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区分 事業名等 実施状況 事業の実施主体 実施日・期間 担当部署名
問い合わせ先

電話番号

2 青森県
http://www.pref.aomori.lg.jp/bun
ka/education/ijimezantei.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめのない学校づくり
推進事業

　情報モラルに関する講習会等を実施し、 新情報を提供するとともに、
各学校や家庭において情報モラルの指導・助言ができる教員・保護者を育
成する。また、「いじめ問題対応の手引き」を作成し、各学校における基本
的な対応等を示した冊子を作成し、各市町村教育委員会や学校へ情報提
供する。

青森県教育委員会 平成24～25年度
青森県教育庁学校教育
課

017-734-9897

2 青森県
http://www.pref.aomori.lg.jp/bun
ka/education/ijimekonzetu-23-
e_shogai01.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ根絶キャンペーン
推進事業

　いじめ問題への理解と認識を深めるため、次によりいじめ根絶に向け県
民意識の高揚を図る。
　(1)　中・高校生、一般県民からいじめ根絶テレ
　　　ビCMの原作を募集、優秀作品を表彰する。
　(2)　CM原作コンクール優秀作品を基にCM案コ
　　　ンペを開催し、CM案と制作会社を決定し、
　　　放送する。

青森県教育委員会 平成19～27年度
青森県教育庁
生涯学習課

017-734-9888

3 岩手県
http://www.aiina.jp/seishounen/
nayami/nayami_top.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

「青少年なやみ相談」事
業

青少年の悩み、青少年を取り巻く家族等の悩みや青少年活動に関する電
話、面接及びメールによる相談に対応。

岩手県青少年活動
交流センター

通年9時～16時（月・
木は9時～20時）

岩手県青少年活動交流
センター「青少年なやみ
相談室」

019-606-1722

3 岩手県
http://www.pref.iwate.jp/kyouiku
/gakkou/seitoshidou/003259.htm
l

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ相談電話の設置
いじめの問題の未然防止・早期発見・早期対応を図るため、電話相談窓
口を設置し24時間対応を図っている。

岩手県
平成19年2月～（継続
事業）

岩手県教育委員会事務
局学校教育室生徒指導
担当

019-629-6146

4 宮城県
http://www.pref.miyagi.jp/site/gi
kyou-ijm/

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

平成２５年度みやぎ小学
生いじめ問題を考える
フォ－ラム

県内の公立小学校児童１４０名が，ワークショップ形式でいじめ問題につ
いて話し合い，全員でスローガンを決め，啓発用ポスター原画を作成した。
また，引率教員を対象に，いじめ問題に関する講演会を実施した。（平成２
６年度は中学生を対象にしたフォーラムを開催する。）

宮城県教育庁 平成25年8月7日
宮城県教育庁
義務教育課

022-211-3646

4 宮城県
別添広報資料（宮城県教育庁作
成）のとおり

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ問題への取組
公立小・中学校の教職員を対象に，いじめの未然防止と早期発見・早期対
応を啓発する広報資料を作成した。

宮城県教育庁
平成24年9月及び平
成25年1月

宮城県教育庁
義務教育課

022-211-3646

4 宮城県
http://www.police.pref.miyagi.jp/
hp/syonen/

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

「いじめ１１０番」の設置
いじめ事案の早期把握を目的に「いじめ１１０番（０２２－２２１－７８６７）」
を設置し、２４時間態勢で対応している。

宮城県警察
平成6年～（継続事
業）

宮城県警察本部生活安
全部少年課

022-221-7171

6 山形県
http://www.pref.yamagata.jp/ou/
kyoiku/700012/ijimekihonnhousin
n.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ防止対策推進法
の施行を受けた山形県
の対応

平成２６年３月２５日に山形県いじめ防止対策の推進に関する条例を設定
し、これを受け、同年４月に山形県いじめ防止対策基本方針を策定した。
今後、県基本方針に基づいたいじめの防止等の対応を実施していく。

山形県
山形県教育委員会

平成26年4月～
山形県教育庁義務教育
課

023-630-3054

6 山形県

http://www.pref.yamagata.jp/ou/
kosodatesuishin/010003/publicfo
lder200904227187233850/izimew
onakusou.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

“いじめ・非行をなくそう”
やまがた県民運動事業

“いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動は、昨年５月から取組みをス
タートし、今年度が２年目となる。いじめ・非行防止を目的に地域と学校と
が車の両輪となって推進している運動で、小中生徒の標語の募集や高校
生サミットの開催等を盛り込み積極的な推進を図っている。

山形県、山形県教育
委員会、山形県警察
市町村、市町村教育
委員会、山形県青少
年育成県民会議

平成26年度～（年度ご
とに継続して実施）

山形県青少年育成県民
会議
山形県子育て推進部若
者支援・男女共同参画課

023-630-2694

青少年環境整備に係る事業等一覧表



6 山形県

http://www.pref.yamagata.jp/ou/
kosodatesuishin/010003/publicfo
lder200904227187233850/mima
morume.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

青少年健全育成活動推
進事業
（県民運動情報誌「見守
る目・育む芽」の発行）

県民運動の実施状況や青少年育成県民会議の開催状況を記載した県の
情報機関誌（県民会議との合併号）

山形県子育て推進部
若者支援・男女共同
参画課
山形県青少年育成
県民会議

平成13年度～（年度ご
とに継続して発行）

山形県子育て推進部若
者支援・男女共同参画課
山形県青少年育成県民
会議

023-630-2694

6 山形県
http://www.pref.yamagata.jp/ou/
kyoiku/700012/ijimetirashi.pdf

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

信頼される学校づくり推
進事業
山形県いじめ防止基本
方針等の周知啓発

山形県いじめ防止基本方針の周知啓発とともに、いじめ問題等問題行動
の未然防止、早期発見、早期対応に向け、広報資料により学校・家庭・地
域の連携推進を促す。

山形県教育委員会 平成26年8月8日
山形県教育庁義務教育
課

023-630-3054

6 山形県
http://www.city.yonezawa.yamag
ata.jp/secure/8773/13-18.pdf

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

青少年の考える日推進
運動

米沢市広報掲載（「青少年の環境を考える日」推進運動について）
米沢市青少年育成
市民会議・米沢市教
育委員会

平成26年11月1日
米沢市教育委員会社会
教育・体育課

0238-21-6111

6 山形県
http://www.city.yonezawa.yamag
ata.jp/secure/8773/13-18.pdf

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

青少年の考える日推進
運動

平成26年度米沢市青少年市民大会「育てよう　米沢の心」において、いじ
め・非行防止標語優秀作品表彰

米沢市青少年育成
市民会議・米沢市教
育委員会

平成26年11月16日
米沢市教育委員会社会
教育・体育課

0238-21-6111

8 茨城県
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/bo
ard/syogai/kyouikunohi/index.ht
ml

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

「いばらき教育の日」推
進事業

○11月１日を教育の日，11月を教育月間として，生きる力をはぐくむ教育
の推進などをテーマに各種取組を実施。
　・各種キャンペーンと連携したいじめ根絶に向けたキャンペーンの展開
　・「いじめ」「郷土愛」をテーマに講演会等を行う地域推進大会の実施

「いばらき教育の日」
推進本部
本部長：茨城県知事

11月 生涯学習課 029-301-5318

8 茨城県
https://www.edu.pref.ibaraki.jp/iji
mekaisho/

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

「いじめ・体罰解消サ
ポートセンター」の運用

いじめ等の早期発見のために，相談員が児童生徒や保護者等からのいじ
めなどの相談に対応し，必要に応じて，警察官ＯＢや臨床心理士等の専
門家を学校や市町村教育委員会に派遣し，早期解消を支援する。

茨城県教育庁
平成24年度10月～(継
続事業)

茨城県教育庁義務教育
課

029-301-5229

9 栃木県
http://www.pref.tochigi.lg.jp/m04
/education/gakkoukyouiku/seito
shidou/1182421286322.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

栃木県における児童・生
徒指導

児童生徒が直面している様々な問題の原因を探り、その解決に向けた対
策を行うとともに、児童・生徒指導の推進体制を整備・充実し、各学校を支
援している。

栃木県教育委員会 平成13年～
栃木県教育委員会学校
教育課児童生徒指導推
進室

028-623-3359

10 群馬県
http://www.pref.gunma.jp/cate_li
st/ct00001507.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ問題対策推進事
業

（いじめ防止に対する取
組）

これまで各校が実践してきた児童生徒のいじめ防止活動を家庭・地域に
積極的に公開し、理解を促進するとともに、発達段階に応じて、児童生徒
と保護者・地域住民がいじめ問題について話し合ったり、ともに実践活動を
したりして、いじめ防止に対する気運を一層高める取組を推進する。

群馬県教育委員会
平成25年4月～（継続
事業）

群馬県教育委員会
義務教育課

027-226-4619

10 群馬県
http://www.karisen.gsn.ed.jp/boe
/htdocs/?action=common_downl
oad_main&upload_id=1964

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

非行防止プロジェクト推
進

（群馬県中学校非行防
止プログラム）

非行防止プログラムは、学級活動をとおして、非行が及ぼす影響や非行を
防止する方法等を児童生徒自ら考えさせ、協力して非行を防止しようとす
る自主的・実践的な態度を育て、規範意識の向上と犯罪抑止を目指してい
る。

群馬県警察本部
群馬県教育委員会

平成25年12月改訂
群馬県教育委員会
義務教育課

027-226-4619

11 埼玉県
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0
307/ijimebokumetu/index.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

「いじめ」に関する埼玉
県の取組

いじめ問題に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、埼玉県い
じめ問題対策会議を設置し、いじめ撲滅強調月間の制定（11月）や、いじ
め撲滅キャンペーンの実施など全庁的にいじめ問題に取り組んでいる。

埼玉県
平成24年8月～（継
続）

埼玉県県民生活部
青少年課

048-830-2905

11 埼玉県
別添広報資料（埼玉県教育局作
成）のとおり

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ・非行防止学校支
援推進事業

学校の実情に応じて、学校と地域関係者等による「いじめ・非行防止ネット
ワーク」や、警察等関係機関及び専門的知識を有した者からなる「いじめ・
非行対応支援チーム」を組織し、児童生徒の非行・問題行動等の予防や
解決を図る。

埼玉県教育局
平成14年4月～（継続
事業）

埼玉県教育局県立学校
部
生徒指導課

048-830-6744

11 埼玉県
http://www.police.pref.saitama.lg.
jp/kenkei/anzen/hikou/soudan-
shonen.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

少年相談
少年や保護者等から、非行、家出、いじめ等少年問題に関する相談を受
付

埼玉県警察 継続
埼玉県警察本部生活安
全部少年課

048-832-0110
(内線3102)



12 千葉県
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyoui
ku/shidou/soudan/counsellor.ht
ml

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等
の配置

学校におけるいじめ、不登校などの早期解決を図るために、スクールカウ
ンセラーを全公立中学校、県立高等学校70校、教育事務所等6カ所に加
え、新たに公立小学校35校に配置する。また、福祉等の関係機関との連
携して問題解決を図るスクールソーシャルワーカーを、地区不登校等対策
拠点校5校に配置する。

千葉県教育庁
平成7年度～（継続事
業）

千葉県教育庁
教育振興部指導課

043-223-4055

12 千葉県
http://cms2.chiba-
c.ed.jp/kosapo/

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

教育相談
教育に関する諸問題について、子ども・保護者・教職員を対象に、電話や
面接によるカウンセリング等の支援・援助を行う。いじめに関する電話相
談は２４時間、３６５日対応。(0120-415-446)

千葉県子どもと親の
サポートセンター

平成14年4月～（継続
事業）

千葉県子どもと親のサ
ポートセンター
教育相談部

043-207-6034

12 千葉県

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyoui
ku/shidou/seitoshidou/ijimemon
dai/renrakukyougikai/kyougikai.h
tml

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

千葉県いじめ問題対策
連絡協議会

県内の関係機関・団体の代表者が集まり、いじめの防止等に係る、情報
交換及び連絡調整、関係機関の相互連絡・協力、啓発活動に関する協議
などを行う。

千葉県教育庁
平成26年4月1日～
（継続事業）

千葉県教育庁
教育振興部指導課

043-223-4054

12 千葉県
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyoui
ku/shidou/seitoshidou/ijimemon
dai/chousakai/index.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

千葉県いじめ対策調査
会

いじめの防止等に関する調査研究 、県が実施するいじめ防止等のための
対策に関する審議 、県立学校での重大事態発生時の事実の確認並びに
調査及び審査を行う。

千葉県教育庁
平成26年4月1日～
（継続事業）

千葉県教育庁
教育振興部指導課

043-223-4054

12 千葉県
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyoui
ku/shidou/kiritsuaru.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

暴力行為防止のための
指導資料「規律ある明る
い学校環境づくり」の作
成

県内の公立学校における暴力行為の現状を分析し、その防止に向けた基
本姿勢や対応策を示すことにより、各学校での取組に施する目的で指導
資料を作成し、活用を推進している。

千葉県教育庁
平成23年8月～（継続
事業）

千葉県教育庁
教育振興部指導課

043-223-4054

12 千葉県
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyoui
ku/shidou/seitoshidou/ijimemon
dai/documents/ijimejourei.pdf

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

千葉県いじめ防止対策
推進条例

いじめの防止等のための対策に関し、県の基本理念を定め、積極的かつ
効果的ないじめの防止等のための対策を実施することにより、児童等が健
やかに成長することができる環境をつくるための条例を制定した。

千葉県教育庁
平成26年4月1日～
（継続事業）

千葉県教育庁
教育振興部指導課

043-223-4054

12 千葉県
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyoui
ku/shidou/seitoshidou/ijimemon
dai/kihonhousin.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

千葉県いじめ防止基本
方針

千葉県いじめ防止対策推進条例第11条の規定に基づき、本県の実情に
応じたいじめの防止等のための総合対策を総合的かつ効果的に推進する
ための基本方針を策定し、県を挙げていじめ問題に取り組む。

千葉県教育庁
平成26年8月20日～
（継続事業）

千葉県教育庁
教育振興部指導課

043-223-4054

13 東京都
http://www.soumu.metro.tokyo.jp
/10jinken/tobira/eizou/4_kodom
onojinken.asx

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

人権啓発映像「子供の
人権」の作成・配信

人権啓発映像のインターネット配信。いじめや体罰について、その構造や
対処方法、相談窓口などを専門家の解説を加えながら紹介。

東京都
平成25年3月～(継続
事業）

東京都総務局人権部人
権施策推進課

03-5388-2588

13 東京都
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp
/press/pr131128c/houkoku_0.pdf

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

東京都いじめ防止対策
推進条例、東京都いじ
め防止対策推進基本方
針、東京都教育委員会
いじめ総合対策

平成26年６月に「東京都いじめ防止対策推進条例」が成立したことを踏ま
え、同年７月に、公立・私立学校を対象とした「東京都いじめ防止対策推進
基本方針」を、公立学校を対象とした「東京都教育委員会いじめ総合対
策」を策定し、学校におけるいじめの防止等の対策の推進を図っている。

東京都
平成25年11月～（継
続事業）

東京都教育庁指導部指
導企画課

03-5320-6888

13 東京都
http://www.byouin.metro.tokyo.jp
/shouni/annai/kokorotel.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

小児総合医療センター
「こころの電話相談室」

幼児(3歳前後)から高校生までの、子供の行動やこころの発達・問題に関
する相談を受け付けている。また、小児総合医療センター児童・思春期精
神科の受診方法について案内している。
本人・家族だけでなく、学校の先生など、関係者からの相談にも応じてい
る。

東京都
昭和52年～（継続事
業）

東京都病院経営本部
経営企画部総務課

03-5320-5806

13 東京都
http://www.keishicho.metro.toky
o.jp/soudan/young/young.htm

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

少年相談業務への対応
（ヤング・テレホン・コー
ナー）

いじめ、性的被害などの犯罪等の被害にあい、悩んでいる子供自身のた
めや子供のことで悩みを抱えている家族等のために、電話相談「ヤング・
テレホン・コーナー」を開設している。

警視庁
昭和49年～(継続事
業）

警視庁生活安全部少年
育成課

03-3581-4321

13 東京都
http://www.keishicho.metro.toky
o.jp/soudan/young/syonen.htm

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

少年相談への対応
子供の非行などの問題でお悩みの方や、いじめや犯罪等の被害にあい、
精神的ショックを受けている少年のために、心理専門の職員が「秘密厳
守」「無料」で相談に応じている。

警視庁
昭和38年～(継続事
業）

警視庁生活安全部少年
育成課

03-3581-4321



14 神奈川県
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt
/f420224/

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

不登校相談会・進路情
報説明会

不登校で悩んでいる生徒、高校を中退した方、及びその保護者に対して、
進路情報を提供し、自分自身の進路に見通しが持てるように、進路に関す
る説明会と相談会を開催する。併せて、フリースクール等と連携して、不登
校で悩む児童・生徒や保護者を対象に相談会を行い、一人ひとりの自立
や学校生活の再開に向けた支援を行う。今年で１０年目。

神奈川県学校・フ
リースクール等連携
協議会

平成17年～（継続事
業）

神奈川県教育委員会教
育局支援部子ども教育
支援課

045-210-8292

14 神奈川県
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt
/f7179/

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

ファミリー・コミュニケー
ション運動

いじめや暴力行為等の未然防止を目的として、ＰＴＡ・学校・行政機関・企
業が連携して「もっと、話そうよ。大切な家族だから。」というキャッチフレー
ズのもと、家庭でのコミュニケーションを大切にし、子どもたちが自分の気
持ちを素直に表現する力や相手を思いやる気持ちを育む「ファミリー・コ
ミュニケーション運動」を推進している。毎月第１日曜日を「ファミリー・コミュ
ニケーションの日」として、イベントや施設優待など家族のコミュニケーショ
ンが深まる環境づくりを行ったり、「ファミリー・コミュニケーション・フェスティ
バル」を、ｔｖｋ主催の「秋じゃないけど収穫祭」と共同開催している。

神奈川県教育局支
援部学校支援課

平成19年７月～（継続
事業）

神奈川県教育局支援部
学校支援課

045-210-8295

15 新潟県
http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoi
kusomu/1194279102163.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ見逃しゼロ県民運
動

教職員、児童生徒、保護者、地域住民等が「いじめ見逃しゼロ」の思いを
共有し、いじめを早期に確実に把握し、関係機関と連携して迅速かつ適切
に対応する。

新潟県教育庁
平成25年4月1日～平
成27年3月31日

新潟県教育庁義務教育
課高等学校教育課

025-280-5605

16 富山県
http://www.pref.toyama.jp/cms_s
ec/3002/kj00014294.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ総合対策事業
いじめ防止のための保護者向けリーフレット「子供の笑顔が輝く毎日のた
めに～いじめの防止と解消に向けて～」を作成し、県内の全ての小・中・
高・特別支援学校の児童生徒の保護者に配布した。

教育委員会 平成26年3月
富山県教育委員会
小中学校課

076-444-3452

16 富山県
http://www.pref.toyama.jp/cms_s
ec/3002/kj00014295.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ総合対策事業
いじめ防止のための教員向けリーフレット「いじめの防止と解消のために」
を作成し、県内の全ての小・中・高・特別支援学校の教員に配布した。

教育委員会 平成25年3月
富山県教育委員会
小中学校課

076-444-3452

17 石川県
http://www2.police.pref.ishikawa.
lg.jp/sub.html?mnucode=280607

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

少年相談窓口の開設
いじめ110番（24時間対応）やヤングテレホン、少年サポートセンターでの
面接相談、インターネットによるメール相談等を随時受け付けている。

石川県 昭和60年～継続実施 警察本部少年課 076-225-0110

19 山梨県
http://www.pref.yamanashi.jp/gi
mukyo/documents/ijimehutouko
u.pdf

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ・不登校対応必携 県下公立小中学校・高等学校の全教職員に配布 山梨県教育庁
平成20年3月（継続事
業）

義務教育課（不登校支援
担当）
高校教育課

055-223-1789
055-223-1769

20 長野県
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoi
ku/kyogaku/shido/ijime/shienshi
tsu.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

“いじめを見逃さない”長
野県を目指す共同メッ
セージ

知事と教育委員長との合同メッセージを発出。
いじめ防止に向けた認識を県民全体で共有させる。
また、同メッセージへの賛同者を募り、県民運動として取り組む。

長野県
長野県教育委員会

平成24年8月14日

長野県県民文化部次世
代サポート課
長野県教育委員会事務
局
教育総務課　ほか

026-235-
0111(代表）

22 静岡県

https://www2.pref.shizuoka.jp/all
/file_download2100.nsf/pages/06
ABC14432FB4C1E49257B05000
4371F

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

静岡県いじめ対応マニュ
アルの作成

静岡県・市町教育委員会代表者会は、オール静岡でいじめをなくす取組を
推進するために、基本的ないじめへの対応をまとめた「静岡県いじめ対応
マニュアル」を作成し、県内の学校や教育委員会が活用するように配布し
ている。

静岡県・市町教育委
員会代表者会

平成25年1月28日
静岡県教育委員会義務
教育課

054-221-3143

25 滋賀県
別添広報資料（滋賀県警察本部
作成③）

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

暴力・いじめ防止啓発チ
ラシの作成

暴力やいじめが犯罪に該当する悪質な行為であること等を解説した主とし
て中学生向けの暴力・いじめ防止啓発チラシを作成した。

滋賀県警察本部 平成26年2月作成 少年課企画係 077-522-1231

25 滋賀県

http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/g
akko/seitosidou/ma05/ijime/plan
.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

事業名なし

平成18年度より、本県では子ども委員や大人委員による「子どもによる滋
賀県いじめ対策チーム会議」を設置し、「教職員」や「子ども」、「保護者」、
「地域」がいじめをなくすために何ができるのかという具体的な行動を議論
してきた。それを「ストップいじめアクション」としてまとめ、校内の研修会等
で活用するとともに、PTAや地域等にも啓発している。

滋賀県教育委員会 平成18年度以降

滋賀県教育委員会事務
局
学校教育課
生徒指導いじめ対策支
援室

077-528-4580



26 京都府

http://www.kyoto-
be.ne.jp/kyoto-
be/cms/?action=common_downlo
ad_main&upload_id=2888

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

京都府いじめ防止基本
方針の策定

いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）第12条の規定に基づき、
いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総
合的かつ効果的に推進するために策定。

京都府

京都府教育委員会

平成26年4月～（新規
事業）

京都府文化環境部文教
課
京都府教育委員会学校
教育課

075-414-4517

075-414-5827

26 京都府
http://www.kyoto-
be.ne.jp/syakyou/cms/

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ・非行防止キャン
ペーン事業

地域全体で子どもを包み込み育む環境づくりの一環として、京都府と京都
府ＰＴＡ協議会が協働し、府内市町（組合）立中学校94ＰＴＡで「声かけ（あ
いさつ）・見守り運動」を実施するとともに、府内の中学生による問題行動
の減少に向け、いじめ・非行防止の機運醸成を目的とした「親のための非
行防止教室」各地域ごとに実施する。

京都府ＰＴＡ協議会
平成25年4月～（継続
事業）

京都府教育庁指導部
社会教育課

075-414-5886

27 大阪府
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidos
eitoshien/hutoukou/index.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

児童生徒総合対策事業

【目的】
・児童生徒一人ひとりのよりよい人格の発達のため、いじめ、暴力行為、
不登校等、生徒指導上の課題に対する取組みを進めるとともに、緊急か
つ重篤な事象に対しチーム支援の一層の充実を図る。
【事業内容】
１．いじめ・暴力行為・不登校対策
　・２４時間電話相談の実施
２．問題を抱える子ども等の自立支援事業
　・チームによる緊急支援
　・暴力行為等が著しい小学校での「いじめ・暴力によらない問題解決力育
成プログラム」の活用
  ・市町村独自の問題解決チームによる学校支援の育成
 【対象】
 ・４１市町村（小学校６１７校、中学校２９１校）

大阪府教育委員会
平成26年4月1日～
　　平成27年3月31日

市町村教育室
小中学校課
生徒指導グループ

06-6944-3823

27 大阪府
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidos
eitoshien/jisyuteki/index.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

児童生徒総合対策事業
（生徒会活動の活性化）

上記事業のうちの「２．問題を抱える子ども等の自立支援事業」として、生
徒会活動の活性化を図っている。
【対象】
　　４１市町村（小学校６１７校、中学校２９１校）

大阪府教育委員会
平成26年4月1日～
　　平成27年3月31日

市町村教育室
小中学校課
生徒指導グループ

06-6944-3823

27 大阪府
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidos
eitoshien/sc/index.html

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
配置事業

【目的】
・スクールカウンセラー（臨床心理士）を全公立中学校に配置し、児童生徒
の心のケアや保護者等の悩みの相談、教職員への助言・援助等を行うと
ともに、学校教育相談体制の一層の充実を目指す。
【内容】
・スクールカウンセラー及びスクールカウンセラースーパーバイザーを配置
【対策】
・いじめ・不登校等対策
【配置対象】
・大阪府内全公立中学校（大阪市・堺市除く）２９１校
【配置回数】年間３５回
【事業目標】いじめ、不登校生徒数の減少

大阪府教育委員会
平成26年4月1日～
　　平成27年3月31日

市町村教育室
小中学校課
生徒指導グループ

06-6944-3823



27 大阪府
http://www.pref.osaka.lg.jp/jidos
eitoshien/sienteam/index.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

スクールソーシャル
ワーカー配置事業

【目的】
・子どもの健全育成のためには、事案に応じた組織的な対応が必要であ
る。　国事業を活用し、福祉的視点からのアセスメントやプランニングを行
い、関係機関等との連携ネットワークを構築する。
【事業内容】
・学校と福祉をつなぐ専門家として、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）
及びスクールソーシャルワーカースーパーバイザー（ＳＳＷＳＶ）を府内市
町村に派遣する。
【対策】
・虐待等に起因する問題行動対策【ＳＳＷ】社会福祉に関して専門的な知
識・経験を有する者で、かつ小中学校において相談・援助活動の経験があ
る者
【派遣回数】
・７地区　１～２回/週
【事業目標】
・ＳＳＷＳＶが参加したケース会議の実施校数の増加
・現状　　７６小中学校　１５６回
・目標　１２０小中学校　２５０回

大阪府教育委員会
平成26年4月1日～
　　平成27年3月31日

市町村教育室
小中学校課
生徒指導グループ

06-6944-3823

28 兵庫県
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~gimu-bo/index.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

保護者・地域向けいじめ
防止啓発資料の作成

学校・家庭・地域において、いじめの防止等についての理解を深めるととも
に、相談窓口等を記した資料を県内公私立小・中・校・特別支援学校（計
1,428校）の全児童生徒の保護者及び公立図書館、公民館等の社会教育
施設等に配布（693,000部）した。

兵庫県教育委員会
義務教育課

平成26年4月から現在
まで

兵庫県教育委員会 078-362-3773

28 兵庫県
http://www.hyogo-
c.ed.jp/~gimu-bo/index.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

教育相談
教育に関する諸問題について、子ども・保護者を対象に電話や面接による
カウンセリング等の支援・援助を行う。いじめ等に関する電話相談は24時
間、365日対応。

兵庫県教育委員会
義務教育課

継続事業 兵庫県教育委員会 078-362-3773

29 奈良県
http://www.pref.nara.jp/secure/
65294/sc.pdf

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活
用事業

不登校やいじめ問題等で悩む児童生徒の心の相談にあたるとともに、教
職員のカウンセリング・マインドを高め、問題行動等の未然防止や、早期
発見・早期解決に役立てている。

奈良県教育委員会
平成23年4月～（継
続）

奈良県教育委員会事務
局生徒指導支援室

0742-27-5435

29 奈良県
http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?
menuid=30214

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ問題への取組
「いじめ早期発見・早期対応マニュアル」を県内の全教員に配布し、各学校
のいじめ問題に関する対応力の向上を図り、いじめの未然防止、早期発
見・早期対応、再発防止に取り組んでいる。

奈良県教育委員会 平成24年12月
奈良県教育委員会事務
局生徒指導支援室

0742-27-5435

29 奈良県
http://www.pref.nara.jp/secure/
63511/chugaku.pdf

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

中学校における暴力行
為等減少に向けた対策

教職員を対象に、｢中学校における暴力行為事象への指導事例集」を作
成・配布し、中学校の暴力行為の減少に向けた取組を推進している。

奈良県教育委員会 平成24年10月
奈良県教育委員会事務
局生徒指導支援室

0742-27-5435

29 奈良県
http://www.pref.nara.jp/secure/
39467/ijime.pdf

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ問題への取組
教職員を対象に、「事例から学ぶいじめ対応集」を作成・配布し、「ネット上
のいじめ」をはじめとして、いじめ問題の未然防止に向けた取組を推進して
いる。

奈良県教育委員会 平成21年3月
奈良県教育委員会事務
局生徒指導支援室

0742-27-5435

30 和歌山県
http://www.pref.wakayama.lg.jp/
prefg/500100/koumoku2/sub6-
9.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

児童生徒の「いじめ問
題」「不登校」「児童虐
待」などの対策

和歌山県教育委員会のホームページ上に「和歌山県いじめ防止基本方
針」や「いじめ問題対応マニュアル」、「いじめ問題対応ハンドブック」の冊
子や、不登校、児童虐待等のリーフレットを掲載し、教職員だけでなく県民
への周知を図っている。

和歌山県教育委員
会

継続中
和歌山県教育委員会
学校指導課

073-441-3651

30 和歌山県
http://www.police.pref.wakayama
.lg.jp/notice/shounensupportcent
er/nayamisoudan.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

少年非行防止対策の強
化

「ヤングテレホン・いじめ１１０番」の名称で、電話やメール等による相談窓
口を開設し、少年補導職員等専門の相談員が、少年や保護者からの非
行、いじめ等少年問題に関する相談を受理し、指導、助言を行っている。

和歌山県警察本部
平成6年12月～（継続
事業）

和歌山県警察本部生活
安全部少年課

073-423-0110

30 和歌山県
http://www.police.pref.wakayama
.lg.jp/notice/shounensupportcent
er/nayamisoudan.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

少年非行防止対策の強
化

「ヤングテレホン・いじめ１１０番」の名称で、電話やメール等による相談窓
口を開設し、少年補導職員等専門の相談員が、少年や保護者からの非
行、いじめ等少年問題に関する相談を受理し、指導、助言を行っている。

和歌山県警察本部
平成6年12月～（継続
事業）

和歌山県警察本部生活
安全部少年課

073-423-0110



32 島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/pol
ice/04/advice/

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ被害防止対策
子どもや保護者を対象にいじめなどの悩みに関して、専門スタッフ1名を配
置し、相談受理から助言・指導等を行っている。

島根県警察
昭和50年10月～（継
続事業）

島根県警察少年女性対
策課

0852-26-0110

32 島根県

http://www.pref.shimane.lg.jp/life
/kyoiku/kikan/matsue_ec/kyouik
u_soudan/ijime_soudan_telephone
.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

「いじめ相談テレフォン」
の設置

　いじめ事案の早期発見を目的に「いじめ相談テレフォン」を設置してい
る。

島根県教育委員会
平成6年度～（継続事
業）

島根県教育センター 0852-22-5859

32 島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/ky
oikusido/index.data/25kenri-
chu.pdf

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

「子どもの権利に関する
条約」に係る啓発資料の
配布

　各学校において本条約の原則及び規定が、生徒及び保護者に対して一
層啓発されるよう、「子どもの権利条約（中学生・高校生用）啓発資料」を小
学3年生と中学１年生の全生徒に配布している。

島根県教育委員会
平成15年度～（継続
事業）

島根県教育庁教育指導
課

0852-22-5419

32 島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/life
/kyoiku/anzen/ijime/ijime_houshi
n.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

「島根県いじめ防止基本
方針」の策定

　「いじめ防止対策推進法」第12条に基づき、県内におけるいじめの防止
等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための「島根県いじめ防
止基本方針」を策定した。

島根県教育委員会 平成26年4月30日
島根県教育庁教育指導
課

0852-22-5419

33 岡山県
http://www.pref.okayama.jp/som
u/zaisei/26shinki2/09-03.pdf

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ、暴力行為等の
対策の推進

いじめ防止対策推進法の制定を機に、いじめ問題対策連絡協議会の設置
や、いじめ防止対策等調査研究委託など、いじめ防止のための施策を総
合的に推進する。

岡山県教育庁
平成26年度～(新規事
業）

岡山県教育庁生徒指導
推進室

086-226-7589

33 岡山県
http://www.pref.okayama.jp/som
u/zaisei/26shinki2/09-01.pdf

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

不登校児童生徒の解消
に向けた対策

特に、小学校の不登校の状況の改善に向け、新たな不登校児童を生まな
い取組を中心に実践的な研究を行うことで、不登校の出現割合の減少を
図る。

岡山県教育庁
平成26年度～(新規事
業）

岡山県教育庁生徒指導
推進室

086-226-7589

34 広島県
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/u
ploaded/attachment/118645.pdf

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

生徒指導集中対策プロ
ジェクト

問題行動が頻発している学校に，学校支援プロジェクトチームによる集中
的な訪問指導等を実施することにより，学校の組織的な生徒指導体制の
確立を図る。

広島県教育委員会
平成25年度４月～（継
続事業）

広島県教育委員会豊か
な心育成課

082-513-5043

35 山口県
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
cms/a50500/manual/manual.htm
l

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

「問題行動等対応マニュ
アル」の活用

学校が生徒指導上の諸課題に迅速・的確かつ組織的に対応できるよう、
問題行動発生後の対応マニュアルを示すとともに、未然防止・再発防止に
向けた取組や警察等関係機関との連携についても盛り込み、活用を促進
している。

山口県教育委員会 平成19年2月～
山口県教育庁学校安全・
体育課

083-933-4680

36 徳島県
別添広報資料（徳島県教育委員
会作成③）のとおり

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

徳島県スクールカウンセ
ラー活用事業

いじめや不登校，児童生徒の問題行動への対応に当たって，公立小・中
学校及び県立学校に徳島県スクールカウンセラーを配置し，それらを活用
する際の諸課題について調査研究を行い，教員の資質の向上及び教育
相談の充実を図るなど，児童生徒の問題行動の解決に資する。

徳島県教育委員会
人権教育課

平成13年度～（継続
事業）

徳島県教育委員会
人権教育課

088-621-3143

36 徳島県
別添広報資料（徳島県教育委員
会作成④）のとおり

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

阿波っ子スクールサ
ポートチームの派遣

学校だけでは対応できない児童生徒の問題行動に対し，関係機関が連携
した「阿波っ子スクールサポートチーム」を組織し，チーム会議の開催等問
題行動に機敏に対応する。活動内容としては(1)当該児童生徒の当面の非
行防止対策及び適正処遇の検討，(2)情報交換及び関係機関との連絡調
整，(3)児童生徒，学校及び保護者への支援，等がある。

徳島県教育委員会
人権教育課
徳島県警察本部少
年課少年サポートセ
ンター

平成15年度～（継続
事業）

徳島県教育委員会
人権教育課

088-621-3143

36 徳島県
別添広報資料（徳島県教育委員
会作成⑤）のとおり

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ等問題行動の予
防に関する実践研究指
定事業

　いじめ等の問題行動や自殺につながるおそれのある心身の病気等の予
防に関する実践研究を希望する市町村教育委員会を県教育委員会が指
定し，鳴門教育大学「予防教育科学センター」の知見を活用するとともに指
導助言や授業支援を受けながら，「徳島版予防教育」を先駆的に実践研
究し報告書にまとめる。

徳島県教育委員会
人権教育課
鳴門教育大学「予防
教育科学センター」

平成25年度～（継続
事業）

徳島県教育委員会
人権教育課

088-621-3138

36 徳島県
別添広報資料（徳島県教育委員
会作成⑥）のとおり

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いきいき児童生徒育成
事業（学校問題解決支
援チーム派遣）

児童生徒が抱える問題行動等生徒指導上の諸問題について，教職員の
対応やスクールカウンセラーによるカウンセリングだけでは解決が困難な
事案について，学校の要請に応じ，専門的な知識を有するメンバーで構成
する支援チームから事案に適した専門家を派遣し，教職員等に指導助言
を行うことにより，いじめ問題等，問題行動の解決を図る。

徳島県教育委員会
人権教育課

平成23年度～（継続
事業）

徳島県教育委員会
人権教育課

088-621-3138



36 徳島県
別添広報資料（徳島県教育委員
会作成⑦）のとおり

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

徳島県とコンビニエンス
ストアとのいじめ等を見
逃さない児童生徒の見
守り活動に関する協定
の締結
・(株)ローソン(H24)
・(株)ファミリーマート
(H25)

児童生徒のいじめ，暴力行為等の問題行動を早期に発見し，速やかに問
題解決につなげていくため，徳島県内にある店舗（加盟店を含む）におい
て，徳島県との相互協力に基づき児童生徒の見守り活動に取り組む。

徳島県教育委員会
人権教育課

平成24年度～（継続
事業）

徳島県教育委員会
人権教育課

088-621-3143

36 徳島県
別添広報資料（徳島県警察作成
⑤）のとおり

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ防止
いじめ等の問題解決に向け中学生が意見交換を行った結果を「ストップい
じめ！徳島市・名東郡『中学生サミット』として資料化し、いじめ防止の普及
を図る。

徳島県警察 平成26年2月～ 少年サポートセンター 088-622-3101

37 香川県
http://www.pref.kagawa.jp/kenky
oui/kks/photo.php?id=308

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

「いじめゼロ子どもサミッ
ト２０１５」

「いじめゼロ子どもサミット２０１５」に向けて、小中学生の実行委員を対象
としたセミナーを開催

香川県教育委員会 平成25年8月22日 香川県教委義務教育課 087-832-3742

37 香川県
http://www.pref.kagawa.lg.jp/ken
kyoui/gimu/index.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめゼロ月間
「いじめゼロ子どもサミット」での提案を踏まえ、毎年11月を「いじめゼロ月
間」とし、児童会・生徒会が中心になって、子どもたちの自発的・自治的な
「いじめゼロ」の取組を推進している。

香川県教育委員会 平成21年～ 香川県教委義務教育課 087-832-3742

37 香川県
http://www.pref.kagawa.jp/police
/kurashianzen/syounen/social_m
anner.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめゼロをめざした取
組

中学生（かがわマナーアップリーダーズ）が作成したいじめ防止啓発DVD
の制作

香川県警察
（児童生徒健全育成
等連絡協議会）

平成23年７月～ 香川県警察本部少年課 087-833-0110

39 高知県
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshi
ki/311001/hikitugi.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

発達障害等のある幼児
児童生徒の支援をつな
ぐ　就学時引き継ぎシー
ト（例）・支援引き継ぎ
シート(例）の活用

子どもたちの将来の自立や社会参加を見通し一人一人の教育的ニーズに
応じるために、就学前から高等学校卒業までの一貫した支援を行い、積み
上げてきた指導や支援を確実に次の学校につなぐ仕組みとして引き継ぎ
の様式例を作成し、普及を図っている。

高知県教育委員会 平成25年から継続中
高知県教育委員会
特別支援教育課

088-821-4741

40 福岡県
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/co
ntents/h26-ijime-stop.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ防止リーフレット
いじめをなくすため啓発資料としてリーフレットを作成し、小学校5年生～中
学校3年までの児童・生徒及びその保護者に配布

福岡県 毎年10月配布 福岡県青少年課 092-643-3388

44 大分県
http://kyouiku.oita-
ed.jp/sidou/2014/04/post-
16.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

大分県いじめ防止基本
方針に基づくいじめ防止
事業

いじめの未然防止、早期発見、早期解消にむけて県が取り組む事項等に
ついて基本方針を示し、いじめの対応に取り組む。

大分県 平成26年4月～
大分県教育庁
生徒指導推進室

097-506-5543

44 大分県
http://kyouiku.oita-
ed.jp/sidou/2013/04/post-8.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

大分県いじめ解決支援
チーム事業

学校において発生する重篤ないじめの解決に向けて臨床心理士が中立的
立場に立ち支援、助言等を実施。

大分県
平成25年4月～（継続
事業）

大分県教育庁
生徒指導推進室

097-506-5543

44 大分県
http://kyouiku.oita-
ed.jp/sidou/2014/04/post-
17.html

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配
置事業

いじめ、不登校等の学校問題行動に対してカウンセリング機能の充実を図
るため、臨床心理士など「心の専門家」であるスクールカウンセラーを配置
し、児童生徒、保護者のカウンセリング等による支援を実施している。

大分県
平成７年～（継続事
業）

大分県教育庁
生徒指導推進室

097-506-5543

46 鹿児島県

http://www.pref.kagoshima.jp/ba
04/kyoiku-
bunka/school/shidou/ijimebousik
ihonhousin.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ防止対策推進事
業

いじめの早期発見のための措置，相談体制の整備，いわゆるネットいじめ
対策の推進などとともに，各学校や自治体におけるいじめ防止の対策の
ための組織を置くことなど，いじめ防止対策推進法が求める取組や各組織
の円滑な運営を行うことにより，いじめの防止に資する。

鹿児島県教育庁 平成26年度新規
鹿児島県教育庁義務教
育課

099-286-5298

46 鹿児島県

http://www.pref.kagoshima.jp/ba
04/kyoiku-
bunka/school/shidou/hotline.htm
l

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

電話相談事業
（かごしま教育ホットライ
ン）

いじめ問題等に悩む子どもや保護者等が，夜間・休日を含めて２４時間い
つでも相談できる体制を整備することにより，いじめ問題等の早期対応の
充実を図る。

鹿児島県教育庁
平成19年度から継続
中

鹿児島県教育庁義務教
育課

099-286-5298



47 沖縄県
http://www.police.pref.okinawa.jp
/shokai/seikatsuanzen/shonenka
/support01.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

少年相談・被害少年支
援活動

犯罪やいじめ等の被害を受けた少年に対し、心理学等の専門的な知識を
有する少年補導職員が、精神的ダメージの回復やその軽減に向け、継続
的な支援活動を行っております。また、必要に応じて専門のカウンセラー
によるカウンセリングも行っております。

沖縄県警察 継続
沖縄県警察本部生活安
全部少年課少年サポー
トセンター

098-862-0110

47 沖縄県
http://www.pref.okinawa.jp/edu/
gimu/jujitsu/data/ijime.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

沖縄県いじめ対応マニュ
アルの作成

いじめへの適切な対応と児童生徒自らいじめを解決する力を身につける
ための指導の在り方について理解しそれらに基づいた着実な実践を通し
ていじめの早期発見・早期解決を図るためにマニュアルを作成したもの。

沖縄県教育委員会 継続
沖縄県教育庁義務教育
課

098-866-2741

49 仙台市
http://www.city.sendai.jp/kyouik
u/k-soudan/boshi2.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ問題への取組
○仙台市いじめ防止基本方針
○いじめ防止マニュアル
○主な取組の紹介

仙台市 継続事業
教育局学校教育部教育
相談課

022-214-8878

49 仙台市
http://www.city.sendai.jp/kyouik
u/k-soudan/index02.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

学校生活及びそれ以外
での子どもに関する問
題への対応

子どもの様々な問題に対して「心のケア推進事業」を展開し、子どもたちの
「心」をサポートする。

仙台市 継続事業
教育局学校教育部教育
相談課

022-214-8878

51 千葉市
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/
gakkokyoiku/shido/ijime_bousi_tai
ou.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

①いじめ等の対策及び
調査委員会
②学校問題解決推進事
業
③学校生活支援員活用
事業

①は平成２６年第１回定例市議会で条例制定した。外部専門家により、い
じめ等の実効的な対策を審議するとともに、重大事態等に対して教育委員
会の諮問を受けて調査する。
②、③は、外部専門家によるチームで、いじめや非行等の防止を図るとと
もに、保護者からの要望等による学校問題を適切に解決する。

千葉市教育委員会
平成26年4月～（継続
事業）

千葉市教育委員会
学校教育部
指導課

043-245-5935

52 横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/k
yoiku/bunya/ijimekonzetuwomez
ashite.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ根絶を目指した取
組

いじめの根絶を目指した取組のひとつとして、大人一人ひとりがいじめに
ついて理解を深め、学校、家庭、地域が連携した取組を一層充実させるた
め、保護者向けのいじめ防止に関する啓発リーフレットを作成し、全市立
学校の保護者及び地域等へ配布した。

横浜市教育委員会 平成25年9月
横浜市教育委員会事務
局人権教育・児童生徒課

045-671-3250

52 横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/k
yoiku/bunya/yokohamakodomok
aigi.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

横浜子ども会議の開催
いじめ根絶に向けて、子どもたち自身がいじめを自らの問題として考え、話
し合い、具体的な行動につなげる「横浜子ども会議」を開催し、いじめ根絶
に向けたアピール文を採択した。

横浜市教育委員会 平成25年6月～8月
横浜市教育委員会事務
局人権教育・児童生徒課

045-671-3250

52 横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/k
yoiku/bunya/bunya16000.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

横浜市児童・生徒指導
中央協議会

教育委員会、警察、PTA、青少年健全育成団体、関係行政機関等、児童
生徒の健全育成に取り組む関係機関・団体等が一堂に会し、子どもを取り
まく問題やいじめなど児童・生徒指導上の今日的な課題について協議を重
ねている。

横浜市教育委員会
平成25年度（6月、1
月）

横浜市教育委員会事務
局人権教育・児童生徒課

045-671-3250

52 横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/k
yoiku/sidou1/kodomokaigi/20140
909181202.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

（第２回）横浜子ども会
議の開催

　第2回目となる「横浜子ども会議」では、昨年採択したアピール文の具体
的な取組を話し合い、「横浜子どもアクション」を採択した。今後、全市立学
校で具体的な行動に取り組む。

横浜市教育委員会 平成26年6月～8月
横浜市教育委員会事務
局指導企画課

045-671-3266

52 横浜市
http://www.city.yokohama.jp/ne/
news/press/201412/20141201-
022-20217.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ防止啓発月間の
実施

　平成25年12月に策定した「横浜市いじめ防止基本方針」に基づき、社会
全体でいじめ根絶を目指し取り組むため、12月を「いじめ防止啓発月間」と
定め、全市的にいじめ防止の啓発を推進する。

横浜市教育委員会 平成26年12月
横浜市教育委員会事務
局人権教育・児童生徒課

045-671-3250

52 横浜市
http://www.city.yokohama.jp/ne/
news/press/201411/20141117-
022-20102.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ防止キャンペーン
の開催

　12月の「いじめ防止啓発月間」の取組の一環として、いじめ防止の啓発
を広く市民に周知するため、子どもの健全育成図る関係団体との協働によ
り、「いじめ防止キャンペーン」を開催した。

横浜市教育委員会 平成26年12月7日
横浜市教育委員会事務
局人権教育・児童生徒課

045-671-3250

56 静岡市
http://www.gakkyo.shizuoka.edn
et.jp/newsfile/静岡市いじめ防止
等のための基本方針.pdf

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめ防止等の対策

平成26年3月に「静岡市いじめ防止等のための基本方針」を策定し、6月議
会にて「いじめ問題対策連絡協議会」（9月と1月に開催）を条例設置した。
平成24年度に作成したいじめ防止マニュアルを基本方針に合わせて改訂
する。

静岡市教育委員会 平成26年度
教育委員会　学校教育
課

054-354-2533

59 京都市
別添広報資料（京都市作成）のと
おり※資料差替

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

交際相手等からの暴力
に関する若年層への啓
発の推進

　若年層を対象としたイベントにおいて，パネル展示や啓発冊子の配布を
行う。

京都市文化市民局
平成20年1月～(継続
事業）

京都市文化市民局
共同参画社会推進部
男女共同参画推進課

075-222-3091



61 堺市
http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/kyoiku/oshirase/mizenboshi.
html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

いじめの未然防止に向
けて

いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「堺市
いじめ防止基本方針」を策定。

堺市 平成26年度策定 学校教育部生徒指導課 072-228-7436

61 堺市
http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/kyoiku/gakko/chitsujokakki.h
tml

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

秩序と活気のある学校
づくり

学校・家庭・地域・関係機関が連携して、子どもたちの規範意識の醸成に
取り組み、静謐な教育環境を確立し、認め合い、学び合う集団づくりを推
進。
いじめ問題をはじめ、学校におけるさまざまな生徒指導上の課題に対応
し、問題の未然防止・早期解決を図る。

堺市 継続中 学校教育部生徒指導課 072-228-7436

64 広島市
http://www.city.hiroshima.lg.jp/w
ww/contents/0000000000000/1
139965146248/

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

広島市青少年総合相談
センター

「いじめ110番」として24時間体制でいじめ相談について電話で受け付けて
いる。

広島市教育委員会 24時間
広島市教育委員会
青少年育成部育成課

082-242-2110

64 広島市
http://www.city.hiroshima.lg.jp/w
ww/contents/0000000000000/1
371014219246/

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

広島市青少年総合相談
センター

『「子どものいじめ」に関する情報提供窓口』に具体的内容を入力し送信す
る。

広島市教育委員会 24時間
広島市教育委員会
青少年育成部育成課

082-242-2013

64 広島市
http://www.city.hiroshima.lg.jp/w
ww/genre/0000000000000/1397
725718174/index.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

広島市いじめ防止等の
ための基本方針の策定

いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）第１２条にの規定に基づ
き、いじめの未然防止、いじめの早期発見及び認知したいじめへの対処の
ための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定。

広島市教育委員会 平成26年3月～
広島市教育委員会
学校教育部生徒指導課

082-504-2786

66 福岡市
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kyo
iku-
iinkai/shido/ed/ijimezero.html

いじめ･暴力行為等の問題行
動への対応

平成26年度　いじめゼロ
プロジェクト

（１）いじめ撲滅をめざして児童生徒が主体的に取り組み，児童会・生徒会
等の活動を活性化させるために，１学期に「いじめゼロ取組月間」を全小
中学校で実施。
（２）今後のいじめ撲滅の取組への課題を明確にするために，8月21日に
全小中学校代表児童生徒が参加する「いじめゼロサミット2014」を開催。
児童生徒の採択により，毎月10日を福岡市「いじめゼロの日」に決定し，
今後の取組の重点を発信。

福岡市教育委員会 平成26年度
福岡市教育委員会 指導
部 学校指導課

092-711-4639



都道府
県・政令
指定都市

事業が掲載されたＨＰのＵＲＬ、
又は広報資料のＰＤＦファイル

区分 事業名等 実施状況 事業の実施主体 実施日・期間 担当部署名
問い合わせ先
電話番号

1 北海道
http://www.police.pref.hokkaido.l
g.jp/info/seian/syounen/yurusan
ai-porno/zero-tolerance.html

青少年の福祉を害する犯罪被
害の防止

児童ポルノ根絶に向け
た取組及び概況につい
て

北海道警察ホームページ上に掲載。
児童ポルノ根絶に向けた取組や、補導・検挙状況の概況等について記載
している。

北海道警察
平成25年10月から現
在まで

北海道警察本部生活安
全部少年課

011-251-0110
(内線3069)

6 山形県
http://www.pref.yamagata.jp/ken
fuku/eisei/ranyoboshi/80100032
5otonakenminundou.html

青少年の福祉を害する犯罪被
害の防止

青少年健全育成活動推
進事業
（「大人が変われば子ど
もも変わる」県民運動の
推進）

　大人自身が、地域社会の一員として自ら姿勢を正し、子どもの良き手本
となるよう、社会のモラルやルールを守り、子どもたちを育てる健全な社会
環境づくりを推進するもの。
　県や市町村、青少年育成関係機関・団体を中心に、家庭・学校・地域が
一体となって運動を進めている。平成25年度は217の機関・団体から共催
を得て、運動が展開された。

山形県、山形県教育
委員会、山形県警
察、山形県青少年育
成県民会議

平成12年度～（年度ご
とに継続して実施）

山形県子育て推進部若
者支援・男女共同参画課
山形県青少年育成県民
会議

023-630-2694

12 千葉県
http://www.pref.chiba.lg.jp/jika/p
ress/orenji261031.html

青少年の福祉を害する犯罪被
害の防止

子ども虐待防止地域力
強化事業

増加・深刻化する児童虐待の防止に向け，県民の正しい知識と理解を深
めるとともに，通告義務や相談機関の周知を図るため、児童虐待防止推
進月間の１１月を中心に，関係機関と連携して啓発活動を実施している。

千葉県
平成18年～（継続事
業）

千葉県健康福祉部
児童家庭課

043-223-2357

13 東京都
http://www.seisyounen-
chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/
pdf/jidouporno.pdf

青少年の福祉を害する犯罪被
害の防止

児童ポルノ対策
児童ポルノの被害防止を図る観点から、条例第18条の６の２に基づき、児
童ポルノの根絶に資するリーフレットを作成・配付している。

東京都
平成24年度～（継続
事業）

東京都青少年・治安対策
本部総合対策部青少年
課

03-5388-3172

13 東京都
http://www.keishicho.metro.toky
o.jp/seian/ken_iku/ken_iku.htm

青少年の福祉を害する犯罪被
害の防止

青少年の福祉犯被害防
止対策

青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害する行為
を防止し、青少年の健全な育成を図るため、条例の概要を広報啓発してい
る。

警視庁 継続事業
警視庁生活安全部少年
育成課

03-3581-4321

13 東京都
https://www.keishicho.metro.tok
yo.jp/anket/child_porno.htm

青少年の福祉を害する犯罪被
害の防止

児童ポルノ被害防止対
策

児童の権利を守るために、児童ポルノの根絶に向けた対策を強化する一
方、児童ポルノに関する事件情報を求めている。

警視庁 継続事業
警視庁生活安全部少年
育成課

03-3581-4321

27 大阪府

http://www.pref.osaka.lg.jp/chian
taisaku/seihanzaitaisaku/index.h
tml 青少年の福祉を害する犯罪被

害の防止
子どもを性犯罪から守る
取組み

・「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」を平成２４年１０月に施行し、１３
歳未満の子どもに不安を与える行為や威迫する行為等を罰則付きで禁止
するとともに、再犯防止対策として、１８歳未満に対する一定の性犯罪を犯
し、その刑期が満了した日から５年以内に大阪府内に住所を定めた者に
対し、住所等の届出を義務付け、社会生活相談、専門プログラムによる治
療教育等の社会復帰支援を実施。
・子どもや女性を犯罪から守るため、独自に自治会等に対し防犯カメラ設
置補助制度を創設・拡大する市町村に対する補助事業や地域の防犯ボラ
ンティアの取組みを支援する地域防犯力向上事業等を展開。

大阪府
平成24年10月～（継
続事業）

大阪府政策企画部青少
年・地域安全室治安対策
課

06-6944-6483

27 大阪府
http://www.pref.osaka.lg.jp/chian
taisaku/kodomobouhanntaishi/in
dex.html

青少年の福祉を害する犯罪被
害の防止

大阪府子ども防犯大使
の任命

子どもの安全を確保するため、企業・団体等と連携しながら、「大阪府子ど
も防犯大使」を中心とした防犯広報活動の展開や啓発冊子等の製作、防
犯ブザーの普及促進などの取組みを推進。

大阪府
平成25年10月29日～
（継続事業）

大阪府政策企画部青少
年・地域安全室治安対策
課

06-6944-6484

29 奈良県
http://www.police.pref.nara.jp/00
00001064.html

青少年の福祉を害する犯罪被
害の防止

児童ポルノ被害防止対
策

学校や教育委員会等と連携の上、非行・被害防止教室を開催し、児童生
徒に対して児童ポルノ被害等の危険性について啓発。

奈良県警察
平成25年4月5日～
（継続事業）

奈良県警察本部生活安
全部少年課

0742-23-0110
（内線3093）

37 香川県
別添広報資料（香川県作成②）
のとおり

青少年の福祉を害する犯罪被
害の防止

少年非行・被害防止に
むけた取組み

深夜外出の制限、有害図書の購入等、青少年の非行と被害防止について
青少年の立場から理解するポスター等の作製と周知

香川県 平成26年４月～
県民活動・男女共同参画
課

087-832-3196

青少年環境整備に係る事業等一覧表



都道府
県・政令
指定都市

事業が掲載されたＨＰのＵＲＬ、
又は広報資料のＰＤＦファイル

区分 事業名等 実施状況 事業の実施主体 実施日・期間 担当部署名
問い合わせ先

電話番号

1 北海道
http://www.police.pref.hokkaido.l
g.jp/info/seian/syounen/hikou-
month/seian_boy.htm

その他
北海道内の少年非行の
概況について

北海道警察ホームページ上に掲載。
北海道内の少年非行の概況などについて、毎月更新し、情報発信してい
る。

北海道警察
毎月中旬頃に更新
（更新の都度、過去の
ものは削除）

北海道警察本部生活安
全部少年課

011-251-0110
(内線3069)

2 青森県
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/
family/kenminkaigi-jigyou.html

その他
情報啓発紙「青い樹」の
作成・配付

　青少年健全育成への意識啓発を図る目的で、情報啓発誌「青い樹」を作
成し、中学生のいる家庭等へ配布する。

青森県
青少年育成青森県
民会議

毎年、夏休み前を目
途に発行

環境生活部　青少年・男
女共同参画課
青少年育成青森県民会
議

017-734-9224
017-734-9226

2 青森県
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/
family/inochi.html

その他
命を大切にする心を育
む県民運動推進事業

　平成16年度に「命を大切にする心を育む県民運動推進会議」を設立し、
民間と行政が協働し、県民総ぐるみで運動を推進している。
　活動内容の紹介や報告書の作成・配布による情報発信等を行うことで、
県民運動の促進と県民への浸透を図っている。また、県民運動に対する
県民の関心をより高めるため、県民運動推進フォーラムを開催している。

青森県
平成16年～（年度ごと
に継続して実施）

環境生活部　青少年・男
女共同参画課

017-734-9226

2 青森県
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/
family/seisyounen-
kisotyousa.html

その他

青少年行政基礎調査事
業（「青少年の意識に関
する調査」及び「青少年
白書」）

　（１）青少年の意識の現状や将来展望・社会との関わりなどについて意識
調査を実施し、その実態をまとめた「青少年の意識に関する調査」実施報
告書の作成と、（２）青少年の現状と問題点、対策をまとめた青少年白書
「青森の青少年」の作成を隔年で実施している。（平成２６年度は（１）の意
識調査を実施している。）

青森県 昭和40年～
環境生活部　青少年・男
女共同参画課

017-734-9226

3 岩手県

http://www.pref.iwate.jp/dbps_da
ta/_material_/_files/000/000/007
/010/iwate_seishounen_ikusei_pla
n_h23_03.pdf

その他
いわて青少年育成プラ
ン

青少年の健全育成のあるべき姿を実現するため、青少年はもとより、家
庭、地域、企業・職場、学校、行政がどのような役割を担い、また、成長の
機会を積極的に提供するために、どのように取り組んでいくかという青少
年健全育成の基本方針を示すとともに、それを実現するための推進方策
を示すもの。

岩手県
通年（平成26年度にお
いて改訂予定）

環境生活部若者女性協
働推進室

019-629-5392

4 宮城県
http://www.pref.miyagi.jp/site/s
ub-jigyou/gak-mannerup-
index.html

その他
みやぎ高校生マナーアッ
プ運動

社会人として必要なマナー等について生徒が自分たちの問題として，自ら
考え互いに話し合う機会を設けることで，規範意識を身につけ，社会人とし
ての基礎力を育むために，推進校の指定，周知啓発活動（ポスターの作
成・配布及び車内掲示），マナーアップ・キャンペーンの開催（JR東日本等
と連携），マナーアップ・フォーラムの開催等を行う。

宮城県教育庁
平成22年4月～（継続
事業）

宮城県教育庁高校教育
課学校経営・生徒指導班

022-211-3626

4 宮城県
http://www.pref.miyagi.jp/site/s
ub-jigyou/gak-consult-
index.html

その他 総合教育相談事業
いじめ・不登校への総合的な対策として，専門の相談員による面接及び電
話相談を行う。

宮城県教育庁
宮城県総合教育セン
ター

平成24年4月～（継続
事業）

宮城県教育庁高校教育
課学校経営・生徒指導班

022-211-3626

4 宮城県
http://www.pref.miyagi.jp/site/s
ub-jigyou/gak-map-index.html

その他
心の復興支援プログラ
ム推進事業

児童生徒の東日本大震災によるストレスや困難を共に乗り越えるために，
復興に向けて心をひとつにした集団づくりを目指すとともに，一人ひとりが
心の復興を図ることができるよう，ＭＡＰ（みやぎアドベンチャープログラム）
の手法を取り入れた集団活動等を実施する。

宮城県教育庁
平成24年4月～（継続
事業）

宮城県教育庁高校教育
課学校経営・生徒指導班

022-211-3626

青少年環境整備に係る事業等一覧表



4 宮城県
別添広報資料(宮城県警察作成）
のとおり

その他

非行防止合言葉「まけな
いよ」を活用した少年の
非行防止、健全育成広
報啓発

「まけないよ」の５文字は、「万引きしない（万引き、自転車盗は犯罪）、ケー
タイあぶない（携帯電話へのフィルタリング）、なぐらない（暴力は犯罪）、い
じめない（いじめは心の暴力）、夜遊びしない（深夜はいかいの危険性）」の
頭文字で、非行防止や健全育成意識の向上を図ることを目的として、非行
防止教室や各種キャンペーンで活用している。

宮城県警察
平成24年～（継続事
業）

宮城県警察本部生活安
全部少年課

022-221-7171

4 宮城県
http://www.police.pref.miyagi.jp/
hp/syonen/polaris/polaris.html

その他
大学生健全育成ボラン
ティア「ポラリス宮城」

大学生が少年警察ボランティアとして街頭活動や居場所づくり、情報発信
等を行い、青少年の健全な育成を目的として活動している。

宮城県警察
平成16年～（継続事
業）

宮城県警察本部生活安
全部少年課

022-221-7171

4 宮城県
http://www.police.pref.miyagi.jp/
hp/syonen/arcashp/arkas.html

その他
児童健全育成ボランティ
ア「アルカス」

小学生、中学生、高校生の子どもたちで構成され、子どもたちが主体的に
健全育成活動や非行防止活動に参画することにより、自ら規範意識、防
犯意識を高めるとともに、子どもたちの視点から情報発信活動を行ってい
る。

宮城県警察
平成19年～（継続事
業）

宮城県警察本部生活安
全部少年課

022-221-7171

4 宮城県
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki
/kosodate/dv-taisaku.html

その他
宮城県ＤＶ予防啓発事
業

若年層からのＤＶ及びデートＤＶ防止に関する啓発を図るため，中学生・高
校生向けリーフレットを作成し，県内の中学校・高校・各種学校等へ配布し
ている。

宮城県
平成21年度～（継続
事業）

宮城県保健福祉部子育
て支援課

022-211-2633

6 山形県
https://www.pref.yamagata.jp/bu
nkyo/kyoiku/chu/901000325seis
younengaiyou.html

その他
青少年行政推進事業
（「山形県の青少年の概
要」の発行）

山形県青少年健全育成条例に基づき、青少年及び青少年を取り巻く環境
の状況並びに青少年の健全育成に関する施策の実施状況をまとめ、広く
県民に紹介するために作成したもの。

山形県子育て推進部
若者支援・男女共同
参画課

平成22年度～（年度ご
とに継続して発行）

山形県子育て推進部若
者支援・男女共同参画課

023-630-2694

6 山形県
別添広報資料（真室川町青少年
育成町民会議作成）のとおり

その他

広報誌｢真室川町青少
年
育成町民会議ニュース｣
の発行

青少年育成町民会議の活動状況を記載した広報誌を作成。町内全域で隣
組回覧を実施。

真室川町青少年育
成
町民会議

平成26年7月10日
真室川町教育委員会
教育課
生涯学習・スポーツ担当

0233-62-2305

7 福島県
http://fukushima-youth.com/
conference/sougousoudan-
center

その他
青少年総合相談支援事
業

・総合相談の専門スタッフが、家庭、学校問題
　等について助言、専門機関の紹介等を行う。
・関係機関による連絡調整、支援状況の把握。

福島県青少年育成
県民会議

平成23年10月～（継
続事業）

福島県青少年・男女共生
課

024-521-7187

7 福島県
別添広報資料（福島県警作成
②）のとおり

その他
少年非行活動防止推進
事業（少年非行防止小
冊子）

暦年の少年非行の実態についての分析と検討結果を取りまとめた資料。
少年非行防止会議等で部内外の関係者へ配布している。

福島県警 継続事業 福島県警本部少年課 024-522-2151

8 茨城県
http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei
/a01_safety/youth/consult.html

その他 少年相談コーナー
少年の非行・犯罪の被害などについて、少年自身や保護者等から、電話・
Ｅ－メールで相談を受けている。相談者の要望等により継続的な面接相談
も実施している。

茨城県警察

電話相談　昭和58年
～
Ｅ－メール相談　平成
11年～

茨城県警察本部
生活安全部
少年課

029-301-0110

8 茨城県
http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei
/a01_safety/youth/center.html

その他 少年サポートセンター
警察本部少年課内に設置され、警察職員（少年補導職員）やボランティア
が、少年の非行防止・健全育成、犯罪被害からの立直り支援等を行ってい
る。

茨城県警察 平成11年4月～
茨城県警察本部
生活安全部
少年課

029-301-0110

10 群馬県
http://www.police.pref.gunma.jp/
subindex/date/subindex10.pdf

その他
少年育成センターの案
内

　少年の非行防止と健全育成を目的に、警察本部少年課の機関として設
立された。
　学校、教育委員会等の関係機関や少年補導員等ボランティアと協力して
少年相談、少年の居場所づくり（ふれあい活動）、非行防止（体験型）・薬
物乱用防止、少年の補導活動、児童虐待防止活動、被害少年の支援活
動等を実施している。

群馬県警察
平成24年4月～（継
続）

生活安全部少年課

027-264-0110
（内線
3063,3064,3085
）



10 群馬県
http://www.police.pref.gunma.jp/
subindex/data/gyakutai.pdf

その他 児童虐待防止
児童相談所等の関係機関と連携し、児童虐待防止のための広報活動を行
うと共に児童虐待に関する相談や通報に迅速に対応し、被害児童の早期
発見、保護活動を実施している。

群馬県警察 平成12年～（継続） 生活安全部少年課

027-264-0110
（内線
3063,3064,3086
）

10 群馬県
http://www.police.pref.gunma.jp/
subindex/syonen.html

その他 少年柔道剣道教室
小・中学生を中心とした少年に礼儀や規範意識、忍耐力を身につけさせ、
少年の非行防止及び健全育成に資するため、県内の警察署において、少
年柔道剣道教室を実施している。

群馬県警察
平成21年10月～（継
続事業）

生活安全部少年課

027-264-0110
（内線
3063,3064,3087
）

11 埼玉県
http://www.police.pref.saitama.lg.
jp/c0030/kurashi/soudan-
sisyunnki.html

その他
思春期の子どもを持つ
親へ

思春期における子どもの心理と行動や、親の対応などについてまとめたパ
ンフレット

埼玉県警察 継続
埼玉県警察本部生活安
全部少年課

048-832-0110
(内線3102)

11 埼玉県
http://www.police.pref.saitama.lg.
jp/c0030/kenke/times.html

その他
少年サポートセンター
Times

少年の非行防止、犯罪被害抑止のために発行しているニュース 埼玉県警察 継続
埼玉県警察本部生活安
全部少年課

048-832-0110
(内線3123)

11 埼玉県
http://www.police.pref.saitama.lg.
jp/c0030/kenke/syonenhikouhak
usyo.html

その他 少年非行白書 少年の非行情勢をまとめた白書 埼玉県警察 継続
埼玉県警察本部生活安
全部少年課

048-832-0110
(内線3074)

11 埼玉県
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0
307/soudannsienn/index.html

その他
青少年相談支援情報サ
イト

様々な青少年の悩みについて、行政・民間等の相談機関等を掲載 埼玉県 継続
埼玉県県民生活部
青少年課

048-830-2904

12 千葉県
http://www.kplaza.pref.chiba.lg.jp
/emanabi_pc/

その他
ウェブサイト「親力アップ
いきいき子育て広場」事
業

子どもの発達段階に応じた生活習慣やしつけ、道徳心等、家庭で直面す
る問題への対応の仕方や子育て情報を、Ｗｅｂサイト「親力アップいきいき
子育て広場」で発信し、親力の向上を図る。

千葉県教育庁
平成22年12月～（継
続事業）

千葉県教育庁
教育振興部生涯学習課

043-223-4069

12 千葉県
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyoui
ku/shougaku/renkei/kateikyouik
u/gakkoukara.html

その他
「学校から発信する家庭
教育支援プログラム」活
用事業

すべての家庭の家庭教育力の向上を図るために公立保育所・幼稚園・小
中学校等に配布した、「家庭教育支援プログラム」の活用を推進する。

千葉県教育庁
平成22年4月～（継続
事業）

千葉県教育庁
教育振興部生涯学習課

043-223-4069

12 千葉県
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyoui
ku/shougaku/renkei/kateikyouik
u/leaflet.html

その他
家庭教育リーフレット活
用事業

子どもの教育に関心の低い家庭、子育てに悩む家庭など、すべての家庭
を支援するため、多くの親が参加する3歳児健診、小・中学校の入学式等
に、基本的な生活習慣や家庭学習・読書習慣など家庭教育のポイントをま
とめたリーフレットを配布し、家庭の教育力向上を図る。

千葉県教育庁
平成22年4月～（継続
事業）

千葉県教育庁
教育振興部生涯学習課

043-223-4069

12 千葉県
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyoui
ku/shougaku/renkei/minishuukai
/index.html

その他
学校を核とした県内１０
００か所ミニ集会

地域住民の声を学校運営に生かす開かれた学校づくりや地域コミュニティ
の構築を目的として、原則として県内全ての公立小・中・高・特別支援学校
を会場に、学校職員と保護者や地域住民とが学校・家庭・地域の様々な教
育課題について、膝を交えて本音で語り合うミニ集会の取組を推進する。

千葉県教育庁
平成12年4月～（継続
事業）

千葉県教育庁
教育振興部生涯学習課

043-223-4167

12 千葉県
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyoui
ku/shougaku/renkei/hg-
iinkai.html

その他
県立学校における「開か
れた学校づくり委員会」
設置事業

地域の住民や保護者などを委員とした「開かれた学校づくり委員会」を県
立学校に設置し、学校の自己評価をもとに学校関係者評価を行い、学校
運営上の課題を解決する方策等を検討するなど、地域に開かれた学校づ
くりを推進する。

千葉県教育庁
平成20年4月～（継続
事業）

千葉県教育庁
教育振興部生涯学習課

043-223-4069

12 千葉県
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyoui
ku/shougaku/career/taikenscho
ol.html

その他
夢チャレンジ体験スクー
ル

千葉県の多様な産業や大学等と連携を図り、第一線で活躍する企業人の
講話、職場見学や職場体験などの社会体験、大学レベルの講義の受講等
で構成する体験スクールを実施する。

千葉県教育庁
平成18年4月～（継続
事業）

千葉県教育庁
教育振興部生涯学習課

043-223-4069



12 千葉県
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyoui
ku/shougaku/career/sankanbi.ht
ml

その他
子ども参観日キャンペー
ン

子どもが親の働く姿に接し、働くことの大切さを知ることができるよう、企業
等に「子ども参観日」を実施するよう働きかけるとともに、実施した企業を
県教育委員会のWebサイト上で紹介する。

千葉県教育庁
平成19年4月～（継続
事業）

千葉県教育庁
教育振興部生涯学習課

043-223-4069

12 千葉県
http://www.police.pref.chiba.jp/s
afe_life/juvenile_delinquency/deli
nquency/

その他 ちばの少年非行
少年の非行防止と保護対策を総合的に推進するため、千葉県内における
少年非行概況を取りまとめ、広報啓発の基礎資料として千葉県警察本部
のホームページに公開している。

千葉県警察 継続事業
千葉県警察本部
生活安全部少年課

043-201-0110

12 千葉県
http://www.police.pref.chiba.jp/s
afe_life/juvenile_delinquency/gen
eral_situation/

その他 少年非行概況
少年の非行防止と保護対策を総合的に推進するため、千葉県内における
少年非行概況を取りまとめ、広報啓発の基礎資料として千葉県警察本部
のホームページに公開している。

千葉県警察 継続事業
千葉県警察本部
生活安全部少年課

043-201-0110

12 千葉県
https://www.city.narashino.lg.jp/
kurashi/bosaibohan/bohan/junior
/kirattojunia.html

その他

犯罪のない安全・安心ま
ちづくり事業
（習志野市青少年防犯
ボランティアキラット・
ジュニア防犯隊）

市内公立小学校・中学校の生徒による防犯ボランティア活動を展開し、就
学時より防犯について啓発等の意識付けを行い、自主・自立の防犯対策
や青少年の健全育成を推進する。

習志野市
平成17年～（継続事
業）

習志野市企画政策部
危機管理課

047-453-9211

13 東京都 http://www.kokoro-tokyo.jp/ その他 こころの東京革命
次代を担う子供に対し、親と大人が責任をもって正義感や倫理観、思いや
りの心を育み、人が生きていく上で当然の心得を伝えていく取組

東京都
平成12年度～（継続
事業）

東京都青少年・治安対策
本部総合対策部青少年
課

03-5388-3098

13 東京都
http://www.seisyounen-
chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/
02_shokubataiken.html

その他 中学生の職場体験

現在、社会の変化の中で、働かない若者や働くことに意義や目的を見出
せない若者が増えている。このため、将来の社会を担う子供に自立や社
会参加を促す教育を一層充実させることが必要である。
こうした教育活動の一環として、望ましい社会性や勤労観、職業観を中学
生に身に付けさせるため、都は、平成17年度から「わく(Work) わく(Work)
Week Tokyo（中学生の職場体験）」を実施している。
これは、都内全ての公立中学校の生徒が、５日間程度、学校を離れ地域
商店、地元産業、民間企業、公的施設などの職場で、実際に仕事の体験
をするものである。

東京都
平成17年度～（継続
事業）

東京都青少年・治安対策
本部総合対策部青少年
課

03-5388-3187

13 東京都
http://www.seisyounen-
chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/
18_possiamo.html

その他
早期からの「しつけ」後
押し事業

都が、区市町村の実施する子育て（しつけ）に関する取組をプログラム及
び人材提供の面から支援する。
このことを通して、親が「しつけ」の大切さを理解し、乳幼児期から「しつけ」
を当たり前のこととし、子供が社会を生きていく上で必要な忍耐力や規範
意識を養い、社会性をもった大人に育てていくことができるようにするため
の事業

東京都
平成21年度～（継続
事業）

東京都青少年・治安対策
本部総合対策部青少年
課

03-5388-3064

13 東京都 http://www.hikikomori-tokyo.jp/ その他
東京都ひきこもりサポー
トネット

ひきこもりで悩んでいる本人や家族、友人などからのメールや電話、訪問
による相談に応じ、ひきこもりから脱する方法や必要な支援機関の紹介な
どを行う事業

東京都
平成16年度～（継続
事業）

東京都青少年・治安対策
本部総合対策部青少年
課

03-5388-2257

15 新潟県
http://www.lalanet.gr.jp/nlpc/suk
oyaka_s.html

その他
家庭教育・子育て電話
相談「すこやかコール」

乳幼児から思春期の子どもの家庭教育や子育てについて、不安や悩みの
ある方からの相談に応じる。

新潟県教育庁
平成元年～〈継続事
業）

新潟県教育庁生涯学習
推進課

025-280-5617

15 新潟県
http://www.pref.niigata.lg.jp/syog
aigakushu/1356782425182.html

その他
企業における家庭教育
講座の開催支援

日ごろ、仕事などで家庭教育の学習に参加することができない保護者や
将来の子育てに役立てようという人などを対象に、家庭教育や子育てのヒ
ントを届ける講座を開催する企業等を支援する。

新潟県教育庁
平成20年～（継続事
業）

新潟県教育庁生涯学習
推進課

025-280-5617



15 新潟県
http://www.police.pref.niigata.jp/
syoukai/syounensupport/index.h
tml

その他
県警ホームページ「少年
サポートセンター」

少年問題を専門に扱う少年警察補導員を常駐させて、少年の健全育成に
向けた様々な活動を行っていることについての案内

新潟県警察
継続事業
（開始は不明）

新潟県警察本部生活安
全部少年課

025-285-0110

15 新潟県
http://www.police.pref.niigata.jp/
anzen/hodouin_syuki17/hodouin_
kihon.html

その他
県警ホームページ「少年
警察ボランティアの活動
状況」

街頭補導、少年の居場所づくり、保育園児や小学生向けの講話、街頭
キャンペーン、環境浄化といった普段の活動や効果的な活動に向けた各
種研修内容を紹介

新潟県警察
継続事業
（開始は不明）

新潟県警察本部生活安
全部少年課

025-285-0110

16 富山県
http://police.pref.toyama.jp/cms_
sec_police/6123/

その他
非行少年を生まない社
会づくり

警察では、次代を担う少年の健全育成、少年の規範意識の向上のため、
地域の絆の強化を図り非行少年を生まない社会づくりを推進している。

富山県警察本部
生活安全部少年課

平成23年2月～
(継続事業)

富山県警察本部
生活安全部少年課

076-441-2211

17 石川県
http://www2.police.pref.ishikawa.
lg.jp/sub.html?mnucode=280601

その他 児童虐待防止対策
児童虐待を早期に発見し、被害児童を早期に保護するため、関係機関と
の連携を強化し、地域住民に対する広報啓発活動、担当職員に対する教
養の実施等を行っている。

石川県 平成9年～継続実施 警察本部少年課 076-225-0110

17 石川県
別添広報資料（金沢市作成②）
のとおり

その他
「健全育成リーフレット」
の配布

自転車の安全運転を呼び掛けるリーフレットを作成し、市内小中学校の全
児童・生徒などに配布

金沢市 平成26年7月
金沢市役所教育プラザ
地域教育センター少年育
成支援室

076-220-2457

18 福井県
別添広報資料（福井県作成①）
のとおり

その他
公共交通機関における
通学マナーアップ指導

鉄道各社の協力を得て、県内公共交通機関（電車対象）において、高校生
を対象に登下校時におけるマナー指導を実施

福井県 平成26年11月中 県民安全課 0776-20-0296

18 福井県
別添広報資料（福井県警察本部
少年課作成③）のとおり

その他 サポートセンターだより
福井県警察で「サポートセンターだより」を作成し、小・中・高校の長期休業
前に保護者対象に配布

福井県警察 平成26年7月中 福井県警察本部少年課 0776-22-2880

19 山梨県
http://ikusei-
yamanashi.net/publicity/

その他 山梨の青少年（広報誌） 市町村・小中学校に配布
（公財）山梨県青少
年協会（青少年育成
山梨県民会議事業）

平成26年度で終了
青少年育成山梨県民会
議事業

055-287-6415

19 山梨県
http://www.pref.yamanashi.jp/sh
akaikyo/documents/20141021.pd
f

その他 冬の生活指導の手引
子ども・若者育成支援月間取組み事業
市町村・小中高学校に配布

山梨県教育庁 平成26年10月～12月
山梨県教育庁
社会教育課

055-223-1356

19 山梨県
http://www.pref.yamanashi.jp/sh
akaikyo/17106209685.html

その他
県内の子ども・青少年・
家庭関連の相談機関の
窓口

身体・健康・情緒・食事・性格・生活習慣・発達・思春期の問題・幼稚園、保
育所、学校関係・友達関係・親の関わり・家庭や親の問題など子育てに関
する悩み全般に対応

山梨県教育庁 継続
山梨県教育庁
社会教育課

055-223-1356

19 山梨県
http://www.pref.yamanashi.jp/sh
akaikyo/28431739050.html

その他
やまなし子ども・若者育
成指針

青少年を巡る様々な今日的課題に適切に対応し、青少年が誕生から社会
的に自立するまでの支援施策を総合的かつ体系的に構築し、効果的に推
進していくための方策を示すもの。

山梨県教育庁
通年（平成26年度にお
いて改訂予定）

山梨県教育庁
社会教育課

055-223-1357

19 山梨県
http://www.pref.yamanashi.jp/sh
akaikyo/03381329567.html

その他 青少年相談窓口の案内 県内の青少年相談機関・窓口の一覧を掲示 山梨県教育庁 継続
山梨県教育庁
社会教育課

055-223-1356



20 長野県
http://www.pref.nagano.lg.jp/jise
dai/261029gaitoukeihatu11.html その他 県下一斉街頭啓発活動

11月の「子ども・若者育成支援強調月間」のスタートにあたり県下一斉啓
発活動を実施（県下７３箇所）の広報

長野県及び市町村 平成26年11月
長野県県民文化部次世
代サポート課

026-235-7210

20 長野県
http://himawari-
nagano.jp/aisatsu.html

その他 信州あいさつ運動 毎月11日を信州あいさつの日とし、駅前や小学校などで実施
長野県青少年育成
県民会議

平成26年4月26日から
事務局長野県県民文化
部次世代サポート課

026-235-7210

20 長野県
http://himawari-
nagano.jp/05shucho/index_ss.ht
m

その他 少年の主張 平成26年度少年の主張長野県大会
長野県青少年育成
県民会議

平成26年9月16日
事務局長野県県民文化
部次世代サポート課

026-235-7210

20 長野県
http://www.pref.nagano.lg.jp/jise
dai/kyoiku/kodomo/shisaku/suis
entosho/index.html

その他 推薦図書
長野県社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書審査部会による推薦図
書（9月分、年6回）

長野県社会福祉審
議会

平成26年9月
事務局長野県県民文化
部次世代サポート課

026-235-7210

21 岐阜県
http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi
/kosodate/seishonen-
ikusei/sodan/sos.html

その他
子ども・若者育成支援
ネットワーク事業

岐阜県青少年SOSセンターを子ども・若者育成支援推進法に基づく総合相
談窓口と位置付け、幅広い分野に跨る若者の相談に対し、いわゆる「たら
い回し」を防ぐ機能を果たし、関係機関の紹介や必要な情報提供、助言を
行うとともに、市町村相談窓口の支援も実施する。

岐阜県

平成26年4月～
※SOSセンター自体
は、平成12年～継続
事業）

岐阜県環境生活部私学
振興・青少年課

058-272-8238

21 岐阜県
http://www.pref.gifu.lg.jp/police/
sodan/madoguchi/shonen-
support/index.data/tusin78.pdf

その他
少年サポートセンターに
よる非行防止・健全育成
事業

警察本部少年課と岐阜県内５地区（センター警察署）に設置された少年サ
ポートセンターにおいて、警察職員（少年補導職員等）が少年警察ボラン
ティア等と連携し、少年の非行防止・健全育成を目的に少年相談、立ち直
り支援・居場所づくり活動、被害少年への支援活動等を行っている。

岐阜県警察 平成14年～
岐阜県警察本部
生活安全部
少年課

058-271-2424

21 岐阜県
http://www.pref.gifu.lg.jp/police/
kurashi-anzen/shonen/shonen-
volunteer/index.data/ms170.pdf

その他
МＳ（マナーズ・スピリッ
ト）リーダーズ活動

МＳリーダーズ（マナーズ・スピリット・リーダーズ）活動は、少年の規範意
識の高揚と少年の健全育成を図るため、岐阜県内の高校生を対象として
自主的な参加を募り、自発的な社会参加活動や規範意識啓発活動を推進
しており、警察は各学校等と連携し、活動の支援を行っている。

岐阜県警察 平成14年4月～
岐阜県警察本部
生活安全部
少年課

058-271-2425

23 愛知県
http://www.pref.aichi.jp/0000078
269.html

その他
「家庭の日」県民運動の
実施

愛知県では毎月第3日曜日を「家庭の日」とし、子どもの健やかな成長を願
い、家族みんなが顔をそろえてふれあいを深めていくために県民運動を実
施しています。

愛知県 毎月
愛知県県民生活部社会
活動推進課

052-954-6175

24 三重県

http://www.mie-
cc.or.jp/map/wp-
content/uploads/2014/10/60053
dd8d00c20f2939dbc0817ac3ea8.
pdf

その他
子ども虐待防止・いじめ
防止啓発事業

　子ども虐待防止に対する関心と理解を深めてもらい、一人でも多くの子
どもを虐待から守ることができるよう、企業や子育て支援団体など多様な
主体と連携して啓発活動を行っている。

三重県
公益財団法人三重こ
どもわかもの育成財
団

平成24年度から「子ど
も虐待防止・いじめ防
止」啓発キャンペーン
として取り組み実施。

三重県子ども家庭局
公益財団法人三重こども
わかもの育成財団

0598-23-7735

24 三重県
http://www.mie-
cc.or.jp/ikuseihp/index.html

その他 子ども若者育成事業
　子ども若者育成のため研修会、調査研究、コンクール等の実践と、地域
の活動を支援する子ども若者育成事業を実施。

公益財団法人三重こ
どもわかもの育成財
団

平成16年～
公益財団法人三重こども
わかもの育成財団

0598-23-7735

29 奈良県 http://www.kodomo.pref.nara.jp/ その他
子育てネットなら運営事
業

子育て情報のポータルサイト「子育てネットなら」を運営し、子ども・子育て
に関する情報を、総合的、一元的に提供。「なら子育て応援団」事業の団
員のサービス内容の紹介や会員登録などを行うサイトや、子育てを応援す
るメッセージ、子育てのコツなど身近な話題をコラムとして発信するサイト
などを掲載。また、「子育てメールなら」で県内の子育て関連の情報を登録
者に発信。

奈良県
平成16年～（継続事
業）

奈良県子育て支援課 0742-27-8603



32 島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/pol
ice/04/recovery/

その他 子ども支援

子ども支援センターを県内4市に設置し、様々な困難を抱える子どもや、そ
の保護者、地域住民からの相談に応じ、助言や指導、立ち直り支援を通じ
て問題解決を図るほか、地域ぐるみで子どもたちの健全育成を図る施策を
行っている。

島根県警察
平成18年4月～（継続
事業）

島根県警察少年女性対
策課

0852-26-0110

32 島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/pol
ice/04/as/a.html

その他
子どもの自立支援と環
境確保に向けた連携

県環境生活部・健康福祉部、県教育委員会、私立中学高等学校連盟、警
察本部の5部局の連携により子どもの自立と安全環境に向けた施策を
行っている。

島根県警察
平成21年7月～（継続
事業）

島根県警察少年女性対
策課

0852-26-0110

32 島根県

http://www.pref.shimane.lg.jp/life
/child/seishou/torikumi/kodomo
/kodomowakamono.data/siennm
appu.pdf

その他 子ども若者育成支援

島根県内の支援機関を一覧にした「しまね子ども・若者支援マップ」を作成
しました。
　「ひきこもり」「不登校」「発達障がい、心の健康」「ニート、就労」「非行、Ｄ
Ｖ」などに関する支援機関の名称、所在地　及び電話番号を掲載していま
す。

島根県
平成24年4月～H26年
3月31日

島根県健康福祉部青少
年家庭課

0852-22ｰ6524

32 島根県
http://www.shimane-
youth.gr.jp/844

その他 子ども若者育成支援
毎月第3日曜日は「しまね家庭の日」運動
家庭のあり方について見つめなおし、家族でふれあう時間を作るために設
けられた日です。

島根県
青少年育成島根県
民会議

平成14年～継続事業
青少年育成島根県民会
議

0852-22ｰ5255

32 島根県
http://www.shimane-
youth.gr.jp/1081

その他 子ども若者育成支援

　深刻化する不登校、ひきこもり、貧困など困難を抱える子ども・若者の理
解を深めるため、東京の日比谷公園において「年越し派遣村」の村長や、
内閣府参与を務められた｢社会活動家｣ 湯浅　誠 氏をお招きし特別講演
会を開催 

島根県、島根県教育
委員会
青少年育成島根県
民会議

平成26年12月6日
島根県健康福祉部青少
年家庭課

0852-22ｰ6524

35 山口県
http://www.police.pref.yamaguchi
.jp/kurashi/pc_b003_000027.html

その他
被害少年等支援対策
名称「少年サポートセン
ター」

県内３箇所に「少年サポートセンター」を設置し、少年又は保護者から、少
年の非行防止や少年の福祉に関する相談を受け、少年自身の問題や背
景等から判断して適切な助言、指導を行うもの。

山口県警察
平成13年4月～（継続
事業）

山口県警察本部少年課 083-933-0110

36 徳島県
別添広報資料（徳島県教育委員
会作成⑧）のとおり

その他 心と命の輝き推進事業

児童生徒の自殺予防のための事業を計画・実施する。(1)「心の健康講座」
臨床心理士等を派遣し，児童生徒の心の健康に関する講話や研修等を行
う。(2)「命の先生派遣事業」助産師，看護師，獣医師等を派遣し，生命尊
重の学習を深める。(3)「教職員研修会」生徒指導主事・主任会等で，児童
生徒の心の健康や自殺予防についての研修会を行う。

徳島県教育委員会
人権教育課

平成22年度～（継続
事業）

徳島県教育委員会
人権教育課

088-621-3138

36 徳島県
http://www.police.pref.tokushima
.jp/04anzen/040103-jidou.html

その他
児童虐待防止に向けた
取り組み

資料「虐待から子どもを救うために・・・」を作成し、児童虐待を発見した際
の通報等への協力を呼びかける。

徳島県警察 平成24年2月～ 少年サポートセンター 088-622-3101

37 香川県
http://www.pref.kagawa.jp/police
/kurashianzen/syounen/pdf/h25.
pdf

その他 少年非行情勢の公表 香川県内における非行情勢をホームページに掲載している。 香川県警察 平成26年１月 香川県警察本部少年課 087-833-0110

37 香川県
http://www.pref.kagawa.jp/police
/kurashianzen/syounen/chirashi.
html

その他 各種リーフレットの公表
スマートフォンの使い方のほか、いじめや各種非行防止を呼び掛けるリー
フレットをホームページに掲載している。

香川県警察 平成26年4月 香川県警察本部少年課 087-833-0110



38 愛媛県
http://www.pref.ehime.jp/h15200
/seisyounen/documents/48.pdf

その他

青少年育成県民運動推
進事業
(青少年健全育成推進ブ
ロック大会の開催）

　青少年健全育成活動に対する地域住民の理解を深め、運動への積極的
な参加を促すため、県内３か所において「青少年健全育成推進ブロック大
会」を開催した。

愛媛県

平成25年11月13日
東予地区
平成25年11月20日
南予地区
平成25年11月26日
中予地区

愛媛県県民環境部男女
参画・県民協働課

089-912-2415

38 愛媛県
別添広報資料（愛媛県作成③）
のとおり

その他

青少年育成県民運動推
進事業
(「家庭の日」啓発チラシ
の作成）

　非行が増加した原因として、親子の対話不足や家庭の教育機能の低下
が問われるなか、昭和４７年から毎月第３日曜日を「家庭の日」と定めて、
家庭の大切さや家庭の役割の素晴らしさを考える機会として推奨してい
る。

愛媛県 昭和47年から継続
愛媛県県民環境部男女
参画・県民協働課

089-912-2415

39 高知県
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshi
ki/130401/shisyunnki-
soudan.html

その他
思春期相談センター（Ｐ
ＲＩＮＫ）の設置

思春期における性に関する様々な相談（望まない妊娠による人工妊娠中
絶、性感染症、性の発達によるとまどいや悩み等）に対応し、思春期にお
ける望ましい心と身体の発達を促すとともに、健全な性の発達を支援す
る。

高知県 平成15年から継続中
高知県健康政策部
健康対策課

088-823-9659

39 高知県

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshi
ki/311601/files/2014033100475/
2014033100475_www_pref_kochi_l
g_jp_uploaded_attachment_113264
.pdf

その他
保護者の一日保育者体
験推進事業

子どもの育ちや保育に関する保護者の理解を促進して親の子育て力を高
めるために、保育所や幼稚園、認定こども園を利用する保護者の一日保
育者体験を推進している。

高知県教育委員会 平成23年から継続中
高知県教育委員会
幼保支援課

088-821-4889

39 高知県
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshi
ki/310401/seikaturizumu-
yousiki1.html

その他
「早ね早おき朝ごはん」
県民運動

ＰＴＡと協力して「家族のふれあいと子どもの生活リズム向上」のために、
「早ね早おき朝ごはん＋運動＋読書」に取り組んでいる。

高知県教育委員会 平成18年から継続中
高知県教育委員会
生涯学習課

088-821-4911

39 高知県
別添広報資料（高知県教育委員
会作成）のとおり

その他

地域ぐるみで子どもの育
ちを支援する体制づくり
～学校と地域の協働関
係～

地域のつながり・絆の強化と、地域の教育力の向上を図るため、「学校支
援地域本部事業」「放課後子ども教室推進事業」「家庭教育支援基盤形成
事業」等の活動を支援している。

高知県教育委員会
各市町村

平成23年から継続中
高知県教育委員会
生涯学習課

088-821-4897

39 高知県
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshi
ki/310401/2014053000335.html

その他
若者の学びなおしと自立
支援事業

中学校卒業時及び高等学校中途退学時の進路未定者を確実に若者サ
ポートステーションにつなぎ、就学や就労に向けた支援を実施している。ま
た、ニートや引きこもり傾向にある若者の社会的自立に向けた支援を実施
している。

高知県教育委員会 平成19年から継続中
高知県教育委員会
生涯学習課

088-821-4629

39 高知県
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshi
ki/131601/kodomoyosakoiplan21.
html

その他
子どもの健康的な生活
習慣支援事業

子どもの頃からの健康的な生活習慣の定着を推進するために、教育委員
会と連携して小中高校生向け副読本等を県内全児童・生徒に配布し、全
学年で健康教育が実施できる体制を整備している。また、福祉保健所職
員等が学校や地域に出向いて健康教育を実施することにより、学校・家
庭・地域が連携した取組みを進めている。

高知県 平成25年から継続中
高知県健康政策部
健康長寿政策課

088-823-9675

39 高知県
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshi
ki/060401/mimamori-
hitokoe.html

その他
高知家の子ども見守りプ
ラン概要版パンフレット
の配布

少年非行の防止対策を抜本的に強化するため、平成25年6月に策定した
「高知家の子ども見守りプラン」の平成26年度概要版パンフレットを作成し
た。

高知県 平成25年から継続中
高知県地域福祉部
児童家庭課

088-823-9637

39 高知県
別添チラシ（高知県作成）のとお
り

その他

民生・児童委員及び主
任児童委員による地域
の見守り活動の推進（紹
介用チラシの配布）

民生・児童委員等が学校と情報を共有し、関係機関との役割分担をしたう
えで、子どもや家庭を見守る仕組みを小学校単位で作るためのきっかけづ
くりとして小学校で行われる就学時健診時に、民生・児童委員等と保護者
の顔合わせ（自己紹介）とともに紹介用チラシを配布した。

高知県 平成25年から継続中
高知県地域福祉部
児童家庭課

088-823-9637



41 佐賀県
別添広報資料(佐賀県青少年育
成県民会議作成③)

その他
子ども・若者育成支援、
非行防止県民大会

全ての大人が青少年の育成支援に取り組むための研修の場として講演・
活動報告を行った。

佐賀県、佐賀県青少
年育成県民会議ほ
か

平成26年11月23日 佐賀県こども未来課 0952-25-7350

41 佐賀県
別添広報資料(佐賀県青少年育
成県民会議作成④)

その他
夏の子ども・若者育成支
援強調月間

夏の長期休みの期間に見回り等重点的に行うことで、非行に走らないよう
地域で見守る活動を行った。

佐賀県青少年育成
県民会議

平成26年8月 佐賀県こども未来課 0952-25-7350

41 佐賀県
http://www.facebook.com/takeo
city/app-236453269710449

その他
子育て総合支援セン
ター“ひまわり”

親子の交流の場の提供と交流の促進
●おひさまひろば●公民館ひろば●赤ちゃん登校日●オアシスひろば●
赤ちゃんひろば　●絵本タイム●親子でリフレッシュタイム●育ちあい講座
●子育て・親育ち講座

武雄市子育て総合支
援センター

平成19年4月～（継
続）

佐賀県こども部未来課 0954-36-3700

42 長崎県

http://www.sazacho-
nagasaki.jp/kyouiku/kiji/pub/det
ail.aspx?c_id=129&type=top&id=1
60

その他 わかあゆ駅伝
町内外の小中学生を対象に駅伝大会を実施する。平成24年度は70を超え
るチームが出走

佐々町体育協会 平成27年1月18日 教育委員会 0956-62-2128

42 長崎県

http://www.sazacho-
nagasaki.jp/kyouiku/kiji/pub/det
ail.aspx?c_id=129&type=top&id=1
61

その他 ジョギングフェスティバル
招待選手を含む約2000名の参加者が、世代別・男女別・親子のコースに
分かれ、ジョギング大会を実施する。佐々町の春の祭りに合わせ、青少年
を豊かに育む町の恒例行事になっている。

佐々町体育協会 平成27年3月8日 教育委員会 0956-62-2128

42 長崎県
別添広報資料（西海市青少年育
成協議会作成）のとおり

その他
西海市青少年育成協議
会

毎年度末「西海市青少年育成協議会だより」の発行
西海市
青少年育成協議会

平成17年4月～（継続
事業）

社会教育課 0959-37-0079

42 長崎県
別添広報資料（長与町作成）のと
おり

その他

「オアシス運動」の推進
による家庭・学校・地域
社会の連携による青少
年健全育成のための環
境整備

青少年の健全育成を推進する気運を高めるため、長与町立小中学校・長
与町教育委員会・長与町青少年健全育成連絡協議会が提唱している「オ
アシス運動」の推進に係るチラシを全世帯及び町立小中学校全児童・生徒
へ配布した。併せて子ども・若者育成支援強調月間の周知を図った。

長与町青少年健全
育成連絡協議会
長与町教育委員会

平成26年10月 教育委員会生涯学習課 095-801-5682

42 長崎県
別添広報資料（平戸市教育委員
会作成）のとおり

その他 平戸市教育委員会 生涯学習だより「まなぶ君」 平戸市教育委員会 平成26年11月発行 生涯学習課
0950-22-4111
(内線5165）

47 沖縄県 www.sorae.okinawa その他

沖縄県子ども・若者総合
相談センター事業（子ど
も若者みらい相談プラザ
soraeの開設）

総合相談の専門スタッフが、幅広い家庭問題について、課題の整理や優
先順位などを助言、また、センター内の専門相談や他の専門機関への橋
渡し、情報提供やアドバイスを実施し、適切な支援を実施。

NPO法人サポートセ
ンターゆめさきに委
託

平成26年７月～（継続
事業）

NPO法人サポートセン
ターゆめさきに委託

098-943-5335

49 仙台市
http://www.city.sendai.jp/tetsuz
uki/sodan/shohi/1201534_1543.h
tml

その他
若者の消費者被害防止
啓発

○消費者被害防止啓発刊行物（小中学生、若者）
○消費者トラブル学習サイト「伊達学園」

仙台市 継続事業
市民局市民協働推進部
消費生活センター

022-268-7040



49 仙台市
http://www.city.sendai.jp/fukushi
/kosodate/sodan/0686.html

その他 青少年の健全育成事業

○各種悩みの相談窓口
○健全育成講演会・セミナー等の開催
○街頭指導活動について
○広報紙の発行

仙台市 継続事業
子供未来局子供育成部
子供支援センター

022-214-8848

51 千葉市
http://www.city.chiba.jp/kodomo
mirai/kodomomirai/kenzenikusei
/oyanavi2.html

その他 家庭教育資料作成事業
家庭教育の充実が求められる中、家庭における様々な悩みや子どもへの
対応など、子育ての参考となるよう発達段階に応じた家庭教育資料を作成
し、小学1年生、５年生、中学1年生の保護者へ、年度当初に配付する。

千葉市
平成11年4月～
(継続事業）

千葉市こども未来局
こども未来部
健全育成課

043-245-5973

53 川崎市
http://www.city.kawasaki.jp/259
/page/0000031802.html

その他
青少年の健全な育成環
境推進事業

青少年の健全な育成環境推進事業の一環として、脱法ドラッグやインター
ネットの適正利用についての啓発を行う。

川崎市青少年の健
全な育成環境推進協
議会に委託

平成24年8月から継続
中

川崎市青少年育成課 044-200-2269

54 相模原市
http://www.city.sagamihara.kana
gawa.jp/dbps_data/_material_/_fil
es/000/000/027/509/leaflet.pdf

その他
健全育成啓発リーフレッ
ト

家庭における子育ての参考にしていただくことを目的として思春期を迎え
る子どもを持つ保護者に対して、子どもとの関わり方や各相談窓口の案内
などを掲載したリーフレットを作成・配付した。（市内の小５・中１の子どもを
養育する全保護者を対象とした。）

相模原市・
市青少年問題協議
会

平成25年11月
相模原市役所健康福祉
局こども育成部こども青
少年課

042-769-8289

58 名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/nishi/
page/0000012568.html

その他
青少年育成部会
「なつやすみ☆ふれあい
映画祭」の実施

夏休み期間中に、家族や友人、地域のふれあいづくりを目的として、青少
年育成に関する講話を盛り込んだ映画会を西小文化劇場・西図書館と共
同で開催。

名古屋市西区安心・
安全で快適なまちづ
くり推進協議会

平成25年7月25日
名古屋市西区区民生活
部まちづくり推進室

052-523-4527

58 名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/atsuta
/page/0000055457.html

その他
親子ふれあいマジック
ショー

警察署員から冬休み中に子どもが事故や犯罪にあわないための注意事
項等の講話後、マジックショーの開催。

名古屋市熱田区安
心・安全で快適なま
ちづくり推進協議会

平成25年12月19日
名古屋市熱田区区民生
活部まちづくり推進室

052-683-9425

58 名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/atsuta
/page/0000058576.html

その他
春休み親子ふれあい映
画会

警察署員から春休み中に子どもが事故や犯罪にあわないための注意事
項等の講話後、映画の上映。

名古屋市熱田区安
心・安全で快適なま
ちづくり推進協議会

平成26年3月25日
名古屋市熱田区区民生
活部まちづくり推進室

052-683-9425

58 名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/meito
/page/0000055264.html

その他
名東区子ども青少年育
成区民のつどいの開催

青少年や地域の方々による活動の発表などを通じて、大人と子どもの連
携を強めることを目的として毎年開催。

名古屋市名東区役
所、名古屋市名東区
安心・安全で快適な
まちづくり協議会

平成25年12月14日
名古屋市名東区区民生
活部まちづくり推進室

052-778-3025

58 名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/meito
/page/0000055268.html

その他
「冬の青少年をまもる運
動」街頭キャンペーンの
実施

冬休みや年末年始をひかえた児童・生徒を犯罪から守り、非行を防止する
ことを目的に、通行人に啓発物品を配布。（「各種防犯啓発街頭キャン
ペーン」と合同開催）

名古屋市名東区安
心・安全で快適なま
ちづくり協議会

平成25年12月16日
名古屋市名東区区民生
活部まちづくり推進室

052-778-3025

58 名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/meito
/page/0000055526.html

その他
クリスマスファミリーコン
サート

小さなお子さま連れで楽しめるファミリーコンサートを実施。ひったくり防止
寸劇や世話やき活動資材を配付。

名古屋市名東区役
所、名古屋市名東区
安心・安全で快適な
まちづくり協議会、名
古屋市文化振興事
業団（名東文化小劇
場）

平成25年12月25日
名古屋市名東区区民生
活部まちづくり推進室

052-778-3025



58 名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/atsuta
/page/0000062021.html

その他

夏の青少年をまもる運
動
夏休み親子ふれあい映
画会

警察署員から夏休み中に子どもが事故や犯罪にあわないための注意事
項などの講話後、映画の上映

名古屋市熱田区安
心・安全で快適なま
ちづくり推進協議会

平成26年8月1日
名古屋市熱田区区民生
活部まちづくり推進室

052-683-9425

58 名古屋市
https://twitter.com/nakagawa_na
goya/status/4961475009069752
32/photo/1

その他
「青少年をまもる特別講
演会」の開催

講演、中学生による作文朗読、
小学生によるポスター展示を実施

中川保護区保護司
会

平成26年8月1日
名古屋市中川区区民生
活部まちづくり推進室

052-363-4324

58 名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/meito
/page/0000063140.html

その他
わがまち名東フェスティ
バルファミリーコンサート
の開催

未就学児の入場も可能な親子向けファミリーコンサートを開催。防犯キャ
ラクターのひった栗マンの登場や交通安全ソングに合わせ歌って踊りなが
ら学ぶ交通安全教室の実施のほか、夏の青少年をまもる運動のＰＲも
行った。

名古屋市名東区役
所、名古屋市名東区
安心・安全で快適な
まちづくり協議会、名
東区文化協会、名古
屋市文化振興事業
団（名東文化小劇
場）

平成26年8月28日
名古屋市名東区区民生
活部まちづくり推進室

052-778-3025

58 名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/tempa
ku/page/0000063130.html

その他
平成26年度青少年すこ
やかポスター・標語展

区内小中学校・特別支援学校からポスター・標語を募集、審査を行った。
入賞作品は、区内各所にて展示予定。

天白区安心・安全で
快適なまちづくり協
議会青少年健全育
成部会

募集期間
平成26年7月～9月

名古屋市天白区区民生
活部まちづくり推進室

052-807-3825

61 堺市
別添広報資料（堺市作成）のとお
り

その他

生活習慣改善のための
啓発「７のつく日は『７つ
のやくそく』デー」プロ
ジェクト

子どもたちの生きる力の育成のために、「７つのやくそく」をとおした基本的
な生活習慣の確立を行うため、学校での取組を推進するとともに、家庭や
市民に情報発信することで、全市的に意識を高め、効果的な取組を推進
する。

堺市教育委員会
平成25年度から継続
中

学校教育部学校企画課 072-228-7436

61 堺市

http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/hughug/mokuteki/ouen/shie
ndantai/genkikkosuishin/index.ht
ml

その他
堺元気っ子づくり推進事
業

家庭・学校・地域がひとつになり、青少年の健全育成のための地域交流・
啓発研修・地域ボランティア・情報発信事業などの取組を行っている

堺市
平成12年～
（継続事業）

堺市子ども青少年局子
ども青少年育成部子ども
育成課

072-228-7457

61 堺市
http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/hughug/mokuteki/ouen/shie
ndantai/shidoin/index.html

その他
堺市青少年指導員連絡
協議会

学校や地域団体、関係機関と密接な連携を取りながら、青少年の健全育
成のための啓発活動、青少年団体の育成、指導者の養成、環境浄化など
の取組を行っている

堺市
昭和28年～
（継続事業）

堺市子ども青少年局子
ども青少年育成部子ども
育成課

072-228-7458

62 神戸市
http://www.city.kobe.lg.jp/child/
young/promote/

その他
神戸市青少年育成協議
会

神戸市青少年育成協議会は、市民と行政機関が協働して、次代を担う青
少年が夢と希望を持って自立と自己実現を図るとともに社会への貢献を果
たすよう、青少年の育成及び青少年を取り巻く環境の整備を進めていくこ
とを目的とし、環境浄化運動やあいさつ運動等の活動を行っている。

神戸市青少年育成
協議会

昭和27年4月～（継続
事業）

神戸市こども家庭局
こども企画育成部
こども青少年課

078-322-5181

67 熊本市
別添広報資料（熊本市作成②）
のとおり※差し替え

その他
健全育成懇談会～地域
で育てる青少年～

地域コミュニティの依頼によって随時開催している非行防止の講話を行う
講師派遣事業

熊本市
平成14年4月～（継続
事業）

熊本市健康福祉子ども
局青少年育成課

096-328-2759

67 熊本市
別添広報資料（熊本市作成③）
のとおり※差し替え

その他 非行防止教室 熊本市立小・中学校での非行防止に関わる授業の実施 熊本市
平成17年4月～（継続
事業）

熊本市健康福祉子ども
局青少年育成課

096-328-2759
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