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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 長野県 青少年行政主管課（室）名 次世代サポート課 

区分 取組内容 備考 

１子供の性被

害の防止 

【広報・啓発活動】 

○一斉街頭啓発（「あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」含む） 

 実施日：7月 3日（一部別日程あり） 

 場 所：【佐久地域振興局】佐久市、小諸市、佐久穂町、南牧村、軽

井沢町、御代田町、立科町、【上田地域振興局】上田市、東

御市、青木村、【諏訪地域振興局】岡谷市、諏訪市、茅野

市、下諏訪町、富士見町、原村、【上伊那地域振興局】伊那

市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、南箕輪村、【南信州地域振

興局】飯田市、松川町、阿南町、売木村、喬木村、平谷村

【木曽地域振興局】上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大

桑村、【松本地域振興局】松本市、塩尻市、安曇野市、麻績

村、山形村、筑北村、朝日村、【北アルプス地域振興局】大

町市、池田町、松川村、白馬村、【長野地域振興局】長野

市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、

飯綱町、小川村【北信地域振興局】中野市、飯山市、山ノ内

町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

 実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

 内 容：月間に合わせて作成したリーフレット及びポケットティッシ

ュ、チラシの配布等による呼びかけ 

 

○性被害防止教育キャラバン隊 

 教育委員会、警察、スクールサポーターが中高校生を対象に SNS 利用

等の注意点を講演、7月中は県内 31 校で実施 

 

○高校生スマホキャラバン 

 実施日：7月 19 日 場所：東御市 

 実施者：スクールサポーター、市内高校生 

 内 容：スクールサポーターと高校生が連携し、地元中学生に対する

ネットの適正利用に向けた講座を実施 

 

○リーフレットの作成・配布 

 月間に合わせ青少年の非行・被害防止、有害環境排除の啓発及び各種

相談窓口を掲載したリーフレットを作成し、県内に配布 

 

○広報誌（紙）、有線放送、ケーブルテレビ、庁内放送等による広報 

 長野県、教育委員会、警察本部、警察署、佐久地域振興局、佐久穂

町、軽井沢町、上田地域振興局、諏訪市、茅野市、原村、箕輪町、飯

島町、中川村、南信州地域振興局、飯田市、松川町、阿南町、下條

村、売木村、喬木村、根羽村、豊丘村、大鹿村、木曽地域振興局、上

松町、南木曽町、大桑村、松本地域振興局、山形村、筑北村、大町

市、松川村、長野地域振興局、長野市、千曲市、須坂市、飯綱町、中

野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

 

○懸垂幕、ポスター、のぼり旗の掲出 

 長野県、教育委員会、警察本部、警察署、佐久合同庁舎（佐久市）、

佐久市、立科町、上田地域振興局（上田市）、東御市、諏訪合同庁舎

（諏訪市）、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、
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伊那市、駒ケ根市、中川村、飯田合同庁舎（飯田市）、阿南町、豊丘

村、木曽合同庁舎（木曽町）、松本合同庁舎（松本市）大町合同庁舎

（大町市）、松川村、白馬村、長野合同庁舎（長野市）、坂城町、北

信地域振興局（中野市）、中野市、飯山市、山ノ内町 

 

○プレスリリース、インターネット等を通じた広報 

長野県、教育委員会、警察本部、長野地域振興局、信濃町 

 

○育成センターだより（補導活動の記録）の発行 

 長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸

市、伊那市、駒ケ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、

佐久市、千曲市、東御市、安曇野市 

 

○悩み事相談の周知 

 南信州地域振興局管内 77 校の小中高等学校にチラシを配布 

 

○人権花植え 

 実施日：7月 3日 場所：王滝村 

 出席者：小学生 22 名、中学生 13 名、村民 20 名 

 内 容：花の苗をプランターへ移植し、村内公共施設へ配布 

 

【会議・研修会】（県） 

○第 42 回長野県青少年補導活動推進大会 

 開催日：7月 14 日 場所：飯山市 

 出席者：知事（代理「こども・若者担当部長」）、長野県県議会副議

長、警察本部少年課長、長野県、市町村、青少年育成関係者

等 約 450 人 

 内 容：大会宣言決議、活動事例発表、性に関する基調講演（講師

「白澤章子氏」） 

 

○長野県青少年育成指導者・青少年サポーター研修会 

 実施日：7月 18 日 場所：木曽町 

 出席者：長野県、警察署、教育委員会、木曽地域振興局、青少年育成

関係者等 約 90 人 

 内 容：情報モラルに係る基調講演（講師「南澤信之氏」）ミニディ

スカッション 

 

○長野県インターネットカフェ等防犯連絡協議会総会 

 実施日：7月 24 日 場所：長野市 

 出席者：警察本部生活安全部長、長野県、インターネットカフェ事業

者等 20 名 

 内 容：サイバー空間の脅威、少年非行・被害の現状 

 

○長野県犯罪被害者支援連絡協議会総会 

 開催日：7月 26 日 場所：長野市 

 出席者：長野地方検察庁次席検事、長野保護観察所、長野県弁護士

会、警察本部長、長野県等 約 50 名 

 内 容：活動内容発表、講演（講師「殺人事件被害者遺族 中谷加代

子氏」） 

 

○長野県青少年インターネット適正利用推進協議会 

 実施日：7月 31 日 場所：長野市 
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 出席者：（一社）全国携帯電話販売代理店協会、（株）NTT ドコモ、

KDDI（株）、長野県 PTA 連合会、長野県中学校長会、長野県

高等学校長会、警察本部、長野県等 約 35 人 

 内 容：活動内容発表、意見交換 

 

【会議・研修会】（市町村） 

○小中学校地区懇談会 

 実施日：7月 12 日 場所：青木村 

 出席者：小学生 234 名、中学生 96 名、保護者 260 名、教諭 

 内 容：村内 12 地区で危険個所の確認や夏休みの決まり等について懇

談、意見交換 

 

○茅野市・原村青少年健全育成推進大会 

 実施日：7月 12 日 場所：茅野市 

 出席者：市民、村民 約 340 名 

 内 容：中学生の作文発表、子育てに係る基調講演（講師「長岡秀貴

氏」） 

 

○駒ケ根市青少年育成委員会研修会 

 実施日：7月 6日 場所：駒ケ根市 

 出席者：育成委員等 34 名 

 内 容：県内及び管内の青少年犯罪状況等の研修 

 

○よりよい教育環境推進連絡会 

 実施日：7月 7日 場所：伊那市 

 出席者：教育委員会、小中学校長、PTA 会長、警察、伊那市子ども会

育成会長等 60 名 

 内 容：子どもの見守り、信州型コミュニティスクール事業等 

 

○社会を明るくする運動及び青少年の非行・被害防止全国強調月間上松

地区実施推進会議 

 実施日：7月 10 日 場所：上松町 

 出席者：社明、青少年上松地区推進会議、青少年健全育成推進委員

会、保護司、更生保護女性会等 37 名 

 内 容：月間中の活動について 

 

○青少年健全育成協議会・防犯指導員等防犯関係者合同会議 

 実施日：7月 18 日 場所：売木村 

 出席者：青少年健全育成協議会員、防犯関係者 24 名 

 内 容：警察署による防犯についての講話、連絡・協議 

 

○豊丘村青少年健全育成協議会 

 実施日：6月 29 日 場所：豊丘村 

 出席者：青少年健全育成協議会 18 名 

 内 容：月間中の活動について、少年非行の諸問題について 

 

○青少年健全育成協議会 

 実施日：7月 19 日 場所：大鹿村 

 出席者：12 名 

 内 容：取組方針 

 

○青少年育成懇談会 
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 実施日：7月 31 日 場所：大町市 

 出席者：保護司会、更生保護女性会、子ども会育成連絡協議会、青少

年補導委員協議会等 43 名 

内 容：更生保護活動についての講演（講師「長野保護観察所監察官

久保紀人氏」 

 

○第 30 回池田町青少年育成町民運動推進大会 

 実施日：7月 8日 場所：池田町 

出席者：池田町、教育委員会、青少年育成町民会議理事等 約 200 名 

 内 容：関係者表彰、講演会 

 

○第 1回飯田市青少年育成推進委員会議 

 実施日：7月 7日 場所：飯田市 

 出席者：推進員 13 名 

 内 容：役割の確認、基本方針の策定、活動計画 

 

○家庭教育講座「子育てセミナー」の開講 

 実施日：5月～ 場所：須坂市 

 出席者：育成会、保護者会等 

 内 容：子育てに関する 43 講座を開設 

 

○第 35 回高山村青少年健全育成推進大会 

 実施日：7月 8日 場所：高山村 

 出席者：高山村小中学生等 

 内 容：意見発表、時代の危機から身も守る生活術の基調講演（講師

「元警視庁刑事北芝健氏」） 

 

○児童・生徒の健全育成のための協議会 

 実施日：7月 10 日 場所：信濃町 

 出席者：警察、消防、民生児童委員等 89 名 

 内 容：子どもを性被害から守るための条例の普及、あいさつ運動等 

 

○第 35 回青少年健全育成強調月間～いいやま共育フェスティバル 2017 

 実施日：7月 15 日 場所：飯山市 

 出席者：小・中・高校生、育成会、PTA、区民等 約 2000 人 

 内 容：小・中・高校生、育成会、PTA、区等が協働してボランティア

活動を実施 

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 

 

【広報・啓発活動】 

○広報誌（紙）、ラジオ、有線放送、ケーブルテレビ等による広報 

 長野県、教育委員会、警察本部、警察署、御代田町、上田地域振興

局、東御市、長和町、上松町、南木曽町、長野市、信濃町 

 

○スポーツ施設における電光掲示板による広報 

 実施日：7月 8日 場所：松本市 

 実施者：警察本部、松本警察署、警察ボランティア 

 内 容：サッカーJ2 リーグ公式戦において、ゲート等における呼びか

けと電光掲示板を利用した広報啓発を実施 

 

【会議・研修会】 

○情報モラル教室 

 実施日：7月 12 日 場所：軽井沢町 

 参加者：小学校 5，6年児童 160 名 
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 内 容：インターネット等の安心安全な使い方教室 

 

○インターネット利用に関する学習会 

 実施日：6月 27 日 場所：御代田町 

 参加者：児童、保護者 40 名 

 内 容：インターネットの適正利用 

 

○城南地区青少年育成市民会議 

 実施日：7月 5日 場所：上田市 

 参加者：市民 123 名 

 内 容：講演「子どもたちの心とからだを守ろう～今知っておくべき

ネットの最新知識～」講師「大谷良光氏（子どものネットリ

スク教育研究会）」 

 

○吉田自治会懇談会 

 実施日：7月 3日 場所：上田市 

 参加者：市民 20 名 

 内 容：講演「ネットトラブルから子どもを守ろう」講師「矢澤社会

教育指導員」 

 

○半過自治会懇談会 

 実施日：7月 12 日 場所：上田市 

 参加者：市民 20 名 

 内 容：講演「大人も子供もネットトラブルに遭わないために」講師

矢澤社会教育指導員」 

 

○リーフレットの作成・配布【再掲】 

 月間に合わせ青少年の非行・被害防止、有害環境排除の啓発及び各種

相談窓口を掲載したリーフレットを作成し、県内に配布 

 

○広報誌（紙）、有線放送、ケーブルテレビ、庁内放送等による広報

【再掲】 

 長野県、教育委員会、警察本部、警察署、佐久地域振興局、佐久穂

町、軽井沢町、上田地域振興局、諏訪市、茅野市、原村、箕輪町、飯

島町、中川村、南信州地域振興局、飯田市、松川町、阿南町、下條

村、売木村、喬木村、根羽村、豊丘村、大鹿村、木曽地域振興局、上

松町、南木曽町、大桑村、松本地域振興局、山形村、筑北村、大町

市、松川村、長野地域振興局、長野市、千曲市、須坂市、飯綱町、中

野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

 

○懸垂幕、ポスター、のぼり旗の掲出【再掲】 

 長野県、教育委員会、警察本部、警察署、佐久合同庁舎（佐久市）、

佐久市、立科町、上田地域振興局（上田市）、東御市、諏訪合同庁舎

（諏訪市）、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、

伊那市、駒ケ根市、中川村、飯田合同庁舎（飯田市）、阿南町、豊丘

村、木曽合同庁舎（木曽町）、松本合同庁舎（松本市）大町合同庁舎

（大町市）、松川村、白馬村、長野合同庁舎（長野市）、坂城町、北

信地域振興局（中野市）、中野市、飯山市、山ノ内町 

 

○プレスリリース、インターネット等を通じた広報【再掲】 

長野県、教育委員会、警察本部、長野地域振興局、信濃町 
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○性被害防止教育キャラバン隊【再掲】 

 教育委員会、警察、スクールサポーターが中高校生を対象に SNS 利用

等の注意点を講演、7月中は県内 31 校で実施 

 

○高校生スマホキャラバン【再掲】 

 実施日：7月 19 日 場所：東御市 

 実施者：スクールサポーター、市内高校生 

 内 容：スクールサポーターと高校生が連携し、地元中学生に対する

ネットの適正利用に向けた講座を実施 

 

○長野県青少年育成指導者・青少年サポーター研修会【再掲】 

 実施日：7月 18 日 場所：木曽町 

 出席者：長野県、警察署、教育委員会、木曽地域振興局、青少年育成

関係者等 約 90 人 

 内 容：情報モラルに係る基調講演（講師「南澤信之氏」）ミニディ

スカッション 

 

○長野県インターネットカフェ等防犯連絡協議会総会【再掲】 

 実施日：7月 24 日 場所：長野市 

 出席者：警察本部生活安全部長、長野県、インターネットカフェ事業

者等 20 名 

 内 容：サイバー空間の脅威、少年非行・被害の現状 

 

○長野県青少年インターネット適正利用推進協議会【再掲】 

 実施日：7月 31 日 場所：長野市 

 出席者：（一社）全国携帯電話販売代理店協会、（株）NTT ドコモ、

KDDI（株）、長野県 PTA 連合会、長野県中学校長会、長野県

高等学校長会、警察本部、長野県等 約 35 人 

 内 容：活動内容発表、意見交換 

３有害環境へ

の適切な対応 

 

○有害自動販売機、有害図書等の実態調査 

長野県内全ての市町村で実施 

 

○青少年健全育成協力店の推進、NO 有害図書自動販売機のチラシの配布 

 長和町、須坂市 

 

○東御市地域懇談会 

 実施日：7月 4日、6日 場所：東御市 

 参加者：中学生 880 名、PTA60 名、区長 67 名、補導員 21 名 

 内 容：中学校の支部 PTA 単位で地区懇談会を開催。 

 

○美化活動 

 実施日：7月 13 日 場所：東御市 

 参加者：高校生、教諭、PTA、少年警察ボランティア、補導委員等 

40 名 

 内 容：商店・通学路の美化活動 

 

○リーフレットの作成・配布【再掲】 

 月間に合わせ青少年の非行・被害防止、有害環境排除の啓発及び各種

相談窓口を掲載したリーフレットを作成し、県内に配布 

 

○広報誌（紙）、有線放送、ケーブルテレビ、庁内放送等による広報

【再掲】 
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 長野県、教育委員会、警察本部、警察署、佐久地域振興局、佐久穂

町、軽井沢町、上田地域振興局、諏訪市、茅野市、原村、箕輪町、飯

島町、中川村、南信州地域振興局、飯田市、松川町、阿南町、下條

村、売木村、喬木村、根羽村、豊丘村、大鹿村、木曽地域振興局、上

松町、南木曽町、大桑村、松本地域振興局、山形村、筑北村、大町

市、松川村、長野地域振興局、長野市、千曲市、須坂市、飯綱町、中

野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

 

○懸垂幕、ポスター、のぼり旗の掲出【再掲】 

 長野県、教育委員会、警察本部、警察署、佐久合同庁舎（佐久市）、

佐久市、立科町、上田地域振興局（上田市）、東御市、諏訪合同庁舎

（諏訪市）、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、

伊那市、駒ケ根市、中川村、飯田合同庁舎（飯田市）、阿南町、豊丘

村、木曽合同庁舎（木曽町）、松本合同庁舎（松本市）大町合同庁舎

（大町市）、松川村、白馬村、長野合同庁舎（長野市）、坂城町、北

信地域振興局（中野市）、中野市、飯山市、山ノ内町 

 

○プレスリリース、インターネット等を通じた広報【再掲】 

長野県、教育委員会、警察本部、長野地域振興局、信濃町 

 

４薬物乱用対

策の推進 

 

○薬物乱用防止広報車による広報 

 警察、学校、長野県が連携し、学校で薬物乱用教室を開催、7 月中は

28 校で実施 

 県庁見学イベント、市町村のイベントの際にも利用 

 

○青少年健全育成情報懇談会 

 実施日：7月 13 日 場所：下諏訪町 

 出席者：少年警察ボランティア協会、育成会、小中学校教諭、PTA 等 

41 名 

 内 容：薬物問題に関する VTR 視聴、警察官による講演 

 

○合同研修 

 実施日：6月 27 日 場所：大町市 

 出席者：PTA、子ども会育成連絡協議会、青少年補導委員協議会、民生

児童委員協議会等 149 名 

 内 容：違法薬物についての講演（講師「大町警察署」）、いじめ問

題等の生徒指導の現状と課題についての講演（講師「教育委

員会」） 

 

○「社会を明るくする運動」白馬・小谷地区推進大会 

 実施日：7月 3日 場所：小谷村 

 出席者：青少年育成関係者 約 100 名 

 内 容：「乱用薬物と危険ドラッグ」の講演（講師「薬剤師：西村彦

一氏」） 

 

○リーフレットの作成・配布【再掲】 

 月間に合わせ青少年の非行・被害防止、有害環境排除の啓発及び各種

相談窓口を掲載したリーフレットを作成し、県内に配布 

 

○広報誌（紙）、有線放送、ケーブルテレビ、庁内放送等による広報

【再掲】 

 長野県、教育委員会、警察本部、警察署、佐久地域振興局、佐久穂
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町、軽井沢町、上田地域振興局、諏訪市、茅野市、原村、箕輪町、飯

島町、中川村、南信州地域振興局、飯田市、松川町、阿南町、下條

村、売木村、喬木村、根羽村、豊丘村、大鹿村、木曽地域振興局、上

松町、南木曽町、大桑村、松本地域振興局、山形村、筑北村、大町

市、松川村、長野地域振興局、長野市、千曲市、須坂市、飯綱町、中

野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

 

○懸垂幕、ポスター、のぼり旗の掲出【再掲】 

 長野県、教育委員会、警察本部、警察署、佐久合同庁舎（佐久市）、

佐久市、立科町、上田地域振興局（上田市）、東御市、諏訪合同庁舎

（諏訪市）、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、

伊那市、駒ケ根市、中川村、飯田合同庁舎（飯田市）、阿南町、豊丘

村、木曽合同庁舎（木曽町）、松本合同庁舎（松本市）大町合同庁舎

（大町市）、松川村、白馬村、長野合同庁舎（長野市）、坂城町、北

信地域振興局（中野市）、中野市、飯山市、山ノ内町 

 

○プレスリリース、インターネット等を通じた広報【再掲】 

長野県、教育委員会、警察本部、長野地域振興局、信濃町 

５不良行為及

び初発型非行

（犯罪）等の

防止 

 

【広報・啓発活動】 

○未成年者喫煙防止啓発イベント 

 実施日：7月 18 日 場所：長野市 

 参加者：上信越たばこ販売協同組合連合会、長野県たばこ販売協同組

合、長野県、長野市等 約 30 人 

 

○街頭補導（特別、夜間巡回含む） 

 佐久市、小諸市、軽井沢町、立科町、上田市、東御市、岡谷市、諏訪

市、伊那市、飯島町、駒ケ根市、上松町、飯田市、松川町、大町市、松

川村、長野市、須坂市、千曲市、中野市、飯山市、木島平村、各警察署 

 

○列車パトロール 

 警察官が列車に警乗 

 

○非行防止教室の開催 

 警察、学校、スクールサポーターが連携し、学校で万引き防止等の非

行防止教室を開催、7月中は 138 回実施 

 

○小中学校訪問、啓発チラシの配布 

 千曲市、木島平村 

 

○学校警察連絡協議会の開催 

 県下 22 警察署及び管轄の小中高等学校 

 

【会議・研修会】 

○西部地区学社連絡会 

 実施日：7月 5日 場所：上田市 

 参加者：市民 30 名 

 内 容：児童生徒の様子や課題についての意見交換 

 

○武石地域青少年健全育成連絡協議会 

 実施日：7月 21 日 場所：上田さい 

 参加者：市民 14 名 

 内 容：夏休み生活指導方法の確認。警察による少年非行状況の説明
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及び青少年育成活動等の意見交換。 

 

○学校警察等関係諸団体等連絡協議会 

 実施日：7月 18 日 場所：富士見町 

 出席者：学校、警察、ボランティア等 13 団体 30 名 

 内 容：各団体の活動内容の発表、青少年の非行及び犯罪の状況 

 

○社会を明るくする運動に伴う研修① 

 実施日：7月 8日 場所：駒ケ根市 

 出席者：青少年育成委員、保護司、民生児童委員等 280 名 

 内 容：小学生による作文発表、講演（講師「タレント成美さん」 

 

○社会を明るくする運動に伴う研修② 

 実施日：7月 8日 場所：高遠町 

 出席者：伊那市・教育委員会、南箕輪村・教育委員会、中部保護司

会、PTA 等 200 名 

 内 容：小中学生による作文発表、薬物乱用防止に係る講演（講師

「薬剤師伊藤みさ氏」） 

 

○社会を明るくする運動に伴う研修③ 

 実施日：7月 8日 場所：箕輪町 

 出席者：PTA、関係機関、教育委員会関係者等 291 名 

 内 容：小学生による作文発表、講演（講師「日本ほめる達人協会山

口まゆみ氏」ほか 1名） 

 

○駒ケ根市小学生相撲大会 

 実施日：7月中 場所：駒ケ根市 

 実施者：地区育成会 

 内 容：心身を鍛え、たくましく粘り強い子どもに育つことを願って

相撲大会を実施 

 

○ジュニアリーダー研修会① 

 実施日：7月 15 日 場所：駒ケ根市 

 実施者：小学生 約 300 名 

 内 容：心身を鍛え、たくましく粘り強い子どもに育つことを願って

キャンプ研修を実施 

 

○ジュニアリーダー研修会② 

 実施日：7月 15 日～17 日 場所：駒ケ根市 

 実施者：小中学生 約 40 名 

 内 容：心身を鍛え、たくましく粘り強い子どもに育つことを願って

キャンプ研修を実施 

 

○白馬村青少年育成村民会議理事会 

 実施日：7月 5日 場所：白馬村 

 実施者：青少年育成関係者 約 35 名 

 内 容：議事（事業報告・事業計画）、店舗における広報啓発 

 

○第 67 回「社会を明るくする運動」松川村・池田町地区研修会 

 実施日：7月 3日 場所：池田町 

 実施者：保護司、更生保護女性委員、民生児童委員等 約 160 名 

 内 容：更生保護についての講演（講師：「長野保護観察所」徳竹
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氏）、演奏会 

 

○少年相談連絡会 

 実施日：7月 3日 場所：長野市 

 参加者：長野保護観察所等 18 の関係機関 27 名 

 内 容：相互の連携 

 

○ブロック児童青少年健全育成連絡協議会 

 実施日：5月～ 場所：須坂市 

 参加者：育成委員、PTA 等 

 内 容：相互の連携 

 

○差別をなくす町民大会 

 実施日：7月 13 日 場所：山ノ内町 

 参加者：町民 

内 容：強調月間の啓発活動をあわせて実施 

 

○人権フェスティバル 

 実施日：7月 13 日 場所：野沢温泉村 

 参加者：村民 

 内 容：啓発用物品の配布 

 

○青少年を育む村民の集い 

 実施日：7月 31 日 場所：野沢温泉村 

 参加者：村民 

 内 容：講演会 

 

○一斉街頭啓発（「あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」含む）

【再掲】 

 実施日：7月 3日（一部別日程あり） 

 場 所：【佐久地域振興局】佐久市、小諸市、佐久穂町、南牧村、軽

井沢町、御代田町、立科町、【上田地域振興局】上田市、東

御市、青木村、【諏訪地域振興局】岡谷市、諏訪市、茅野

市、下諏訪町、富士見町、原村、【上伊那地域振興局】伊那

市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、南箕輪村、【南信州地域振

興局】飯田市、松川町、阿南町、売木村、喬木村、平谷村

【木曽地域振興局】上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大

桑村、【松本地域振興局】松本市、塩尻市、安曇野市、麻績

村、山形村、筑北村、朝日村、【北アルプス地域振興局】大

町市、池田町、松川村、白馬村、【長野地域振興局】長野

市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、

飯綱町、小川村【北信地域振興局】中野市、飯山市、山ノ内

町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

 実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

 内 容：月間に合わせて作成したリーフレット及びポケットティッシ

ュ、チラシの配布等による呼びかけ 

 

○リーフレットの作成・配布【再掲】 

 月間に合わせ青少年の非行・被害防止、有害環境排除の啓発及び各種

相談窓口を掲載したリーフレットを作成し、県内に配布 

 

○広報誌（紙）、有線放送、ケーブルテレビ、庁内放送等による広報
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【再掲】 

 長野県、教育委員会、警察本部、警察署、佐久地域振興局、佐久穂

町、軽井沢町、上田地域振興局、諏訪市、茅野市、原村、箕輪町、飯

島町、中川村、南信州地域振興局、飯田市、松川町、阿南町、下條

村、売木村、喬木村、根羽村、豊丘村、大鹿村、木曽地域振興局、上

松町、南木曽町、大桑村、松本地域振興局、山形村、筑北村、大町

市、松川村、長野地域振興局、長野市、千曲市、須坂市、飯綱町、中

野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

 

○懸垂幕、ポスター、のぼり旗の掲出【再掲】 

 長野県、教育委員会、警察本部、警察署、佐久合同庁舎（佐久市）、

佐久市、立科町、上田地域振興局（上田市）、東御市、諏訪合同庁舎

（諏訪市）、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、

伊那市、駒ケ根市、中川村、飯田合同庁舎（飯田市）、阿南町、豊丘

村、木曽合同庁舎（木曽町）、松本合同庁舎（松本市）大町合同庁舎

（大町市）、松川村、白馬村、長野合同庁舎（長野市）、坂城町、北

信地域振興局（中野市）、中野市、飯山市、山ノ内町 

 

○プレスリリース、インターネット等を通じた広報【再掲】 

長野県、教育委員会、警察本部、長野地域振興局、信濃町 

 

○第 42 回長野県青少年補導活動推進大会【再掲】 

 開催日：7月 14 日 場所：飯山市 

 出席者：知事（代理「こども・若者担当部長」）、長野県県議会副議

長、警察本部少年課長、長野県、市町村、青少年育成関係者

等 約 450 人 

 内 容：大会宣言決議、活動事例発表、性に関する基調講演（講師

「白澤章子氏」） 

 

○小中学校地区懇談会【再掲】 

 実施日：7月 12 日 場所：青木村 

 出席者：小学生 234 名、中学生 96 名、保護者 260 名、教諭 

 内 容：村内 12 地区で危険個所の確認や夏休みの決まり等について懇

談、意見交換 

 

○茅野市・原村青少年健全育成推進大会【再掲】 

 実施日：7月 12 日 場所：茅野市 

 出席者：市民、村民 約 340 名 

 内 容：中学生の作文発表、子育てに係る基調講演（講師「長岡秀貴

氏」） 

 

○駒ケ根市青少年育成委員会研修会【再掲】 

 実施日：7月 6日 場所：駒ケ根市 

 出席者：育成委員等 34 名 

 内 容：県内及び管内の青少年犯罪状況等の研修 

 

○よりよい教育環境推進連絡会【再掲】 

 実施日：7月 7日 場所：伊那市 

 出席者：教育委員会、小中学校長、PTA 会長、警察、伊那市子ども会

育成会長等 60 名 

 内 容：子どもの見守り、信州型コミュニティスクール事業等 
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○社会を明るくする運動及び青少年の非行・被害防止全国強調月間上松

地区実施推進会議【再掲】 

 実施日：7月 10 日 場所：上松町 

 出席者：社明、青少年上松地区推進会議、青少年健全育成推進委員

会、保護司、更生保護女性会等 37 名 

 内 容：月間中の活動について 

 

○青少年健全育成協議会・防犯指導員等防犯関係者合同会議【再掲】  

 実施日：7月 18 日 場所：売木村 

 出席者：青少年健全育成協議会員、防犯関係者 24 名 

 内 容：警察署による防犯についての講話、連絡・協議 

 

○豊丘村青少年健全育成協議会【再掲】 

 実施日：6月 29 日 場所：豊丘村 

 出席者：青少年健全育成協議会 18 名 

 内 容：月間中の活動について、少年非行の諸問題について 

 

○青少年健全育成協議会【再掲】 

 実施日：7月 19 日 場所：大鹿村 

 出席者：12 名 

 内 容：取組方針 

 

○青少年育成懇談会【再掲】 

 実施日：7月 31 日 場所：大町市 

 出席者：保護司会、更生保護女性会、子ども会育成連絡協議会、青少

年補導委員協議会等 43 名 

内 容：更生保護活動についての講演（講師「長野保護観察所監察官

久保紀人氏」 

 

○第 30 回池田町青少年育成町民運動推進大会【再掲】 

 実施日：7月 8日 場所：池田町 

出席者：池田町、教育委員会、青少年育成町民会議理事等 約 200 名 

 内 容：関係者表彰、講演会 

 

○第 1回飯田市青少年育成推進委員会議【再掲】 

 実施日：7月 7日 場所：飯田市 

 出席者：推進員 13 名 

 内 容：役割の確認、基本方針の策定、活動計画 

 

○家庭教育講座「子育てセミナー」の開講【再掲】 

 実施日：5月～ 場所：須坂市 

 出席者：育成会、保護者会等 

 内 容：子育てに関する 43 講座を開設 

 

○第 35 回高山村青少年健全育成推進大会【再掲】 

 実施日：7月 8日 場所：高山村 

 出席者：高山村小中学生等 

 内 容：意見発表、時代の危機から身も守る生活術の基調講演（講師

「元警視庁刑事北芝健氏」） 

 

○児童・生徒の健全育成のための協議会【再掲】 

 実施日：7月 10 日 場所：信濃町 
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 出席者：警察、消防、民生児童委員等 89 名 

 内 容：子どもを性被害から守るための条例の普及、あいさつ運動等 

 

○第 35 回青少年健全育成強調月間～いいやま共育フェスティバル 2017

【再掲】 

 実施日：7月 15 日 場所：飯山市 

 出席者：小・中・高校生、育成会、PTA、区民等 約 2000 人 

 内 容：小・中・高校生、育成会、PTA、区等が協働してボランティア

活動を実施 

６再非行（犯

罪）の防止 

 

○プロ野球チームと協働した立ち直り支援 

 実施日：7月 2日 場所：伊那市 

 実施者：警察本部、伊那警察署、警察ボランティア 

 内 容：プロ野球 BC リーグ所属の信濃グランセローズの協力を得て、

野球のボランティア活動を実施 

 

○社会を明るくする運動実施協議会 

 実施日：6月 26 日 場所：豊丘村 

 出席者：10 名 

 内 容：強化月間推進計画協議、打ち合わせ等 

 

○小中学校長と更生保護女性会との懇談 

 実施日：6月 26 日、6月 30 日 場所：村内 3校 

 内 容：校長との懇談による協力要請、啓発物品の配布 

 

○座禅体験等を通じた立ち直り支援 

 実施日：7月 18 日 場所：安曇野市 

 実施者：警察本部、安曇野警察署、警察ボランティア 

 内 容：住職からの指導のもと、作務供養（草取り、掃除）説法拝

聴、読経、座禅体験等を実施 

 

○農業体験を通じた立ち直り支援 

 実施日：7月 29 日 場所：茅野市 

 実施者：警察本部、伊那警察署、茅野警察署 

 内 容：農家の協力を得て、農業体験活動を実施 

 

○長野少年鑑別所研修視察 

 実施日：7月 31 日 場所：長野市 

 実施者：長野市少年連絡会 15 名 

 内 容：少年鑑別所内の視察と職員との意見交換 

 

○一斉街頭啓発（「あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」含む）

【再掲】 

 実施日：7月 3日（一部別日程あり） 

 場 所：【佐久地域振興局】佐久市、小諸市、佐久穂町、南牧村、軽

井沢町、御代田町、立科町、【上田地域振興局】上田市、東

御市、青木村、【諏訪地域振興局】岡谷市、諏訪市、茅野

市、下諏訪町、富士見町、原村、【上伊那地域振興局】伊那

市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、南箕輪村、【南信州地域振

興局】飯田市、松川町、阿南町、売木村、喬木村、平谷村

【木曽地域振興局】上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大

桑村、【松本地域振興局】松本市、塩尻市、安曇野市、麻績

村、山形村、筑北村、朝日村、【北アルプス地域振興局】大
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町市、池田町、松川村、白馬村、【長野地域振興局】長野

市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、

飯綱町、小川村【北信地域振興局】中野市、飯山市、山ノ内

町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

 実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

 内 容：月間に合わせて作成したリーフレット及びポケットティッシ

ュ、チラシの配布等による呼びかけ 

 

○社会を明るくする運動及び青少年の非行・被害防止全国強調月間上松

地区実施推進会議【再掲】 

 実施日：7月 10 日 場所：上松町 

 出席者：社明、青少年上松地区推進会議、青少年健全育成推進委員

会、保護司、更生保護女性会等 37 名 

 内 容：月間中の活動について 

 

○「社会を明るくする運動」白馬・小谷地区推進大会【再掲】 

 実施日：7月 3日 場所：小谷村 

 出席者：青少年育成関係者 約 100 名 

 内 容：「乱用薬物と危険ドラッグ」の講演（講師「薬剤師：西村彦

一氏」） 

７いじめ・暴

力行為等の問

題行動への対

応 

○塩田地区青少年育成推進大会 

 実施日：7月 20 日 場所：上田市 

 参加者：市民 200 名 

 内 容：講演「正しい理解が適切な支援を導く～学校現場における発

達障害のある子への支援の現状～」講師：赤塚正一氏（上田

養護学校総合支援室） 

 

○越戸自治会懇談会 

 実施日：7月 23 日 場所：上田市 

 参加者：市民 38 名 

 内 容：講演「小学校と地域のつながり」講師「浦里小学校長」 

 

○夏休み子ども映画会 

 実施日：7月 27 日 場所：上田市 

 参加者：小学生 68 名 

 内 容：子どもの居場所づくりとして映画鑑賞会を実施（仲間づくり

をテーマにした映画「friends もののけ島のナキ」の視聴） 

 

○上野が丘わいわい塾学生ボランティア会議 

 実施日：7月 12 日 場所：上田市 

 参加者：学生ボランティア 39 名 

 内 容：小学生を対象としたわいわ塾に携わる者への研修 

 

○人権花植え【再掲】 

 実施日：7月 3日 場所：王滝村 

 出席者：小学生 22 名、中学生 13 名、村民 20 名 

 内 容：花の苗をプランターへ移植し、村内公共施設へ配布 

 

※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。 


