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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 山口県 青少年行政主管課（室）名 こども家庭課 

区分 取組内容 備考 

１子供の性被

害の防止 

〈県の取組〉 

○児童生徒の夏季休業中の心得について、各市町教委及び県立学校長 

宛に通知し、7月休業前の指導を依頼した。 

○第 39 回ふれあい運動等推進大会（宇部市等との合同開催） 

開催日：7月 1日 場所：ときわ湖水ホール 

出席者：宇部市長、宇部市教育委員会教育長、宇部市議会議長 

内 容：講演、グループワーク 

○第 31 回のびゆく周南っ子少年相談員連絡会会長旗争奪綱引き大会                          

開催日：7月 15 日 場所：周南総合スポーツセンター 

出席者：周南署少年相談員連絡会員（会長ほか 42 人） 

小学生（17 チーム、167 人）、周陽中生徒周南警察署員 

内 容：男子トーナメント方式、女子リーグ戦による団体戦 

○各私立中学校・高等学校に「青少年の非行・被害防止全国強調月 

間」について周知を行った。 

○庁内関係部署に「青少年の非行・被害防止全国強調月間」について 

周知を行った。 

 

〈市町の取組〉 

○広報誌による広報（下関市、宇部市、岩国市、山陽小野田市） 

○ＦＭラジオによる広報（下関市） 

○青少年補導委員による街頭補導活動（下関市） 

○青少年教育関係者による街頭あいさつ運動（上関町） 

○青少協巡回啓発パトロール説明会（山口市） 

○子ども１１０番の家（旗）設置場所巡回（宇部市） 

○幟旗の掲出（上関町） 

〇市民会議、町民会議の開催（岩国市、周防大島町） 

○各校区へ全国強調月間の広報、啓発活動を依頼（宇部市） 

 

県教委 

 

 

県警 

 

 

 

 

県警 

 

 

 

県総務部 

 

県健康福祉

部 

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 

 

〈県の取組〉 

○児童生徒の夏季休業中の心得について、各市町教委及び県立学校長 

宛に通知し、7月休業前の指導を依頼した。【再掲】 

○インターネット利用に係る児童ポルノの被害防止広報用マンガを作 

成（1万 5,000 冊）し、中学校等に配布 

○各私立中学校・高等学校に「青少年の非行・被害防止全国強調月 

間」について周知を行った。【再掲】 

○庁内関係部署に「青少年の非行・被害防止全国強調月間」について 

周知を行った。【再掲】 

 

〈市町の取組〉 

○広報誌による広報（下関市、宇部市、岩国市、防府市）【再掲】 

○ＦＭラジオによる広報（下関市）【再掲】 

○青少年問題協議会による周知（柳井市） 

○青少年育成センター補導員校区別研修会における講話（山陽小野田 

市） 

○街頭補導活動（岩国市） 

 

県教委 

 

県警 

 

県総務部 

 

県健康福祉

部 
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○第３９回ふれあい運動推進大会（宇部市）【再掲】 

○ふれあい運動推進大会（校区単位）（宇部市） 

○青少年健全育成推進大会（校区単位）（宇部市） 

 

３有害環境へ

の適切な対応 

 

〈県の取組〉 

○ボランティアによるネットパトロール（全県・通年） 

○有害図書等の実態調査の実施 

○各私立中学校・高等学校に「青少年の非行・被害防止全国強調月 

間」について周知を行った。【再掲】 

○庁内関係部署に「青少年の非行・被害防止全国強調月間」について 

周知を行った。【再掲】 

 

〈市町の取組〉 

○広報誌による広報（山陽小野田市）【再掲】 

○街頭補導活動（下関市、宇部市、山口市、山陽小野田市）【再掲】 

○有害図書等の実態調査の実施（下関市、宇部市、山口市、萩市、防

府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、

山陽小野田市、周防大島町、和木町、田布施町、平生町、阿武町） 

○インターネットカフェ、カラオケボックス店等への立入調査（下関

市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門

市、柳井市、周南市、山陽小野田市） 
○市民会議の開催（下関市）【再掲】 

○白ポスト有害図書の回収作業及び廃棄処分（光市、周南市） 

 

 

県教委 

県警 

県総務部 

 

県健康福祉

部 

４薬物乱用対

策の推進 

 

〈県の取組〉 

○児童生徒の夏季休業中の心得について、各市町教委及び県立学校長 

宛に通知し、7月休業前の指導を依頼した。【再掲】 

○薬物乱用防止教室の実施（各署が実施） 

○街頭キャンペーンの実施（山口県と合同） 

○各私立中学校・高等学校に「青少年の非行・被害防止全国強調月 

間」について周知を行った。【再掲】 

○庁内関係部署に「青少年の非行・被害防止全国強調月間」について 

周知を行った。【再掲】 

○薬物乱用防止教室の実施（県内の小・中・高等学校） 

「ダメ。ゼッタイ。」国際麻薬乱用撲滅ヤングキャンペーンの実施 

（７月は宇部市において実施。） 

 

〈市町の取組〉 

○広報紙による広報（宇部市）【再掲】 

○街頭補導活動（下関市）【再掲】 

○街頭キャンペーンの実施（萩市） 

○薬物乱用防止教室の実施(山口市、岩国市、和木町、上関町、阿武 

町) 

○啓発活動の実施（宇部市、防府市） 

○ふれあい運動推進大会（校区単位）（宇部市）【再掲】 

 

県教委 

 

県警 

県警 

県総務部 

 

県県健康福

祉部 

県県健康福

祉部 

５不良行為及

び初発型非行

（犯罪）等の

防止 

〈県の取組〉 

○児童生徒の夏季休業中の心得について、各市町教委及び県立学校長 

宛に通知し、7月休業前の指導を依頼した。【再掲】 

○中・高校生による街頭キャンペーン【５つの警察署が実施】 

 

県教委 

 

県警 
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 ○街頭補導活動【少年相談員と実施】 

○各私立中学校・高等学校に「青少年の非行・被害防止全国強調月 

間」について周知を行った。【再掲】 

○庁内関係部署に「青少年の非行・被害防止全国強調月間」について 

周知を行った。【再掲】 

 

〈市町の取組〉 

○広報誌による広報（下関市、防府市、山陽小野田市）【再掲】 

○ＦＭラジオによる広報（下関市、防府市）【再掲】 

○街頭補導活動（下関市、防府市、光市、周南市、柳井市、山陽小野 

田市、和木町）【再掲】 

○市民会議の開催（下関市）【再掲】 

○懸垂幕掲示（下関市） 

○青少年補導委員、青少年指導委員等研修会（宇部市、光市、周南 

市、山陽小野田市） 

○校外補導連盟幹事会（光市） 

○子ども会教育キャンプ（光市） 

○生徒指導主任連絡協議会等（岩国市、上関町、阿武町） 

○小郡地区青少年健全育成連絡協議会等（山口市） 

○高等学校等情報交換会（山口市） 

○大竹・和木・岩国県境会議（岩国市） 

○青少年防犯パトロール等（山口市、平生町） 

○あいさつ運動（宇部市、平生町） 

○徳地地区青少年健全育成大会（山口市） 

 開催日：７月４日（火） 

 会 場：山口市徳地山村開発センター 大集会室 

 出席者：青少年健全育成市民会議関係者、地域住民等約５０名 

 内 容：講演 

演 題：「自分の身は自分で守ろう！！」 

 講 師：山口県環境生活部 地域安心・安全推進室 

     上田 幸一郎 様 

○夏休み早朝啓発街頭放送（山口市） 

○標語看板づくり（山口市） 

○市役所番号案内表示機による広報（防府市） 

○広報車による街宣活動の実施（田布施町） 

○明るい家庭標語の募集（美祢市） 

 

県警 

県総務部 

県健康福祉

部 

６再非行（犯

罪）の防止 

 

〈県の取組〉 

○各私立中学校・高等学校に「青少年の非行・被害防止全国強調月 

間」について周知を行った。【再掲】 

○庁内関係部署に「青少年の非行・被害防止全国強調月間」について 

周知を行った。【再掲】 

 

〈市町の取組〉 

○街頭補導活動（下関市、山陽小野田市）【再掲】 

○広報誌による広報（長門市、山陽小野田市）【再掲】 

○ケーブルテレビによる広報（長門市） 

○社会を明るくする運動（山口市、萩市、下松市、岩国市、光市、長 

門市、柳井市、山陽小野田市、和木町、平生町） 

 

県総務部 

 

県県健康福

祉部 
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○啓発横断幕の掲示（下松市） 

○社会を明るくする運動推進大会（上関町） 

開催日: ７月７日 場所:上関町総合文化センター 

出席者: 町長、町議会議長、柳井警察署長、駐在所警察官、保護

司、青少年教育関係者 他 ６０名 

内 容: 法務大臣のメッセージ伝達、 

○青少年問題協議会（柳井市）【再掲】 

〇スーパーにてのぼり旗の設置（長門市） 

○社会を明るくする運動・青少年健全育成啓発パレード（山口市） 

 実施日：７月３日（月） 

 場 所：山口市中心商店街 

出席者：市長、山口警察署長、山口保護観察所長、関係団体会員等 

約２００名 

○第１０回「社会を明るくする運動」「青少年の非行・被害防止運 

動」スピーチコンテストの実施（防府市） 

開催日: ７月２９日 場所: デザインプラザＨＯＦＵ 

出席者: 山口保護観察所長、防府市長 

  （審査員）防府市中学校長会長、防府市小学校長会長、防府市 

中学校国語研修部代表、防府市ＰＴＡ連合会会長、防府警察署 

副署長、防府市青少年育成市民会議会長、防府市更生保護女性 

会会長、防府保護区保護司会会長、防府市社会福祉協議会会 

長、防府市教育長 

  （来場者）中学生、青少年育成関係者、一般等３２０人 

内 容: 内閣総理大臣メッセージの伝達、中学生によるスピーチ 

○第３９回ふれあい運動推進大会（宇部市）【再掲】 

 

７いじめ・暴

力行為等の問

題行動への対

応 

〈県の取組〉 

○児童生徒の夏季休業中の心得について、各市町教委及び県立学校長 

宛に通知し、7月休業前の指導を依頼した。【再掲】 

○相談窓口（ヤングテレホン・やまぐち）のラジオ広報 

○各私立中学校・高等学校に「青少年の非行・被害防止全国強調月 

間」について周知を行った。【再掲】 

○庁内関係部署に「青少年の非行・被害防止全国強調月間」について 

周知を行った。【再掲】 

 

〈市町の取組〉 

○広報誌による広報（下関市、宇部市、山陽小野田市、岩国市）【再 

掲】 

○ＦＭラジオによる広報（下関市）【再掲】 

○街頭補導活動（下関市、柳井市）【再掲】 

○市民会議の開催（下関市）【再掲】 

〇専門家による教育相談（光市） 

 期 日：７月１９日（水）９：００～１６：３０ 

 場 所：光市スポーツ館内相談室 

 内 容：社会福祉士による教育相談 

〇電話相談（光市） 

〇少年の主張コンクール地区大会（周南市、平生町） 

○生徒指導主任連絡協議会等（和木町、上関町）【再掲】 

○青少年問題協議会（柳井市、周防大島町）【再掲】 

 

県教委 

 

県警 

県総務部 

 

県県健康福

祉部 
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○相談窓口の開設（平生町） 

○各校区へ全国強調月間の広報、啓発活動を依頼（宇部市）【再掲】 

 

※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。 


