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平成２９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 青森県 青少年行政主管課（室）名 青少年・男女共同参画課 

区分 取組内容 備考 

１子供の性被

害の防止 

【青森市】 

○情報モラル教室 7/10（西中学校 1学年生徒、教職員対象） 

○防犯教室    7/11（横内中学校全校生徒、保護者、教職員対象） 

○情報モラル教室 7/14（浦町中学校全校生徒、保護者、教職員対象） 

 

【県教育庁学校教育課】 

○県警と結成している合同サポートチーム（STEPS）の活動として、情報

モラル教室を実施した際、コミュニティサイト等に起因する少年の性

被害の実態やフィルタリングの必要性を児童生徒・保護者に教養し

た。 

   ７月 ４日～田舎館村立田舎館小学校 

７月 ７日～五所川原市立五所川原第三中学校 

７月１０日～八戸市立第一中学校 

７月１２日～県立むつ養護学校 

７月１３日～十和田市立大深内中学校 

７月１４日～新郷村立新郷中学校 

   ７月１９日～十和田市立東中学校 

   ７月２０日～外ヶ浜町立平舘中学校 

 

２インターネ

ット利用に係

る非行及び犯

罪被害防止対

策の推進 

 

【青森市】 

○家庭教育学級出前講座の実施 

・7/4（浪岡野沢小学校保護者対象）「子育てと情報モラル」 

・7/8（沖館中学校保護者対象）「スマホ・携帯安全教室」 

【再掲】情報モラル教室 7/10（西中学校 1学年生徒、教職員対象） 

【再掲】防犯教室     7/11（横内中学校全校生徒、保護者、教職員対象） 

【再掲】情報モラル教室 7/14（浦町中学校全校生徒、保護者、教職員対象） 

 

【弘前市】 

○広報誌による広報(広報ひろさき 7月 1日号) 

○街頭キャンペーン実施(7月 3日 弘前駅前周辺) 

○出前講座(7月 12日) 

○コミュニティ FMアップルウェーブでの PR活動(7月 13日、7月 20日) 

 

【八戸市】 

○広報誌による広報  

「かがみ」（７月14日号245,00部）の発行  

題～「規範意識を育むための子どもへの関わり」 

 

【県教育庁学校教育課】 

○県警と結成している合同サポートチーム（STEPS）の活動として、児童

生徒・保護者対象の情報モラル教室を実施した。【再掲】実施校は同上 

 

【県警察本部少年課】 

○平成 29年度「情報モラルフォーラム」 

主 催:警察本部少年課 

 開催日等:7月 25日(火)五所川原市民学習情報センター 参加者 93人 

      7月 26日(水)ねぶたの家ワ･ラッセ(青森市) 参加者 118人 

      7月 27日(木)むつ来さまい館(むつ市) 参加者 63人 

 内 容:青少年の情報モラル向上に向けた基調講演・演習 
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３有害環境へ

の適切な対応 

 

【青森市】 

○社会環境浄化特別指導（*浪岡地区） 7月 12日 

・有害図書、ビデオ自販機の確認 ・店舗を中心に街頭指導 

 

【弘前市】 

○社会環境実態調査 

 

【八戸市】 

○青少年の地域活動事業登録者研修会  

開催日: ７月25日 場所: 八戸市 南部会館  

出席者: 122人  

内容: 講演  

○平成29年度「さわやか八戸あいさつ運動」 

決起大会 開催日: ７月25日  場所: 八戸市庁前  

出席者: 教育長、青少年育成関係者等160人  

内容：大会宣言等 

 

【黒石市】 

○有害図書等の実態調査 

 

【東北町】 

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査  

・町内の有害図書・ビデオ等販売自動販売機の実態調査、及び販売店

の見回りをする。また同時に万引き防止のため、町内の主要の販売

店の見回りも平行して行う。 

 

【青少年・男女共同参画課】 

○図書類等収納自動販売機の立入調査 

○個室カラオケ店の調査 

○有害図書類等販売店の調査 

 

４薬物乱用対

策の推進 

 

【青森市】 

【再掲】情報モラル教室 7/14（浦町中学校全校生徒、保護者、教職員対象） 

      ※前半に、薬物乱用防止教室を実施 

 

【県教育庁学校教育課】 

○県警と結成している合同サポートチーム（STEPS）の活動として、児童

生徒に対して薬物乱用防止・飲酒喫煙非行防止教室を実施した。【再

掲】 

   ７月 ７日～五所川原市立五所川原第三中学校 

   ７月１２日～県立むつ養護学校 

   ７月１３日～大間町立奥戸中学校 

   ７月２０日～外ヶ浜町立三厩中学校 

   ７月２１日～八戸市立三条中学校 

 

５不良行為及

び初発型非行

（犯罪）等の

防止 

 

【青森市】 

○平成 29年度青森県未成年者喫煙防止啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加 7月 13日 

 ・JR青森駅前において、啓発用グッズの配布 

 

【弘前市】 

○街頭指導活動(商店街、宵宮、プール等) 

○少年非行防止対話集会 7月 7日、7月 13日 

○少年指導委員研修会 7月 10日 
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【八戸市】 

○街頭補導活動（７月中は 21回実施） 

 

【黒石市】 

○街頭指導活動 

 

【むつ市】 

○街頭指導活動（むつ市少年指導員） 
①７月１日～３１日常時街頭指導７回（延べ２３名）実施 

②７月１８日（月）祭典に伴う特別街頭指導の実施 

③７月２３日（日）祭典に伴う特別街頭指導の実施 

④７月２６日（水）夏休み期間に伴う特別街頭指導の実施 

⑤７月２７日（木）夏休み期間に伴う特別街頭指導の実施 

⑥７月２９日（土）夏休み期間に伴う特別街頭指導の実施 
○社会を明るくする運動 
 ①平成２９年７月３日（月） 

  むつ来さまい館にて出発式および街頭パレード 

 ②平成２９年７月３日（月）～７月４日（火） 

  第３８回下北一周愛のキャラバン 

 

【藤崎町】 

○街頭指導活動(宵宮巡回) 

 

【東北町】 

○夏休みの家に帰るコール 

 ・防災無線にて夏休み期間中の 18:00に呼びかけを放送した。 

 

【県教育庁学校教育課】 

○県警と結成している合同サポートチーム（STEPS）の活動として、児童

生徒に対して薬物乱用防止・飲酒喫煙非行防止教室を実施した。【再

掲】 

   ７月１２日～県立むつ養護学校 

   ７月１３日～大間町立奥戸中学校 

   ７月２０日～外ヶ浜町立三厩中学校 

   ７月２１日～八戸市立三条中学校 

 

【県警察本部少年課】 

○平成 29年度「少年非行防止啓発ポスター」作製 

 ・少年非行防止 JUMP チーム・リトル JUMP チーム員をモデルにポスタ

ーを 3,000枚作製し、7月中の夏休み前に県内へ配布した。 

 

【少年警察ボランティア連絡協議会】 

○「万引き防止ポケットティッシュ」の作製・広報 

 ・1,600 個作製し、7 月中、県内 18 地区少年警察ボランティア連絡会

へ配布し、各地区で広報活動に活用した。 

○各警察署及び「少年非行防止 JUMPチーム」等と連携した非行防止キャ 

ンペーンへの参加 

○宵宮等における夜間巡回 

【青少年育成青森県民会議】 

○強調月間に係る広報のための街頭キャンペーン参加  7月 3日 

・弘前市こどもを守る環境浄化市民会議、弘前市少年相談センター主催 

○未成年者喫煙防止キャンペーン参加  7月 13日 

・青森県未成年者喫煙防止推進協議会主催 
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【県青少年・男女共同参画課】 

○強調月間に係る広報のための街頭キャンペーン参加  7月 3日 

・弘前市こどもを守る環境浄化市民会議、弘前市少年相談センター主催 

○未成年者喫煙防止キャンペーン参加  7月 13日 

・青森県未成年者喫煙防止推進協議会主催 

６再非行（犯

罪）の防止 

 

【青森市】 

○街頭キャンペーン 7月 3日（公用車使用） 

・車内からスピーカーを利用して青少年の健全育成の PR活動を行った 

・各店舗に「青少年の非行・被害防止全国強調月間」ポスター掲示依頼 

○愛の呼びかけ運動 7月 25日 

・公用車使用 

・車内からスピーカーを利用して青少年の健全育成の PR活動を行った 

 

【弘前市】 

○社会を明るくする運動 7月 2日 

 

【八戸市】 

○社会を明るくする運動  

開催日: ７月１日  場所: 八戸市三日町・十三日町  

出席者: 約100人  

内容：非行防止のティッシュを配布し、参加生徒が啓発アナウンス

をする等、青少年の非行防止・被害防止等を訴えた。 

 

【青少年育成平川市民会議】 

○早朝街頭指導(社会を明るくする運動と共催) 

 

７いじめ・暴

力行為等の問

題行動への対

応 

【青森市】 

○管内防犯合同研修会 7月 13日 

青森地区防犯協会中央支部の研修会で、本市のいじめの状況とその対

応について講演 

○少年相談の日 7月 24日 

 学校、友人、非行問題、しつけや親子関係等の相談受付 

○ネットいじめ対策アドバイザーによる出前講座 

7/1：油川中学校区、7/5：荒川中学校区、7/11：東中学校区 

7/12：古川中学校区、7/13：南中学校区・西中学校区 

7/14：新城中学校区、7/20：浪岡中学校区、7/24：佃中学校区 

7/31：浪打中学校区・造道中学校区 

 

【弘前市】 

○夏季相談室 7月 24日～7月 28日 

○各種会議等での相談窓口の広報 

 

【八戸市】 

○相談窓口の広報 

 

 

【黒石市】 

○青森県青少年健全育成推進員の中学校訪問(中郷中学校 7月 8日) 

【むつ市】 

○ものづくり体験会 
 夏休み期間中、子どもたちに「あいさつ」の大切さ、「仲間・家族」の大

切さを伝え、いじめ防止を目的として開催。 
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 ①７月２５日（火） 

  むつ市立第二田名部小学校にて開催。ペーパーグライダーと顔写真入り

缶バッチの製作。 

 ②７月３１日（月） 

  むつ市立川内小学校にて開催。ペーパーグライダーと缶バッチの製作。 

③なかよし会（放課後児童クラブ）との交流会 

 ７月２７日（木）むつ市立大湊小学校なかよし会にて開催。 

  ペーパーグライダーと缶バッチ、紙ひこうきを製作。 

 

【青少年育成平川市民会議】 

○市内学校訪問(社会を明るくする運動と共催) 

 

【県教育庁生涯学習課】 

○いじめ防止キャンペーン 

 ・いじめ防止標語コンクール 6月 8日～9月 6日 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と表示して記載すること。 

※記載方法については平成 29年 5月 22日付け内閣府政策統括官付参事官事務連絡を参照すること。 


