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平成２６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 茨城県 青少年行政主管理課 茨城県知事公室女性青少年課 

区分 内   容 備考

１大会等 【水戸市】 

○少年の主張大会 １回実施 

【ひたちなか市】 

○健全育成のための講演会 7 月 12 日 

【高萩市】 

○高萩警察署管内防犯青少年柔剣道大会の実施 7 月 6 日（日） 

対象：スポーツ少年団・中学・高校・一般 

柔道の部参加者：115 名 

剣道の部参加者：168 名 

【北茨城市】 

○第 20 回青少年健全育成の集い 7 月 5 日（土）9：00～11：30 

場所：北茨城市民ふれあいセンター 

主催者：青少年健全育成北茨城市市民の会 

参加者：300 名（市 PTA 連絡協議会 外 19 団体） 

内容：市立精華小学校鼓笛隊を先頭に JR 磯原駅周辺約 2km の行程で「明る

い社会」｢麻薬撲滅｣｢社会環境浄化｣運動のパレードを実施した。ま

た，パレード終了後は各地区において，有害ビラの撤去や空き缶回収

等の清掃活動を行った。 

【かすみがうら市】 

○青少年育成を考えるつどい 

開催日：7月 26 日（土） 

場所：かすみがうら市（あじさい館） 

出席者：青少年育成関係者，市内小中学校 PTA 等 

内容：中学生の主張大会，講演会  

 

２広報啓発

活動 

【茨城県女性青少年課】 

○茨城県メディア教育指導員の派遣 

  派遣回数：62 回  受講者数：約 13,000 人 

○フィルタリング普及啓発チラシの作成・配付 

  夏休み前に学校を通じて保護者（小１～中３）へ配付（250,000 部） 

○県広報紙「ひばり」による広報 

○県域ラジオ放送による広報 

○青少年のインターネット安全安心利用に関する出前講座一覧の作成・配付

（全学校（小・中・高）） 

【総務課私学振興室】 

○各私立学校（小･中･高･中等及び専修･各種）に対して，平成 26 年度「青少

年の非行・被害防止全国強調月間」の実施について通知し，私立学校にお

ける青少年の健全育成及び被害防止のための取組の推進を図っている。 

【義務教育課】 

○いじめストップ！絆づくりプロジェクト推進モデル校の実践内容を「いば

キラ TV」で紹介 

目的：いじめをなくす児童生徒の主体的な取組をモデル校において実践

し，この取組を全県に広めることで，いじめの未然防止を推進す

る。 

内容：鹿嶋市立大同東小学校の実践を 7月上旬に「いばキラＴＶで紹介」 
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◆「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（薬物乱用防止関係） 

【茨城県薬務課】 

6 月 20 日～7 月 19 日 

 (1)ヤング街頭キャンペーン 

・7月 5 日 イオン那珂店会場 

・7月 16 日 県立磯原郷英高等学校 

(2)特別キャンペーン 

・7月 6 日～25 高校野球キャンペーン（全国高校野球県予選会場） 

・7月 12 日 茨城空港 

【茨城県青少年育成協会】 

6.26 ヤング街頭キャンペーン 

期日：7 月 5 日(土) 

場所：イオン那珂店・ウエルシア那珂竹之内店 

 期日：7月 16 日(水) 

 場所：茨城県立磯原郷英高等学校    

（「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実行委員会の構成団体として参加） 

【日立市】 

7 月 27 日 

日立港まつりにおいて「薬物乱用。ダメ。ゼッタイ。」啓発活動の実施 

20 人で実施 

【北茨城市】 

 日立地区ヤング街頭キャンペーン 

実施日：7月 16 日（水）7:15～8:30 

場所：県立磯原郷英高等学校及び JR 磯原駅 

主催者：茨城県日立保健所 

茨城県薬物乱用防止指導員日立地区協議会 

参加者：約 50 名（北茨城市青少年相談員連絡協議会 外 8 団体） 

内容：磯原郷英高等学校生徒及び磯原駅利用者に，薬物乱用防止啓発資材の

配布及び薬物乱用防止の呼びかけを行った。（啓発効果を高めるため，のぼ

り旗の掲示等をあわせて行った。） 

 

◆「未成年喫煙防止」街頭キャンペーン 

【茨城県女性青少年課】 

○未成年者喫煙防止街頭キャンペーン 

開催日：7月 10 日（木） 

場 所：JR 水戸駅，勝田駅，日立駅，土浦駅，下館駅，古河駅，取手駅，

鹿島神宮駅 

活動内容：未成年者喫煙防止啓発媒体を未成年者及び成人に配布し，未成

年者喫煙防止を呼びかける。 

実施主体：茨城県未成年者喫煙防止対策協議会 

構成団体：茨城県知事公室女性青少年課，茨城県警察本部生活安全部少年

課，（公社）茨城県青少年育成協会，茨城県青少年相談員連絡

協議会，関東財務局水戸財務事務所，茨城県たばこの会，茨城

県たばこ販売協同組合連合会，日本たばこ産業（株）水戸支店 

【警察本部少年課】 

 ７月 10 日 水戸駅を含む JR８駅で実施 

【県北県民センター】    

 実施日：7 月 10 日（木） 

場所：日立市（JR 日立駅中央口前） 

 参加者：日立市，青少年育成関係団体，警察署， 
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     日本たばこ産業（株）等 10 団体約 50 名 

 内容：未成年の喫煙防止呼びかけ，啓発資材（ポケットティッシュ）配布 

【鹿行県民センター】 

街頭キャンペーン（鹿島神宮駅） 

未成年者への喫煙防止の声かけをポケットティッシュの配布 

【県南県民センター】 

街頭キャンペーン 

 開催日：7 月 10 日（木） 

 場所：土浦駅東口・西口 

参加者：日本たばこ産業株式会社，たばこ販売組合，各コンビニエンススト

ア，土浦市青少年育成関係者，土浦市職員，土浦工業高校生徒会，

土浦警察署員，女性青少年課，県南県民センター職員等 

 内容：声かけをしながら啓発用品を配布する 

    のぼり旗の掲出 

【県西県民センター】 

実施日：7月 10 日（木） 

内容：未成年喫煙防止の呼びかけ及びグッツ配布により周知啓発 

【茨城県青少年育成協会】 

 期日：7月 10 日(木) 

場所：水戸駅，勝田駅，日立駅，土浦駅，取手駅，下館駅，古河駅，鹿島神

宮駅 

（茨城県未成年者喫煙防止対策協議会の構成団体として参加） 

【土浦市】（県未成年者喫煙防止協議会） 

実施日：7月 10 日（木）7：20～8：30 

場所：土浦駅 

内容：・喫煙防止とともに，あいさつ，声かけ運動として実施 

・ティッシュペーパーを配布（5,000 個） 

参加者：61 人 

・土浦警察署 ・県南県民センター 

・（公社）茨城県青少年育成協会・JR 東日本 土浦駅  

・土浦更生保護女性会 ・フランチャイズ協会（コンビニ） 

・土浦たばこ販売協同組合 ・茨城たばこの会  

・日本たばこ土浦営業所 ・土浦工業高校生徒会（６人） 

・土浦市青少年相談員連絡協議会 ・土浦市まちづくり市民会議 

・土浦市教育委員会生涯学習課 

【取手市】 

 あいさつ，声掛け運動及び未成年者喫煙防止ＰＲティッシュの配布 

（取手駅 東西口２か所） 

【古河市】 

7 月 10 日 古河駅 

【筑西市】 

1 回（県未成年者喫煙防止協議会，青少年育成筑西市民の会，筑西市青少年

相談員連絡協議会その他） 

 

【茨城県警察本部少年課】 

○水戸駅南 COMBOX310 大型ビジョンを利用した広報 

  フィルタリングサービスの促進について 

○茨城放送「こちら 110 番」「県警からのお知らせ」による広報 

  夏休みにおける規範意識の低下，飲酒，喫煙，深夜徘徊などへの注意喚

起 
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スマートフォンの危険性への呼びかけ 

○ツイッターによる広報 

スマートフォンによる被害や犯罪の注意喚起 

リベンジポルノなどの被害注意喚起 

非行防止教室・薬物乱用教室・少年相談コーナーの普及活動 

○ポスターの掲示 

  内閣府・警察庁が作成した月間のポスターを各警察署等に掲示 

○ひばりくん防犯メールによる広報 

  事件，犯罪情報を広報し注意喚起 

【鹿行県民センター】 

○「青少年の健全育成等に関する条例」の啓発と「青少年健全育成に協力す

る店」の説明（登録率向上）及び店舗訪問の依頼（鹿行管内５市） 

【水戸市】 

○広報・啓発活動 ２回実施 

水戸ホーリーホックホームゲーム 

夏の高校野球茨城大会予選（水戸工業対取手松陽） 

○電光掲示板による広報 

7 月 1 日～31 日 

【ひたちなか市】 

○啓発パンフレット等の配布 

7 月～8月実施 

【大洗町】 

○啓発クリアファイル等の配布（大洗町内） 

【城里町】 

○広報車による広報啓発  

○広報紙による広報 

【常陸太田市】 

○小中学校下校時巡回 ８回 

  常陸太田市青少年相談員 

【高萩市】 

○青少年の深夜外出禁止のポケットティッシュ配布 

  実施日：7月 26 日（土） 

  場所：高萩まつりパレードにて 

総合福祉センターから高萩駅前まで 

【常陸大宮市】 

○「青少年健全育成に協力する店」訪問 7 月 8 日 

10 店舗に夜間街頭相談協力依頼及びステッカー趣旨説明，掲示依頼 

○夏祭り巡回 7 月 26 日 

青少年への声かけ及びティッシュ等を配布し「青少年健全育成に関する条

例」の趣旨説明。青少年相談員 19 名が参加。 

【大子町】 

○大子町広報紙「お知らせ版」による広報 

○啓発ティッシュ・パンフレットの配布 

【鹿嶋市】 

○広報紙による広報（鹿嶋市報かしま７/１号） 

【潮来市】 

○懸垂幕の掲出 7 月 1 日～7月 31 日 

【鉾田市】 

○市広報掲載依頼 

「深夜外出の防止」「フィルタリングの利用促進」 



（都道府県名：茨城県） 

5 

（茨城県青少年の健全育成化等に関する条例） 

【神栖市】 

○ホームページによる深夜外出禁止の啓発（県条例） 

○携帯フィルタリング啓発リーフレットの配布，ホームページへの掲載 

○電話相談カードの配布（市内全小中学生） 

【土浦市】 

○非行防止キャンペーン（土浦市青少年相談員連絡協議会） 

実施日：7月 3日（木）7：20～9：00 

場所：土浦駅，神立駅，荒川沖駅  

内容 

・非行防止，あいさつ・声かけを中心に，ティシュペーパーの配布（4,500

個） 

・電話ボックス内等の不良掲示物除去 

参加者：154 人 

・土浦市青少年相談員 79 人，・JR 東日本 土浦駅 7 人 

・土浦警察署 6 人，     ・少年指導委員  15 人 

・NTT 東日本茨城支店 2 人， ・日本公衆電話会土浦分会 6 人 

・土浦市市民活動課 3 人，  ・土浦市まちづくり市民会議 26 人 

・土浦市生活安全課 1 人，  ・土浦市教育委員会 9 人 

啓発ノボリの設置 

内容：「７月 青少年の非行・被害防止全国強調月間」 

推進組織名：「土浦市青少年相談員連絡協議会」 

「土浦市まちづくり市民会議」の連名 

場所：各コミュニティセンター（市内８カ所） 

【龍ケ崎市】 

○青少年健全育成啓発運動 

実施日：7月 1日～7月 31 日 

  場所：協力小学校 13 校，市庁舎，市総合体育館，コミュニティセンター13

箇所ほか（計約 50 本のぼり旗設置） 

  内容：「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に連動し，『あいさつ声

かけ運動』ののぼり旗を設置，市広報誌やホームページなどを活用

し広く市民に啓発，啓蒙を行なった。 

実施主体：龍ケ崎市青少年センター・青少年育成龍ケ崎市民会議 

○「あいさつ声かけ運動キャンペーン」 

実施日：7月 7日  

  内容：青少年問題の共通の理解と認識を広く市民に周知するため青少年育

成関係機関・団体と連携し，市民が利用する大型ショッピングセン

ターで啓発用品配布によるキャンペーンと各小学校の校門での「あ

いさつ声かけ運動キャンペーン」を同日に行った。 

  会場・各小学校 13 校午前 7時 40 分から 

・ショッピングセンター午後 5 時から 

（リクシルビバ・ランドローム・ヤオコー） 

実施主体：龍ケ崎市青少年センター・青少年育成龍ケ崎市民会議，龍ケ崎

市青少年相談員連絡協議会 

協力団体：竜ケ崎警察署，龍ケ崎地区少年指導員連絡会，更生保護女性

会，龍ケ崎市防犯連絡員協議会，龍ケ崎市文化協会，龍ケ崎地

区保護司会 

       13 校立哨 約 80 名 ショッピングセンター 約 70 名 

【取手市】 

○広報紙による広報 



（都道府県名：茨城県） 

6 

  ・広報とりで ７月１５日号 

○啓発パンフレット等の配布 

  ・子ども電話相談パンフレットの配布（市内小中学校） 

【牛久市】 

○広報紙による広報 

○児童福祉課窓口にて市民への啓発品配布 

○懸垂幕・横断幕の掲示，のぼり旗の掲示，市庁舎内電光表示板による啓発

広報 

○啓発パンフレット，啓発品等の配布 

【稲敷市】 

○啓発パンフレット等の配布 

【かすみがうら市】 

○非行防止キャンペーン 

 開催日：7 月 18 日（金） 

 場所：神立駅東口 

 出席者：市青少年相談員 

 内容：啓発物（ポケットティッシュ）の配布 

【つくばみらい市】 

○薬物乱用防止啓発活動 

実施日：7月 28 日（月） 

実施者：市職員 4人，青少年育成関係者 14 人 

内容：みらい平駅前及び小絹駅前にて，午前 7：00 から午前 8：30 まで，

啓発物品（ポケットティッシュ）を配布 

【河内町】 

○広報誌（紙）による広報 

http://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/kouhou/2014/pdf/07_all.pdf 

【利根町】 

○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 

フィルタリング普及チラシを施設に配置し，青少年の健全育成啓発普及に

努めた。 

○『茨城県青少年の健全育成等に関する条例』の広報誌掲載による啓発活 

 動 

深夜外出禁止の条例を広報誌へ掲載，また，啓発ティッシュの配布 

【古河市】 

○市広報紙による広報 7 月 1 日号市内全戸配付 

○青少年の健全育成等に関する条例の説明（全地区） 

【結城市】 

○県青少年の健全育成等に関する条例普及啓発 

あいさつ・声かけ運動にて啓発品の配布 

  開催日:7 月 17 日（木） 

  場 所：JR 結城駅等 

  出席者：青少年育成市民会議（14 名） 

青少年相談員(12 名) 

事務局（4名） 

【下妻市】 

○非行防止啓発ポスターの掲示（市役所庁舎内） 

【常総市】 

○『広報常総』（市発行）に青少年相談員の活動・相談員紹介等の記事を掲

載 

【筑西市】 
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○市広報紙による相談業務の広報 

【八千代町】 

○町内量販店の入口において，啓発リーフレット，啓発品の配布をした。 

実施日：7月 9日（水） 

場 所：カスミ八千代店 

ドラッグストアクラモチ八千代南店 

 参加者：八千代町青少年相談員協議会，八千代町教育委員会 

【境町】 

○「青少年の健全育成に協力する店」登録店舗訪問活動 

３研修会等 【鹿行県民センター】 

○行方市青少年相談員連絡協議会研修会 

○神栖市青少年相談員連絡協議会研修会 

【県南県民センター】 

○市町村青少年事業打合せ 

  日時：７月１日（火）取手市，稲敷市 

     ７月３日（木）つくば市，土浦市 

     ７月８日（火）牛久市 

     ７月11日（金）河内町，利根町 

７月14日（月）つくばみらい市 

内容：市町村の青少年行政の事業内容の把握及び県事業の周知を図り，県

と市町村の相互理解を深める。 

【県西県民センター】 

○新任青少年相談員研修会 

開催日：7月30日 

出席者：県西地域の新任青少年相談員等53名 

内 容：青少年相談員の役割と活動等 

【茨城県薬務課】 

○薬物乱用防止教室  

小学校８校，398名 

  中学校15校，2,797名 

  高等学校６校，2,580名 

  その他一般人７回，606名 

【茨城県義務教育課】 

○警察本部と教育庁等との連絡会の開催（県教育委員会，県警察本部等） 

開催日：7月11日（金） 

出席者：教育庁関係各課，警察本部関係各課，知事公室女性青少年課，総

務部私学振興室，保健福祉部子ども家庭課，各教育事務所 

内容：夏季休業期間における児童生徒の非行防止及び事故防止への取組に

ついて 

【義務教育課】 

○「いじめ未然防止教員研修会」の開催（県教育委員会） 

目的：日頃の授業実践を，生徒指導上の視点からとらえ，児童生徒一人一

人の考えを生かし，互いの良さを尊重し合う授業づくり・集団づく

りを進めることで，いじめなどの問題行動を未然に予防する。 

研修日：小・中学校：6月26日，30日 

        高等学校 ：7月3日 

【警察本部少年課・義務教育課・高校教育課・総務課私学振興室】 

○警察本部と教育庁等との連絡会 

  開催日：7月 11 日（金） 
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出席者：教育庁関係各課，警察本部関係各課，知事公室女性青少年課，総

務部私学振興室，保健福祉部子ども家庭課，各教育事務所 

  テーマ：「夏季休業期間における児童生徒の非行防止及び事故防止への取

組について」 

  内容：警察本部において「夏期休業期間及び夏休み後における児童生徒の

非行防止及び事故防止への取組み」について情報共有を行った。 

【警察本部少年課】 

○要保護児童対策地域協議会の参加 

  7月9日 各関係機関が集まり，児童虐待の現状や取組みについて話し合い

を行った。 

【水戸市】 

○青少年相談員地区別研修会 ４回実施 

（一中地区，三中地区，緑岡中地区，赤塚中地区） 

○水戸集会（講演会）１回実施 

【ひたちなか市】 

○ひたちなか市青少年相談員研修会 

8月21日実施 

【那珂市】 

○那珂地区生徒指導懇談会 

  開催日：7月24日（木）午後1:30～午後3:30 

 場 所：那珂市中央公民館 講座室 

  参加者：那珂市及び那珂市近郊の生徒指導担当教諭（４名） 

      ＜参加高校：４校＞ 

      教育長 

      市教育研究会生徒指導研究部長 

      青少年育成那珂市民会議会長 

      市連合民生委員児童委員協議会会長 

      市青少年相談員（４０名） 

      市事務局（４名）          【４９名】 

【東海村】 

○電話相談員専門研修会（５名参加）  

7月17日（木） 

茨城県教育研修センター 笠間市 

【高萩市】 

○青少年相談員 7月定例会 

 実施日：7 月 9日（水） 

 場所：教育委員会会議室 

【大子町】 

○青少年相談員第 1 回連絡協議会 

○例年 7 月に実施の研修会 

→講師の都合で 8月 27 日に「青少年問題を考える合同研修会・人権研修会」

を実施 

【潮来市】 

○学校警察連絡協議会及び各種団体連絡会議合同会議 7 月 15 日 

○潮来市 PTA 連絡協議会評議員会 7 月 24 日 

【鉾田市】 

○青少年相談員連絡協議会役員会 

夏休み中の行う，青少年の健全育成・環境健全化の推進について話し合

う。 

【神栖市】 
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○青少年相談員正副会長班長会議 7 月 17 日 

【土浦市】 

○第 41 回土浦地区青少年を考える会（土浦市青少年相談員連絡協議会） 

実施日：7月 17 日（木）14：00～16：00 

場所：土浦地区更生保護サポートセンター 

目的：地域が一体となって，青少年の健全な成長をサポートしていく体制

をつくる 

内容：土浦地区更生保護女性会が中心となって，関係機関・団体・学校等

が集まり，課題を検討し，実行へと繋げる 

参加機関・団体（その会合により異なる）   

・水戸保護観察所・土浦警察署・土浦市小中学校 PTA 連絡協議会 

・中学校生徒指導主事・土浦市青少年相談員連絡協議会 

・土浦市民生委員・児童委員連絡協議会 ・土浦地区保護司会    

・BBS ・NPO 法人子どもの研究所 ・土浦市更生保護女性会  

・かすみがうら市更生保護女性会・土浦市教育委員会（生涯学習課） 

【取手市】 

○市内高校生徒指導主事・青少年相談員会議 

【つくば市】 

○つくば市子ども会育成連合会ドッヂボール大会 

実施日：6月 29 日（日） 場所：豊里体育館 

【古河市】 

○総和南中学校区生徒指導連絡協議会 

  開催日：7月 8 日（火） 

  場 所：ネーブルパーク研修センター「平成館」 

  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 

○古河市学校警察等連絡協議会 

  開催日：7月 16 日（水） 

  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り組みについて」地区別各校発表 

【古河市，坂東市，常総市，境町，五霞町】 

○第７ブロック青少年相談員連絡協議会総会及び研修会 

開催日：7月 10 日（木） 

場 所：常総市生涯学習センター 

内 容：講演「少年犯罪とインターネット」 

      講師 茨城県常総警察署 生活安全課長 高橋 洋 氏 

  参加者：常総市教育委員会教育長 

      常総警察署長 

      県政県民センター青少年指導員 

      第 7 ブロック青少年相談員等 

○新任青少年相談員研修会 

  開催日：7月 30 日（水） 

場 所：筑西合同庁舎 

  内 容：「青少年相談員の心構え」 

「青少年相談員の役割と活動」 

「青少年への声かけ・話の聴き方」 

「人権問題」 

 講師：茨城県県西県民センター青少年指導員 櫻井康雄 氏 

【筑西市】 

○筑西市第１回学校警察連絡協議会 8 日（筑西市） 
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○筑西市青少年相談員下館南中ブロック学社連携会議 10 日（下館地区） 

○筑西市青少年相談員明野中ブロック郊外指導委員会 10 日（明野地区） 

○筑西市青少年相談員関城中ブロック学社連携生徒指導連絡協議会 16 日 

（関城地区） 

○筑西市青少年相談員連絡協議会役員会 16 日（筑西市） 

○筑西市青少年電話相談員打ち合わせ会 30 日（筑西市） 

○新任青少年相談員研修会 30 日（県西県民センター） 

４環境浄化

活動等 

【茨城県女性青少年課】 

○「青少年の健全育成に協力する店」の登録活動 

  活動期間：７月１日～12 月 31 日 

 活動主体：青少年相談員，市町村等 

  活動内容：青少年に関わりの深い店舗に対し事業の趣旨・条例等を説明

し，賛同を得た場合ステッカーを交付。また，登録店舗の巡回等

を行い協力体制の確立を行う。 

目  的：青少年に関わりの深い関係店舗の社会環境健全化への関心を高

めるとともに，青少年の健全育成に向けた協力体制を確立する。 

【茨城県青少年育成協会】 

〇茨城県青少年を取り巻く有害情報対策推進事業実行委員会 

期日：7 月 10 日(木) 

場所：県庁共用会議室 

内容：県関係機関，PTA，青少年関係団体，メディア関連団体等で構成する

「茨城県青少年を取り巻く有害情報対策推進事業実行委員会」を組

織して，青少年のメディアリテラシーの向上や家庭での意識の醸成

などについて推進する会議を開催する。 

【水戸市】 

○街頭補導活動 23 回実施 

○白ポストによる有害図書等の回収 １回実施 

○街頭補導活動 4 月，6～8月 62 回実施 

【ひたちなか市】 

○街頭補導活動 

  4 月，6～8月 62 回 実施 

9～3 月 119 回 実施予定 

○有害図書・ビデオ等自動販売機実施調査 7 月 

【小美玉市】 

○市内巡回パトロール 

  １ 7 月 2 日（水）場所：小美玉市美野里地区 

２ 7 月 9 日（水）場所：小美玉市小川地区 

  ３ 7 月 10 日（木）場所：小美玉市玉里地区 

○市内祭礼巡回パトロール 

  １ 7 月 21 日（月）場所：小美玉市小川地区 

    祭礼：小川祇園祭 

  ２ 7 月 27 日（日）場所：小美玉市美野里地区 

    祭礼：羽鳥祭礼 

【那珂市】 

○「青少年の健全育成に協力する店」へのあいさつ回り 

  開催日：7月 10 日（木） 

  場 所：市内全域 

  参加者：市青少年相談員，自治会等 
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【茨城町】 

○青少年相談員によるゲームセンター巡視 

○祭事パトロール（5地区） 

【大洗町】 

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査 

【城里町】 

○公用車による巡視 

【東海村】 

○青少年相談員による定期巡回（村内） 

  7 月 4 日及び 7月 11 日の二日間 

○村内１８団体及び役場５課(室）による夏期特別巡回 

  ７月１６日～７月３１日の８日間（延べ１６回） 

【日立市】 

○日立市青少年相談員による街頭活動の実施，あわせて店舗等を訪問し，茨

城県青少年の健全育成等に関する条例の周知等について実施 

・26 地域 126 人で実施 

【高萩市】 

○高萩市青少年相談員による巡回 

  実施日：7月 23 日（水） 場所：高萩海水浴場周辺 

実施日：7月 26 日（土） 場所：高萩まつり会場周辺 

【常陸大宮市】 

○図書等自動販売機の立入調査 7 月 8 日 

  常陸大宮市美和地域にある自動販売機３台の立ち入り調査を実施 

【鹿嶋市】 

○夜間巡回活動 夜間―１班 7 月 8 日（火） 

夜間―２班 7 月 23 日（水） 

○地区班活動  地区―１班 7 月 3 日（木） 

地区―５班 7 月 3 日（木） 

地区―２班 7 月 17 日（木） 

地区―７班 7 月 29 日（火） 

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査 7 月 8 日（火） 

【潮来市】 

○社会環境整備活動等 7 月 5 日 

【行方市】 

○夏休み非行防止対策巡回パトロール 

①市内祭礼時の巡回パトロールの実施 

実施主体：青少年相談員 延べ 25 名参加 

実施回数 ８回（7 月 19 日～7月 27 日） 

②郊外型大型店舗等の巡回パトロール 

実施回数 １回（毎月１回実施 延べ５名） 

【神栖市】 

○あいさつ声かけ運動（7月 1 日～7日）市内小中高校 26 校 

○市内街頭補導 7 月 13 日，19 日 

○特別補導 

  7 月 12 日 大潮祭，7月 26 日，27 日 みなと祭 

【石岡市】 

○石岡市青少年相談員による街頭巡回指導 ６回 

  街頭活動において，青少年に対する声かけなどを中心に活動を展開した。

また，青少年に協力する店や学校などを訪問し，青少年の動向などを調査

した。 
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○石岡のおまつり青少年健全育成会会議 

  児童生徒が健全で楽しいおまつり参加となるよう関係機関団体が一堂に会

し，事故等の未然防止に努めることを目的とし会議を開催した。 

  開催日：7月 10 日（木） 

  出席者：教育長，市内小中学校長，石岡警察署，教育委員会等 

【龍ケ崎市】 

○「あいさつ声かけ運動キャンペーン」 

実施日：7月 7日  

  内容：青少年問題の共通の理解と認識を広く市民に周知するため青少年育

成関係機関・団体と連携し，市民が利用する大型ショッピングセン

ターで啓発用品配布によるキャンペーンと各小学校の校門での「あ

いさつ声かけ運動キャンペーン」を同日に行った。 

  会場・各小学校 13 校午前 7時 40 分から 

・ショッピングセンター午後 5 時から 

（リクシルビバ・ランドローム・ヤオコー） 

実施主体：龍ケ崎市青少年センター・青少年育成龍ケ崎市民会議，龍ケ崎

市青少年相談員連絡協議会 

協力団体：竜ケ崎警察署，龍ケ崎地区少年指導員連絡会，更生保護女性

会，龍ケ崎市防犯連絡員協議会，龍ケ崎市文化協会，龍ケ崎地

区保護司会 

       13 校立哨 約 80 名 ショッピングセンター 約 70 名 

【取手市】 

○地区街頭指導７回（青少年相談員） 

○ミニ街頭指導３回（青少年相談員） 

○中央街頭指導１回（市内高校生徒指導主事・青少年相談員） 

○夏季特別街頭指導４回（市学警連） 

【牛久市】 

○市内パトロール（駅，公園，店舗等） 

○環境浄化を目的として，青少年が立ち寄りそうな店舗等の状況調査，点検

を実施 

○社会環境調査として，市内巡回と有害図書，ビデオ等実態調査 

７月５日  出席者：青少年育成牛久市民会議員 

【つくば市】 

○学校訪問（全６地区） 

実施時期：6 月下旬～7月 

○あいさつ・声かけ運動 

  実施日：7月 15 日（火） 

場所：つくばエクスプレスつくば駅周辺 

○地区お祭り巡視活動 全６地区 

  実施時期：７月 

【守谷市】 

○市内のインターネットカフェ，カラオケボックス等の事業者に対し，青少

年の深夜の立入制限の要請を行った。 

○市内の書店，コンビニエンスストア等の事業者に対し，青少年への有害図

書等の閲覧・販売禁止について周知した。 

【かすみがうら市】 

○市内巡回指導 

 開催日：7 月 9日（水）・23 日（水） 

 場所：かすみがうら市内 

 出席者：市青少年相談員 
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 内容：青色防犯パトロール車による市内巡回 

【つくばみらい市】 

○防犯パトロール 

実施日：7月 24 日（木） 

出席者：市職員１人，市相談員１人 

内容：午後６時から午後８時までゲームセンター等の周辺のパトロールを

実施した。 

【美浦村】 

○「青少年の健全育成に協力する店」協力推進活動 

○捨て看板，風俗ビラ撤去による社会環境整備活動 

○街頭巡回活動 

【阿見町】 

○夜間パトロール 7 月～8月 

夏休み期間中，青少年相談員による町内の夜間巡回活動。公園等で声かけ

や清掃活動などを実施。時間帯は午後 8時～10 時まで。 

【古河市】 

○青少年の健全育成に協力する店登録店舗巡回 

○有害図書自動販売機の点検：定期街頭補導時（古河地区・三和地区） 

【結城市】 

○青少年の健全育成に協力する店 

青少年と関わりのある市内店舗を訪問し，協力を依頼 

  開催日：7月 17 日（木） 

  訪問店舗：38 件 

  出席者：青少年育成市民会議（6名） 

      青少年相談員（8 名） 

      事務局（4 名） 

○青少年相談員による街頭巡回の実施 

・市内を５地区に区分し，各地区において街頭巡回を実施。 

・市夏祭り特別巡回を実施 

 7 月 20 日（日） 

7 月 27 日（日） 

【下妻市】 

○市内街頭巡回指導活動 

下妻市内のゲームセンター，コンビニ，レンタルビデオ店，大型店舗など

青少年の集まりやすい場所の巡回，また，夏祭り会場等の巡回を実施。 

  月例巡回：９回 夏祭り等特別巡回：２回 

（下妻市，下妻市青少年相談員連絡会） 

○青少年のための社会環境整備活動 

  市内各所での違法広告の撤去活動，市内通学路や公園等の危険箇所点検活

動（下妻市，青少年を育てる下妻市民の会） 

【常総市】 

○街頭指導活動（常総市青少年相談員会） 

水海道祇園祭  7 月 19 日・20 日 

石下祇園まつり 7 月 26 日・27 日 

【筑西市】 

○筑西市青少年相談員街頭指導活動（筑西市内各地区 10 回） 

【坂東市】 

○街頭指導活動 

【桜川市】 

○夏祭り巡視指導活動 
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 開催日：7 月 20 日・24 日～26 日 

 場 所：桜川市岩瀬地区・真壁地区 

 出席者：学校警察連絡協議会委員 51 名 

 内 容：夏祭り時に青少年が事件・事故等に巻き込まれないための巡回指

導活動 

○青少年の健全育成に協力する店訪問活動 

  開催日：7月 18 日・19 日・8月 9日 

  場 所：市内店舗 訪問店舗数：135 件 

 出席者：青少年相談員 20 名 

  内 容：リーフレット，ポケットティッシュの配布 

【五霞町】 

○下校時の防犯パトロール 

日 時：通年 

場 所：小学校区（２校）通学路 

参加者：青少年相談等関係協力団体 

【境町】 

○街頭パトロール 

５その他 ◆「社会を明るくする運動」 

【水戸市】 

 街頭キャンペーン（水戸駅頭，下市）２回実施 

【笠間市】 

社会を明るくする運動 

【ひたちなか市】  

チラシ配布 7 月 1 日実施 

【那珂市】  

街頭宣伝活動 

  開催日：7月 1 日（火）午後 3:00～4:00 まで 

場所：フードオフストッカーサンモリノ那珂店，イオン那珂町店，カスミ

瓜連店 

  参加者：保護司会，市更生保護女性会，市青少年相談員，市連合民生委員

児童委員協議会，行政担当者（合計 75 名） 

【大洗町】 

大洗町内５ヵ所にて実施 

【城里町】 

街頭キャンペーン 

26 日 午前 10:00 桂物産センター，山桜 

  26 日 午後 4:00 七夕まつり会場 

【日立市】 

7 月 1 日 日立駅前で実施 

【常陸太田市】 

キャンペーン活動 7 月 30 日 常陸太田市，久慈地区保護司会等 

 啓発チラシ，ティッシュ等の配布 

【高萩市】 

街頭キャンペーン（社会を明るくする運動実施委員会） 

 実施日：7 月 26 日（土） 

 場所：高萩まつりパレードにて 

総合福祉センターから高萩駅前まで 

【大子町】 

 7 月 18 日 
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【神栖市】 

街頭キャンペーン 7 月 15 日 市内 2 箇所 

【牛久市】 

市内 JR 駅 2 ヶ所にて街頭キャンペーンの実施（啓発リーフレット及び社明，

青少年の健全育成の啓発ティッシュの配布） 

  開催日：7 月 1日  

  出席者：牛久市長，牛久市副市長，牛久市保護司会，牛久市更生保護女性

会，牛久市青少年相談員等 50 人 

  内容：懸垂幕，横断幕，のぼり旗の掲示 

市内 5 校中学校へ啓発品，ポケットメデックバン（絆創膏）ティッシュの配

布 

【阿見町】 

7 月 1 日 非行防止キャンペーン 

【下妻市】 

 非行防止啓発品（ポケットティッシュ，リーフレット等）の配布活動 

 （下妻市青少年相談員連絡会，青少年を育てる下妻市民の会） 

【筑西市】 

 1 回（筑西市推進委員会） 

【桜川市】 

 ・のぼり旗の設置 市内 107 本 

 ・街頭キャンペーン 

  開催日：7月 1 日～4日 場所：市内駅前広場・大型店舗 

  出席者：市長・教育長・青少年育成関係機関団体 94 名 

  内容：リーフレット，ポケットティッシュ，蛍光ペンの配布 

 ・あいさつ運動 

開催日：7月中（15 日間） 

場所：市内小中学校門前 13 校 

  出席者：市更生保護女性会・教員 93 名 

 ・作文コンテスト参加 市内小中学校児童・生徒 

【八千代町】 

 実施日：7 月 7日（月） 

 場 所：町内各中学校 

 

【茨城県教育委員会】 

○元気いばらきっ子育成事業 

・中央青年の家    7 月 19 日～20 日 土浦市 

・白浜少年自然の家  7 月 5 日～6日  行方市 

【笠間市】 

○青少年育成に協力する店舗の訪問活動 

○稲田地区「みかげまつり」巡視活動 

【那珂市】 

○中・高生と語る会 

開催日及び場所：市内各中学校区単位（５校）で開催 

参加者：中高生，市青少年相談員等 

【小美玉市】 

○小美玉市立小川南中学区生活指導委員会 

  ・期日：７月２日（水） 

  ・場所：小美玉市小川南中学校 

○平成 26 年度小美玉市第 1回豊かな心育成連絡協議会 

  ・期日：７月４日（金） 
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  ・場所：小美玉市小川総合支所 

【東海村】 

○青少年相談員による村内の学校訪問（５回） 

 ・７月２日 照沼小学校 

  ・７月３日 東海高校 

 ・７月８日  東海南中学校 

 ・７月９日  東海中学校 

 ・７月１０日 石神小学校 

○青少年相談員による村内２中学校あいさつ運動 

  ・７月７日  東海中学校 

  ・７月１０日 東海南中学校 

【高萩市】 

○青少年健全育成活動 

サマージャンボリーの実施 

開催日：7月 19 日（土）～20 日（日） 

対象：市内小学校 4 年生対象 

参加者：72 名 

少年探検講座「花貫川の源流を探る」の実施 

開催日：7月 30 日（水）～31 日（木） 

対象：市内小学校 5 年生対象 

参加者：43 名 

【北茨城市】 

○青少年相談員合同巡回 

実施日：7月 23 日（水）19：00～20：30 

場所：市内一円 

主催者：北茨城市相談員連絡協議会 

参加者：48 名（青少年相談員，市小・中学校教員，県立高校教員，茨城県

警高萩警察署） 

内容：市を 3 地区に分割し，それぞれの地区において危険個所や青少年の

集合場所となりうる箇所など（コンビニ，大型店，公園）を重点的

に巡回・指導した。 

【潮来市】 

○社会環境整備活動と併せ「青少年の健全育成に協力する店」登録店の訪問

及び新規店舗加入活動 7 月 5 日 

○7月祭礼 市内 4 地区 7 月 26 日～27 日 

【土浦市】 

○街頭指導活動（土浦市青少年相談員連絡協議会） 

・合同指導（毎月 1～14 日 16：30～17：30） 

土浦駅周辺を，非行防止，環境浄化を目的に巡回指導を実施 

・地区指導（毎月 15～31 日間に，1～2 回） 

市内８中学校ブロック毎に，それぞれの計画に沿って実施 

○あいさつ運動・中学校地区生徒指導推進協議会（土浦市青少年相談員連絡

協議会） 

・あいさつ運動 

7 月 7 日（月）7：40～ 新治中学校地区の斗利出小学校で実施。今回

は，学校，相談員（7 人）で実施。この地区では，年間計画で，１中学

校，３小学校で実施している。 

・中学校地区生徒指導推進協議会（８地区） 

長期休業日を前に，年間３回，各中学校地区で実施。若干の違いがある

が，参加者は，地域の方（区長，保護司，更生女性会，民児協，体協役
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員，相談員等），学校評議員，小中学校長・教諭，PTA 等である。 

【龍ケ崎市】 

○街頭指導の強化（月 6 回） 

内容：不審者出没等の情報が増加にあり，青少年の被害防止の抑止効果と

して青色防犯パトロールの講習を受講し，青色回転灯を装備した公

用車による巡回を行い，地域の防犯と併せた街頭指導活動を実施し

た。 

主体：龍ケ崎市青少年センター・龍ケ崎市青少年相談員連絡協議会・青少

年育成龍ケ崎市民会議 

【古河市】 

○定期街頭補導 

  （古河地区）4 回（7月 8 日，10 日，17 日，28 日） 

（総和地区）5回（7月 3日，10 日，17 日，24 日，31 日） 

（三和地区）2回（7月 4日，25 日） 

○特別パトロール 

（総和地区）4回（7月 13 日，19 日，20 日，22 日） 

（三和地区）4回（7月 12 日，13 日，19 日，20 日） 

○電話相談 １件（7/7） 

○電話相談カードの配布：街頭補導時（全地区） 

○青少年健全育成活動 エンジョイサタデー 10 回 

【五霞町】 

○行幸湖クリーン作戦 

  日 時：7月 6 日（日） 

  場 所：行幸湖周辺 

  参加者：青少年団体・ボランティア団体等 

【境町】 

○学校外活動支援ボランティアへの高校生の参加 
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