（別添回答様式）

平成２３年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果（Ｐ１）

都道府県名
区

福 島 県
分

１ 大会・講演会等
（延べ２１件）

担当課（室）名
内

容

生活環境部 青少年育成室
実施主体

(1)棚倉町青少年健全育成推進会議
開催日：７月１４日（木）
場 所：文化センター
出席者：町長、教育長、青少年育成関係者
等１００名

・棚倉町青少年育成町民会議

(2)青少年健全育成のための講演会
開催日：７月１０日（日）
場 所：東和文化センター
出席者：青少年育成関係者等計４０６名
「福島第一原子力発電所事故による
内 容：
放射線対策」について

・二本松市青少年育成市民会
議東和地域推進協議会

(3)大人への応援講座
開催日：７月１３日（水）
場 所：小平中学校
出席者：小平中学校の生徒、保護者及び教師
計約１４０名
「インターネットにおけるトラブル
内 容：
や犯罪の現状」について

・平田村青少年育成村民会議

(4)家庭教育学級
開催日：７月２日（土）
場 所：鮫川小学校
出席者：鮫川小学校の児童、保護者及び教師
計約２５０名
内 容：家庭の教育力向上を図るため、各
学校等の計画により、保護者の集ま
る機会を利用して講座（講演会）を
開催するとともに映画を視聴する
もの。
今年度は、いじめに対する、保護者
や地域のあり方などを講演及び映
画を通して学んだ。

・鮫川村教育委員会と鮫川小
学校ＰＴＡの共催

(5)学校警察連絡協議会定期総会・研修会
・白河市教育委員会、相馬市
（７／１福島県立田村高等学校、７／４道の
教育委員会、南相馬市教育
駅「南相馬」ホール、７／５白河警察署・
委員会、いわき市教育委員
福島県立相馬高校・会津坂下町立第二中学
会、猪苗代町教育委員会、
校、７／６中央公民館・勿来市民会館、
二本松市教育委員会、田村
７／11 二本松福祉センター３階会議室、
市教育委員会、会津坂下町
７／13 耶麻郡猪苗代町立猪苗代中学校）
教育委員会

1／12

（別添回答様式）

平成２３年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果（Ｐ２）

都道府県名
区

福 島 県
分

１ 大会・講演会等
（延べ２１件）

担当課（室）名
内

容

生活環境部 青少年育成室
実施主体

(6)東館小学校区地区懇談会
（７／８矢祭町立東館小学校）

・矢祭町立東館小学校、
地区 PTA、子供見守り隊

(7)勿来方部民生児童委員・学校懇談会
（７／13 いわき市立勿来第二中学校）

・いわき市勿来方部民生児童
委員

(8)いわき市青少年育成市民会議好間地区推進 ・いわき市青少年育成市民会
協議会運営会議
議好間地区推進協議会
（７／４正月荘）
(9)会津若松地区小・中学校生徒指導協議会連
絡会
（７／７会津若松市立永和小学校）

・会津若松市教育委員会

(10)植田地区生徒指導懇談会
（７／14 いわき市立菊田小学校）

・いわき南警察署

(11)勿来第二小学校・勿来第二中学校青少年健
全育成会議
（７／14 いわき市立勿来第二中学校）

・いわき南警察署

(12)高校生の保護者に対する非行防止講演会
（７／21 福島県立白河実業高等学校）

・白河警察署

(13)二本松三中学区生徒指導対策協議会
（７／15 二本松市立二本松第三中学校）

・二本松市教育委員会

(14)万引き防止対策プロジェクト（講話）
（７／19 喜多方市立第一中学校）

・喜多方警察署

(15)「少年非行防止」座談会
（７／16 喜多方市駒形地区公民館）

・喜多方地区防犯協会連合会
駒形支部

(16)小学生に対する事件事故防止の講話
（７／11 石川町立母畑小学校）

・石川警察署

・郡山北警察署、相馬警察署
(17)少年警察ボランティア協議会総会
（７／15 猪苗代警察署、７／19 相馬警察署、
７／22 郡山北警察署）
(18)錦地区学校・民生児童委員懇談会
（７／15 錦小学校）
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・いわき市健全育成関係機関
団体

（別添回答様式）

平成２３年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果（Ｐ３）

都道府県名
区

福 島 県
分

１ 大会・講演会等
（延べ２１件）

担当課（室）名
内

容

生活環境部 青少年育成室
実施主体

(19)謹教地区青少年育成推進協議会総会
（７／15 謹教コミュニティーセンター）

・会津若松市謹教地区青少年
育成推進協議会

(20)桜丘小学校子ども安全確保連絡協議会
（７／14 相馬市立桜丘小学校）

・相馬市立桜丘小学校・桜丘
小学校 PTA・地域の各種団体

(21)非行防止研究集会
開催日 ７月２３日（土）
場所 会津若松ワシントンホテル
出席者 会津若松保護司会関係者等
計約１５０名
内容 講演

・「社会を明るくする運動」
会津若松市推進委員会
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（別添回答様式）

平成２３年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果（Ｐ４）

都道府県名
区

福 島 県
分

２ 広報啓発活動
（延べ３８件）

担当課（室）名
内

容

生活環境部 青少年育成室
実施主体

(1)広報誌による広報

・棚倉町青少年育成町民会議

(2)「只見町青少年健全育成町民会議だより夏
季号」にて、強調月間の趣旨や、インターネ
ットの使用方法について掲載。

・只見町青少年育成町民会議

(3)街頭啓発活動
広報用ティッシュペーパーの配布
（街頭補導活動時に実施）

・相馬市少年センター

(4)広報パンフレット等による広報

・柳津町青少年育成町民会議

(5)駅前広報活動

・柳津町社会を明るくする実施委員会
と柳津町青少年育成町民会議の共催

(6)社会を明るくする運動
街頭啓発活動（７月１日）
学校・団体訪問（７月１３日）
行政区等ポスター掲載
「暖かいあいさつ」チラシ各戸配布

・磐梯町保護司会と磐梯町更
生保護女性会の共催

(7)市ホームページに記事掲載
（少年センターの概要紹介）

・須賀川市教育委員会

(8)市内９地区公民館に「大人が変われば子ど
もも変わる」啓発看板設置

・須賀川市教育委員会

(9)ポスターの掲示
(10)啓発チラシなどの配布
(11)家庭教育講話での広報活動

・平田村青少年育成村民会議
・平田村青少年育成村民会議
・平田村青少年育成村民会議

(12)ラジオを利用しての少年非行防止広報活
動
（７／12 ラジオ福島、７／７FM ポコ）

・福島県警察本部、福島警察
署

(13)少年非行防止広報啓発用チラシ 10,000 部
の作成及び県内 22 署への配付

・福島県警察本部

(14)地域団体による暴力団排除街頭キャンペ
ーン
（７／１JR いわき駅周辺、会津若松駅前、
磐城石川駅前）

・いわき中央警察署、会津若
松警察署、石川警察署
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（別添回答様式）

平成２３年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果（Ｐ５）

都道府県名
区

福 島 県
分

２ 広報啓発活動
（延べ３８件）

担当課（室）名
内

容

生活環境部 青少年育成室
実施主体

(15)中学生に対する非行防止キャンペーン
（７／14 伊達市立梁川中学校・田村市立船
引中学校、７／12 伊達市立伊達中学校・伊
達市立松陽中学校、７／15 伊達市立桃陵中
学校・古殿町立古殿中学校・小野町立小野中
学校

・伊達警察署、石川警察署、
田村警察署（小野分庁舎）

(16)高校生に対する非行防止キャンペーン
（７／28 県立保原高校、７／６県立梁川高
校、７／11・13 私立聖光学院高校、７／14
福島県立川俣高等学校、７／15 福島県立喜
多方東高等学校、７／19 福島県立福島北高
等学校、７／１県立修明高等学校・県立塙工
業高等学校、７／19・20 棚倉町立棚倉中学
校・矢祭町立矢祭中学校・鮫川村立鮫川中学
校・塙町立塙中学校）

・福島県警察本部、福島警察
署、福島警察署（川俣分庁
舎）、伊達警察署、棚倉警
察署、喜多方警察署

(17)街頭キャンペーン
・福島警察署、福島警察署（川
（７／15ＪＲ船引駅・株式会社ヨークベニマ
俣分庁舎）、福島北警察署
ル小野プラザ店・中岡ショッピングセンター
（桑折分庁舎）、田村警察
前・国見町立県北中学校昇降口前、７／21
署、田村警察署（小野分庁
川俣町内４カ所、７／15ＪＲ福島駅東口広
舎）、いわき南警察署
場、７／20JR 桑折駅前・桑折町立醸芳中学
校・V チェーン桑折店）
(18)スクールサポーターによる非行防止広報
啓発チラシ作成及び配布
（７／17 二本松警察署管内）

・二本松警察署

(19)少年警察ボランティア（リリーバーズ隊員
等）による広報活動
（７／19 二本松市内）

・二本松警察署

(20)中学生参加の非行防止広報啓発活動（チラ
シ配布）
（７／14JR 泉駅前、７／15 岡小名マルト
店前・鹿島ショッピングセンター前）

・いわき東警察署

(21)高校生参加の非行防止広報啓発活動
（７／13 勿来駅前 関の子広場周辺）

・いわき南警察署
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（別添回答様式）

平成２３年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果（Ｐ６）

都道府県名
区

福 島 県
分

２ 広報啓発活動
（延べ３８件）

担当課（室）名
内

容

(22)自転車置場における自転車防犯診断
（７／12JR 新白河駅東口、７／15JR 猪苗代
駅前及び駐輪場周辺、７／14 会津学鳳高等
学校、７／８仁愛高等学校、７／８・14 会
津若松市内の高等学校）

生活環境部 青少年育成室
実施主体
・白河警察署、会津若松警察
署、猪苗代警察署

(23)社会を明るくする運動キャンペーン（薬物 ・田村警察署
乱用防止チラシ・ポケットティッシュを配
布）
（７／12 三春中学校・岩江中学校、
７／13 桜中学校・沢石中学校・要田中学校、
７／13 リオン・ドール船引店駐車場）
(24)子ども安心サポート車による広報活動
（７／14 田村市滝根町内、７／19 田村市大
越町内）

・田村警察署（小野分庁舎）、
田村警察署

(25)猪苗代保護司会及び猪苗代地区更生保護
女性会の合同キャンペーン
（７／１JR 猪苗代駅前）

・猪苗代警察署

(26)「少年の主張相馬大会」における非行防止
対策（広報）
（７／７相馬市立中村第一中学校）

・相馬警察署

(27)安全安心ふれあいキャンペーン
（７／16 協同組合おのショッピングプラザ
コムコム）

・田村警察署（小野分庁舎）

(28)事件事故防止広報
（７／16 ビッグパレットふくしま屋外展示
場・アピタ会津若松店）

・郡山警察署、会津若松警察
署

(29)少年警察ボランティアによる避難所での
広報活動
（７／19 南相馬市立原町第二中学校）

・南相馬警察署

(30)月輪地区更生保護女性会研修会と地域の
犯罪抑止広報活動
（７／14 月輪コミュニティーセンター）

・猪苗代警察署
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（別添回答様式）

平成２３年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果（Ｐ７）

都道府県名
区

福 島 県
分

２ 広報啓発活動
（延べ３８件）

担当課（室）名
内

容

生活環境部 青少年育成室
実施主体

(31)福田地区夏休みふれあい広場
（７／22 新地町立福田小学校）

・相馬警察署

(32)非行防止広報
（７／20 学校法人石川高等学校入り口）

・石川警察署

(33)自転車のツーロック及び万引き防止キャ
ンペーン
（７／２会津若松駅前、７／26 アピタ会津
若松店）

・会津若松警察署

(34)防犯協会翁島支部の防犯・交通パレードの
実施
（７／20 猪苗代町内（いわはし館〜翁島）

・猪苗代警察署

(35) 広報誌による広報

・郡山市青少年健全育成推進
協議会
・郡山市青少年健全育成推進
協議会

(36)青少年健全育成市民総ぐるみ運動（街頭
啓発活動）
実施日：７月１７日（日）
(37) 第６１回社会を明るくする運動に係る
街頭キャンペーン
開催日 ７月１３日（水）午後４時３０分
場 所 リオンドール船引店
内 容 街頭広報（ポケットテッシュ・
うちわの配布）

・田村市、県保護司会田村市
支部

(38)街頭啓発キャンペーン
開催日 ７月２３日（土）
場 所 ヨークベニマル門田店
内 容 啓発パンフレット・ティッシュ等の
配布

・会津若松市門田地区青少年
育成推進協議会
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（別添回答様式）

平成２３年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果（Ｐ８）

都道府県名
区

福 島 県
分

３ 有害環境浄化活動
（延べ ４件）

担当課（室）名
内

容

(1)地域ぐるみ環境浄化活動
開催日：７月１日〜８月３１日
場 所：公園、通学路、子どもの遊び場等
内 容：親子・地域が一緒に生活環境の浄化
活動を通して連帯感、奉仕の心及び
ふるさと愛を養う。

生活環境部 青少年育成室
実施主体
・棚倉町青少年育成町民会議

(2)地域ぐるみ環境浄化活動
・西郷村青少年育成村民会議
開催日：７月２７日（水）
場 所：村内各コンビニエンスストア、公園、
カラオケボックス、ゲームセンター
出席者：青少年育成村民会議会長・副会長、
地域安全推進協議会員、防犯連絡協
議会員及び青少年育成村民会議員
等計約３０名
内 容 ・店員等への呼びかけ
・客への啓発パンフレット及びティ
ッシュの配布
・地域住民等への啓発
(3)環境浄化運動
・磐梯町青少年育成町民会議
開催日：７月１９日（火）
場 所：磐梯町内
内 容：ピンクビラの除却、通学路の点検（バ
ス停を含む）及び農村公園等点検。
(4)村内にあるコンビニ、スーパー及び個人商
店における有害図書類の点検・指導など。
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・平田村青少年育成村民会議

（別添回答様式）

平成２３年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果（Ｐ９）

都道府県名
区

福 島 県
分

４ 巡回指導・補導活動
（延べ９件）

担当課（室）名
内

容

生活環境部 青少年育成室
実施主体

(1)巡回・補導活動
開催日：７月３０日〜３１日
場 所：大川ふるさと公園周辺
内 容：大川ふるさと祭り（第 １ ０ 回
YOSAKOI ソ ー ラ ン ジ ュニ ア 東
日 本 大 会 ）における夜間の巡
回・補導活動。

・下郷町青少年育成町民会議

(2)街頭補導活動
開催日：７月１日〜３１日
場 所：相馬市内
内 容：街頭における巡回・補導活動（月
１３回程度実施）

・相馬市少年センター

(3)村内にあるコンビニ、スーパー及び個人商
店を巡回し、酒類・たばこ販売時における年
齢確認の徹底等を依頼。

・平田村青少年育成村民会議

(4)須賀川市少年補導員による補導活動の実施
（市内を 12 の班に分けて班ごとに補導活動
を実施）

・須賀川市少年センター

(5)補導活動の実施
（７／15 会津若松市栄町地内での祭礼補
導、７／21 北塩原村内 檜原湖周辺でのボ
ランティアと学警連の補導活動、７／24 猪
苗代町内での祭礼における少年ボランティ
アと合同補導活動）

・会津若松警察署、猪苗代警
察署

(6)子ども安心サポートチームによる街頭補導
活動
（７／15 北信支所及び地区内）

・福島北警察署

(7) 街頭補導活動

・郡山市少年センター

(8)少年センター補導員による巡回指導
内容：補導員が祭礼等での巡回補導を実施

・会津若松市少年センター

(9)夜間パトロール
内容 地区青少年育成推進協議会員による
夜間パトロール

・会津若松地区青少年育成推
進協議会
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（別添回答様式）

平成２３年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果（Ｐ１０）

都道府県名
区
５ その他
（延べ１８件）

福 島 県
分

担当課（室）名
内

容

生活環境部 青少年育成室
実施主体

(1)中学生に対する薬物乱用防止教室
（７／１いわき市立内郷第一中学校、
７／５郡山市立富田中学校、７／６いわき
市立植田東中学校、７／８いわき市立中央
台北中学校・郡山市熱海中学校、７／12 い
わき市立上遠野中学校、７／14 福島市立野
田中学校・いわき市立内郷第三中学校）

・福島警察署、郡山北警察署、
いわき中央警察署、いわき
南警察署

(2)高校生に対する薬物乱用防止教室
（７／12 福島県立相馬高等学校、７／13 福
島県立小野高等学校平田校）

・石川警察署、相馬警察署

(3)小学生に対する児童・生徒安全確保教室
・福島警察署、福島北警察署
（７／１いわき市立大野第一小学校・郡山市
（桑折分庁舎）、郡山警察
立高瀬小学校、７／４郡山市立東芳小学校、
署、白河警察署、田村警察
７／５いわき市立平第三中学校、７／７白河
署（小野分庁舎）、会津若
市立白河第一小学校、７／８いわき市立平第
松警察署、会津若松警察署
三小学校・会津若松市立城南小学校、７／11
（会津美里分庁舎）、いわ
福島市立蓬莱東小学校・会津美里町立本郷第
き中央警察署、いわき南警
二中学校、７／12 いわき市立錦小学校・福
察署、相馬警察署
島市立御山小学校・鮫川村立青生野小学校・
国見町立大木戸小学校、７／13 猪苗代町立
翁島小学校・桑折町立睦合小学校、７／15
郡山市立安積第一小学校、７／19 相馬市立
中村第二小学校、７／20 田村市立下大越小
学校）
(4)中学生に対する児童・生徒安全確保教室
・福島警察署、須賀川警察署、
（７／５三春町立沢石中学校、７／６白河市
白河警察署、田村警察署
立五箇中学校、７／11 福島市立飯野中学校、
７／13 須賀川市立長沼中学校）
(5)小学生に対する非行防止教室
（７／26 二本松市永田地区 永田中央会
館、７／20 石川町立石川小学校、７／19 旧
伊達市立泉原小学校、７／15 いわき市立菊
田小学校、７／14 伊達市立桃陵中学校・
郡山市立大槻中学校・中島村立吉小川小学
校・天永村立大里小学校、７／13 郡山市立
富田西小学校・相馬市立八幡小学校・二本松
市立大平小学校・福島市立鎌田小学校、
７／12 伊達市立松陽中学校・いわき市立湯
本第一小学校、７／７田村市立緑小学校、
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・福島北警察署、伊達警察署、
二本松警察署、郡山北警察
署、須賀川警察署、白河警
察署、田村警察署、会津若
松警察署、いわき中央警察
署、いわき南警察署、相馬
警察署

（別添回答様式）

平成２３年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果（Ｐ１１）

都道府県名
区
５ その他
（延べ 18 件）

福 島 県
分

担当課（室）名
内

容

生活環境部 青少年育成室
実施主体

７／６福島市立飯坂小学校、７／５会津若松
市立城西小学校）
(6)中学生に対する非行防止教室
・福島警察署、福島北警察署、
（7／7 相馬市立磯部中学校・白河市立白河
郡山警察署、白河警察署、
第二中学校、
田村警察署、喜多方警察署、
７／８いわき市立川前小学校、７／４郡山市
会津坂下警察署、いわき中
立大槻中学校・小野町多目的研修集会施設、
央警察署、いわき東警察署、
７／５柳津中学校、７／11 喜多方市立第三
相馬警察署
中学校・喜多方市立第二中学校・郡山市立郡
山第一中学校、７／12 いわき市立玉川中学
校、７／13 大熊町立大熊中学校、７／14 福
島市立蓬莱中学校・新地町立尚英中学校、
７／15 いわき市立江名中学校・福島市立西
根中学校、７／19 いわき市立小名浜第三中
学校・福島市立平野小学校、７／20 福島市
立渡利中学校・福島市立福島第四中学校）
(7)高校生に対する非行防止教室
（７／11 喜多方市立第二小学校・喜多方市
立第三中学校、７／13 福島県立修明高等学
校、７／１４福島県立中央高等学校、７／15
福島県立喜多方東高等学校、７／19 福島県
立勿来高等学校、７／15・19 福島県立喜多
方東高等学校・喜多方市立第一中学校・福島
県立会津工業高等学校）

・福島警察署、棚倉警察署、
会津若松警察署、喜多方警
察署、いわき南警察署

(8)放置自転車クリーンアップ作戦
（７／３会津若松駅前）

・会津若松警察署

(9)見守り活動
（７月中、７／６会津若松市立門田小学校
付近）

・会津若松警察署、いわき中
央警察署

(10)少年警察ボランティアとの仮設校舎訪問
・南相馬警察署
（７／８南相馬市立石神第一小学校仮校舎）
(11)手話通訳を介した聾学生に対する児童・
生徒安全確保教室
（７／５福島県立聾学校）

・郡山警察署

(12)園児に対する児童・生徒安全確保教室
（７／４西郷村立まきば保育園、

・二本松警察署、白河警察署、
いわき南警察署
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（別添回答様式）

平成２３年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果（Ｐ１２）

都道府県名
区
５ その他
（延べ１８件）

福 島 県
分

担当課（室）名
内

容

生活環境部 青少年育成室
実施主体

７／５遠野保育所、７／14 二本松市立はら
せ幼稚園、７／22 二本松市立かすみが丘保
育所）
(13)青少年の被害防止と犯罪被害防止対策
（７／１猪苗代町「吾妻駐在所管内」）

・猪苗代警察署

(14)高校生に対する情報モラル教室
（７／６福島県立安達高等学校）

・二本松警察署

(15)夏休み親子非行防止教室
（７／20 大工町自治会館）

・白河警察署

(16)高校生に対する非行防止・交通事故防止の
講話（パンフレット配布）
（７／14 福島県立塙工業高等学校、７／19
福島県立石川高等学校、７／20 福島県立新
地高等学校・福島県立塙工業高等学校・学校
法人石川高等学校）

・石川警察署、棚倉警察署、
相馬警察署

(17)中学生、中学生保護者に対する情報モラル
教室
（７／11 いわき市立小名浜第二中学校、
７／12 学校法人石川高等学校）

・石川警察署、いわき東警察
署

(18)夏季における少年非行防止講話及び
ビデオ上映会の開催
（７／24 須賀川市前田川地区 前田集会
所、７／26 須賀川市 牡丹台集会所、
７／30 須賀川市六軒地区集会所、７／31 須
賀川市 浜尾地区集会所）

・須賀川警察署
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