平成22年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」
（茨城県）

区

分

内

容

○青少年育成を考えるつどい（茨城県）
1 大会等
（茨城県，茨城県警察本部，
開催日:7月24日 場所:かすみがうら市
市町村）
出席者:青少年育成関係者，市内小中学校PTA，計205名
【延べ ５件】
内 容:中学生の主張大会，講演会
○いのちの講演会（茨城県，警察本部，常総市）
開催日:7月2日 場所:常総市立水海道西中学校
内 容:交通事故遺族による講演会
○水戸市少年の主張大会（水戸市）
○高萩警察署管内防犯柔剣道大会（高萩市）
開催日:７月４日 対象者:小中高校生，一般
参加者:柔道の部146名，剣道の部198名
○講演会（鹿嶋市）
演題:「心とからだの講演会」
場所:中学校
2 広報啓発活動
○「青年の主張茨城県大会」主張文の募集（茨城県民会議）
（茨城県，茨城県警察本部，
主催:社団法人 青少年育成茨城県民会議
茨城県教育庁，市町村，
募集対象:県内中学生
関係団体）
○「青春応援メッセージの募集」（茨城県民会議）
【延べ 166件】
主催:社団法人 青少年育成茨城県民会議
募集対象:青少年、一般市民
○「万引き防止啓発ポスター」の掲出（茨城県警）
○「ＳＴＯＰ万引き」ポケットティッシュの作成・配布（茨城県警）
○水戸駅南口COMBOX310大型ビジョンでの広報（茨城県警）
○ＩＢＳ茨城放送による広報（茨城県警）
○非行防止キャンペーン（茨城県警，土浦市，ひたちなか市，かすみがうら市）
○市広報誌による広報（城里町，筑西市，潮来市，神栖市，石岡市，取手市
牛久市:2回，古河市，結城市，筑西市，
○広報車による広報（城里町，阿見町:4回，結城市）
○未成年者喫煙防止街頭キャンペーン（茨城県警，鹿嶋市，土浦市，
県南県民センター:7月8日 土浦駅東口，
県北県民センター:7月8日 日立駅西口，鹿行県民センター:鹿島神宮駅，
古河市:7月8日，筑西市:7月8日，茨城県民会議:7件
○啓発パンフレット，啓発品等の配布（日立市，24日:高萩市，常陸大宮市，
鹿嶋市，潮来市，行方市:3回，神栖市，牛久市，つくば市:2回
結城市，下妻市，坂東市，桜川市，八千代町:7月8日，
○懸垂幕・横断幕・幟旗・ポスターの掲示（高萩市，常陸大宮市，潮来市，
結城市，
○薬物乱用防止啓発広報・国連支援募金の実施（高萩市）
○薬物乱用防止のパンフレット配布（県立農業大学・園芸部:7月5日）
○学生の規範意識の醸成（県立農業大学・園芸部:7月12日）
○「第16回青少年健全育成のつどい」（北茨城市）
実施日:7月3日，参加者:375名
内容:薬物乱用防止街頭パレード，広報車の宣伝，チラシ・
パンフ・風船の配布
○「青少年の健全育成等に協力する店」への加入依頼（茨城県，笠間市:３回，
ひたちなか市，常陸大宮市，守谷市，美浦村，古河市，結城市，桜川市:2回）
○青少年相談員の店舗訪問（行方市:4回，）
○青少年健全育成啓発活動（龍ヶ崎市）実施日:7月1日～31日
場所:小学校13，市庁舎，他計115本設置
内容:「あいさつ・声かけ運動」の織旗設置，防災無線放送，市広報を
活用し啓発，啓蒙
○「あいさつ声かけキャンペーン」（龍ヶ崎市）実施日:7月16日
場所:小学校13，ショッピングセンター等
内容:青少年問題の共通の理解と認識を周知するため青少年育成機関・
団体と連携し，啓発用品配布と，小学校校門での「あいさつ声かけ運動」
キャンペーンを行った。（164名参加）
○啓発資材の窓口掲出（守谷市）
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○フィルタリング啓発ミニ幟配布（牛久市，古河市）
○「青少年の非行・被害防止強調月間」の趣旨を町Ｐ連副会長と
管内小中学校校長に説明，協力を依頼（利根町）
○「青少年の非行・被害防止強調月間」の趣旨の説明
（農業総合センター農業大学校:7月23日）
○青少年健全育成等に関する条例の説明及びチラシ配布（全地区:古河市，
県民センター:51件）
○電話相談カード配付（古河市）
3 有害環境浄化活動
（茨城県，茨城県警察本部，
茨城県教育庁，市町村）
【延べ 440件】

○小学生対象の防犯教室（茨城県:5件）
○小学生保護者及び小学校職員対象の防犯教室（茨城県:2件）
○自動販売機現況調査（茨城県）
○小学校・中学校・高等学校における非行防止教室（茨城県警:23回）
○非行防止の日における街頭補導活動（茨城県警;7月10日）
○街頭補導活動（水戸市:12回，日立市:29回，潮来市:随時，土浦市:31回，）
石岡市:6回，美浦村，古河市:20回，常総市，筑西市:7回，
○街頭相談活動（７月18日，21日，24日:常陸大宮市）
○街頭巡回指導（下妻市:9回）
○街頭指導活動（坂東市）
○電話相談:3件（古河市）
○白ポストによる有害図書等の回収（水戸市:１回）
○青少年が立ち寄りそうな店舗等へ啓発物品配布（４２店舗:ひたちなか市）
○青少年が立ち寄りそうな店舗等の状況調査・点検（牛久市:3回）
○祭礼時等の特別巡回パトロール（ひたちなか市，小美玉市:２回，茨城町，
常陸大宮市，潮来市:９回，行方市:5回，土浦市:2回，石岡市，牛久市:2回
阿見町:7回
○「青少年のための社会環境整備市内一斉活動」（那珂市:参加者155名）
○有害環境浄化活動（県警察本部）
○「青少年のための被害防止パトロール」（那珂市）
○市内巡回パトロール（小美玉市，鹿嶋市:９回，鉾田市，守谷市，
かすみがうら市，美浦村，結城市:7回）
○青少年相談員による巡回（高萩市，大子町:7～8月随時）
○環境浄化パトロール（茨城町:5回）
○環境浄化一斉運動:ビラはがし，市内の安全点検（下妻市）
○公用車による夜間巡視（城里町）
○特別パトロール（日立市:5回，）
○夏季特別巡回パトロール（東海村:12回，日立市:5回，
北茨城市:7月20日・参加者63名，常陸大宮市:7月24日・相談員24名，境町，
石岡市:2回，つくばみらい市:7月31日，下妻市:2回，筑西市:5回，桜川:3回，
○不審者情報配信システムへの登録推進:相談員34名登録（古河市）
○道路敷違反広告物撤去作業（日立市）
○有害看板・風俗ビラ撤去活動等（潮来市，美浦村，八千代町:7月8日）
○有害図書等自動販売機の立入調査・点検（常陸大宮市，行方市:3回，古河市，
常総市，坂東市）
○条例の趣旨の説明と周知（常陸大宮市）
○県条例遵守実態調査（県南県民センター:34件，鹿行県民センター:51件）
○白ポスト有害図書等回収（土浦市）
○街頭指導強化:月6回（龍ヶ崎市）
内容:不審者出没等の情報が増加にあり，青色防犯パトロールの講習を
受講し青色回転灯を装着した公用車による巡回。地域の防犯と併せた
街頭指導活動の実施。
○有害図書等の青少年への販売禁止の指導（利根町）
○酒類，たばこ，ドラック等の青少年への販売禁止の指導（利根町）
○行幸湖クリーン作戦（五霞町）
日時:7月4日
場所:久喜市・幸手市・五霞町に接する行幸湖周辺
参加者:青少年相談員を含む，約25名

4 研修会等

○警察本部と教育庁等の連絡会（県警察本部，県教育庁）
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（茨城県，茨城県警察本部，
茨城県教育庁，市町村）
【延べ 55件】

内

容

開催日:7月8日
出席者:県警察本部関係職員，教育庁関係職員
テーマ:「夏期休業中における児童生徒の非行防止及び事故防止について」
「児童生徒の問題行動の現状及び警察と学校との連携について」
○茨城県PTA指導者地区別研修会（茨城県教育委員会・PTA:8件）
○ヤングボランティアセミナー（茨城県教育委員会:5件）
○青少年相談員地区別研修会（水戸市:4回，鉾田市:3回）
○青少年相談員連絡協議会会議，役員会（小美玉市，美浦村，筑西市）
○県北地区青少年育成市長民会議連絡協議会（会場:高萩市）
○高萩市青少年相談員協議会7月定例会（高萩市）
○笠間市青少年相談員会 全体研修会（笠間市:6月29日）
○鹿行管内各市青少年担当者会議（鹿行県民センター）
○「那珂地区生徒指導懇談会」（27日 那珂市:参加者70名）
○平成22年度青少年問題を考える合同研修会（大子町）
開催日:8月3日
出席者:青少年相談員，保護司，民生委員等120名
○青少年育成町民会議合同専門委員会（7月26日:大子町）
○青少年相談員連絡協議会（7月8日:大子町）
○平成22年度「稲敷市青少年相談員協議会」（稲敷市）
○青少年相談員研修会，（茨城県，鉾田市，神栖市，行方市）
○小学校ＰＴＡ連絡協議会合同会議（潮来市） 実施日:7月9日
○学校警察連絡協議会と各種団体の合同会議（潮来市）実施日:7月13日
○青少年のための古河市民会議第２回理事総会及び講演会（古河市）
日時:平成22年7月3日
場所:古河市生涯学習センター
内容:講演「大人が変われば子どもも変わる～子どもの心が見えてくる～」
講師 茨城県青少年相談員 生井 修氏
○総和中学校区生徒指導連絡協議会（古河市）
日時:平成22年7月8日
場所:総和中学校
内容:「各学校の生徒指導の現状と課題」，各学校レポート報告
○総和南中学校区生徒指導連絡協議会（古河市）
日時:平成22年7月8日
場所:総和南中学校
内容:「学校の現状について」各学校レポート報告
○第7ブロック青少年相談員連絡協議会総会及び研修会（古河市，五霞町，境町）
日時:平成22年7月12日
場所:五霞町中央公民館
内容:講演「青少年の健全育成等に関する条例及び青少年相談員の手引き
について」
講師:茨城県青少年相談員 阿久津 一成氏
○五霞町青少年問題協議会会議及び研修会（五霞町）
日時:7月20日
場所:五霞町中央公民館Ａ研修室
参加者:五霞町青少年問題協議会委員他
講演:「青少年の現状と夏休みの防犯対策について」
講師:茨城県境警察署地域課 吉田 好夫氏
○学校警察連絡協議会総会及び研修会・地区別連絡協議会（古河市）
日時:7月13日
場所:古河市役所三和庁舎
内容:「本校の生徒指導上の課題と取組について」
地区別各校発表及び警察署員
○新任青少年相談員研修会（県西県民センター，古河市）
日時:平成22年7月29日
場所:筑西合同庁舎，63名参加
内容:「新しい条例と青少年相談員の心構え」
講師:茨城県青少年相談員 生井 修氏
内容:「携帯電話でブログ等を見てみよう」
講師:県西県民センター県民福祉課 主事 横須賀 彩，田辺 未来
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○新任青少年相談員研修会（29日:県民文化センター 筑西市，境町）
○校外指導委員会議:7月13日（筑西市）
○学社連携生徒指導連絡協議会:7月15日（筑西市）
○電話相談員打ち合わせ会:7月22日（筑西市）
○筑西市青少年相談員中学校ブロック情報交換会:2回（筑西市）
5 社会を明るくする活動
○街頭キャンペーン:リーフレット，キャンペーン用品等の配布
（茨城県警察本部，市町村）
（水戸市:２回，笠間市，ひたちなか市，那珂市，城里町，日立市，
【延べ 50件】
大子町，潮来市，神栖市，石岡市，取手市:103名参加，牛久市，つくば市
稲敷市，阿見町，下妻市，筑西市，桜川市:4回，
○社会を明るくする運動フェスティバル（水戸市，）
○地域懇談会（水戸市）
○講演会・映画会（ひたちなか市）
演題:「子どもたちに明るい未来を」
講師:荒木 龍彦（水戸保護観察所長）
映画:「心のリレー」
○「懸垂幕・横断幕」等の掲揚と幟旗やポスターの掲示（那珂市，茨城町）
○広報活動:市の広報紙に趣旨及び街頭宣伝等についてのＰＲ（那珂市，日立市）
○中学生・高校生と防犯ボランティアによる「万引き・薬物乱用等
非行防止」合同キャンペーン（13日:高萩市）
○講演会（常陸大宮市）
演題:「子どもたちに明るい未来を」
講師:水戸保護観察所長
○地区別ミニ集会（土浦市）
○小中学校校門でのあいさつ運動（結城市）
○あいさつ運動への参加（東海村:毎月１回）
○あいさつ・声かけ運動（桜川市:16回）
6 薬物乱用防止啓発活動
○薬物乱用防止教室（茨城県）
（茨城県，茨城県警察本部，
・土浦工業高校（7月13日）
市町村）
・講演:危ない薬物乱用「現代の青少年の現状と対策～大人として何ができるか
【延べ 11件】
日時:7月16日
場所:内原中央公民館
○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（茨城県:6月20日～7月19日）
○「ダメ。ゼッタイ。」ヤング街頭キャンペーン（茨城県，高萩市）
○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動。啓発品の配布及びあいさつ運動（結城市）
○「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用キャンペーン（潮来市）実施日:6月19日
○薬物乱用防止講習会（潮来市）実施日:6月25日
○小学校，中学校，高等学校における薬物乱用防止講話（笠間市）
○特別キャンペーン（茨城県）
・水戸ホーリーホックＶＳ大分トリニータ戦（7月25日:ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｽﾀｼﾞｱﾑ）
・高校野球キャンペーン（全国高校野球県予選会場:7月10日～27日）
○薬物乱用防止街頭キャンペーン（つくば市） 開催日:6月26日
7

青少年の社会参加活動等 ○放課後子ども教室推進事業（美浦村）
多様な活動の促進
○サマージャンボリー（高萩市）
（茨城県教育庁，市町村）
開催日:７月17日，18日 参加者:小学４年生108人
【延べ 17件】
内容:小学生を対象とした野外体験活動の実施
○高校生さわやかマナーアップ運動（潮来市）
○「エンジョイ・サタデー」事業（県教育庁,古河市:9回）
○ワイルドダッシュ（古河市:7月30日）
○学校外活動支援ボランティアへの高校生の参加（境町）
○ヤングボランティア推進事業への高校生の参加（境町）

