（別添様式）
平成２４年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」栃木県実施事業概要
区

分

１ 大会等
（栃木県、各市町）
【延べ ５件】

内

容

・社会を明るくし青少年を非行からまもる運動「市民のつどい」
（足利市）
開催日：7 月 14 日（土）
場所：市民プラザ
内容：大会宣言決議、記念映画上映「大地の詩 〜留岡幸助物語〜」
出席者：市長、警察署長、教育長、地元県議、市議、青少年健全育成関係者等 750 人
・青少年健全育成集会（茂木町）
開催日：７月７日（土）
場所：茂木町民センター別館ホール
出席者：250 名
・青少年健全育成大会（益子町）
開催日：7 月 7 日（土）
場所：町民会館
出席者：町長、教育長、青少年育成関係者等（519 名）
内容：家庭の日作文コンクール優良者表彰、青少年健全育成の講演会
・青少年健全育成市民大会（大田原市）
開催日：7 月 7 日（土）
場所：大田原市総合文化会館ホール
出席者：市長、教育長、市議会議員、来賓関係者等（360 名）
内容：知事・法務大臣メッセージ、最優秀作文発表、表彰式
講演会：防犯アナリスト 梅本正行 氏「子どもたちを凶悪な犯罪から守るためには」
・
「社会を明るくする運動・青少年の非行･被害防止全国強調月間推進市民のつどい」
（宇都宮市）
開催日：7 月 1 日（日）
場所：オリオンスクエア
出席者：市長、宇都宮保護観察所長、宇都宮中央警察署長、青少年健全育成関係者等 500 人
内容：運動推進の誓い、啓発コーナー、啓発物品配布

２ 広報啓発活動
（栃木県、各市町）
・広報誌による広報（茂木町、警察各署、足利市、那珂川町〔全戸配布〕
、岩舟町、市貝町、さくら市、
【延べ ２８８件】
高根沢町、佐野市、小山市、大田原市、栃木市、芳賀町、壬生町、宇都宮市、那須塩原市）
・啓発パンフレット等の配布（茂木町〔全戸配布〕
、野木町〔全戸配布〕
、那須町、岩舟町、県東健康福
祉センター、県西健康福祉センター、益子町、宇都宮市、那須塩原市）
・啓発チラシ等全戸配布（矢板市）
・携帯電話に関する指導資料配布[市内小中学校 93 校]（宇都宮市）
・フィルタリング等についてのチラシ配布（河内教育事務所）
・サッカーＪ２の試合会場における薬物乱用防止啓発活動（宇都宮市）
開催日：7 月 29 日（日）
場所：栃木県グリーンスタジアム
参加者：栃木県薬物乱用防止指導員等 9 名
活動内容：薬物乱用防止啓発活動、パンフレット等啓発資材の配布
・立看板の掲示（栃木市）
・中学 2 年生を対象に青少年健全育成のための標語を募集し、その優秀作品を掲載した立看板を作成し
て町内の各中学校等に掲示（野木町）
・歩道橋への横断幕の掲出（足利市）
・市有車へのマグネットシート貼付による広報宣伝活動（足利市）
・懸垂幕の掲出（茂木町、野木町、芳賀町）
・啓発のぼり旗の設置（茂木町、市貝町、さくら市、野木町、益子町、佐野市、那須烏山市、足利市）
・ＣＡＴＶによる広報啓発（茂木町）
・
「とちぎの子ども育成憲章」の配布（安足教育事務所、河内教育事務所、上都賀教育事務所）
・
「とちぎの子どもをみんなで育てよう運動」啓発チラシ配布（塩谷南那須教育事務所）
・夏季休業に向けた児童生徒指導の要点を各学校に配信（安足教育事務所）
・ＨＰによる広報啓発（那須塩原市）
・街頭広報活動（茂木町、栃木市）
・
「朝の声掛け運動」時における啓発物資の配布（栃木市）
・
「家庭の日」絵日記コンテスト作品募集新聞広告掲載（とちぎ未来づくり財団）
・ポスターの掲示による広報（日光市、河内教育事務所、真岡市）
・機関誌による広報（小山市）
・ラジオ放送を利用した啓発活動（県警少年課）
・スーパーマーケット駐車場における万引き防止等お広報活動（那須烏山署・足利署）
・薬物乱用防止広報車「きらきら号」を利用した薬物乱用防止教室の開催（県警少年課）20 校 29 回 913 人
・児童生徒、保護者等に対する薬物乱用防止教室、非行防止教室、防犯講話等の実施（県警少年課・各
署）176 回 32943 人
・社会環境の浄化と青少年の健全育成非行防止をテーマにして市内小中学生の全生徒を対象として募集した作文と標
語･最優秀作品を掲載（大田原市）

・夏祭り会場における薬物乱用防止広報車「きらきら号」を利用した広報啓発活動（7/21 県警少年課・下野署）
・警察ボランティアとの安全パトロール実施及び被害防止啓発ティッシュペーパー等の配布（7/21 栃木警察署）
・警察ボランティア等とキャンプ場での合同パトロール及び非行防止啓発活動（7/27 日光警察署・県警少年課）

・宇都宮市自立支援団体との合同相談会の実施（県警少年課）
・ミニ集会「警察官の講話（上三川町の犯罪に状況等について）」町内 3 か所 93 名参加（上三川町）
・行政テレビによる広報（小山市）
・広報車による町内巡回広報啓発活動（芳賀町）
・携帯電話販売店へのフィルタリング啓発活動（那須塩原市）
・イベント会場での啓発物資の配布（栃木市）
・イベント会場での「青少年健全育成標語入り風船」配布（壬生町）
・フェスティバルへの参加（上三川町）
・青少年健全育成パレード（7/10 那須塩原市）
・啓発大型横看板「はぐくむ 心に たくす未来」を掲示（矢板市）
・保護司･更生保護女性会の役員が学校を訪問し、学校長･教頭と懇談（上三川町内小中学校 35 名参加）
３ 有害環境浄化活動
（栃木県、各市町）
・街頭指導活動（足利市、日光市、野木町、益子町、高根沢町、小山市、佐野市、栃木市、芳賀町、宇
【延べ １８４件】
都宮市、那須烏山市、大田原市、那須塩原市、矢板市、県警少年課）
・有害図書ＤＶＤ等立入調査指導（茂木町、野木町、日光市、那須町、塩谷南那須教育事務所、矢板健
康福祉センター、河内教育事務所、岩舟町、県東健康福祉センター、県北健康福祉センター、県西健
康福祉センター、下野市、市貝町、さくら市、烏山健康福祉センター、小山市、上三川町、益子町、
真岡市、高根沢町、大田原市、安足健康福祉センター、佐野市、栃木市、芳賀町、壬生町、県南健康
福祉センター、上都賀教育事務所、宇都宮市、那須塩原市、矢板市）
・夜間巡回指導（日光市、市貝町、壬生町、大田原市）
・白ポスト回収活動（矢板市、小山市）
・有害、違法広告物の撤去（栃木市、足利市）
・ネットいじめ等パトロール相談事業による監視活動[市内小中学校 93 校]（宇都宮市）
４ 研修会等
（栃木県、各市町）
【延べ ７５件】

・市立中学校生徒指導会議、市内高校生徒指導会議（足利市）
・携帯電話の有害情報に関する講習会の開催〔県内中学校 14 校 4640 名〕
（とちぎ未来づくり財団）
・立入調査に関する事前研修会、事後検討会（矢板健康福祉センター、矢板市、岩舟町）
・
「青少年健全育成大会（11/25 実施予定）
」実行委員会の開催（高根沢町）
・薬物乱用防止教室（宇都宮市）
・青少年育成市民会議 親子学び合い事業「児童生徒と保護者のための携帯電話講習会」
（鹿沼市）
・万引防止教室（宇都宮市）
・青少年育成指導員等研修会（小山市、高根沢町、県西健康福祉センター）
・親学習プログラム指導者研修（県教委生涯学習課）
・放課後子どもプラン指導者研修（県教委生涯学習課）
・ウィークエンド青少年セミナー（県教委生涯学習課）
・栃木県子どもの読書活動推進協議会（県教委生涯学習課）
・保護司、更生保護女性会合同研修「栃木明徳会」訪問（上三川町 36 名）
・第 1 回青少年健全育成研修会（県北健康福祉センター）
開催日：7 月 19 日（木）
場所：那須町文化センター小ホール
出席者：那須町町長、教育委員会職員〔大田原市、那須町、那須塩原市〕
、青少年育成関係者等
（約 151 名） 内容：講演Ⅰ「携帯電話へのフィルタリングサービスの利用促進と栃木県青少年健
全育成条例の改正」 講師：県青少年男女共同参画課青少年育成担当主幹 川出吉幸 氏
講演Ⅱ「携帯電話の魔の手 〜子育てとメディアを考えよう〜」 講師：ＮＰＯ法人 青少年メデ
ィア研究協会 小川真佐子 氏
・青少年問題協議会（日光市）
開催日：7 月 26 日（木） 出席者：市長、教育長、警察署長、青少年育成関係者等 17 人
内容：講演、協議
・ＰＴＡ指導者研修会（安足教育事務所、安足健康福祉センター、河内教育事務所、県教委生涯学習課）
・地域教育コーディネーター養成研修会（安足教育事務所、
）
・情報モラル教室（河内教育事務所）
開催日：7 月 10 日（火）
場所：宇都宮市立上河内中学校
出席者：中学生及び教職員（約 250 名）
内容：講話「携帯・インターネット等について」 講師：河内教育事務所ＳＳＷ 柿岡健三 氏
・青少年健全育成地域懇談会（益子町内７会場、壬生町）

・青少年育成指導員協議会（壬生町）
・青少年問題協議会会議（市貝町）
・市内高校生徒指導連絡会議（足利市）
・青少年指導員研修会議（小山市）
・少年指導員研修会（真岡市、大田原市、栃木市、高根沢町）
・青少年健全育成推進連絡会議（壬生町、那須塩原市、市貝町）
・一日巡回指導体験（宇都宮市）
・青少年育成連絡協議会研修会（大田原市）
・少年指導員会議（さくら市）
・青少年相談研修会（小山市）
・青少年健全育成研修会（那須町）
・児童生徒指導強化連絡会（宇都宮市）
・相談委員研修会（大田原市）
５ 社会を明るくする運動
（栃木県、各市町）
【延べ ６３件】

・第 62 回社会を明るくする運動（茂木町）
日時 : 7 月 7 日（土）
場所：道の駅もてぎ
内容 : 街頭広報活動（啓発グッズ配布）
・街頭啓発活動（那須町、日光市、下野市、高根沢町、上三川町、小山市、栃木市、芳賀町、宇都宮市、
那須塩原市、真岡市）
・
「学校訪問（保護司・更生保護女性会役員が校長・教頭と懇談）
」
（上三川町、那須町）
・懸垂幕、横断幕等の掲示（那須町、下野市、高根沢町、那須塩原市）
・
「社会を明るくする運動」推進大会（岩舟町、栃木市）
・市ホームページに啓発記事を掲載（下野市）
・市内小学校、中学校、高等学校における登校時挨拶運動（さくら市）
・氏家駅前早朝あいさつ運動と自転車盗難防止啓発チラシ配布（さくら市）
・青少年健全育成大会で啓発物資「愛の鈴」を配布（益子町）
・のぼり旗「社明運動」の設置（高根沢町、佐野市、益子町、市貝町）
・ミニ集会の実施（高根沢町）
・広報車による町内巡回広報啓発活動（那須塩原市）
・啓発リーフレット等の配布（矢板市、芳賀町）
・市内大型店舗や道の駅等で街頭キャンペーンを実施（真岡市）
・法務大臣メッセージの朗読・伝達式（下野市、芳賀町）
・啓発大型看板の設置（矢板市）
・社会を明るくし青少年を非行から守る運動「市民のつどい」
（足利市、県警少年課）

６ その他
（栃木県、各市町）
・ホットほっと電話相談（県教委生涯学習課）
【延べ ３１９件】 ・
「宇都宮市地域の安全安心と子どもの健全育成のための市民総ぐるみ環境点検活動」を各地区の地域ま
ちづくりの組織が主催し７月中に１日実施（宇都宮市）
・スクールカウンセラーによる支援[市内小中学校 93 校]（宇都宮市）
・サポートチームの編成（宇都宮市）
・ネットいじめ等パトロール相談事業による監視活動[市内小中学校 93 校]（宇都宮市）
・市青少年健全育成事業「洋上北海道学習 7/30〜8/3」
（那須塩原市）
・ジュニアリーダースによる市内清掃活動（矢板市）
・青少年健全育成大会で「交通安全啓発」に係る「チラシ、団扇」を配布（益子町）

