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平成２８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 青森県 青少年行政主管課（室）名 青少年・男女共同参画課 

区分 内   容 備考 

１大会等 

 

【八戸市】 

○青少年の地域活動事業登録者研修会   

開催日: ７月 23日 場所: 八戸市 南部会館  

出席者: 122人  

内容: 講演  

○平成 28年度「さわやか八戸あいさつ運動」決起大会   

開催日: ７月 23日 場所: 八戸市庁前  

出席者: 教育長、青少年育成関係者等 183人  

 内容：大会宣言等  

 

【深浦町】 

○平成２８年度 交通安全青少年非行防止社会を明るくす

る運動町民総決起大会     

   

 

２広報啓発活動 

 

【青森市】 

○街頭キャンペーン ７月１日（金） 

・公用車２台使用 

・車内からスピーカーを利用して青少年の健全育成の PR 活

動を行う。 

・各店舗に「青少年の非行・被害防止全国強調月間」と

「未成年者喫煙防止キャンペーン」 ポスター掲示依頼 

○平成２８年度青森県未成年者喫煙防止啓発キャンペーン

参加 ７月 13日（水）  

・JR青森駅前において、啓発用グッズの配布 

○愛の呼びかけ運動 ７月 26日（火）  

・公用車使用 

・車内からスピーカーを利用して青少年の健全育成の PR 活

動を行う。 

 

【弘前市】 

○広報誌による広報（広報ひろさき７月１日号） 

○看板の設置（７月１日～31 日） 

○街頭キャンペーン実施（７月５日 弘前駅前周辺） 

○各中学校へ健全育成チラシ配布（７月６日、７日）○ア

ップルウェーブでのＰＲ活動（７月 29日） 

○各種会議等でのＰＲ活動 

○窓口でＰＲティッシュ、チラシを配布 

 

【八戸市】 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に伴う特別啓

発活動 

 開催日: ７月 23日 場所: 八戸市三日町・十三日町  

出席者: 教育長、青少年育成関係者等 183人  

 内容：非行防止のティッシュを配布し、参加生徒が啓発

アナウンスをする等し、青少年の非行防止・被害防
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止を訴えた。  

○広報誌による広報 

 「かがみ」（７月 15日号 245,00部）の発行 

 「家庭・学校・地域の協力で規範意識向上を」と題して 

 「非行防止」を訴えた。 

 

【鰺ヶ沢町】 

○防災無線による非行防止標語コンクール入賞作品の発表

（7/27～8/12期間中の月～金 19：30から） 

 

【東北町】 

○夏休みの家に帰るコール  

・防災無線にて夏休み期間中の 18：00 に、呼びかけを放送

する。 

 

【青少年育成青森県民会議】 

○キャンペーンへの参加 

・月間に係る広報のための街頭キャンペーン 

 弘前市環境浄化市民会議、ＪＵＭＰチーム他参加 

 （弘前市７／５） 

・未成年者喫煙防止キャンペーン 

 青森県未成年者喫煙防止推進協議会として、実施 

 （青森市７／13） 

【県青少年・男女共同参画課】  

○ポスターの掲示（県内 40市町村、関係機関、道の駅等） 

○街頭キャンペーンの実施（７／５弘前市等と合同） 

○未成年者喫煙防止キャンペーン（７／13青森市） 

○看板の設置（強調月間普及啓発） 

 

３有害環境浄化活

動 

 

【青森市】 

○社会環境浄化特別指導（浪岡地区）７月 13日（水）  

・有害図書、ビデオ自販機の確認 

・店舗を中心に街頭指導 

 

【弘前市】 

○街頭指導活動（商店街、宵宮、プール等） 

○社会環境実態調査 

 

【八戸市】 

○街頭補導活動（７月中は 21回実施） 

 

【むつ市】 

○街頭指導活動（むつ市少年指導員） 

①７月１日～31日常時街頭指導９回（延べ 23名）実施 

②７月 18日（月）祭典に伴う特別街頭指導の実施 

③７月 24日（日）祭典に伴う特別街頭指導の実施 

④７月 27日（火）夏休み期間に伴う特別街頭指導の実施 

⑤７月 30 日（土）夏休み期間に伴う特別街頭指導の実施

（海水浴場を巡回） 
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⑥８月８日（土）夏休み期間に伴う夜間特別街頭指導の

実施 

 

【藤崎町】 

○街頭指導活動（宵宮巡回） 

 

【東北町】 

○有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査  

・町内の有害図書・ビデオ等販売自動販売機の実態調査、

及び販売店の見回りをする。また同時に万引き防止のた

め、町内の主要の販売店の見回りも平行して行う。 

 

【おいらせ町】 

○町内有害図書ビデオ等自動販売機実態調査 

７月 25日(月) 活動主体：青少年育成町民会議 

 

【県青少年・男女共同参画課】 

○図書類等収納自動販売機の立入調査 

○有害図書類等販売店の調査 

○個室カラオケ店の調査 

 

４研修会等 

 

【青森市】 

○管内防犯合同研修会 ７月 13日（水） 

 青森地区防犯協会中央支部の研修会で、いじめの発生状

況等について 

 

【弘前市】 

○少年指導委員研修会（７月 12日） 

 

【八戸市】 

○情報モラル教室 

開催日: ７月 11日 場所: 八戸市総合教育センター  

出席者: 不登校生徒約 10人が受講   

○薬物乱用防止教室 

開催日: ７月 21日 場所: 八戸市立三条中学校  

出席者: 生徒約 260 人が受講 

 

 

５その他 

 

【青森市】 

〇出前講座の実施 

７月１日（金）   

家庭教育学級：子育てと情報モラル （浪岡野沢小学校：

保護者対象） 

７月５日（火）   

家庭教育学級：子どもとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・情報モラル（造道小

学校：保護者対象） 

７月８日（金）   

薬物乱用防止教室（荒川中学校：１学年生徒、保護者、教

職員対象） 

７月 12日（火）   
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不審者対応訓練（佃中学校：１年生生徒、教職員対象） 

７月 14日（木）   

携帯安全教室（筒井中学校：全校生徒、保護者、教職員対

象） 

７月 15日（金）   

・防犯教室〔不審者対応〕（新城中央小学校：全校児童、

教職員対象） 

・薬物乱用防止･情報モラル教室（青森明の星中学高校：全

校生徒、教職員対象） 

７月 19日（火）  

ネット安全教室（油川中：全校生徒、保護者、教職員対

象） 

※教職員向け情報モラル出前講座 

 7/13 造道小、7/20浦町小、7/21茛町小 

〇少年相談の日 

７月 26日（火）  

 学校、友人、非行問題、しつけや親子関係の相談受付※

認定心理士も相談を担当 

 

【弘前市】 

○社会を明るくする運動（７月３日） 

○夏季相談室開設（７月 25日～29日） 

 

【八戸市】 

○社会を明るくする運動 

開催日: ７月１日 場所: 八戸市三日町・十三日町  

出席者: 約 170人 

内容：非行防止のティッシュを配布し、参加生徒が啓発

アナウンスをする等、青少年の非行防止・被害防止

等を訴えた。 

 

【むつ市】 

○社会を明るくする運動 

①７月４日（月） 

むつ来さまい館にて出発式および街頭パレード 

②７月４日（月）～７月５日（火） 

第 37回下北一周愛のキャラバン 

○ものづくり体験会 

 夏休み期間中、子どもたちに「あいさつ」の大切さを伝 

えることを目的として開催。 

 ①７月 22日（金） 

  苫生小学校にて開催。紙ひこうきと缶バッジの製作。 

 ②８月２日（火） 

  大畑中島児童館にて開催。紙ひこうきと缶バッジの製

作。 

○なかよし会（放課後児童クラブ）との交流会 

夏休み期間中、なかよし会（放課後児童クラブ）の子ど 

もたちに「あいさつ」の大切さを伝えることを目的として

開催。 

 ・８月８日（月） 
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  関根小学校にて開催。紙ひこうきと缶バッジの製作。 

○グラウンドゴルフ体験学習会 

 ・８月３日（水） 

  市内の少年非行防止サポーター（ＪＵＭＰチーム）と

少年指導員の交流および非行防止活動と健全育成を目的

として、グラウンドゴルフ体験学習会を開催。 

 

【おいらせ町】 

○公共施設及び危険個所巡回 ７月 25日（月） 

活動主体：青少年育成町民会議 

○夏休み期間中のショッピングセンター巡回 

 ７月 23 日（土）～８月 21 日（日）の土日祝日（全８日

間） 活動主体：青少年育成町民会議 

【県教育庁生涯学習課】 

○いじめ根絶キャンペーン（いじめ根絶標語募集） 

（募集期間 H28.6.8～H28.9.15） 

 

 


