（都道府県名：茨城県）

平成２９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
区分

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

取組内容

１ 子 供 の 性 被 ○啓発パンフレットによる広報（ひたちなか市）
○携帯電話販売店へのフィルタリング依頼活動（ひたちなか市）
害の防止
○巡回パトロール（小美玉市）
○青少年相談員による夜間巡回の実施（北茨城市）
○広報誌による広報（大子町）
○青少年相談員第１回連絡協議会（大子町）
内容：大子警察署長講話(青少年のインターネット利用、性被害について)
○心とからだの講演会（鹿嶋市）
７月１１日 大野中学校
７月１８日 鹿野中学校
○青少年相談員研修会の実施（鉾田市）
○｢青少年の深夜外出の防止｣･｢青少年のフィルタリング利用促進｣動画の放映
(なめがたエリアテレビの活用)（行方市）
○広報｢かみす｣による県青少年健全育成条例の広報（神栖市）
○非行防止キャンペーン（土浦市）
○青少年センター運営協議会の実施（龍ケ崎市）
開催日：７月１４日
場 所：龍ケ崎市役所
出席者：教育長、竜ケ崎警察署生活安全課長、竜ケ崎保健所衛生課長
ほか青少年育成関係者等１５名
○広報誌やホームページによる広報（龍ケ崎市）
○つくばみらい市青少年相談員連絡協議会（つくばみらい市）
○青少年育成つくばみらい市民会議支部長会議（つくばみらい市）
○つくばみらい市青少年相談員青色防犯パトロール（つくばみらい市）
○青少年の非行･被害防止強調月間啓発ポスター掲示（つくばみらい市）
○木原祇園祭りにおける青少年非行防止巡回活動実施（美浦村）
○チラシ等の掲示、配布（河内町）
○ポスターの掲示（利根町）
○｢子どもを守るためのフィルタリング｣のリーフレットを市内小中学校の全
児童生徒へ配布（下妻市）
○新任青少年相談員研修会（県西県民センター）
○青少年の非行・被害防止に関する広報展示（茨城県）
○サイバー補導の実施（茨城県警察本部）
２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

○青少年条例啓発ティッシュ･フィルタリング啓発チラシの配布（笠間市）
○啓発パンフレットによる広報（ひたちなか市）【再掲】
○携帯電話販売店へのフィルタリング依頼活動（ひたちなか市、高萩市）【再
掲】
○｢子どもを守るためのフィルタリング｣広報チラシの配付（東海村、鹿嶋市）
○｢青少年の深夜外出制限｣ポケットティッシュの配付（東海村）
○青少年相談員第１回連絡協議会（大子町）【再掲】
○青少年相談員研修会の実施（鉾田市）【再掲】
○｢青少年のフィルタリング利用促進｣動画の放映(なめがたエリアテレビの活
用)（行方市）【再掲】
○フィルタリング啓発チラシの配布（神栖市）
○青少年センター運営協議会の実施（龍ケ崎市）【再掲】
○広報誌やホームページによる広報（龍ケ崎市）【再掲】
○フィルタリング推奨チラシ配布（つくばみらい市）
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○チラシ等の掲示、配布（河内町）【再掲】
○フィルタリング普及啓発チラシの小中学校保護者への配布（利根町）
○市内各小中学校への携帯電話フィルタリングチラシの配布（古河市）
○｢青少年の健全育成に協力する店｣の登録推進活動の中で、携帯電話販売店
を訪問し、フィルタリングの推進を依頼（結城市）
○｢子どもを守るためのフィルタリング｣のリーフレットを市内小中学校の全
児童生徒へ配布（下妻市）【再掲】
○第７ブロック青少年相談員連絡協議会研修会への参加（常総市）
○新任青少年相談員研修会（県西県民センター）【再掲】
○学校警察連絡協議会会議（筑西市）
○青少年事故未然防止事例通報（筑西市）
○フィルタリングリーフレット及び啓発品の配布（八千代町）
○第７ブロック青少年相談員連絡協議会総会･研修会（境町）
○出前講座｢大好きいばらき安全･安心･くらしのセミナー｣による広報啓発
（茨城県、那珂市、茨城町、坂東市、常総市、北茨城市、笠間市、石岡市、東海村、水
戸市、日立市、常陸太田市、下妻市、龍ヶ崎市、つくばみらい市の小･中･高校）
○新聞に青少年の非行防止広告を掲載（茨城県警察本部）

○ラジオ広報（茨城県警察本部）
○県警 Twitter での広報実施（茨城県警察本部）
○小･中･高校において非行防止教室の実施（茨城県警察本部）
○サイバー補導の実施（茨城県警察本部）【再掲】
○青少年の非行・被害防止に関する広報展示（茨城県）【再掲】
○茨城県メディア教育指導員の派遣（茨城県）
○フィルタリング普及啓発チラシの作成・配付（茨城県）
○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更新・周知
（茨城県）

○インターネットの健全な利用のための普及啓発活動（県北県民センター）
○携帯電話販売店へのフィルタリング依頼活動の実施（鹿行県民センター）

３ 有 害 環 境 へ ○白ポストによる有害図書等の回収（水戸市、ひたちなか市、土浦市）
○青少年の健全育成に協力する店への訪問活動（茨城県、笠間市、ひたちなか市、
の適切な対応
那珂市、日立市、北茨城市、常陸大宮市、潮来市、神栖市、守谷市、かすみがうら市、
つくばみらい市、美浦村、桜川市）
○市報による広報（ひたちなか市）

○啓発パンフレットによる広報（ひたちなか市）【再掲】
○巡回パトロール（小美玉市）【再掲】
○地区別環境浄化活動（茨城町）
○祭事環境浄化活動（茨城町）
○コンビニエンスストアへの有害図書区分陳列依頼活動の実施（高萩市）
○防犯パトロール（大子町）
○有害図書等自動販売機への立入調査の実施（常陸大宮市）
○有害図書等自動販売機への立入調査及び撤去指導実施（鹿嶋市）
○青少年相談員巡回（違反広告確認･白ポスト回収･啓発活動）（鹿嶋市）
○青少年に悪影響を及ぼす看板の撤去（潮来市）
○青少年相談員研修会の実施（鉾田市）【再掲】
○｢茨城県青少年の健全育成等に関する条例｣啓発動画の放映(なめがたエリア
テレビ)（行方市）
○青少年相談員による街頭指導および店舗訪問（石岡市）
○石岡のおまつり青少年健全育成打ち合わせ会議（石岡市）
○青少年相談員によるインターネットカフェ、カラオケボックス店等への定
期巡回の実施（龍ケ崎市）
○違法立て看板、貼紙の撤去（龍ケ崎市）
○市内パトロール（駅･公園･店舗等）（牛久市）
○青少年が立ち寄りそうな店舗等の状況調査･点検（牛久市）
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○有害図書･DVD 等実態調査（牛久市）
○街頭キャンペーン（稲敷市、桜川市）
○青色防犯パトロール車による巡回（かすみがうら市）
○つくばみらい市青少年相談員連絡協議会（つくばみらい市）【再掲】
○つくばみらい市青少年相談員青色防犯パトロール（つくばみらい市）【再掲】
○ポスターの掲示（利根町）【再掲】
○広報誌による広報（利根町）
○意識啓発グッツの配配布（利根町）
○環境整備活動（下妻市）
○街頭指導活動（常総市）
○有害図書類自動販売機の点検（常総市）
○筑西市青少年相談員街頭指導活動（筑西市）
○同上 夜間特別巡回街頭指導活動（筑西市）
○公共施設等の落書き消しの実施（筑西市）
○学校警察連絡協議会会議（筑西市）【再掲】
○青少年事故未然防止事例通報（筑西市）【再掲】
○新聞に青少年の非行防止広告を掲載（茨城県警察本部）【再掲】
○ラジオ広報（茨城県警察本部）【再掲】
○県警 Twitter での広報実施（茨城県警察本部）【再掲】
○小･中･高校において非行防止教室の実施（茨城県警察本部）【再掲】
○青少年の健全育成等に関する条例に関する PR 活動（県北県民センター）
○青少年の健全育成等に関する条例遵守実態調査への協力要請（県北県民セン
ター）

○有害図書の実態調査の実施（鹿行県民センター）
○インターネットカフェ、カラオケボックス店への立入調査（鹿行県民センタ
ー）

○青少年の健全育成、非行･不良行為防止に関する県事業の周知と市町村の取
組み状況の把握と相互理解及び、有害図書等の実態把握と各店舗への啓発
依頼（県南県民センター）

４ 薬 物 乱 用 対 ○薬物乱用防止街頭キャンペーンの実施（茨城県、水戸市、ひたちなか市、小美玉
市、北茨城市、高萩市、つくば市、常総市）
策の推進
○街頭指導活動（ひたちなか市）
○公用車（青色パトロールカー）による巡視･広報活動（城里町）
○青少年健全育成市民の集いの実施（北茨城市）
○｢ダメ。ゼッタイ。｣普及運動ヤング街頭キャンペーンへ参加（北茨城市）
○ポケットティッシュ･チラシ･ステッカーを事務所にて通年配布（大子町）
○青少年相談員研修会の実施（鉾田市）【再掲】
○社会を明るくする運動街頭キャンペーン実施時に薬物乱用防止啓発チラシ
を配布（行方市）
○青少年センター運営協議会の実施（龍ケ崎市）【再掲】
○薬物乱用防止啓発物品の配布（つくばみらい市）
○青少年の非行･被害防止強調月間啓発ポスター掲示（つくばみらい市）【再
掲】
○ポスターの掲示（利根町）【再掲】
○各私立学校（高･中等教育学校）へ向けて、｢高等学校生と及び高等専門学
校学生による薬物乱用防止広報啓発映像及びポスターの作品募集｣につい
て周知し、薬物乱用防止に関する取組の普及啓発の推進を図っている。（茨
城県）

○薬物乱用防止教室の実施（茨城県、茨城県警察本部、水戸市、茨城町、ひたちなか
市、大子町、那珂市、常陸太田市、日立市、行方市、鉾田市、鹿嶋市、牛久市、取手
市、石岡市、つくば市、筑西市、結城市、常総市、下妻市、古河市）
○横断幕の掲示（茨城県、水戸市、笠間市、ひたちなか市、龍ケ崎市、土浦市、つくば
市）
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○啓発冊子配布（茨城県）

５ 不 良 行 為 及 ○街頭補導活動（水戸市、神栖市、茨城県警察本部）
び 初 発 型 非 行 ○青少年相談員地区別研修会（水戸市）
（ 犯 罪 ） 等 の ○未成年者喫煙防止街頭キャンペーンの実施（茨城県、水戸市、ひたちなか市、日
立市、鹿嶋市、土浦市、取手市、古河市、筑西市、県西県民センター、県北県民センタ
防止
ー、県南県民センター）

○八雲神社祭礼巡視（笠間市）
○市内各中学校訪問活動（笠間市）
○街頭指導活動（ひたちなか市）【再掲】
○相談窓口（電話･来所･メール）の広報（ひたちなか市）
○市報による広報（ひたちなか市）【再掲】
○社会を明るくする運動（ひたちなか市）
○夏季青少年指導夜間パトロール（大洗町）
○公用車（青色パトロールカー）による巡視･広報活動（城里町）【再掲】
○夏期特別巡回活動の実施（東海村）
○青少年相談員による街頭活動（日立市）
○青少年を深夜外出させないためのキャンペーンの実施（日立市）
○｢万引き防止｣標語の募集（日立市）
○広報誌（紙）による広報（常陸太田市）
○小中学校下校時巡回･夜間街頭補導（常陸太田市）
○ポケットティッシュ･チラシ･ステッカーを事務所にて通年配布（大子町）
【再掲】
○防犯パトロール（大子町）【再掲】
○青少年相談員による巡回指導活動（東海村、高萩市）
○｢青少年健全育成に協力する店｣の趣旨説明及び夏季夜間特別街頭相談時の
協力依頼（常陸大宮市）
○街頭相談の実施、店舗訪問による夜間パトロール（常陸大宮市）
○夏祭り特別街頭相談の実施（常陸大宮市）
○青少年相談員巡回（違反広告確認･白ポスト回収･啓発活動）（鹿嶋市）【再
掲】
○青少年相談員だより（鹿嶋市）
○青少年に悪影響を及ぼす看板の撤去（潮来市）【再掲】
○青少年健全育成に協力する店舗への訪問（潮来市）【再掲】
○青少年育成関係団体等が協力して巡回活動の実施（鉾田市）
○青色灯パトロールカーによる市内巡回パトロール（行方市）
○祭礼巡視（行方市）
○｢青少年の深夜外出の防止｣動画の放映(なめがたエリアテレビの活用) （行
方市）【再掲】
○特別街頭補導の実施（神栖市）
○あいさつ声かけ運動の実施（神栖市）
○青少年相談員による街頭パトロールの実施（龍ケ崎市）
○広報誌（紙）による広報（取手市）
○地区街頭指導（取手市）
○夏季特別街頭指導（取手市）
○学校訪問（市内小中学校･高等学校）（つくば市）
○地区巡回活動（つくば市）
○夏祭り巡視運動（稲敷市）
○非行防止キャンペーン（かすみがうら市）
○つくばみらい市青少年相談員青色防犯パトロール（つくばみらい市）【再掲】
○青少年の健全育成に協力する店舗巡回（つくばみらい市）【再掲】
○青少年の健全育成等に関する条例周知啓発物品配布（つくばみらい市）
○青少年の非行･被害防止強調月間啓発ポスター掲示（つくばみらい市）【再
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掲】
○美浦中学校における学校訪問、授業参観実施（美浦村）
○美浦中学校におけるあいさつ･声かけ運動実施（美浦村）
○木原祇園祭りにおける青少年非行防止巡回活動実施（美浦村）【再掲】
○夜間重点パトロール（阿見町）
○巡回パトロールの実施（河内町）
○ポスターの掲示（利根町）【再掲】
○ＪＲ結城駅頭で深夜外出防止の啓発品（ポケットティッシュ）を配りなが
らあいさつ･声かけ運動を実施（結城市）
○街頭巡回の実施（結城市）
○夏祭り特別巡回の実施（結城市）
○夜間定期巡回（下妻市）
○夏期特別巡回（下妻市）
○学校警察連絡協議会会議（筑西市）【再掲】
○青少年事故未然防止事例通報（筑西市）【再掲】
○新任青少年相談員研修会（筑西市）
○街頭指導活動（坂東市）
○第７ﾌﾞﾛｯｸ青少年相談員連絡協議会研修会（坂東市）
○夏祭り巡視指導活動（桜川市）
○ふるさと祭り合同パトロール実施（境町）
○各警察署管内における祭礼等での少年警察ボランティアとの街頭パトロー
の実施（茨城県警察本部）
○街頭補導の実施（茨城県警察本部）【再掲】
○小･中･高校において非行防止教室の実施（茨城県警察本部）【再掲】
○青少年の非行・被害防止に関する広報展示（茨城県）【再掲】
○NHK データ放送による広報，SNS（Twitter）による広報（茨城県）
○県広報紙｢ひばり｣による広報（茨城県）
○街頭／祭礼時 補導活動（鹿行県民センター）
○少年補導員研修会の実施（鹿行県民センター）
○青少年の健全育成、非行･不良行為防止に関する県事業の周知と市町村の取
組み状況の把握と相互理解及び、有害図書等の実態把握と各店舗への啓発
依頼（県南県民センター）【再掲】

６ 再 非 行 （ 犯 ○社会を明るくする運動（水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、大洗町、城里
町、日立市、常陸太田市、高萩市、大子町、行方市、神栖市、石岡市、龍ケ崎市、牛久
罪）の防止
市、つくば市、阿見町、下妻市、常総市、筑西市、桜川市）

○街頭キャンペーン（水戸市）
○サッカースタジアムでの広報･啓発活動 （水戸市）
○電光掲示板による広報（水戸市）
○高校野球開催期間における広報（水戸市）
○相談窓口（電話･来所･メール）の広報（ひたちなか市）【再掲】
○未成年者喫煙防止街頭キャンペーンの実施（ひたちなか市）【再掲】
○公用車（青色パトロールカー）による巡視･広報活動（城里町）【再掲】
○学校訪問による情報交換（下妻市）
○防犯青少年剣道大会の実施 (高萩市)
○地区街頭指導（取手市）【再掲】
○夏季特別街頭指導（取手市）【再掲】
○非行防止キャンペーン（かすみがうら市）【再掲】
○青少年の健全育成等に関する条例周知啓発物品配布（つくばみらい市）【再
掲】
○ポスターの掲示（利根町）【再掲】
○本部及び各警察署において立ち直り支援活動の実施（茨城県警察本部）
○青少年の非行・被害防止に関する広報展示（茨城県）【再掲】
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（都道府県名：茨城県）

７いじめ･暴力 ○相談窓口（電話･来所･メール）の広報（ひたちなか市）【再掲】
行 為 等 の 問 題 ○市報による広報（ひたちなか市）【再掲】
○｢少年の主張｣大会の開催（ひたちなか市）
行動への対応
○いじめ認知調査の実施（城里町）
○公用車（青色パトロールカー）による巡視･広報活動（城里町）【再掲】
○学校訪問による情報交換（東海村）
○｢コドモでんわ相談｣及び｢青少年の悩みごと面接相談｣窓口の周知（日立市）
○夏期休業中の生徒指導計画及びいじめ問題に対する課題、対策についての
情報交換（潮来市学校警察連絡協議会）
○学校警察連絡協議会の開催（行方市）
○龍ケ崎市｢子どもが主役！魅力ある学校づくり｣推進事業 たつのこいじ
め撲滅プロジェクトの実施（龍ケ崎市）
○広報誌（紙）による広報（取手市）【再掲】
○啓発パンフレット等の配布（取手市）
○子どもの電話カード配布（取手市）
○ポスターの掲示（取手市）
○青少年育成を考えるつどい（かすみがうら市）
○中高生の主張大会（大子町）
○青少年問題を考える合同研修会･人権研修会（大子町）
○さわやかマナーアップキャンペーン（大子町）
○ポスターの掲示（利根町）【再掲】
○市広報誌による相談業務の広報（筑西市）
○学校警察連絡協議会会議（筑西市）【再掲】
○なんでも電話相談室（筑西市）
○第７ブロック青少年相談員連絡協議会総会･研修会（境町）【再掲】
○第二回警察本部と教育庁等との連絡会
○各私立学校（小･中･高･中等教育学校）へ向けて、｢いじめ防止等の標語募
集｣について周知し、いじめ防止に向けた取組の推進を図っている。（茨城
県）

○｢いじめストップ！絆づくりプロジェクト｣の開催（茨城県）
○｢さわやかマナーアップ運動｣（茨城県）
○いじめ未然防止教員研修の実施（茨城県）
○いじめ問題対策連絡協議会会議の実施（茨城県）
○警察本部と教育庁等との連絡会の実施（茨城県）
○県内公立中学校における部活動でのいじめ事案について、警察、学校、教
育委員会の連携による対応（茨城県警察本部）
○青少年の非行・被害防止に関する広報展示（茨城県）【再掲】
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