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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 栃木県 青少年行政主管理課（室）名 県民生活部人権・青少年男女参画課 

区分 内   容 備考 

１大会等 ○「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 5日  場所：オリオンスクエア 

出席者：市長、保護観察所長、少年鑑別所長、警察署長、青少年 

育成関係者等 110 人 

内 容：運動推進の誓い、入賞作文朗読、啓発パレード、啓発物 

品展示・配布 

○「社会を明るくし青少年を非行から守る運動」市民大会（足利市） 

開催日：7月 5日（土） 場所：市民プラザ 

  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 450 人 

内 容：大会宣言決議、記念講演 

○青少年健全育成市民大会（大田原市） 

開催日：7月 6日（日）  場所：大田原市ピアートホール 

  出席者：市長、教育長、警察署長、市議会議長、青少年育成関係 

者等（220 名）                   

内 容：小中学生から募集した健全育成に関する作文.標語の最 

優秀作品表彰、講演会 

講演会：兵庫県立大学准教授 竹内和雄氏「スマホ時代に生きる 

中高生の課題と可能性について」 

○青少年健全育成事業「洋上北海道学習」（那須塩原市）7/29～8/2 

○青少年健全育成大会（益子町） 

  開催日：7月 5 日（土）  場所：益子町民会館 

  出席者：町長、教育長、青少年育成関係者等（406 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 

○青少年健全育成集会講演会（茂木町） 

  開催日：7月 5 日（土）  場所：茂木町民センター    

  出席者：町長、教育長、県議、青少年育成関係者等 約 250 人 

内 容：集会宣言決議、講演会 

講演会：辻井いつ子氏（盲目のピアニスト辻井伸行氏母） 

演題「子どもの才能の見つけ方、伸ばし方」 

 

２広報啓発

活動 

○広報紙、ホームページ、ポスター掲示、啓発チラシ等の配布による 

広報（宇都宮市） 

○広報誌・ＨＰによる広報 、横断幕・のぼり旗の掲出、市有車にマ 

グネットシール添付（足利市） 

○広報紙「広報とちぎ」での広報、立看板掲出、街頭啓発活動、啓発 

物資等の配布、青色回転灯車両パトロール時の広報活動（栃木市） 

○懸垂幕の掲出（佐野市） 

○啓発チラシの作成・配布（鹿沼市） 

○「強調月間」啓発ポスター掲示（日光市） 

○広報誌、ケーブルテレビによる広報、啓発ポスター・のぼり旗の掲 

示、リーフレット配布（小山市） 

○街頭キャンペーン活動（小山市） 

7/5 ショッピングモール.ハーベストウォーク 
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 青少年健全育成連絡協議会、保護司会等 36 名参加 

○啓発チラシ等市内全戸配布（矢板市）7/1 

○横看板「はぐくむ 心にたくす未来」の掲出（矢板市）7/1～7/31 

○広報紙「青少年センターだより」での広報（那須塩原市） 

市ＨＰでＰＤＦファイル掲載 

○チラシ.ポケットティッシュ配布による「家庭の日」広報、青少年 

健全育成パレード（那須塩原市）7/3  

○広報誌「夢咲楽～和輪話通信～」第 23 号発行での広報、氏家駅周 

辺あいさつ巡回活動、啓発ポケットティッシュ配布、のぼり旗・ポ 

スターの掲出（さくら市） 

○広報紙「広報お知らせ版」平成 26 年 7 月 1日発行、Ｎｏ.211 での 

広報（那須烏山市） 

○南那須地区育成会代議員会（那須烏山市） 

○保護司・更生保護女性連盟役員、学校の懇談会（上三川町）7/8,9 

○夕顔サマーフェスティバルにおける街頭啓発（啓発グッズ配布） 

（上三川町）7/26 

○青少年健全育成大会時に啓発パンフレットを配布、青少年健全育成

のぼり旗の設置（益子町） 

○広報紙による広報（全戸回覧）、町施設内外へ懸垂幕の掲出、パン

フレット等の配布（茂木町） 

○広報紙「広報いちかい」での広報、のぼり旗設置（町内 10 ヶ所）

啓発ポスターの掲示（市貝町） 

○広報紙による広報（壬生町） 

○駅前広場東西に啓発用懸垂幕の掲示、標語を掲載した布看板の作成 

掲示、啓発用のぼり旗の掲示（野木町） 

○啓発パンフレット等の配布、懸垂幕の掲示（那須町） 

○機関紙「青少協だより第 14 号」での広報（那珂川町） 

「指導事項とお願い」の記事で、幼稚園や小中学校及び警察署から 

夏休みの過ごし方等について掲載  ※各戸配布 

○「家庭の日」絵日記コンテスト作品募集広告を新聞掲載、広報誌

「青少年とちぎ」による広報（県青少年育成県民会議） 

○保護者向けの指導用リーフレット「情報モラル」を作成し、小・

中・高・特及び関係機関へ配信（県教育委員会事務局） 

○ラジオ放送を利用した非行被害防止、有害環境浄化の啓発（県警少

年課） 

○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） 

○交番･駐在所だより等を利用した全国強調月間の周知（各警察署） 

○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（各警察署）  

○警察ボランティア、学校、市町等と協働した啓発活動（各警察署） 

○啓発ポスターの掲示（県警本部、各警察署） 
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３研修会等 ○中学校生徒指導会議、市内高校生徒指導会議、少年補導員会理事研

修会（足利市） 

○少年補導員研修会（栃木市） 

○上都賀地区青少年育成指導員等研修会 

  開催日：6月 27 日  場所：鹿沼市民情報センター 

  出席者：青少年健全育成関係者等 約 80 名 

  内 容：元麻薬取締官による薬物乱用についての講話 

○日光市青少年問題協議会（日光市） 

開催日：7月 16 日  場所：日光市役所 

  出席者：市長、教育長、警察関係者、青少年育成関係者等 16 人  

内 容：講演「青少年を取り巻くいじめ問題の現状と解決につい

て」管内少年事犯の現状・少年指導センターの事業等に

ついての説明 

○三校合同生活指導委員会（日光市） 

開催日：7月 3日  場所：下原小学校   

出席者：学校関係者、ＰＴＡ、警察官など 20 名 

内 容：夏休みにおける生徒指導など 

○日光市青少年指導運営協議会（日光市） 

開催日：7月 14 日 場所：日光市役所 

  出席者：教育長、学校関係者など 9名 

  内 容：少年指導センターの事業について協議 

○小中学校携帯電話講習会（３回）、青少年相談研修会（１回） 

青少年相談員研修会議（２回）（小山市） 

○青少年健全育成研修会（大田原市、那須塩原市、那須町） 

開催日：7/23 場所：金田北公民館 

○那須地区教育相談員等連絡会総会・研修会（大田原市）7/22 

○塩谷地区立入調査強化事業内研修「立入調査について―調査方法と

留意点―」（矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町） 

開催日:7/11  場所：矢板健康福祉センター 

○保護司会.更生保護女性会合同研修（上三川町） 

7/30 国立武蔵野学院 

○青少年健全育成地域懇談会（益子町）   6/14～8/3（36 会場） 

○芳賀郡青少年相談員研修会（茂木町） 

○青少年健全育成推進員研修会（芳賀町） 

○青少年健全育成推進連絡会議（児童生徒の安全に関する話し合い）

青少年育成指導員会正副会長・正副部会長会議、青少年育成指導員

会広報活動部会会議、青少年健全育成地域懇談会（壬生町） 

○青少年健全育成実施委員会委員研修（社会を明るくする運動、町民

のつどいに参加）（壬生町） 

○第１回少年指導員連絡会（高根沢町） 

○青少年健全育成大会実行委員会（高根沢町）11/22 大会実施予定 

○携帯電話の有害情報に関する講習会（県青少年育成県民会議） 

7/1（火） 小山市立小山第三小学校児童保護者  約 94 名 

7/2（水） 市貝町立赤羽小学校児童保護者   約 112 名 

那珂川町立馬頭東小学校保護者     約 58 名 

7/3（木） 栃木市立寺尾小学校児童保護者    約 73 名 

7/5（土） 宇都宮市立峰小学校児童保護者    約 82 名 

7/7（月） 益子町立益子中学校生徒保護者   約 490 名 

7/9（水） 佐野市立吾妻中学校生徒保護者    約 57 名 

7/10（木）足利市立西中学校生徒保護者    約 558 名 
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7/13（日）大田原市立金田南中学校生徒保護者 約 169 名 

7/14（月）高根沢町阿久津中学校生徒保護者  約 600 名 

       南那須特別支援学校         約 70 名 

7/16（水）佐野市立栃本小学校保護者      約 60 名 

7/17（木）上三川町立明治中学校生徒保護者  約 471 名 

○家庭教育支援プログラム指導者研修（県教育委員会） 

親学習プログラムコース（２回） 

思春期版プログラムコース（１回） 

○放課後子どもプラン指導者研修（県教育委員会） 

○地域教育力活性化指導者研修（県教育委員会） 

子どもとかかわるボランティア活動推進セミナー 

○市町.学校等子どもの読書活動推進担当者会議（県教育委員会） 

○ＰＴＡ指導者研修（県教育委員会）県内 6地区 

４環境浄化

活動等 

○有害図書、ＤＶＤ等自動販売機、携帯電話販売店等に対する立入調

査（栃木県、全 25 市町） 

のべ 16 日間、267 箇所実施 

○特別巡回指導活動、環境点検（宇都宮市） 

○街頭補導活動（足利市） 

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（足利市） 

○街頭補導活動、防犯パトロール、有害違法広告物撤去（栃木市） 

○街頭指導活動（佐野市） 

○街頭指導活動（鹿沼市） 

○携帯電話講習会（鹿沼市）6/27 清洲第一小学校 

○街頭指導活動 7回、夏休み夜間街頭指導 6回、特別街頭指導（祭典

時）1回（日光市） 

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（日光市） 

○白ポスト巡回による有害図書.ビデオ等回収 4 件（小山市） 

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査 2件（小山市） 

○街頭指導活動（通常指導 31 件、特別指導 3件）（小山市） 

○街頭指導活動（真岡市） 

○街頭指導活動（大田原市）指導員 64 名 

○有害図書・ビデオ・ＤＶＤ等自動販売機実態調査（矢板市） 

○危険地域の一斉街頭指導（矢板市） 

○街頭指導活動、白ポスト回収（7/23）（那須塩原市） 

○祇園祭での街頭パトロール（益子町）ＰＴＡ、指導員等 48 名 

○夜間指導活動（市貝町） 

○花火大会、夜祭りにおける街頭指導、学校等の巡回指導（芳賀町） 

○夏祭り会場パトロール（壬生町） 

○ひまわりフェスティバルにおける街頭指導（野木町） 

○少年指導員による「いきいきパトロール」（高根沢町） 

○町内幼保小中高校の保護者対象「携帯電話安全教室」（茂木町） 

○街頭補導活動、列車補導（県警少年課、各警察署） 

○未成年者喫煙防止広報活動（県警少年課、各警察署） 
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５その他 ○街頭キャンペーン「社会を明るくする運動」啓発ポスター掲示、啓 

発グッズ配布（日光市） 

○「社会を明るくする運動」への参加協力（真岡市） 

開催日：7/6  場所：市内 5会場 

  出席者：市青少年健全育成連絡協議会役員 24 名 

  内容：会場内での啓発物の配布 

○「社会を明るくする運動」（矢板市） 

街頭啓発（駅で啓発物品、チラシの配布）、のぼり旗の設置 

○「社会を明るくする運動」市推進委員会（那須塩原市）7/1  

  広報車による広報、懸垂幕･横断幕の掲出、街頭キャンペーン 

○登校時のあいさつ巡回活動（さくら市）市内小学校.中学校.高校 

○夜間のあいさつ巡回活動（さくら市）氏家駅周辺 

○氏家駅最終電車時間帯調査活動（さくら市） 

○「社会を明るくする運動」推進大会（那須烏山市） 

開催日：7月 4日  場所：荒川中学校体育館 

  出席者：南那須地区市町長、教育長、議長、警察署長、宇都宮保

護観察所長、県議等 約 330 人 

  内 容：大会決議、作文発表、吹奏楽部による演奏、薬物乱用防

止講演 

○「社会を明るくする運動」（下野市） 

啓発用懸垂幕の掲示、市ＨＰ.広報紙.メール配信サービス.電光

掲示板に啓発記事を掲載 

7/1（火）法務大臣メッセージ伝達式 7/14～16 街頭啓発活動 

○「社会を明るくする運動」街頭啓発（啓発グッズ配布）（上三川 

町）7/1 

○「社会を明るくする運動」ミニ集会（上三川町） 

7/15,16,23 警察官による講話，討論会 

○「社会を明るくする運動」（益子町） 

のぼり旗の設置、青少年健全育成大会時に「愛の鈴」と交通安全

に係るチラシの配布 

○「社会を明るくする運動」（茂木町） 

開催日：7月 5日  場所：道の駅もてぎ  

出席者：町長、教育長、議長、警察署長、県議、青少年育成関係

者等約 70 名 

内 容：法務大臣メッセージ朗読、場内での啓蒙活動 

○「社会を明るくする運動」（芳賀町） 

広報紙による広報、懸垂幕の掲示、啓発パンフレットの配布 

○「社会を明るくする運動」広報誌による広報、街頭キャンペーンに

おける啓発グッズ配布、横断幕、のぼり旗の設置、ミニ集会の開

催（7/26,27）（高根沢町） 

○「社会を明るくする運動」うちわ・ティッシュの配布、懸垂幕の掲

示、学校訪問（那須町） 

○ホットほっと電話相談（延べ 130 件）（県教育委員会） 

  いじめ相談さわやかテレホン（子ども専用 通年） 

  家庭教育ホットライン（保護者専用 通年） 

  メール相談（保護者、子ども対象 通年） 

○未成年者喫煙防止対策活動への協力（県教育委員会事務局）  

主催:栃木県たばこ販売協同組合連合会 

内容：ポケットティッシュの配布 

○非行少年の立直り支援活動（県警少年課、各警察署） 
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