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平成２７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 宮城県 青少年行政主管課（室）名 共同参画社会推進課 

区分 内   容 備考 

１大会等 
（宮城県、宮城県警

察本部、市町村等） 

 

○少年警察ボランティア宮城県大会（警察本部少年課） 

 開催日：７月１５日（水） 

 場 所：仙台市シルバーセンター 

 出席者：公安委員長、警察本部長、（公社）宮城県防犯

協会連合会会長、宮城県少年補導員協会会長、

少年警察ボランティア  計３００名 

 概 要：表彰 

     講演～石巻市立山下中学校長 

     合唱：少年非行防止メッセージソング 

       「まけないよ」大会宣言等 

 

○少年の主張市大会（東松島市） 

 主 催：東松島市教育委員会、東松島市青少年健全育成

市民会議 

場 所：矢本第一中学校 

 開催日：市内中学生３校９名が発表 

 

○青少年健全育成講演会（仙台市） 

 演 題：「子ども達が未来に向けて一歩を踏み出すため

に」 

講 師：仙台大学  学長 阿部 芳吉 氏 

開催日：平成 27年 7月 15日（水）14:30～16:00 

場 所：日立システムズホール仙台 

（仙台市青年文化センター） 

 

○白石市青少年健全育成・非行防止推進大会（白石市） 

 開催日：７月４日 

 内 容：講演「震災や事件と子どもの心のケア」 

     講師 本間 博彰 先生 

（宮城県子ども総合センター 所長） 

     大会決議 

 参加者：加盟８９団体の会員、市民、来賓（市議会議

員、県議会議員、社会教育委員、警察関係者、

学校長、園長）など 計２７２名 

 

○青少年センター運営協議会（大崎市） 

 開催日：６月４日 場所：古川中央公民館 

 出席者：市議会議員、教育委員会、地方振興事務所、児

童相談所、警察署、学校関係者（校長）、社会

福祉協議会、保護司会、若者サポートステーシ

ョン 

 内 容：青少年センター運営についての意見交換・協議 
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○大崎市青少年問題協議会（大崎市） 

 開催日：６月１１日 場所：古川中央公民館 

 出席者：大崎市長、教育長、市議会議員、地方振興事務

所長、児童相談所、警察署、学校関係者（校

長）、社会福祉協議会、保護司会、青少年セン

ター運営協議会長 

 内 容：青少年の問題についての意見交換・協議 

 

○大崎東部学校警察連絡協議会（大崎市） 

 開催日：７月３日 場所：大崎合同庁舎（年２回開催） 

 出席者：学校関係者、警察署、青少年センター 

 内 容：生徒指導に関する講演、情報交換等 

 

○少年の主張 多賀城市大会開催（多賀城市） 

 

○気仙沼市青少年健全育成推進大会（気仙沼市教育委員

会・気仙沼市青少年育成協議会） 

 開催日：７月１５日 場所：はまなすホール 

 参加者：気仙沼市長（代理：気仙沼市教育委員会教育

長）、警察署長、県議会議員、市議会議長、市

議会議員、教育委員、学校関係者、青少年育成

関係者、市民等  計 230名 

 内 容：講演 「子どもの自主性・主体性を育むこと」 

     講師 ＮＰＯ法人底上げ 理事 成宮 祟史氏 

 

○青少年健全育成松島町民会議総会（松島町） 

 

○町防犯実働隊による防犯パトロール（村田町） 

 

○「子ども・若者育成支援強調月間」ポスターコンクール 

及び展示会（大和町） 

展示会：１１月上旬 

 

○者会を明るくする運動・青少年健全育成町民総ぐるみ運

動・飲酒運転・暴走族根絶運動 推進大会 

（大河原町） 

開催日：７月１日 場所：大河原町駅前広場及び町内 

２広報啓発活動 
（宮城県、宮城県警

察本部、市町村等） 

 

○宮城県未成年者喫煙防止街頭活動（警察本部少年課） 

 実施日：７月１７日（金） 

 場 所：JR仙台駅西口ペデストリアンデッキ 

 実施者：宮城県未成年者喫煙防止推進協議会（主催） 

     宮城県、仙台市、警察本部、仙台市内警察署、

東北財務局、JT東北支社等  １２団体 

 

○啓発ポスターの掲示（警察本部少年課、七ヶ宿町、蔵王 

町、大郷町、色麻町） 

 

○広報誌による広報活動（警察本部少年課（４１件）、白

石市、村田町、蔵王町、大和町、大河原町） 
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○キャンペーン活動（警察本部少年課） 

 非行・被害・薬物乱用防止、フィルタリング普及等 

１４回 

 

○フィルタリング１００％宣言（警察本部少年課） 

 ７月３日、登米市立豊里小・中・登米中で実施 

 

○非行・被害・薬物乱用防止、情報モラル教室 

（警察本部少年課） 

 小学校   ７９回 

 中学校   ６２回 

 高等学校  １３回 

 その他   １４回    計１６８回 

 

○非行防止等講話（警察本部少年課） 

 学校関連協議会、健全育成関連会議等で実施 

 

○平成２７年度夏季休業中の生徒指導について 

（県義務教育課） 

実施日：７月１日 

内 容：県内の全小・中・高、特別支援学校に関して、

夏季休業中における児童生徒の事故及び問題行

動の未然防止の徹底を図り、生徒指導の充実を

図る留意事項を通知した。 

 

○生徒指導だより「くりはら」の発行 

（県北部教育事務所栗原地域事務所） 

 配布先：栗原市内小・中学校 

 

○市内８市民センターに会報常置、全市民に会報発行 

（東松島市） 

 

○宮城県青少年補導センター連絡協議会広報紙による広報 

 （仙台市） 

「みやほ連だより NO11」にて、青少年健全育成活動を紹

介するとともに「青少年の非行・被害防止全国強調月

間」を周知 

 

○宮城県未成年者喫煙防止街頭活動への参加（仙台市） 

日 時：７月１７日（金）15:30～17:00 

場 所：仙台駅前ペデストリアンデッキ 

方 法：啓発ポケットテッシュの配布 

 

○青少年健全育成広報キャラバン（名取市） 

 参加者：市内小学生 23名、市民会議・地区育成会 11名 

     事務局職員 5名 計 39名 

 内 容：・市内を 10地区に分け、5班で広報車で巡回 

     ・小中学生の夏休みの過ごし方に関する注意事

項等を広報車から市内の小中学生がアナウンス 
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○大崎市立幼稚園幼稚園長・小中校長会議（大崎市） 

 開催日：４月２日 場所：岩出山庁舎 

 出席者：幼稚園長、小中校長 

 内 容：青少年センターの概要説明 

 

○青少年センターのＰＲ紙の配布（大崎市） 

 

○社会を明るくする運動（多賀城市） 

 公用車による巡回広報、推進員の学校訪問、チラシ回

覧、駅前など４か所に「のぼり」設置、駅前で啓発活

動、地区懇談会、保護司による「児童生徒の心配ごと相

談所」開設など 

 ※７／２３浮島地区 ７／２６黒石地区で教育長講話 

○広報啓発グッズの配布（気仙沼市） 

  

○いじめ防止の啓発標語の募集・応募作品の公開と各校へ

の結果報告（川崎町） 

 

○いじめを防止し、思いやりの心を育む人権教育の開催

（川崎町） 

３有害環境浄化活

動 
（宮城県、宮城県警

察本部、市町村等） 

 

○定例街頭巡回指導（名取市、白石市、多賀城市、石巻

市、気仙沼市、松島町、大和町、女川町、涌谷町、大河

原町） 

 

○有害ビラ等撤去活動（名取市、白石市、多賀城市） 

 

○大規模小売店舗巡回活動（名取市、気仙沼市、富谷町、

涌谷町） 

 

○県下一斉「少年を非行から守る日」による街頭補導活動 

 （警察本部少年課） 

 実施日：平成２７年７月１０日（金） 

 場 所：県下２４警察署管内 

 実施者：警察官、少年警察補導員、少年補導員等 

                  計４４９名 

  

○県下一斉夜間補導（警察本部少年課） 

 実施日：７月１７日（金） 

 場 所：県下２４警察署管内 

実施者：警察官、少年警察補導員、少年補導員等 

                  計５９１名 

○合同補導活動（警察本部少年課） 

 少年補導員、学校、防犯協会等と合同で実施 

 

○協力要請活動（警察本部少年課） 

 カラオケ店、コンビニエンスストア等に対し実施 

 

○少年補導委員によるパチンコ店への立入活動 

（警察本部少年課） 
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実施日：７月１７日（金） 

場 所：県下２４警察署管内 

 

○若柳地区学校警察連絡協議会 

（県北部教育事務所栗原地域事務所） 

 開催日：７月９日 

出席者：警察署員、小・中学校生徒指導担当者 

内 容：青少年の健全育成に関する講話、情報交換等 

    講話「上半期における少年非行の実態につい

て」（過去５年間の少年非行の推移ほか） 

 

○北部管内中・高生徒指導連絡協議会 

（県北部教育事務所栗原地域事務所） 

開催日：７月８日 

出席者：中・高等学校の生徒指導担当者 

内 容：県内の生徒指導上の諸問題についての情報共有

と分科会ごとの中・高等学校の情報交換 

 

○環境浄化モニターによる見回り、ＰＴＡ各校７月１５日

に防犯パトロール（東松島市） 

 

○街頭指導活動の実施（仙台市） 

 中央街頭指導の実施（17日間 1回あたり 2時間 30分） 

 

○名取市街頭巡回青少年指導員・青少年育成推進員合同研

修会（名取市） 

 参加者：街頭巡回青少年指導員１４名、青少年育成推進

員９名、事務局４名 計２７名 

 内 容：定例街頭巡回指導の実施に向けて、巡回時の注

意事項等のほか、岩沼警察署管内の少年非行の

概況について、岩沼警察署少年警察補導員を講

師に、研修会を実施。 

 

○白石市生徒指導問題対策会議（白石市） 

 演 題「相談内容から見た生徒指導上の問題」 

     （白石市青少年相談センター） 

 演 題「少年補導の現況」（白石警察署生活安全課） 

○街頭巡回指導に合わせ、ゴミ広い活動の実施（大崎市） 

４研修会等 
（宮城県、宮城県警

察本部、市町村等） 

 

○少年をネット犯罪から守るための連絡会議の開催 

（警察本部少年課）  

開催日：７月３日（金） 

場 所：警察本部 

出席者：総務省東北総合通信局情報通信部、宮城県、仙

台市、宮城県及び仙台市防犯連絡協議会連合

会、県ＰＴＡ連合会、仙台市ＰＴＡ協議会、携

帯電話関連事業者、警察本部、各警察署等 

    計３７名 

概 要：コミュニティサイト等に起因する児童の被害状

況、県によるフィルタリングに関する保護者等

 



（都道府県名：宮城県） 

6 

の責務について規定した県条例の改正内容等に

ついて説明し、出席者で情報交換を行い、相互

理解と連携した取組の一層の促進について確認

した。 

 

○中学校・高等学校生徒指導連絡協議会（県義務教育課） 

 開催日：７月８日 北部・栗原地区（大崎合同庁舎） 

     ７月９日 東部・登米地区(石巻市桃生公民館) 

     ７月１０日大河原地区（大河原合同庁舎） 

 

○ネットパトロールスキルアップ研修会（県高校教育課） 

 開催日：７月１７日 

 場 所：宮城県総合教育センター  

第一研修室・情報研修室 

 出席者：公・私立小・中・高等学校教職員 ５６名 

 内 容：講演会「児童生徒のネット利用上の問題点 

と対策」 

講習「ＳＮＳの特性と対応」など 

 

○管内栗原地区スクールカウンセラー研修会 

（県北部教育事務所栗原地域事務所） 

開催日：７月３０日 

出席者：教育事務所専門カウンセラー、小中学校スクー

ルカウンセラー、栗原市スクールソーシャルワ

ーカー、栗原市問題を抱える子ども等の自立支

援事業訪問相談員、県教育委員会登校支援ネッ

トワーク事業訪問指導員 

内 容：スクールカウンセラーが果たすべき役割を理解

するための仮想事例検討会及び情報交換会と指

導助言～援助チームシートを活用して～ 

 

○研修会の実施（東松島市） 

 青少年健全育成推進員による指導、支援のもと、市内８

自治協議会のうちの１つ、やもと東ネットワークコミュニ

ティで 

 

○平成 27年度「思春期の子どもの理解」セミナーの開催 

 （仙台市） 

①演題：「思春期の心の理解」 

講師：岩手県立大学 教授 三上邦彦氏 

日時：７月１６日（木）18:20～20:00 

場所：仙台市役所錦町庁舎 2階会議室 

②演題：「青少年の「こころ」の内を聴くために」 

講師：東北薬科大学 准教授 杉山雅宏氏 

日時：７月２３日（木）18:20～20:00 

場所：仙台市役所錦町庁舎 2階会議室 

 

 

○大崎市青少年指導員研修会（大崎市） 

 開催日：５月２１日（年２回開催予定） 
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 出席者：青少年指導員、警察署、教育委員会、青少年セ

ンター 

 内 容：青少年センターの概要説明、生徒指導に関する

講演等による研修、情報提供・交換等 

 

○市内中学校生徒指導主事連絡会（大崎市） 

 開催日：７月１５日 

 出席者：中学校生徒指導主事、警察署、教育委員会、 

青少年センター 

 内 容：生徒指導に関する情報提供・交換 

 

○専任青少年補導員との情報交換会（多賀城市） 

 開催日：７月２日 

 内 容：街頭巡回指導、改正道路交通法・高齢者の運転

（研修）、その他意見、要望など 

 

○塩釜地区月光警察連絡協議会幹事会（多賀城市） 

 開催日：７月１日 

 

○多賀城市生徒指導担当者会（多賀城市） 

 開催日：７月７日 

 

○家庭教育研修会（多賀城市） 

 主催：多賀城市教育委員会 開催日：７月３１日 

 

○市内１２地区青少年育成協議会連絡会（気仙沼市青少年

育成支援センター） 

 開催日：８月１７日 場所：気仙沼中央公民館 

 出席者：市教育委員会生涯学習課長、学校教育課長、各

地区の青少年育成協議会長、各中学校地区青少

年育成協議会事務局 

 内 容：研修 

     ①モデル地区としての活動について（条南中学

校区） 

     ②各地区青少年育成協議会の活動について 

 

○ネット被害未然防止講演会（川崎町） 

 

○健全育成に関わる教育講演会(川崎町小中高連絡協議会) 

 

○青少年健全育成松島町民会議研修会（松島町） 

 演題：「児童虐待防止に向けた地域での取組について」 

 講師：県中央児童相談所 鈴木 清氏 

 

○平成２７年度第１回大和町生徒指導担当者会 

（大和町） 

開催日：７月３日 

 

○ジュニア・リーダーキャンプ研修会（大河原町） 

 開催日：７月２５日～２６日（１泊２日） 
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５その他 
（宮城県、宮城県警

察本部、市町村等） 

 

○少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動及び継続補導 

 （警察本部少年課） 

（１）立ち直り支援活動 

   ・県内９警察署、１０名を対象に実施 

   ・面接、電話による生活指導を実施 

（２）継続補導 

   ・県内７警察署、９名を対象に実施 

   ・農業体験、面接、電話による生活指導を実施 

 

○ほっと inくりはらの会 

（県北部教育事務所栗原地域事務所） 

 出席者：不登校傾向を示す児童生徒の保護者及び関係す

る教職員 

 内 容：教育事務所専門カウンセラーによる講話と情報

交換 

     講話：「自己肯定感を育む子育て」～より良い

親子のコミュニケーションを目指して～ 

  

○防犯パトロール（東松島市） 

 ・８月１６日 鳴瀬流灯大会 

 ・８月２２日 東松島夏祭り 

 

○“社会を明るくする運動”フェスティバル・みやぎへの

参加（仙台市） 

日 時：平成 27年 7月 1日（水）8:30～9:30 

場 所：仙台駅前 

 

○社会を明るくする運動（角田市、石巻市、気仙沼市、川

崎町、松島町、村田町、美里町、色麻町、涌谷町） 

 

○ＰＳＣいじめ撲滅活動の常時活動（白石市） 

  

○大崎東部更正保護女性会総会・研修会（大崎市） 

 開催日：４月１５日 場所：古川保健福祉プラザ 

 内 容：総会、講演（講師：県北部児童相談員） 

 

○大崎市要保護児童対策地域協議会実務者会議（大崎市） 

 開催日：５月１４日、５月２１日（年４回開催予定） 

 出席者：児童相談所、保健所、警察署、教育委員会、青

少年センター、対象児童生徒の学校関係者 

 内 容：保護支援を要する児童生徒についてケース会議 

 

○出前講座「青少年健全育成」（大崎市） 

 開催日：５月２７日（鹿島台）、７月１１日（古川） 

 内 容：青少年の健全育成についての講演 

 

 

 


