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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 栃木県 青少年行政主管課（室）名 県民生活部人権・青少年男女参画課 

区分 取組内容 備考 

１子供の性被

害の防止 

●「強調月間」啓発物（横断幕、懸垂幕、のぼり旗・立て看板、ポス

ター等）の掲示（栃木市、佐野市、日光市、那須塩原市、益子町、市

貝町、野木町、県人権・青少年男女参画課） 

●携帯電話講習会の実施（栃木市、壬生町） 

●健全育成市民大会（大田原市） 

 ７月１日 場所:大田原市総合文化会館 

 出席者:教育長、青少年育成関係者等 約 300 人 

 内容:僧侶の藤井妙法氏を迎えての講演会 

●市青少年健全育成事業「洋上北海道学習」（那須塩原市） 

（７月 24 日～７月 28 日） 

●青少年育成健全育成大会（益子町） 

 ７月１日 場所:益子町公民館 

 出席者:町長、教育長、青少年育成関係者等 503 名 

 内容:家庭の日作文コンクール優良者表彰、青少年健全育成に係る講

演会、啓発パンフレット等の配布 

●青少年健全育成集会（茂木町） 

 ７月１日 場所：茂木町民センター 

 出席者:町長、教育長、青少年育成関係者等 

     町民 約 150 人 

 内容:集会宣言決議 

講演会 講師 増岡 弘氏 

        演題 「青少年健全育成でいま必要なもの」 

●強調月間について、町政ごよみのお知らせ欄に掲載し広報（市貝

町） 

●青少年健全育成地域懇親会（壬生町） 

 ７月 29 日（おもちゃのまち自治会） 

 ７月 30 日（西高野自治会） 

 内容:スマホ利用の危険性についての講話等 

●「児童も性的搾取等に係る対策の基本計画」の周知（塩谷町） 

●青少年健全育成研修会（那須町） 

 （主催:那須地区青少年健全育成推進連絡協議会） 

 ７月 20 日 場所:大田原市ピアートホール 

 出席者:青少年育成関係者 約 100 人 

 講演:「人の声を聴いて良い人間関係を ～傾聴を通して～」 

 講師:新江 侃氏（前大田原市教育委員会教育長） 

●宇都宮市・大田原市・益子町主催の青少年健全育成大会への知事メ

ッセージ送付（県人権･青少年男女参画課） 

●栃木県青少年のためのインターネット利用環境づくり連絡協議会の

設立及び全体会議の開催（県人権･青少年男女参画課） 

●児童生徒、保護者等に対する非行防止、薬物乱用防止、被害防止講

話等の実施（各警察署）                           

●ラジオ放送を利用した非行防止、犯罪被害防止、有害環境浄化の啓

発（県警少年課） 

●携帯電話講習会（親子学び合い事業）の実施（県民会議）  

 ７月１日（土）下野市立石橋北小学校 保護者１００名 

                   教職員５名 
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 ７月４日（火）那須塩原市立黒磯小学校６年生４８名 

                   保護者４０名 

                   教職員等５名 

 ７月５日（水）小山市立大谷中学校  全学年４９５名 

                   保護者１００名 

                   教職員２０名 

 ７月５日（水）真岡市立大内中央小学校５，６年生３７名 

                   保護者３０名 

                   教職員４名  

 ７月５日（水）茂木町立須藤小学校  ５，６年生２０名 

                   保護者４０名 

                   教職員５名 

 ７月５日（水）那須町立高久小学校  ５，６年生２９名 

                   保護者２５名 

                   教職員４名 

 ７月６日（木）佐野市立常磐中学校  全学年５７名 

                   保護者４０名 

                   教職員２０名 

 ７月７日（金）市貝町立小貝小学校  ５，６年生３２名 

                   保護者９０名 

                   教職員８名 

 ７月９日（日）那須町立那須中央中学校全学年３５８名 

                   保護者２５名 

                   教職員２０名 

 ７月１０日（月）足利市立北中学校  全学年３４７名 

                   保護者９０名 

                   教職員３０名 

 ７月１４日（金）矢板市立矢板小学校 ６学年７１名 

                   保護者４０名 

                   教職員等４名 

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 

 

●携帯電話販売店へのフィルタリング依頼活動（立入調査に併せて実

施）（栃木県、全２５市町） 

●「強調月間」啓発物【再掲】（横断幕、懸垂幕、のぼり旗・立て看

板、ポスター等）の掲示（栃木市、佐野市、日光市、那須塩原市、益

子町、市貝町、野木町、県人権・青少年男女参画課） 

●啓発物の配布（宇都宮市） 

●携帯電話講習会の実施【再掲】（栃木市、壬生町）  

●啓発チラシ・ポスターによる周知（鹿沼市） 

 配布枚数 チラシ:8,330 枚（市内小中学校児童生徒） 

      ポスター:95 枚（市内小中学校・各施設） 

●啓発パンフレットによる広報（矢板市） 

●広報紙「夢咲楽」和輪話通信 32 号（Ｐ３）による広報（さくら市） 

ＩＣＴ研究班 presents（ＩＣＴワンポイントアドバイス） 

「身代金要求型ウイルスの巻」 

●中学生を対象とした消費者教育講座の実施（下野市） 

●「インターネットホットラインセンター」の情報を町ＨＰに掲載

し、全町民に違法・有害情報の通報を呼びかけた（芳賀町） 

●青少年健全育成地域懇親会【再掲】（壬生町） 

●広報紙による広報（那須町） 

 那須町広報紙７月号に掲載 

●町広報誌７月号に「青少年の非行・被害防止全国強調月間」広報記
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事を掲載し、各戸配布（那珂川町） 

●那珂川町青少年育成協会により、７月 10 日に「青少協だより第 20

号を作成し、各戸配布（那珂川町） 

●栃木県青少年のためのインターネット利用環境づくり連絡協議会の設立

及び全体会議の開催【再掲】（県人権･青少年男女参画課） 

●小学６年及び中学２年学習資料「人権の窓」の作成・配布（県教育委員

会）人権の視点から、インターネット等を利用する際の留意点を考えさせ

るとともに、早期対応を図るための相談窓口について情報提供を図る。

（県教育委員会） 

●薬物乱用防止広報車（きらきら号）を活用した薬物乱用防止教室

（県警少年課）（いじめ防止、初発型非行防止、インターネットの適

正利用、未成年者の飲酒喫煙防止を併せて啓発）                

●児童生徒、保護者等に対する非行防止、薬物乱用防止、被害防止講

話等の実施【再掲】（各警察署）                        

●ラジオ放送を利用した非行防止、犯罪被害防止、有害環境浄化の啓

発【再掲】（県警少年課） 

●携帯電話講習会（親子学び合い事業）の実施【再掲】（県民会議）  

３有害環境へ

の適切な対応 

 

●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） 

●街頭補導活動、防犯パトロール等（足利市、栃木市、佐野市、鹿沼

市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、市貝

町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町）  

●「強調月間」啓発物（横断幕、懸垂幕、のぼり旗・立て看板、ポス

ター等）の掲示【再掲】（栃木市、佐野市、日光市、那須塩原市、益

子町、市貝町、野木町、県人権・青少年男女参画課）                   

●携帯電話講習会の実施【再掲】（栃木市、壬生町） 

●有害・違反広告物の撤去（栃木市） 

●青色回転灯車両パトロール時に強調月間広報活動（栃木市） 

●日光市青少年健全育成連絡協議会（総会）の開催（日光市） 

 ７月 19 日 出席者 会長ほか６名 

●白ポスト巡回による有害図書・ビデオ回収（小山市、那須塩原市） 

●栃木県青少年健全育成審議会開催による有害図書の指定・告示（県

人権・青少年男女参画課） 

●栃木県青少年のためのインターネット利用環境づくり連絡協議会の

設立及び全体会議の開催【再掲】（県人権･青少年男女参画課） 

●街頭補導活動、列車補導活動（県警少年課、各警察署）         

●有害図書類等立入調査（各警察署）                 

●未成年者喫煙防止広報活動への協力（県警少年課、各警察署）      

●薬物乱用防止広報車（きらきら号）を活用した薬物乱用防止教室

【再掲】（県警少年課）                           

●ラジオ放送を利用した非行防止、犯罪被害防止、有害環境浄化の啓

発【再掲】（県警少年課） 

●携帯電話講習会（親子学び合い事業）の実施【再掲】（県民会議） 

 

４薬物乱用対

策の推進 

 

●「強調月間」啓発物（横断幕、懸垂幕、のぼり旗・立て看板、ポス

ター等）の掲示【再掲】（栃木市、佐野市、日光市、那須塩原市、益

子町、市貝町、野木町、県人権・青少年男女参画課） 

●イベントにおける啓発活動の実施（栃木市） 

●街頭キャンペーン活動（小山市） 

 ７月８日 会場:おやまゆうえんハーベストウォーク 

 協力団体：小山市青少年育成指導員会協議会・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 
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 参加人数:34 名 

●薬物乱用防止教室の実施（大田原市） 

●青少年健全育成集会【再掲】（茂木町） 

●啓発活動の実施（壬生町） 

 ７月 29 日 内容:チャリティー交流会会場における啓発活動 

●薬物乱用防止指導員による薬物乱用防止教室の実施（県薬務課） 

県内６中学校、５小学校で実施               

●薬物乱用防止啓発演劇の上演（県薬務課）           

県内７中学校で実施 

●夏休み前に、県内小学５,６年生、全中高生徒宛て薬物乱用防止 リ

ーフレットの配布（７月１０日実施）（県薬務課） 

●薬物乱用防止巡回パトロール（県薬務課）            

県内の商業施設・商店街で実施（４箇所） 

●薬物乱用防止広報車（きらきら号）を活用した薬物乱用防止教室

【再掲】（県警少年課）            

●児童生徒、保護者等に対する非行防止、薬物乱用防止、被害防止講

話等の実施【再掲】（各警察署）                                        

５不良行為及

び初発型非行

（犯罪）等の

防止 

 

◆街頭補導活動、防犯パトロール等【再掲】（足利市、栃木市、佐野市、

鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、市貝

町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町）  

●「強調月間」啓発物（横断幕、懸垂幕、のぼり旗・立て看板、ポスター

等）の掲示【再掲】（栃木市、佐野市、日光市、那須塩原市、益子町、市

貝町、野木町、県人権・青少年男女参画課） 

●社会を明るくする運動への参加協力（栃木市、真岡市、矢板市、さくら

市、下野市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那須町、県人

権・青少年男女参画課） 

●１日巡回指導体験（小中学校の保護者等の一般市民が巡回指導を体験す

る）（宇都宮市） 

●携帯電話講習会の実施【再掲】（栃木市、壬生町） 

●中学校生徒指導会議、高校生徒指導会議、少年補導員会理事研修会（足

利市） 

●栃木市少年補導員会研修会（栃木市） 

●日光市少年指導運営協議会の開催 

 ７月 19 日 出席者 教育長ほか９名（日光市）  

●日光市社会を明るくする運動推進委員会研修会（日光市） 

 ７月 11 日 出席者 30 名 

●社会を明るくする運動街頭啓発（日光市） 

 ７月８日 場所 日光街道ニコニコ本陣              

●街頭キャンペーン活動【再掲】（小山市） 

 ７月８日 会場:おやまゆうえんハーベストウォーク 

 協力団体：小山市青少年育成指導員会協議会・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 

 参加人数:34 名 

●広報誌掲載による啓発活動（小山市） 

●ケーブルテレビ出演による啓発活動（小山市） 

●市内小中学校児童生徒指導主任研修会の実施（大田原市） 

●少年指導員班長会議（矢板市） 

●第 1回青少年健全育成研修会（那須塩原市） 

 （那須地区青少年育成推進連絡協議会主催） 

  ７月 20 日 会場:大田原市ピアートホール 

●広報車による広報活動（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） 
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●コンビニへの啓発（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） 

●氏家駅あいさつ巡回活動（さくら市） 

●リーダースクラブ氏家商工会主催「子どもみこし」運営ボランティア

（さくら市） 

●広報誌による広報（那須烏山市） 

●保護者を対象とした家庭教育学級の実施（下野市） 

●社会を明るくする運動街頭啓発（啓発物配布）（上三川町） 

 ７月３日実施 

●社会を明るくする運動 ミニ集会（上三川町） 

 ７月 10、11、13 日開催 

●保護司会・更生保護女性会役員による学校訪問（上三川町） 

（学校長等との懇談） 

 ７月６、７、12 日実施 

●保護司会・更生保護女性会合同研修（上三川町） 

 ７月 27 日開催  内容:水府学院見学 

●青少年健全育成地域懇談会（益子町） 

（６月 18 日～８月６日 36 会場） 

●青少年の非行・被害防止啓発チラシの各戸配布（野木町） 

●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。優秀作

品を掲載した立看板を作成し、町内中学校等に掲示（野木町） 

●広報誌による広報（塩谷町） 

●少年補導研修会の実施（高根沢町） 

●広報誌（紙）による広報（高根沢町） 

●宇都宮市・大田原市・益子町主催の青少年健全育成大会への知事メッセ

ージ送付【再掲】（県人権･青少年男女参画課） 

●青少年の非行防止啓発活動（県人権・青少年男女参画課） 

 場所:栃木県グリーンスタジアム 

内容:電光掲示板による広報 

●街頭補導活動、列車補導活動【再掲】（県警少年課、各警察署） 

●児童生徒、保護者等に対する非行防止、薬物乱用防止、被害防止講話等

の実施【再掲】（各警察署） 

●薬物乱用防止広報車（きらきら号）を活用した薬物乱用防止教室【再

掲】（県警少年課） 

●携帯電話講習会（親子学び合い事業）の実施【再掲】（県民会議）       

６再非行（犯

罪）の防止 

 

●「強調月間」啓発物（横断幕、懸垂幕、のぼり旗・立て看板、ポスター

等）の掲示【再掲】（栃木市、佐野市、日光市、那須塩原市、益子町、市

貝町、野木町、県人権・青少年男女参画課）          

●社会を明るくする運動への参加協力【再掲】（栃木市、真岡市、矢板

市、さくら市、下野市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那

須町、県人権・青少年男女参画課） 

●日光市少年指導運営協議会の開催【再掲】（日光市） 

 ７月 19 日 出席者 教育長ほか９名 

●日光市社会を明るくする運動推進委員会研修会【再掲】（日光市） 

●社会を明るくする運動街頭啓発【再掲】（日光市） 

●視察研修（小山市） 

 ７月 11 日 視察先:八王子少年鑑別所 

 参加団体:小山市青少年育成指導員会協議会 

参加人数:20 名 

●社会を明るくする運動啓発物品の配布（真岡市） 

 ７月２日 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等約 40 名 

 内容:会場内での啓発物の配布 
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●相談窓口の広報（大田原市） 

●少年指導員班長会議【再掲】（矢板市） 

●社会を明るくする運動街頭啓発（啓発物配布）【再掲】（上三川町） 

 ７月３日実施 

●社会を明るくする運動 ミニ集会【再掲】（上三川町） 

 ７月 10、11、13 日開催 

●保護司会・更生保護女性会役員による学校訪問【再掲】（上三川町） 

（学校長等との懇談） 

 ７月６、７、12 日実施 

●宇都宮市・大田原市・益子町主催の青少年健全育成大会への知事メッセ

ージ送付【再掲】（県人権･青少年男女参画課） 

●青少年の非行防止啓発活動【再掲】（県人権・青少年男女参画課） 

●非行少年等の立直り支援支援活動（県警少年課、各警察署） 

７いじめ・暴

力行為等の問

題行動への対

応 

●「強調月間」啓発物（横断幕、懸垂幕、のぼり旗・立て看板、ポスター

等）の掲示【再掲】（栃木市、佐野市、日光市、那須塩原市、益子町、市

貝町、野木町、県人権・青少年男女参画課）  

●広報誌、ホームページによる相談窓口の広報（宇都宮市、栃木市、茂木

町） 

●三校合同生活指導委員会（藤原地域）（日光市） 

７月６日 出席者 学校関係者、駐在所警察官など全 19 名 

●視察研修【再掲】（小山市） 

 ７月 11 日 視察先:八王子少年鑑別所 

 参加団体:小山市青少年育成指導員会協議会 

参加人数:20 名 

●いじめ問題対策連絡会議（小山市） 

●青少年相談室会議（小山市） 

●相談窓口の広報【再掲】（大田原市、矢板市） 

●小学６年及び中学２年学習資料「人権の窓」及び保護者用啓発資料「人

権の窓」の作成・配布【再掲】（県教育委員会） 

  いじめは重大な人権問題であり、許されないことを理解させるととも

に、人権を守るためにできることについて考えさせる。 

  保護者用啓発資料においては、いじめのサインの特徴について言及

し、早期発見に努める。   

●青少年健全育成地域懇親会【再掲】（壬生町） 

●出張少年相談室（あしたルーム）の開設（県警少年課、各警察署） 

●薬物乱用防止広報車（きらきら号）を活用した薬物乱用防止教室【再

掲】（県警少年課） 

 

 

※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。 


