年健全育成大会時に「愛の鈴」を配布 

○「社会を明るくする運動」（茂木町） 

開催日：7月 5日  場所：道の駅もてぎ  

出席者：町長、教育長、県議、青少年育成関係者等約 80名 

内 容：内閣総理大臣メッセージ朗読、場内での啓蒙活動 

○「社会を明るくする運動」（市貝町） 

○「社会を明るくする運動」「青少年の非行・被害防止」強調月間に

関わる街頭運動（芳賀町） 

開催日：7月 4日  場所：道の駅はが 

出席者：保護司会員、民生児童委員、更生保護女性会員、青少年 
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健全育成推進協議会委員、警察官、中学生など約 100 名 

内 容：内閣総理大臣メッセージ朗読、啓発パンフレット等配布 

広報車による宣言活動 

○「社会を明るくする運動」（高根沢町） 

街頭キャンペーン（7/1、宝積寺駅東口において啓発グッズを配

布）、のぼり旗の設置（町内 3箇所）、横断幕の設置（7/1～

7/31、役場・宝積寺駅）、ミニ集会の開催（7/19） 

○「社会を明るくする運動」（那須町） 

7/1、町内学校、道の駅等 

○ホットほっと電話相談（延べ 183件）（県教育委員会） 

  いじめ相談さわやかテレホン（子ども専用 通年） 

  家庭教育ホットライン（保護者専用 通年） 

  メール相談（保護者、子ども対象 通年） 

○各教育事務所「いじめ・不登校対策チーム」相談電話(延べ 30件） 

（県教育委員会）  

○非行少年の立直り支援活動（県警少年課、各警察署） 

 


