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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 徳島県 青少年行政主管課（室）名 県民環境部次世代育成・青少年課 

区分 取組内容 備考 

１子供の性被

害の防止 

○「夏季休業日中における生徒の指導について」の通知（徳島県） 

○「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動実施の手引の配布（徳島県） 

○青少年の非行・被害防止全国強調月間の実施について及び重点課題に

係る参考資料の周知（徳島県） 

○県高等学校地区生徒生活指導連絡協議会の開催（徳島県） 

○学校警察連絡協議会（徳島県警察本部、阿波市） 

○キャンペーンによる広報啓発活動（徳島県警察本部） 

○防犯教室等各種教室の開催（徳島県警察本部） 

○青色防犯パトロール講習（徳島県警察本部） 

○広報紙による広報（徳島県警察本部、阿南市、牟岐町、美波町、海陽 

町、藍住町） 

○鳴門町児童・生徒の健全育成を考える会の実施（鳴門市） 

 開催日：７月７日  場所：鳴門西小学校 

 出席者：民生児童委員、保護司、補導員、自治振興会、鳴門警察署、

学校、教育委員会 約５０名 

 内 容：町内児童生徒の実態と対策についての協議 

○相談活動（小松島市、勝浦町、上勝町） 

○不審者対応訓練（阿南市） 

○県中地区高校生徒指導連絡協議会（阿波市） 

○リーフレットの作成・配布（吉野川市、美馬市、石井町、神山町、つ

るぎ町） 

○美馬市内小学校での、不審者対応訓練・防犯教室（美馬市） 

○安全教室の実施（石井町、神山町） 

○補導員研修会の実施（那賀町） 

○おひさま誘拐防止教室（牟岐町） 

 開催日：７月２６日  場所：旧牟岐小学校 

 参加者：職員・牟岐警察署員・育成センター・小学生 ３０名 

○ユースサポーターによるパトロール活動（松茂町、北島町） 

○松茂町非行防止決起大会の実施（松茂町） 

 開催日：７月１１日  場所：松茂町総合会館 

 出席者：教育長、町内公立学校長、青少年育成関係者等１２６名 

 内 容：大会宣言決議、講演、小中学生意見発表 

 講 演：「子どもを取り巻く犯罪社会」幸島美智子氏 

○懸垂幕の掲出（藍住町） 

○板野町子どもを守る会研修会時に啓発グッズを配布（板野町） 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発ポスター配布（つるぎ

町） 

 

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 

 

○インターネットの乱用が身体に及ぼす影響等に関する出前授業の実施 

 （徳島県） 

 ７月３日：井内小学校  ７月６日：東祖谷小中学校 

 ７月７日：三野中学校  ７月１１日：三好中学校 

 ７月１３日：三加茂中学校 

○携帯電話安全教室の開催（小学校１１校、中学校１７校、高等学校５

校）（徳島県） 

○「夏季休業日中における生徒の指導について」の通知（徳島県） 

【再掲】 

○「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動実施の手引の配布（徳島県） 
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 【再掲】 

○青少年の非行・被害防止全国強調月間の実施について及び重点課題に

係る参考資料の周知（徳島県）【再掲】 

○携帯電話利用状況アンケート調査の実施（公立小、中、高校の中から

抽出した全２１校の小６、中２、高２の児童生徒とその保護者対象） 

 （徳島県） 

○県高等学校地区生徒生活指導連絡協議会の開催（徳島県）【再掲】 

○キャンペーンによる広報啓発活動（徳島県警察本部）【再掲】 

○ネット・スマホ安全教室等の開催（徳島県警察本部） 

○学校警察連絡協議会（徳島県警察本部、吉野川市、阿波市） 

【再掲】 

○携帯電話販売店へのフィルタリング依頼活動（徳島県警察本部） 

○リーフレットの作成・配布（徳島市、鳴門市、阿波市、美馬市、石井

町、神山町、松茂町、北島町、つるぎ町）【再掲】 

○徳島市応神学園校外指導部会（徳島市） 

○徳島北署管内小中学校警察連絡協議会（徳島市） 

○補導員研修会の実施（鳴門市）【再掲】 

○鳴門町児童・生徒の健全育成を考える会の実施（鳴門市）【再掲】 

○ユースサポーターによるツイッターについての相談支援活動（阿南

市） 

○県中地区高等学校生徒生活指導連絡協議会（吉野川市、阿波市） 

 【再掲】 

○非行防止啓発標語の募集（阿波市） 

○広報車による広報（石井町、神山町） 

○ユースサポーターによる啓発活動（那賀町、つるぎ町） 

○広報紙による広報（那賀町、藍住町）【再掲】 

○フィルタリング啓発チラシを海部郡内の小・中・高校へ配布（牟岐

町、美波町、海陽町） 

○非行防止作文・標語の募集（松茂町、北島町） 

○松茂町非行防止決起大会実施（松茂町）【再掲】 

○懸垂幕の掲出（藍住町）【再掲】 

３有害環境へ

の適切な対応 

 

○「夏季休業日中における生徒の指導について」の通知（徳島県） 

【再掲】 

○「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動実施の手引の配布（徳島県） 

 【再掲】 

○青少年の非行・被害防止全国強調月間の実施について及び重点課題に

係る参考資料の周知（徳島県）【再掲】 

○県高等学校地区生徒生活指導連絡協議会の開催（徳島県）【再掲】 

○学校警察連絡協議会（徳島県警察本部、阿波市、吉野川市） 

【再掲】 

○キャンペーンによる広報啓発活動（徳島県警察本部） 

○有害図書等の実態調査の実施（徳島県警察本部） 

○コンビニへのタバコ販売時の年齢確認徹底要請（徳島県警察本部） 

○ＪＲ駅周辺の美化活動（徳島県警察本部） 

○少年指導委員との風俗営業所立入（徳島県警察本部） 

○少年指導委員との有害環境調査（徳島県警察本部） 

○有害図書類の回収処分（徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川

市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、松茂町、北島町、藍

住町、板野町、上板町） 

○徳島市環境調査準備会（徳島市） 

○徳島市環境調査一斉実施（徳島市） 

○有害図書・ＤＶＤ等の店舗立入り調査（阿南市） 
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○広報紙による広報（吉野川市、藍住町）【再掲】 

○防犯教室（阿波市） 

○非行防止啓発標語の募集（阿波市）【再掲】 

○夜間・早朝補導（阿波市） 

○街頭補導活動（美馬市、那賀町） 

○夏祭り等特別補導、合同パトロール（美馬市、那賀町） 

○防犯カメラのチェック（三好市） 

○広報車による広報（石井町、神山町）【再掲】 

○公衆トイレ、避難場所、野鳥観察所、駅待合所、駅ホームの落書き調

査（牟岐町、美波町、海陽町） 

○駅前の放置自転車の調査（牟岐町、美波町、海陽町） 

○リーフレットの作成・配布（松茂町、北島町）【再掲】 

○懸垂幕の掲出（藍住町）【再掲】 

４薬物乱用対

策の推進 

 

○薬物乱用防止教室の実施（徳島県、徳島県警察本部、石井町、神山

町） 

○ラジオ番組での啓発（徳島県） 

○大学生への薬物乱用防止指導員の委嘱及び研修会（徳島県） 

○ＳＮＳ（Facebook）による啓発（徳島県） 

○薬物乱用防止（タバコ・アルコールを含む）に関する出前授業の実施

（徳島県） 

○自治体の会合にて啓発資材の配布（徳島県） 

○「夏季休業日中における生徒の指導について」の通知（徳島県） 

【再掲】 

○「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動実施の手引の配布（徳島県） 

 【再掲】 

○青少年の非行・被害防止全国強調月間の実施について及び重点課題に

係る参考資料の周知（徳島県）【再掲】 

○県高等学校地区生徒生活指導連絡協議会の開催（徳島県）【再掲】 

○徳島県薬物乱用防止推進本部幹部会への出席（徳島県警察本部） 

○徳島県薬物乱用防止推進本部会への出席（徳島県警察本部） 

○薬物乱用防止広報車による広報活動（徳島県警察本部） 

○広報紙による広報（徳島県警察本部、牟岐町、美波町、海陽町、藍住 

町）【再掲】 

○リーフレットの作成・配布（徳島市、小松島市、石井町、神山町、松 

茂町、北島町、つるぎ町）【再掲】 

○鳴門町児童・生徒の健全育成を考える会の実施（鳴門市）【再掲】 

○薬物乱用防止キャンペーン（吉野川市） 

○学校警察連絡協議会（徳島県警察本部、阿波市）【再掲】 

○薬物乱用防止・喫煙防止教室（小・中学校）（那賀町） 

○非行防止作文・標語の募集（松茂町、北島町）【再掲】 

○懸垂幕の掲出（藍住町）【再掲】 

 

５不良行為及

び初発型非行

（犯罪）等の

防止 

 

○「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動街頭啓発（徳島県） 

○「夏季休業日中における生徒の指導について」の通知（徳島県） 

【再掲】 

○「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動実施の手引の配布（徳島県） 

 【再掲】 

○青少年の非行・被害防止全国強調月間の実施について及び重点課題に

係る参考資料の周知（徳島県）【再掲】 

○県高等学校地区生徒生活指導連絡協議会の開催（徳島県）【再掲】 

○社会を明るくする運動街頭キャンペーンへの参加（徳島県、徳島県警 

 察本部、徳島市） 
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○キャンペーンによる広報啓発活動（徳島県警察本部） 

○決起大会等への出席（徳島県警察本部） 

○学校警察連絡協議会（徳島県警察本部、阿波市、板野町） 

【再掲】 

○夏祭り等特別補導、合同パトロール（徳島県警察本部、徳島市、阿南

市、美馬市、石井町、神山町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、北

島町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町）【再掲】 

○非行防止教室等の実施（徳島県警察本部） 

○少年警察ボランティア研修会（徳島県警察本部） 

○徳島県防犯少年柔道剣道大会（徳島県警察本部） 

○中学校防犯陸上大会の実施（徳島県警察本部） 

○街頭補導活動（徳島市、鳴門市、阿波市、美馬市、那賀町、牟岐町、

美波町、海陽町、松茂町、北島町）【再掲】 

○補導員研修会の実施（徳島市、鳴門市）【再掲】 

○県青少年補導センター指導員部会・研修会（徳島市、美馬市、那賀

町） 

○徳島北署管内小中学校警察連絡協議会（徳島市）【再掲】 

○県中地区高校生徒指導連絡協議会（徳島市、阿波市）【再掲】 

○鳴門町児童・生徒の健全育成を考える会の実施（鳴門市）【再掲】 

○「防ごう！少年非行」横断幕を市庁舎に掲示（鳴門市） 

○広報紙による広報（小松島市、勝浦町、上勝町、藍住町）【再掲】 

○第４０回「防ごう！少年非行」市民総ぐるみ運動市民会議総会並びに

市民大会（小松島市） 

 主 催：青少年育成小松島市民会議  開催日：７月１３日 

 場 所：小松島市保健センター２Ｆ多目的室 

 出席者：市長・市議会議長・小松島警察署長・教育長・青少年育成関

係者等７１名・県議会議員２名・県民会議１名 

 内 容：市民会議総会・大会決議 

     市民大会行事<研修会>［講演］ 

      演題：「いじめの現状」 

○勝浦町青少年補導協力委員研修会（小松島市、勝浦町、上勝町） 

○交通課合同による自転車乗り方キャンペーン（阿南市） 

○夜間巡回補導事業「補導の心得」説明会（阿南市） 

○夜間・早朝補導（吉野川市、美馬市、松茂町、北島町） 

【再掲】 

○隣接六補導センター合同補導（吉野川市、阿波市、松茂町、北島町） 

○リーフレットの作成・配布（阿波市、松茂町、北島町、つるぎ町）

【再掲】 

○非行防止啓発標語の募集（阿波市、つるぎ町）【再掲】 

○平成２９年度青少年育成徳島県民会議総会（美馬市） 

○“社会を明るくする運動”美馬地区決起大会（美馬市） 

○学校警察連絡協議会（美馬市）【再掲】 

○青少年育成市民会議総会・講演会の実施（三好市） 

○健全育成町民会議総会の実施（石井町、神山町） 

○薬物乱用防止・喫煙防止教室（小・中学校）（那賀町）【再掲】 

○小学校不審者対応訓練（那賀町） 

○夏休み河川特別パトロール（那賀町） 

○那賀地区中高一貫教育生徒指導連絡協議会（那賀町） 

○青少年育成徳島県民会議総会・研修会（那賀町） 

○海部郡校外補導協議会（牟岐町、美波町、海陽町） 

 開催日：７月５日  場所：牟岐町育成センター   

 参加者：学校、牟岐警察署、育成センター職員 ２０名 
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 内 容：情報交換・協議 

○海部郡補導員役員会の実施（牟岐町、美波町、海陽町） 

 開催日：７月１４日  場所：牟岐町育成センター 

 参加者：少年補導員、育成センター職員 １５名 

 内 容：情報交換・協議 

○長期休暇前の児童・生徒の様子についての連絡会（海陽町） 

○非行防止作文・標語の募集（松茂町、北島町）【再掲】 

○親子ふれあい教室（大谷焼）の開催（松茂町、北島町） 

 開催日：７月２２日  場所：鳴門市大麻町「森陶器」 

 出席者：管内の小学生と保護者  内容：やきもの体験 

○運営協議会の実施（松茂町、北島町） 

 開催日：７月２４日  場所：北島町総合庁舎 

 出席者：板野東部青少年育成センター運営協議会委員 

 内 容：育成センターの業務報告、業務計画、情報交換 

○懸垂幕の掲出（藍住町）【再掲】 

○学校・警察・補導センター連絡協議会研修、意見交換会（藍住町、板

野町、上板町） 

○青少年健全育成板野町民会議総会及び研修会（板野町） 

 開催日：７月４日  場所：板野町中央公民館 

 出席者：町長、町議長、教育長、警察署生活安全課長、 

青少年育成関係者２５名 

○青少年健全育成事業 親子サッカー教室（板野町） 

 開催日：７月８日  場所：板野町健康の館 

 出席者：親子４６組９２名 

○地域子どもふれあい活動促進事業「伝統文化を楽しもう！」（つるぎ

町） 

６再非行（犯

罪）の防止 

 

○「四国地区少年野球大会」参加、非行等再発防止啓発（徳島県） 

 開催日：７月５日、６日 

 場 所：香川県丸亀市 

○「四国地区少女テニス大会」参加、非行等再発防止啓発（徳島県） 

 開催日：７月２７日、２８日  場 所：高知県春野町 

○「夏季休業日中における生徒の指導について」の通知（徳島県） 

【再掲】 

○「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動実施の手引の配布（徳島県） 

 【再掲】 

○青少年の非行・被害防止全国強調月間の実施について及び重点課題に

係る参考資料の周知（徳島県）【再掲】 

○県高等学校地区生徒生活指導連絡協議会の開催（徳島県）【再掲】 

○社会を明るくする運動街頭キャンペーンへの参加（徳島県、徳島県警 

 察本部、徳島市、神山町、石井町）【再掲】 

○徳島学院における農業支援活動（徳島県警察本部） 

○保護司会との合同補導（徳島県警察本部） 

○継続補導・継続的支援活動（徳島県警察本部） 

○街頭補導・相談活動（鳴門市、小松島市、阿波市、勝浦町、上勝町）

【再掲】 

○夏祭り健全育成パレード（阿南市） 

○非行防止啓発パンフレットを市内小・中学校、児童・生徒・教職員に

配布（阿南市） 

○リーフレットの作成・配布（阿波市、つるぎ町）【再掲】 

○非行防止啓発標語の募集（阿波市）【再掲】 

○県中地区高等学校生徒生活指導連絡協議会（阿波市）【再掲】 

○隣接六補導センター合同補導（阿波市）【再掲】 
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○“社会を明るくする運動”美馬地区決起大会（美馬市）【再掲】 

○美馬地区防犯連合会総会<美馬警察署>（美馬市） 

○名西地区保護司会、神山町更生保護女性会と協力し、役場で“社会を

明るくする運動”出発式の実施（神山町） 

○防災無線による啓発（神山町） 

○広報紙による広報（神山町、藍住町）【再掲】 

○ポスター掲示（神山町） 

○「第３回社明川柳」応募箱の設置（神山町） 

○薬物乱用防止・喫煙防止教室（小・中学校）（那賀町）【再掲】 

○サザンコーストパトロール（牟岐町、美波町、海陽町） 

 開催日：７月２１日 

 内容：牟岐・海陽地区にて牟岐警察署主催行事に参加（チラシ配布） 

○相談窓口の広報（牟岐町、美波町、海陽町） 

○非行防止作文・標語の募集（松茂町、北島町）【再掲】 

○懸垂幕の掲出（藍住町）【再掲】 

７いじめ・暴

力行為等の問

題行動への対

応 

○スクールカウンセラーによる相談（１６２０件）（徳島県） 

○「夏季休業日中における生徒の指導について」の通知（徳島県） 

【再掲】 

○「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動実施の手引の配布（徳島県） 

 【再掲】 

○青少年の非行・被害防止全国強調月間の実施について及び重点課題に

係る参考資料の周知（徳島県）【再掲】 

○県高等学校地区生徒生活指導連絡協議会の開催（徳島県）【再掲】 

○いじめ問題等対策連絡協議会への出席（徳島県警察本部） 

○中学生リーダー研修会（いじめ問題への対応）への参加（徳島県警察

本部） 

○相談窓口の広報（徳島県警察本部）【再掲】 

○鳴門市いじめ問題等対策委員会への参加（徳島県警察本部） 

○徳島市青少年健全育成協議会総会ならびにいじめ防止対策等推進大会 

 （徳島市） 

 開催日：７月２６日  場所：あわぎんホール 

 出席者：市長、市議会議長、教育長、警察関係、学校関係、ＰＴＡ、 

     健全育成関係者、一般 約３８０名 

 内 容：表彰、事業・決算、健全育成講演 

○相談活動（徳島市） 

○鳴門町児童・生徒の健全育成を考える会の実施（鳴門市）【再掲】 

○市小中学校生徒指導部会（阿南市） 

○悩み事相談しおりを市内児童生徒・教職員に配布（阿南市） 

○市内園長小学校長会（吉野川市） 

○リーフレットの作成・配布（阿波市）【再掲】 

○非行防止啓発標語の募集（阿波市） 

○美馬市不登校問題連絡協議会（美馬市） 

○青少年育成市民会議総会・講演会の実施（三好市）【再掲】 

○石井町いじめ・体罰等対策会議（石井町） 

○教育長・警察署長との対話集会（石井町、神山町） 

○薬物乱用防止・喫煙防止教室（小・中学校）（那賀町）【再掲】 

○街頭補導活動（那賀町）【再掲】 

○青少年育成海陽町民会議（海陽町） 

 開催日：７月１２日  場所：海陽町文化村 

 参加者：教育長、学校、青少年育成関係者等 ３０名 

 内 容：情報交換・協議 

○非行防止作文・標語の募集（松茂町、北島町）【再掲】 
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○松茂・北島子ども・若者支援地域協議会の実施（松茂町、北島町） 

 開催日：７月２４日  場所：北島町総合庁舎   

 出席者：松茂・北島子ども・若者支援地域協議会構成機関関係者等 

○松茂町非行防止決起大会実施（松茂町）【再掲】 

○広報紙による広報（藍住町）【再掲】 

○懸垂幕の掲出（藍住町）【再掲】 

○暴力排除美馬連合会啓発事業（ミニコンサート及び公演）（つるぎ

町） 

※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。 


