（都道府県名：兵庫県）

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

兵庫県

青少年行政主管課（室）名

企画県民部女性青少年局青少年課

取組内容

１ 子 供 の 性 被 ○啓発ポスターの掲示
害の防止
（兵庫県、各県民局・県民センター、芦屋市、小野市、福崎町）
●非行・薬物乱用防止及びインターネット安全ポスター掲示
（芦屋市教育委員会）
●市役所、コミセン等へのポスター掲示（小野市市民安全部）
●万引き防止、情報モラルポスター展示（福崎町）
７月 26 日〜７月 31 日
○横断幕、のぼり旗等の掲示
（西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、猪名川町、明石市、小野市、
西脇市、神河町、相生市、篠山市）
●横断幕の掲出・市政ニュースによる広報〈西宮市〉
●横断幕（３か所、垂れ幕（関係機関 49 か所）の掲示（宝塚市）
●少年を守る日（広報車による啓発及び懸垂幕、幟の掲出）の実施
〈伊丹市立少年愛護センター〉
●懸垂幕の掲出（川西市役所広告塔１か所）（川西市）
●猪名川町役場第２庁舎前にて懸垂幕を掲示（猪名川町）
●横断幕の掲出・明石市役所デッキ（明石市）
●市役所前 いじめ防止懸垂幕掲出（小野市）
●横断幕を市内４か所に掲示（西脇市）
●学校・役場・補導委員自宅周辺での啓発のぼり旗掲示（神河町）
７月 21 日〜７月 31 日
●市民会館側面に強調月間横断幕・看板（２か所）設置（相生市）
●青少年啓発キャンペーンのぼり旗掲揚（篠山東青少年健全育成推
進会）
○広報誌による広報
（阪神北県民局、中播磨県民センター、尼崎市、伊丹市、猪名川
町、明石市、高砂市、神河町、相生市、養父市）
●機関誌「阪神北青少年本部だより」によるフィルタリング利用の
広報
●月刊広報誌「なでしこ」による広報 970 部（尼崎市青少年課、尼
崎市少年補導委員連絡協議会）
●センター通信の発行 5,300 部（伊丹市立少年愛護センター）
●７月１日発行 広報いながわ 935 号において強調月間の呼びかけ
（猪名川町）
●市広報誌による教育相談窓口の広報（明石市）
●啓発紙「みちびき第 59 号」を発行（広報たかさご７月号に掲
載）（高砂市）
●広報誌（７月１日）による広報（神河町）
●広報誌「あいおい」６・７月号による広報（相生市）
●市広報誌による広報（養父市）
○青少年育成全県スクラム会議（兵庫県、兵庫県青少年本部）
開催日：７月３日
場 所：神戸市（兵庫県農業共済会館）
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出席者：兵庫県警、兵庫県教育委員会、青少年育成団体
関係業界 等 54 名
内 容：取組報告及び意見交換
①青少年のインターネット利用対策
②非行防止、青少年の健全育成の取組み
○青少年のインターネット利用対策啓発街頭キャンペーン（兵庫県）
開催日：７月 24 日
場 所：神戸三宮センター街
主 催：兵庫県
参加者：兵庫県、（公財）兵庫県青少年本部、兵庫県警
青少年育成団体関係者、青少年ボランティア 計 40 名
内 容：啓発ポスターの掲示
リーフレット、啓発グッズの配布
配布物：「ネットの危険から子供を守る義務がある」兵庫県作成
「夏休みを迎える君たちへ」警察庁・文部科学省作成
メモ帳、ポケットティッシュ等
○警察庁、文科省のリーフレット「夏休みを迎える君たちへ」〜ネッ
トには危険もいっぱい〜の各市町青少年補導センターへの配布
（阪神北県民局）
○東播磨地域青少年育成スクラム会議の開催（東播磨県民局、東播磨
青少年本部）
開催日：７月 10 日
場 所：兵庫県加古川総合庁舎２階会議室
出席者：東播磨青少年本部構成団体、明石市・加古川市・高砂市・
稲美町・播磨町関係者、警察関係、青少年育成関係者、各
事業者関係等 40 名
内 容：講演「子供の性被害、ネットトラブル等に絡む事件の発生
状況について」
講師 兵庫県明石警察署生活安全課 土生田課長
報告事項：東播磨地域の青少年を取り巻く有害環境について
平成 28 年中における少年非行の現状について
協議事項：青少年を取り巻くネットトラブル等の現状
地域、学校での取組について
配布資料：ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッ
シュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４ 等各
40 個
○平成 29 年度播磨町青少年問題協議会の開催
開催日：７月６日
場 所：兵庫県加古郡播磨町役場第二庁舎３階会議室
出席者：加古郡播磨町長、播磨町教育長、播磨町議会議長、播磨町
内学校・園長、自治会代表、民生委員児童委員、青少年育
成関係者等 21 名
内 容：青少年健全育成にかかる現状と課題について
配布資料：
ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４ 等各 21 個
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○平成 29 年度東播磨地区青少年補導センター・補導委員連絡協議会
の開催
開催日：７月 27 日
場 所：加古郡稲美町いきがい創造センター１階会議室
出席者：東播磨県民局、明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨
町関係者、警察関係、青少年育成関係者等 17 名
内 容：子供の性被害、ネットトラブル等に絡む情報交換
配布資料：
ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４ 等各 17 個
○平成 29 年度いじめ対応播磨東地域ネットワーク会議
兼ひょうごっ子悩み相談事業第 1 回播磨東地区運営委員会
（北播磨県民局）
開催日：７月 13 日
内 容：インターネットを介した性的被害の現状について紹介
○平成２９年度青少年を守り育てる丹波地域スクラム会議
および丹波青少年本部合同研修会（丹波県民局、丹波青少年本部）
開催日：６月２０日（関西国際大学 西岡教授）
場 所：県立丹波の森公苑 多目的ルーム
出席者：関係業界、行政等関係機関、丹波青少年本部役員、事務局
計８２人
内 容：講話、業界の取組み、意見・情報交換等
○姫路魚町・塩町地区安全安心まちづくり協議会（同協議会）
（中播磨県民センター）
開催日：７月１０日 場所：城南公民館
出席者：協議会委員、姫路警察署、行政関係者 ３２人（１人※）
内 容：歓楽街対策の推進等について
○管内市町青少年問題協議会でのプレゼン（但馬県民局）
（但馬の青少年問題と健全育成〜大人が変われば子どもも変わる〜）
・朝来市青少年問題協議会
開催日：７月４日
参加者 16 名
・香美町村岡区青少年育成推進会議
開催日：７月 12 日 参加者 34 名
○平成 29 年度淡路青少年本部会議兼青少年育成淡路地域スクラム会
議の実施（淡路県民局、淡路青少年本部）
○くらしの安全・安心ネットワーク会議への出席及び周知（洲本市、
南あわじ市、淡路市）（淡路県民局）
○洲本市子育てネットワーク推進会議に出席し、周知及びパンフレッ
ト配布（淡路県民局）
○ひきこもり等地域連携ネットワーク会議への出席及び周知
（淡路県民局）
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○ひょうごっ子悩み相談事業淡路地区運営委員会兼兵庫県いじめ対応
淡路地域ネットワーク会議に出席し、周知及びパンフレット配布
（淡路県民局）
○阪神地区青少年補導委員連絡協議会 芦屋大会・研修会
青少年を守り育てる地域フォーラムを開催実施
（阪神地区７市１町、阪神南県民局、阪神北県民局）
参加者 197 名(芦屋市民センタールナ・ホール)
○宝塚市青少年補導委員

兼

実務研修会の実施（宝塚市）

○小･中学校の PTA 懇談会・地域スクラム会議等での啓発（宝塚市）
○全市一斉愛護パトロールの実施（伊丹市）
伊丹市ＰＴＡ連合会、伊丹市立少年愛護センター、伊丹市少年補導
委員等 参加人数 1,420 人
○伊丹市少年補導委員連合会定例理事会
（伊丹市立少年愛護センター）

参加人数 24 人

○伊丹市立少年愛護センター運営協議会
（伊丹市立少年愛護センター）

参加人数 18 人

○川西市青少年補導委員研修会（川西市）
開催日：７月４日
参加者：94 名
講 師：阪神北少年サポートセンター所長
○三田市中学校生徒指導担当者会（三田市）
開催日：７月 18 日
参加者：中学校長、担当教諭、警察、阪神教育事務所、市教委など
17 名参加）
○あかし青少年非行防止研究会（明石市青少年補導委員研修会）の開
催（明石市青少年補導委員会、明石市教育委員会）
開催日：７月８日
場 所：明石市勤労福祉会館
内 容：①感謝条贈呈（補導委員勤続 20 年、10 年、５年）
②研修会（講演）
○防犯教室の実施（加古川市）
○青少年健全育成地区別懇談会（加古川市）
○「ネット見守り隊」による性的被害の防止（三木市）
○不審者情報の提供 市場地区青少年健全育成会研修会で講話
（小野市青少年センター）
○不審者対応訓練と安全講話
年センター）

大部小学校（小野警察署・小野市青少
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○小学１年生の下校支援７月中４回実施
（小野市青少年補導委員女性班１４名、小野市青少年センター）
○被害防止冊子配布

小学生〜高校生全員（小野市市民安全部）

○市内小中学校向け夏季休業中生徒指導通知での啓発（西脇市）
○多可西脇中高補導連絡会（西脇市、多可町青少年育成センター）
開催日：７月５日
場 所：多可町中央公民館
参加者：30 名
○揖龍少年育成委員会ＰＴＡ部会（夏休み前研修会）
（たつの市、太子町）
開催日：７月 13 日
場 所：揖龍少年育成センター
講 演：最近の少年非行の現状について
○相生市補導委員会研修会（相生市）
開催日：７月 29 日 14:00〜
場所：相生市立総合福祉会館
参加者：75 名
教育長、教育関係者、警察、補導委員、消費生活研究会
自治会、高齢者クラブ、民生児童委員、ＰＴＡ 等
内 容：「ＡＶ出演・ＪＫビジネス問題」啓発劇の講演
「ＪＫを狙う罠」の講話
○小中高補導連絡会（相生市）
実施日：７月５日
参加者：20 名
内 容：新聞資料及びＴＶ局ビデオの視聴による「ＡＶ出演・ＪＫ
ビジネス問題」研修
○児童問題関係者連絡会での問題提起（相生市）
実施日：７月３日
参加者：12 名
○赤穂市青少年育成推進委員協議会理事会（赤穂市）
開催日：7 月４日
場 所：赤穂市青少年育成センター
出席者：教育次長、育成推進委員 計１８人
○小学校高学年、中学校１年の児童・生徒、保護者を対象にパンフレ
ットを配布しての広報の実施（宍粟市）
○インターネット、スマホに関わる被害防止に向けて、校区小中学校
の研修に育成委員も参加（宍粟市）
○各地区の青少年健全育成協議会主催の研修会において「ＪＫビジネ
ス」について学習（上郡町）
開催日：７月 14 日
会 場：上郡公民館、山野里公民館
講 師：相生警察署 担当係長
○生徒指導部会（佐用町）
・三日月地域生徒指導部会 実施日：７月３日
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・上月域生徒指導部会
実施日：７月４日
・南光地域生徒指導部会
実施日：７月５日
・佐用地域生徒指導部会
実施日：７月 10 日
出席者：幼稚園、保育園、学校、保護者、ＰＴＡ、保護司
民生委員、補導員、駐在所
○丹南青少協ミーティング
（篠山市：丹南青少年健全育成推進協議会）
実施日：７月３日
場 所：丹南健康福祉センター
対 象：市民
内 容：スマホの正しい使い方などを学ぶ講演会
２ イ ン タ ー ネ ○啓発ポスターの掲示【再掲】
ット利用に係
（兵庫県、各県民局・県民センター、芦屋市、小野市、福崎町）
る非行及び犯
罪 被 害 防 止 対 ○横断幕、のぼり旗等の掲示【再掲】
策の推進
（西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、猪名川町、明石市、小野市、
西脇市、神河町、相生市、篠山市）
○広報誌による広報【再掲】
（阪神北県民局、中播磨県民センター、尼崎市、伊丹市、猪名川
町、明石市、高砂市、神河町、相生市、養父市）
○携帯電話販売店に対する啓発と協力依頼【再掲】
（兵庫県、各県民局・県民センター）
携帯電話販売店に対し、フィルタイリングに関する知識や利用促進
への熱意を問う調査を実施、合わせてフィルタィング利用の促進を
依頼、７月中 130 件実施
○青少年育成全県スクラム会議
（兵庫県、兵庫県青少年本部）【再掲】
開催日：７月３日
場 所：神戸市（兵庫県農業共済会館）
出席者：兵庫県警、兵庫県教育委員会、青少年育成団体
関係業界 等 54 名
内 容：取組報告及び意見交換
①青少年のインターネット利用対策
②非行防止、青少年の健全育成の取組み
○「人とつながるオフラインキャンプ」プレキャンプの実施（兵庫県
青少年本部）
開催日：７月８日
場 所：兵庫県立いえしま自然体験センター
コーディネーター：兵庫県立大学環境人間学部准教授 竹内和雄氏
メンター：兵庫県立大学ソーシャルメディア研究会
参加者：ネットを止められない青少年９名
○「青少年のネットトラブル防止大作戦」推進会議（兵庫県青少年本
部）
開催日：７月 18 日
場 所：神戸市（兵庫県民会館）
座 長：兵庫県立大学環境人間学部准教授 竹内和雄氏
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出席者：兵庫県、兵庫県警、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会
医療関係者、青少年団体、携帯電話事業社、報道機関
等計 22 名
内 容：青少年のネットトラブル防止のための事業内容の検討
○「青少年のネットトラブル防止！メッセージコンテスト」の実施
（兵庫県青少年本部）
テーマ：青少年のネットトラブル防止
○「青少年のインターネット利用対策先進活動事例」の募集（兵庫県
青少年本部）
募集内容：青少年のインターネット利用に関する実践活動
○青少年のインターネット利用対策啓発街頭キャンペーン（兵庫県）
【再掲】
開催日：７月 24 日
場 所：神戸三宮センター街
参加者：兵庫県、（公財）兵庫県青少年本部、兵庫県警
青少年育成団体関係者、青少年ボランティア 計 40 名
内 容：啓発ポスターの掲示
リーフレット、啓発グッズの配布
配布物：「ネットの危険から子供を守る義務がある」兵庫県作成
「夏休みを迎える君たちへ」警察庁・文部科学省作成
メモ帳、ポケットティッシュ等
○サイバー犯罪防止教室の実施（兵庫県警察本部サイバー犯罪対策
課）
57 回実施、受講者数 8,371 名
○警察庁、文科省のリーフレット「夏休みを迎える君たちへ」〜ネッ
トには危険もいっぱい〜の各市町青少年補導センターへの配布
（阪神北県民局、【再掲】
○東播磨地域青少年育成スクラム会議の開催（東播磨県民局、東播磨
青少年本部）
【再掲】
開催日：７月 10 日
場所：兵庫県加古川総合庁舎２階会議室
出席者：東播磨青少年本部構成団体、明石市・加古川市・高砂市・
稲美町・播磨町関係者、警察関係、青少年育成関係者、各
事業者関係等 40 名
内 容：講演「子供の性被害、ネットトラブル等に絡む事件の発生
状況について」
講師 兵庫県明石警察署生活安全課 土生田課長
報告事項：東播磨地域の青少年を取り巻く有害環境について
平成 28 年中における少年非行の現状について
協議事項：青少年を取り巻くネットトラブル等の現状
地域、学校での取組について
配布資料：
ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４ 等各 40 個
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○平成 29 年度播磨町青少年問題協議会の開催【再掲】
開催日：７月６日
場 所：兵庫県加古郡播磨町役場第二庁舎３階会議室
出席者：加古郡播磨町長、播磨町教育長、播磨町議会議長、播磨町
内学校・園長、自治会代表、民生委員児童委員、青少年育
成関係者等 21 名
内 容：青少年健全育成にかかる現状と課題について
配布資料：
ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４ 等各 21 個
○平成 29 年度東播磨地区青少年補導センター・補導委員連絡協議会
の開催【再掲】
開催日：７月 27 日
場 所：加古郡稲美町いきがい創造センター１階会議室
出席者：東播磨県民局、明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨
町関係者、警察関係、青少年育成関係者等 17 名
内 容：子供の性被害、ネットトラブル等に絡む情報交換
配布資料：
ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４ 等各 17 個
○東はりまの魅力ＫＩＤＳ体験ツアーの実施（東播磨青少年本部）
・第１回 ７月 28 日
体験場所：アサヒ飲料明石工場、加古川ポリテクセンター
参加者：児童 20 名、保護者 20 名
配布物：「みんなで作ろう！ネットのルール（東播磨青少年本
部）」のボールペン 20 本
○街頭キャンペーンの実施（東播磨県民局）
実施日時：７月 27 日 16:00〜
実施場所：ＪＲ加古川駅周辺
参加者：東播磨県民局、加古川市・高砂市・稲美町関係者、警察関
係、青少年育成関係者 12 名
配布物：
ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４
ウェットティッシュ 各 500 個
○平成 29 年度いじめ対応播磨東地域ネットワーク会議
兼ひょうごっ子悩み相談事業第 1 回播磨東地区運営委員会
（北播磨県民局）【再掲】
開催日：７月 13 日
内 容：インターネットを介した性的被害の現状について紹介
○啓発パンフレットの配布（中播磨県民センター）
○環境実態調査における啓発グッズ（クリアファイル、メモ帳、ティ
ッシュ、啓発パンフ）の配布・啓発活動（西播磨県民局）
○高校生による暴走族追放・ひょうごハートスキルアップ街頭キャン
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ペーンの実施（西播磨県民局）
開催日：７月 20 日
場 所：相生警察署及び相生駅周辺
○平成２９年度青少年を守り育てる丹波地域スクラム会議
および丹波青少年本部合同研修会 （丹波県民局、丹波青少年本
部）
【再掲】
開催日：６月２０日（関西国際大学 西岡教授）
場 所：県立丹波の森公苑 多目的ルーム
出席者：関係業界、行政等関係機関、丹波青少年本部役員、事務局
計８２人
内 容：講話、業界の取組み、意見・情報交換等
○インターネットトラブル防止キャンペーン （但馬県民局）
開催日：7 月 10 日
場 所：豊岡福利センター、ファミリーマート千代田店・若松店
ローソン―大手町店、アイティ豊岡店
参加者：豊岡総合高校生徒、教職員、豊岡くらしの会
但馬青少年本部、但馬消費生活センター 計：26 人
内 容：学習会、のぼり旗掲出活動、啓発活動
○保護者のためのネット利用ガイドブック Vol.4(淡路青少年本部
facebook に掲載)（淡路青少年本部）
○夏休みを迎える君たちへ〜ネットには危険がいっぱい〜(淡路青少
年本部 facebook に掲載)（淡路青少年本部）
○平成 29 年度淡路青少年本部会議兼青少年育成淡路地域スクラム会
議の実施（淡路県民局、淡路青少年本部）【再掲】
○洲本市子育てネットワーク推進会議に出席し、周知及びパンフレッ
ト配布（淡路県民局）【再掲】
○南あわじ市青少年健全育成市民会議に出席、パンフレット配布
（淡路県民局）
○くらしの安全・安心ネットワーク会議に出席し、周知及びパンフレ
ット配布（洲本市、南あわじ市、淡路市）（淡路県民局）【再掲】
○ひきこもり等地域連携ネットワーク会議への出席及び周知
（淡路県民局）【再掲】
○ひょうごっ子悩み相談事業淡路地区運営委員会兼兵庫県いじめ対応
淡路地域ネットワーク会議に出席し、周知及びパンフレット配布
（淡路県民局）【再掲】
○神戸市青少年育成協議会メディア問題部会の開催（神戸市）
○家庭用啓発冊子「インターネット・ケータイガイド」を市内公立小
学校４年生在籍家庭等（約 5,300 部）への配布による啓発
（西宮市）
9

（都道府県名：兵庫県）

○啓発パンフレット等の配布（芦屋市青少年愛護センター）
○宝塚市青少年補導委員 実務研修会の実施（宝塚市）【再掲】
兵庫県警察本部 サイバー犯罪対策課よりの講演
○川西市青少年補導委員研修会（川西市）【再掲】
○非行防止教室（川西市）
内 容：安全なインターネット利用について
7 月４日 清和台中 573 名
講師：阪神北少年サポートセンター（劇）
７月５日 東谷中 662 名
講師：阪神北少年サポートセンター
７月 19 日 明峰中 520 名
講師：阪神北少年サポートセンター
○三田市中学校生徒指導担当者会（三田市）【再掲】
開催日：７月 18 日
参加者：17 名
○インターネット安全教室の実施（加古川市）
○学警連絡校外補導連名委員会（加古川市）
○青少年健全育成地区別懇談会（加古川市）【再掲】
○情報モラル講演会の実施（播磨町）
○「ネット見守り隊」による非行及び犯罪被害防止対策（三木市）
【再掲】
○ママさんパトロールによるインターネット利用に関する啓発パンフ
レットや非行防止啓発グッズ等の配布（三木市）
○情報技術アドバイサーと連携したネット見守り活動（サイバーパト
ロール）の実施（小野市市民安全部ヒューマンライフグループ）
○ＰＴＡ部会、市場地区青少年健全育成会研修会での講話
（小野市青少年センター）【再掲】
○ＳＮＳ時代のデートＤＶ防止冊子新作成小学６年生〜高校生に配布
（小野市市民安全部ヒューマンライフグループ）8/10 新聞掲載
○学校・警察・総合教育センター連絡会・兼いじめ対応加西市ネット
ワーク会議（加西市）
○加西市ネット見守り隊監視行動（加西市）
○加西市青少年育成団体連絡会（加西市）
10

（都道府県名：兵庫県）

○平成 29 年度加西市青少年育成団体役員研修会（加西市）
○啓発パンフレット等の配布（加東市）
○加東市ネット見守り隊研修会の開催（加東市）
○中学校における講演会の実施（西脇市）
実施日：７月８日 西脇中学校
○多可西脇中高補導連絡会
（西脇市、多可町青少年育成センター）【再掲】
開催日：７月５日
場 所：多可町中央公民館
参加者：30 名
○ネットトラブル対策講座の実施
（姫路市総合教育センター育成支援課）
延べ 11 回（小学校１回、中学校６回、保護者４回）
○インターネット被害防止啓発チラシ（神河町）
○青少年健全育成啓発リーフレットの各戸配布（福崎町教育委員会）
発行部数：6,300 部
記事内容：携帯電話・スマホ・インターネットに関する記事
○万引き防止・情報モラルポスター展示（福崎町教育委員会）
展示期間：７月 26 日〜７月 31 日の間
○揖龍少年育成委員会ＰＴＡ部会（夏休み前研修会）
（たつの市、太子町）【再掲】
開催日：７月 13 日
場 所：揖龍少年育成センター
講 演：最近の少年非行の現状について
○相生市補導委員会研修会（相生市）【再掲】
○市内小中学校での「スマホ教室」の開催（相生市）
開催日：７月５日
参加校：10 校
○インターネットカフェ、カラオケ店巡回、立ち入り調査（赤穂市）
○SNS 研修会（赤穂市）
講師：県警サイバー犯罪対策課

出席者 43 名

○赤穂市青少年育成推進協議会理事会（赤穂市）【再掲】
○各地区青少年育成推進委員協議会月例会（赤穂市）
○中学校地区懇談会（赤穂市）
○市内小中学校へ保護者向けパンフレットを配布し、保護者にはネッ
トの危険から子どもを守る義務の周知徹底を依頼（宍粟市）
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○各小中学校におけるスマートフォンの利用についての研修の実施を
依頼（宍粟市）
○携帯電話販売店へフィルタリング導入を推奨するよう依頼（宍粟
市）
○各地区(5 地区)青少年健全育成懇談会及び研修会（上郡町）
主 催：各地区青少年健全育成協議会
内 容：スマホの危険性について学習
「ランサムウェアについて」
啓発 DVD を鑑賞後、青少年育成センターより講話、懇談。
開催日：7 月 8 日、13 日、14 日(2 会場)、15 日
参加人数：165 名
○携帯電話販売店へのフィルタリング依頼活動の実施（佐用町）
２店舗
○生徒指導部会（佐用町）【再掲】
・三日月地域生徒指導部会 実施日：７月３日
・上月域生徒指導部会
実施日：７月４日
・南光地域生徒指導部会
実施日：７月５日
・佐用地域生徒指導部会
実施日：７月 10 日
出席者：幼稚園、保育園、学校、保護者、ＰＴＡ、保護司
民生委員、補導員、駐在所
○青少年健全育成パトロール（朝来市生涯学習推進員連絡協議会）
○ＣＡＴＶによる広報（朝来市）
内 容：トラブルを防ぐインターネット術
○研修会（町青少年育成推進会議）の開催（香美町）
開催日：７月 28 日
場 所：村岡区中央公民館
講 師：美方警察署生活安全課担当係長
○丹南青少協ミーティング
（篠山市：丹南青少年健全育成推進協議会）【再掲】
実施日：７月３日
場 所：丹南健康福祉センター
対 象：市民
内 容：スマホの正しい使い方などを学ぶ講演会
○ＳＮＳ利用に関する啓発講演会（南あわじ市）

３ 有 害 環 境 へ ○啓発ポスターの掲示【再掲】
の適切な対応
（兵庫県、各県民局・県民センター、芦屋市、小野市、福崎町）
○横断幕、のぼり旗等の掲示【再掲】
（西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、猪名川町、明石市、小野市、
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西脇市、神河町、相生市、篠山市）
○広報誌による広報【再掲】
（中播磨県民センター、尼崎市、伊丹市、猪名川町、明石市、高砂
市、神河町、相生市、養父市）
○新規開店カラオケ店への行政指導の実施
（兵庫県、東播磨県民局、中播磨県民センター）
○有害環境実態調査の実施
（兵庫県、各県民局・県民センター）
（芦屋市、宝塚市、明石市青少年補導委員会、加古川市、西脇市、
揖龍少年育成センター、赤穂市、上郡町）
７月中 605 件実施
○未成年者喫煙防止キャンペーン（姫路たばこ商業協同組合）（中播
磨県民センター）
１回 20 名
○白ポストによる有害図書の回収
（尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、三田市、加古川市、
三木市、姫路市、福崎町、相生市、赤穂市、豊岡市）
○青少年育成市民運動夏季強調期間の実施（神戸市青少年育成協議
会）（事務局：神戸市こども青少年課）
各地区青少年育成協議会（事務局：各区まちづくり課・まちづくり
支援課）
○清掃活動

各班で随時実施（芦屋市青少年育成愛護委員会）

○コンビニ及びゲームセンター等への巡回（青少年指導員によるパト
ロール）（猪名川町）
実施日：７月 11 日、12 日、13 日、25 日、26 日、27 日
○危険箇所調査（加古川市）
○危険箇所に看板設置（高砂市青少年補導委員協議会）
市内３か所
○播磨町内環境浄化活動の実施（播磨町）
○小学校周辺の環境整備（不審者対策、交通事故防止）を目的とした
草刈を実施（小野市青少年補導委員会３１名、小野市青少年センタ
ー職員３名）
○管内コンビニ店の立寄りによる有害図書類の陳列制限の監視活動
（小野市青少年センター）
○新規コンビニエンスストアー立入調査（加西市）
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○多可町地域安全推進協議会・青少年問題協議会（多可町）
開催日：７月 10 日
参加者：町長以下 30 名
○多可町青少年育成センター運営協議会（多可町教育委員会）
開催日：７月 12 日
参加者：教育長以下 15 名
○月例補導委員会 地区別補導（市川町）
実施日：７月 14 日 午後８時〜午後 10 時
参加者：18 名
○夏休み期間中の店舗巡回（青少年補導委員会福崎支部）
実施期間：７月 21 日〜７月 31 日 延べ３日
参加者：延べ６名
○夏季特別街頭補導時のコンビニの立入調査（相生市）
実施日：７月 22 日
参加者：延べ 66 名
○公園の清掃（相生市）
実施日：７月 22 日

参加者：延べ 55 名

○古紙回収ボックスの点検（相生市）
市内 15 か所
○公園遊具の点検（相生市）
市内 23 か所
○空き家、溜め池の調査（相生市）
実施期間：７月１日〜８月 25 日
○市内巡回時に図書・がん具・たばこ等販売店、カラオケ店への立入
を行い、店舗と連携を強化し環境の浄化に努める（宍粟市）
○古紙ボックス有害図書調査（佐用町）
町内９か所
○コンビニ、カラオケボックス等の立入調査（香美町）
○淡路ブロック青少年補導委員研修会（洲本市）
５名参加
４ 薬 物 乱 用 対 ○啓発ポスターの掲示【再掲】
策の推進
（兵庫県、各県民局・県民センター、芦屋市、小野市、福崎町）
○横断幕、のぼり旗等の掲示【再掲】
（西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、猪名川町、明石市、小野市、
西脇市、神河町、相生市、篠山市）
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○広報誌による広報【再掲】
（中播磨県民センター、尼崎市、伊丹市、猪名川町、明石市、高砂
市、神河町、相生市、養父市）
○青少年育成全県スクラム会議【再掲】
開催日：７月３日
場 所：神戸市（兵庫県農業共済会館）
主 催：兵庫県、（公財）兵庫県青少年本部
出席者：兵庫県警、兵庫県教育委員会、青少年育成団体
関係業界 等 54 名
内 容：取組報告及び意見交換
①青少年のインターネット利用対策
②非行防止、青少年の健全育成の取組み
○東播磨地域青少年育成スクラム会議の開催（東播磨青少年本部）
【再掲】
開催日：７月 10 日
場所：兵庫県加古川総合庁舎２階会議室
出席者：東播磨青少年本部構成団体、明石市・加古川市・高砂市・
稲美町・播磨町関係者、警察関係、青少年育成関係者、各
事業者関係等 40 名
内 容：講演「子供の性被害、ネットトラブル等に絡む事件の発生
状況について」
講師 兵庫県明石警察署生活安全課 土生田課長
報告事項：東播磨地域の青少年を取り巻く有害環境について
平成 28 年中における少年非行の現状について
協議事項：青少年を取り巻くネットトラブル等の現状
地域、学校での取組について
配布資料：
ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４ 等各 40 個
○平成 29 年度播磨町青少年問題協議会の開催【再掲】
開催日：７月６日
場 所：兵庫県加古郡播磨町役場第二庁舎３階会議室
出席者：加古郡播磨町長、播磨町教育長、播磨町議会議長、播磨町
内学校・園長、自治会代表、民生委員児童委員、青少年育
成関係者等 21 名
内 容：青少年健全育成にかかる現状と課題について
配布資料：
ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４ 等各 21 個
○青少年を守り育てる中播磨スクラム会議の実施（中播磨県民局、中
播磨青少年本部）
開催日：７月１４日 場所：中播磨総合庁舎内
出席者：管内行政関係者、警察署、商業施設、携帯ショップ等
３４人
内 容：県下の少年非行の情勢（姫路警察署）
青少年を取り巻く薬物依存について
（一社）神戸ダルクヴィレッジ 梅田靖規氏
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○薬物乱用に関わる情報提供（西播磨県民局）
○平成２９年度青少年を守り育てる丹波地域スクラム会議
および丹波青少年本部合同研修会 （丹波県民局）【再掲】
開催日：６月２０日（関西国際大学 西岡教授）
場 所：県立丹波の森公苑 多目的ルーム
出席者：関係業界、行政等関係機関、丹波青少年本部役員、事務局
計８２人
内 容：講話、業界の取組み、意見・情報交換等
○平成 29 年度淡路青少年本部会議兼青少年育成淡路地域スクラム会
議の実施（淡路県民局）【再掲】
○くらしの安全・安心ネットワーク会議に出席し、周知及びパンフレ
ット配布（洲本市、南あわじ市、淡路市）（淡路県民局）【再掲】
○ひきこもり等地域連携ネットワーク会議への出席及び周知
（淡路県民局）【再掲】
○洲本市子育てネットワーク推進会議に出席し、周知及びパンフレッ
ト配布（淡路県民局）【再掲】
○南あわじ市青少年健全育成市民会議に出席、パンフレット配布
（淡路県民局）【再掲】
○ひょうごっ子悩み相談事業淡路地区運営委員会兼兵庫県いじめ対応
淡路地域ネットワーク会議に出席し、周知及びパンフレット配布
（淡路県民局）【再掲】
○薬物乱用防止教室の実施（兵庫県警察本部少年育成課、各警察署）
65 回実施、24,710 名参加
○啓発チラシの作成、配布（尼崎市青少年課、尼崎市少年補導委員連
絡協議会）
保護者・一般向け 2,000 枚配布
○啓発パンフレット等の配布（芦屋市立青少年愛護センター）
○薬物乱用防止街頭キャンペーンの実施参加（宝塚市）
○非行防止教室の開催（川西市）
内 容：薬物、危険ドラッグについて
７月 14 日 緑台中 340 名
講師：阪神北少年サポートセンター
○薬物乱用防止教室の実施（加古川市）
○薬物乱用防止教室の実施（播磨町）
○社会を明るくする運動による社会復帰の支援（三木市）
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○薬物乱用防止啓発パンフレット等の配布（三木市）
○市内中学校全校での薬物乱用防止教室の実施（三木市）
○防犯講話とビデオ教養の実施「危険ドラック」視聴」市場青少年健
全育成会研修会（小野市青少年センター）【再掲】
○薬物乱用教室の実施（加西市）
○中学校での学習会の実施（西脇市）
実施日：７月８日
西脇東中学校
○庁内量販店等「薬物乱用防止ビラ」配布（多可町青少年補導委員
会）
実施日：７月 29 日
配布店舗数：20 店舗
参加者：補導委員会会長以下 15 名
○薬物乱用防止教室の実施（姫路市総合教育センター育成支援課、少
年サポートセンター）
延べ８回（中学校７回、高校１回）
○夏休み啓発チラシ折り込み（市川町）
配布日：７月 19 日
配布部数：4,050 部（町内全域）
○揖龍少年育成委員会ＰＴＡ部会（夏休み前研修会）
（たつの市、太子町）【再掲】
開催日：７月 13 日
場 所：揖龍少年育成センター
講 演：最近の少年非行の現状について
○西播磨県民局から指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について
情報提供（揖龍少年育成センター）
７月 26 日情報提供
○夏季特別街頭補導時の啓発活動の実施（相生市）【再掲】
内 容：量販店でのパンフレット配布による啓発活動
○啓発用桃太郎旗の設置（相生市）
市内３か所
○学校・警察・センター連絡会（赤穂市）
参加：中学校生徒指導、赤穂警察署、赤穂市教育委員会
内容：情報共有及び研修
○市内全中学校に薬物乱用防止教室実施の依頼（宍粟市）
６月末と７月初めに２校の中学校が実施、残りの２中学校も２学期
以降実施予定
○各地区青少年健全育成懇談会（５か所）において実施（上郡町）
【再掲】
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○更正保護、薬物乱用街頭キャンペーンの実施（佐用町）
○朝来市生涯学習推進員連絡協議会全体会での「薬物乱用防止」につ
いての学習会の実施（朝来市生涯学習推進員連絡協議会）
○淡路地区薬物乱用防止皇室講習会（淡路市、洲本市、南あわじ市）

５ 不 良 行 為 及 ○啓発ポスターの掲示【再掲】
び初発型非行
（兵庫県、各県民局・県民センター、芦屋市、小野市、福崎町）
（犯罪）等の
防止
○横断幕、のぼり旗等の掲示【再掲】
（西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、猪名川町、明石市、小野市、
西脇市、神河町、相生市、篠山市）
○広報誌による広報【再掲】
（中播磨県民センター、尼崎市、伊丹市、猪名川町、明石市、高砂
市、神河町、相生市、養父市）
○街頭補導活動の実施
（丹波県民局、但馬県民局、
（尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、川西市、三田市、猪名
川町、明石市、加古川市、高砂市、播磨町、稲美町、三木市、加西
市、加東市、西脇市、多可町、市川町、福崎町、たつの市、太子
町、相生市、赤穂市、宍粟市、豊岡市、洲本市、南あわじ市）
●「円応教花火大会」街頭補導（丹波県民局）
実施日：７月 16 日
●但馬の青少年を守るひと声運動（街頭補導活動）（但馬県民局）
・香美町会場
実施日：７月９日 20:00〜22:00 参加者:８名
・養父市会場
実施日：７月 16 日 20:00〜22:00 参加者：47 名
●街頭補導活動（夏祭り盆踊り等の夜間補導活動含む）（尼崎市）
延べ 605 回実施、延べ 1,761 名参加
●青少年補導委員による街頭補導活動（西宮市）
西宮市内 39 地区、175 回実施、延べ 713 名参加
●街頭補導活動（芦屋市青少年育成愛護委員会）
芦屋市内８地区、延べ 493 名参加
●宝塚市・伊丹市少年補導委員合同補導の実施 参加人数 46 名
（伊丹市少年補導委員、伊丹市立少年愛護センター、宝塚市青少年
補導委員、宝塚市青少年センター）
●夜間特別補導の実施 市内 4 ブロック
（伊丹市少年補導委員、伊丹市立少年愛護センター）
●街頭補導活動（伊丹市少年補導委員）
補導回数 169 回、出動人数延べ 586 名
●街頭補導（川西市）
延べ 51 回実施、延べ 240 名参加
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●合同特別補導活動（川西市）
実施日：７月 29 日
参加者：25 名
●地域での街頭補導活動（三田市）
青少年補導員が市内各地域において実施
７月分 86 回、延べ 391 名参加
●大型商業施設周辺合同補導活動（三田市）
中学校生徒指導担当教諭、青少年補導員など 10 名参加
●青少年指導員による夜間パトロールの実施（猪名川町）
実施日：７月 11 日、12 日、13 日、25 日、26 日、27 日
●日生夏祭り会場周辺（猪名川町日生中央駅周辺）において、川西
市・猪名川町合同による夜間パトロールを実施（猪名川町）
実施日：７月 29 日
●合同補導活動の実施（明石市青少年補導委員会）
実施日：７月 28 日
場 所：明石市東部（大蔵海岸周辺）
明石市西部（毘沙門浜、住吉神社周辺）
●深夜特別補導（高砂市青少年補導委員協議会）
実施日：７月 22 日
参加者」51 名
市内全域
●定例巡回補導（高砂市青少年補導委員協議会）
延べ 132 回、402 名参加 市内全域
●稲美町生徒指導担当者街頭補導（稲美町）
夏休み中に３回、夏祭り、ゲームセンター、コンビニ、量販店パ
トロール
●各単位ＰＴＡ街頭補導（稲美町）
夏休み中に２〜４回、ゲームセンター、コンビニ、量販店パトロ
ール
●中学校区青少年健全育成推進協議会街頭補導（稲美町９
夜間パトロール（コンビニ、公園等）
●街頭補導活動の実施及び青色パトロール車による市内巡回・補導
委員会の役員会後における深夜補導を実施（三木市）
●加西市青少年補導委員による街頭補導活動（加西市）
●青少年補導委員による定期街頭補導及びイベント開催時の会場付
近の街頭補導（加東市）
●街頭補導活動（西脇市）
延べ６回実施、延べ 30 名参加
●夜間巡回補導（多可町青少年補導委員会）
実施日：７月１日、７月８日
参加者：補導委員会会長以下 13 名
●多可町中区中村町「祇園神社」特別補導（多可町青少年補導委員
会）
参加者：補導委員会会長以下５名
●月例補導委員会 地区別補導（市川町）
実施日：７月 14 日 午後８時〜午後 10 時
参加者：18 名
●市川まつり街頭補導（市川町）
実施日：７月 26 日 午後７時 30 分〜午後 10 時
参加者：24 名
●巡回補導（市川町）
実施日：７月 27 日 午後３時〜午後５時
●下校時巡回（青少年補導委員会福崎支部、福崎町教育委員会）
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実施日：７月 10 日
参加者：延べ３名
●夏休み期間中の店舗巡回（青少年補導委員会福崎支部）【再掲】
実施日：７月 21 日〜７月 31 日の期間中 延べ３日
参加者：延べ６名
内 容：青少年健全育成啓発チラシの配布、健全育成協力依頼
●夏休み期間中の夜間巡回（青少年補導委員会福崎支部）
実施日：７月 21 日〜７月 31 日の期間中 延べ３日
参加者：延べ７名
内 容：青少年がたむろしやすい場所の巡回
●青色回転灯装備車による街頭巡回補導の実施（揖龍少年育成セン
ター）
●夏季特別街頭補導（相生市）
●広域列車補導（相生市）
実施日：７月 12 日
参加者：11 名
●各地区補導委員による地域街頭補導活動（相生市）
●盆踊り、納涼祭等での補導活動（相生市）
実施期間：７月８日〜８月 19 日
参加者：51 名
●青少年育成センター青パトによる巡回補導（相生市）
実施回数：45 回
走行距離：995 ㎞
●市内各中学校区において、定期巡回補導の実施
地域行事、イベント実施時には特別補導を行い、青少年非行の未
然防止に努める（宍粟市）
●街頭補導活動（豊岡市青少年補員連絡協議会）
延べ 10 回実施、延べ 57 名参加
●街頭補導活動 19 回、延べ 45 名参加（洲本市青少年補導委員会）
●街頭補導活動７回、延べ 25 名参加（洲本市学校教護委員会）
●街頭補導活動 ４ブロック計８回実施（南あわじ市）
●一斉補導（防犯協会との共催）（南あわじ市）
○青少年育成全県スクラム会議【再掲】
開催日：７月３日
場 所：神戸市（兵庫県農業共済会館）
主 催：兵庫県、（公財）兵庫県青少年本部
出席者：兵庫県警、兵庫県教育委員会、青少年育成団体
関係業界 等 54 名
内 容：取組報告及び意見交換
①青少年のインターネット利用対策
②非行防止、青少年の健全育成の取組み
○非行防止教室の実施（兵庫県警察本部少年育成課、各警察署）
325 回実施、71,224 名参加（うち 65 回、24,710 名は薬物乱用防止
教室）
○主任児童委員連絡会（神戸県民センター）
参加者：神戸市各区主任児童委員の代表、
神戸市民生委員児童委員協議会事務局
神戸市子ども家庭センター、神戸県民センター20 名参加
○親子ふれあい いきいき わくわく 野球観戦（阪神南青少年本部）
開催日：平成 29 年６月 30 日(金)
場 所：阪神甲子園球場
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出席者：44,519 人（入場者数）
内 容：オーロラビジョンや球場内アナウンスを活用した啓発活
動
○阪神地区青少年補導委員連絡協議会大会・研修会（阪神地区青少年
補導委員連絡協議会）
開催日：平成 29 年７月 14 日(金)
場 所：芦屋市内
出席者：阪神７市１町の青少年補導委員等 197 人
内 容：講演等
○東播磨地域青少年育成スクラム会議の開催
（東播磨県民局、東播磨青少年本部）【再掲】
開催日：７月 10 日 場所：兵庫県加古川総合庁舎２階会議室
出席者：東播磨青少年本部構成団体、明石市・加古川市・高砂市・
稲美町・播磨町関係者、警察関係、青少年育成関係者、各
事業者関係等 40 名
内容：講演「子供の性被害、ネットトラブル等に絡む事件の発生状
況について
講師 兵庫県明石警察署生活安全課 土生田課長
報告事項：東播磨地域の青少年を取り巻く有害環境について
平成 28 年中における少年非行の現状について
協議事項：青少年を取り巻くネットトラブル等の現状
地域、学校での取組について
配布資料：
ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４ 等各 40 個
○平成 29 年度播磨町青少年問題協議会の開催【再掲】
開催日：７月６日
場 所：兵庫県加古郡播磨町役場第二庁舎３階会議室
出席者：加古郡播磨町長、播磨町教育長、播磨町議会議長、播磨町
内学校・園長、自治会代表、民生委員児童委員、青少年育
成関係者等 21 名
内容：青少年健全育成にかかる現状と課題について
配布資料：
ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４ 等各 21 個
○平成 29 年度東播磨地区青少年補導センター・補導委員連絡協議会
の開催【再掲】
開催日：７月 27 日
場 所：加古郡稲美町いきがい創造センター１階会議室
出席者：東播磨県民局、明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨
町関係者、警察関係、青少年育成関係者等 17 名
内容：子供の性被害、ネットトラブル等に絡む情報交換
配布資料：
ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４ 等各 17 個
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○街頭キャンペーンの実施（東播磨県民局）【再掲】
実施日時：７月 27 日 16:00〜
実施場所：ＪＲ加古川駅周辺
参加者：東播磨県民局、加古川市・高砂市・稲美町関係者、警察関
係、青少年育成関係者 12 名
配布物：
ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４
ウェットティッシュ 各 500 個
○街頭キャンペーンの実施（東播磨県民局）【再掲】
実施日時：８月５日 16:00〜
実施場所：ＪＲ加古川駅周辺
参加者：東播磨青少年本部構成団体・東播磨県民局関係者 11
名、少年補導委員関係者 24 名、ＰＴＡ関係者 10 名、
学校関係者 36 名、加古川市関係者 11 名、
合計
92 名
配布物：
ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４
少年非行防止のうちわ
各 500 個
○北播磨補導委員会第２回理事会（北播磨県民局）
開催日：７月６日
内 容：北播磨地区における少年非行の現状について紹介
青少年による犯罪防止意識の高揚を図る
○列車補導活動（ＪＲ西日本播但線）（姫路市教育委員会、中播磨県
民センター、播磨西教育事務所）
１回 ５名
○西播磨列車通学生徒指導連絡協議会（姫新線、播但線）
延べ２回実施、延べ３人参加（中播磨県民センター）
○姫路魚町・塩町地区安全安心まちづくり協議会
（中播磨県民センター）【再掲】
○未成年者喫煙防止協議会 １回（中播磨県民センター）
○平成２９年度西播磨地域スクラム会議（西播磨県民局、西播磨青少
年本部）
開催日：７月１４日
場 所：西播磨県民局
出席者：管内警察署、各市町教育委員会、市町青少年育成センター
福祉事務所、保護司、関係業者、学校関係者等 ５６人
内 容：県下の少年犯罪情勢等（暴走族の現況も）
環境実態と青少年愛護条例の改正
県民スクラム運動の推進
○西播磨列車通学生徒指導連絡協議会（山陽本線・赤穂線沿い）会議
（西播磨県民局）
開催日：７月６日
場所：相生市少年育成センター
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○西播磨列車通学生徒指導連絡協議会（姫新線沿い）会議
（西播磨県民局）
開催日：７月１０日
場所：揖龍広域センター（たつの市）
○列車補導活動（山陽本線・赤穂線・姫新線）（西播磨県民局）
開催日：７月７日
場所：本竜野駅より
７月１１日 場所：上郡駅より
７月１２日 場所：相生駅より（マナーアップキャンペー
ンの実施）
○平成２９年度青少年を守り育てる丹波地域スクラム会議
および丹波青少年本部合同研修会 （丹波県民局、丹波青少年本
部）
【再掲】
開催日：６月２０日（関西国際大学 西岡教授）
場 所：県立丹波の森公苑 多目的ルーム
出席者：関係業界、行政等関係機関、丹波青少年本部役員、事務局
計８２人
内 容：講話、業界の取組み、意見・情報交換等
○高校生通学列車指導等（丹波県民局）
（丹波地域から、三田市・篠山市・丹波市・福知山市に通学する高校
生を対象）
実施期間：6 月 1 日〜7 月 1 日
指導場所：神鉄関係区間、ＪＲ三田駅〜福知山駅区間で列車内指導
各駅構内・通学路等
参 加 者：警察署、少年補導員連絡協議会役員等、青少年健全育成
連絡協議会役員等、篠山市・丹波市青少年施策担当課、
高等学校等職員（１９校）
、同ＰＴＡ会員、丹波青少年
本部役員、丹波県民局職員等（私立高校（京都府３校を
含む））延べ１９３名
○平成 29 年度淡路青少年本部会議兼青少年育成淡路地域スクラム会
議の実施（淡路県民局、淡路青少年本部）【再掲】
○くらしの安全・安心ネットワーク会議に出席し、周知及びパンフレ
ット配布（洲本市、南あわじ市、淡路市）（淡路県民局）【再掲】
○ひきこもり等地域連携ネットワーク会議への出席及び周知
（淡路県民局）【再掲】
○洲本市子育てネットワーク推進会議に出席し、周知及びパンフレッ
ト配布（淡路県民局）【再掲】
○南あわじ市青少年健全育成市民会議に出席、パンフレット配布
（淡路県民局）【再掲】
○ひょうごっ子悩み相談事業淡路地区運営委員会兼兵庫県いじめ対応
淡路地域ネットワーク会議に出席し、周知及びパンフレット配布
（淡路県民局）【再掲】
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○青少年育成市民運動夏季強調期間の実施（神戸市青少年育成協議会
（事務局：神戸市こども青少年課）【再掲】
各地区青少年育成協議会（事務局：各区まちづくり課・まちづくり
支援課）【再掲】
○西宮市青少年補導委員全体研修会の実施１４６名参加（西宮市青少
年補導委員連絡協議会）
○西宮市立青少年育成センター運営協議会の実施１８名参加（西宮市
立青少年育成センター）
○青少年問題フォーラムの実施１６７名参加（西宮市青少年施策推進
課）
○阪神地区青少年補導委員連絡協議会 芦屋大会・研修会 兼
青少年を守り育てる地域フォーラムを開催実施（芦屋市）
【再掲】
参加者 197 名(芦屋市民センタールナ・ホール) ７市１町合同実施
○青色パトロールカーによる地域巡回活動（宝塚市）
○宝塚市青少年補導委員

実務研修会の実施（宝塚市）【再掲】

○小･中学校の PTA 懇談会・地域スクラム会議等での啓発（宝塚市）
【再掲】
○非行防止等啓発チラシ「見逃さないで子どものサイン」の作成・配
布 13,000 部（伊丹市）
伊丹市青少年を守る店連絡協議会、伊丹市少年育成協会、伊丹市保
護司会、伊丹市少年補導委員連合会、伊丹警察署、伊丹防犯協会、
伊丹市立少年愛護センター
○川西市青少年補導委員研修会（川西市）【再掲】
○こども安全パトロール（三田市）
パトロール車両による市内巡回活動、７月分巡回延べ 62 回）
○あかし青少年非行防止研究会（明石市青少年補導委員研修会）の開
催（明石市青少年補導委員会、明石市教育委員会）【再掲】
開催日：７月８日
場 所：明石市勤労福祉会館
内 容：①感謝条贈呈（補導委員勤続 20 年、10 年、５年）
②研修会（講演）
○大型量販店への巡回訪問（明石市教育委員会）
○街頭キャンペーンの実施（加古川市）
○少年補導委員研修会の実施（加古川市）
○少年補導委員役員会・理事会（加古川市）
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○青少年健全育成地区別懇談会（加古川市）【再掲】
○啓発パトロール（高砂市）
延べ８回、13 名参加
○高砂市青少年補導委員協議会理事会（高砂市青少年補導委員協議
会）
１回 12 名参加
○高砂市青少年補導委員協議会広報部会（高砂市青少年補導委員協議
会）
１回 14 名参加
○学警連絡会（高砂市教育委員会、高砂警察署）
１回 13 名参加
○加古川市西部・高砂市中学校生徒指導連絡会（高砂市教育委員会、
高砂市）
１回 20 名参加
○播磨町夏季生徒指導研修会の実施（播磨町）
○稲美中学校区青少年健全育成推進協議会総会・研修会（稲美町）
○稲美北中学校区青少年健全育成推進協議会総会・研修会（稲美町）
・会の趣旨について全員に説明
・平成 28 年度活動報告、決算報告
・平成 29 年度活動計画、方針の決定、予算案
○ママさんパトロールによるインターネット利用に関する啓発パンフ
レットや非行防止啓発グッズ等の配布（三木市）【再掲】
○学校・警察・事業者連絡会議の開催（三木市）
○近隣中学校・中播磨高等学校による生徒指導担当者会議（三木市）
○北播磨補導委員統一活動の実施（三木市）
○万引き防止啓発ビラ作成配布（北播磨補導委員連絡協議会）（小野
市）
○万引き防止及び暴走族追放キャンペーンの実施ビラ配布
（小野市市民安全部地域安全グループ安全安心パトロール隊）
○北播磨青少年補導委員統一活動日（加西市）
加西市内コンビニ、量販店での青少年非行防止・健全育成キャンペ
ーン
○第３回加西市青少年補導委員連絡協議会理事会（加西市）
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○加東市万引き防止対策会議の開催（加東市）
○加東市青少年補導委員会役員会１回開催（加東市）
○加東市学警連絡会議（加東市）
○啓発パンフレットの配布（加東市）
○暴走族追放キャンペーンの実施（西脇市）
実施日：７月 19 日
西脇市青少年補導委員、西脇警察署員他 40 名参加
○見守り安全パトロール（多可町青少年育成センター）
実施日：７月３日〜７月 31 日
延人数：34 名（シルバー人材センター委託）
○北播磨補導委員連絡協議会第２回理事会
（北播磨補導委員連絡協議会）
実施日：７月６日
場 所：コミュニティーセンターおの
参加者：小野市市民安全部長他 18 名
○西脇多可統一活動（西脇市、多可町青少年補導委員会）
実施日：７月 15 日
参加者：補導委員会会長以下 13 名
内 容：万引き防止キャンペーン、ビラ等配布
○町内量販店等「万引き防止ビラ」配布（多可町青少年補導委員会）
実施日：７月 29 日
配布店舗数：20 店舗
参加者：補導委員会会長以下 15 名
○万引き防止街頭キャンペーンの実施（姫路市）
延べ２回
○青少年補導委員会の開催（神河町）
開催日：７月 13 日
○万引き防止・情報モラル向上ポスター及び標語の掲示（神河町）
７月６日〜７月 21 日
○町内巡回パトロール（神河町）
実施日：７月 20 日、７月 27 日
○防災行政無線による午後６時帰宅促し放送（神河町）
７月 21 日〜７月 31 日
○夏休み啓発チラシ折り込み（市川町）【再掲】
配布日：７月 19 日
配布部数：4,050 部（町内全域）
○万引き防止・情報モラルポスター展示（福崎町教育委員会）【再
掲】
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展示期間：７月 26 日〜７月 31 日の間
○揖龍少年育成センター主催 揖龍少年育成連絡会学校部会〈育成活
動〉（たつの市・太子町）
・学警育成連絡会（小･中･高･特別支援学校情報交換会）
・ＰＴＡ部会
開催日：７月 13 日
場 所：揖龍少年育成センター
内 容：夏休み前研修会（講演会）
○広域補導会議（たつの市・太子町）
相生ペーロン祭、姫路ゆかた祭、たつのふるさとフェスタ、赤穂義
士祭
○ＪＲ姫新線列車通学生徒指導連絡協議会と連携した列車補導
（たつの市・太子町）
○相生市補導委員研修会（相生市）【再掲】
○列車補導（赤穂市）
赤穂市〜備前市間
○中学校区地域サポートチーム会議（赤穂市）
○学校・警察・センター連絡会（赤穂市）【再掲】
○赤穂市青少年育成推進協議会理事会（赤穂市）【再掲】
○各地区青少年育成推進委員協議会月例会（赤穂市）【再掲】
○中学校区地区懇談会（赤穂市）【再掲】
○「ダムまつり」、「川まつり」等のイベント会場において、補導委
員が中心となって、青少年の非行防止への協力を呼びかけながら、
啓発うちわ を配布（上郡町）
実施日：7 月 17 日、7 月 29 日
○各地区（５地区）青少年健全育成懇談会（上郡町）
○青パトによる巡回パトロール（佐用町）
月間中 16 回実施
○街頭啓発活動（豊岡市青少年補導員連絡協議会）
１回実施、７名参加
○夏休みラジオ体操顔見知り運動 一斉ラジオ体操（豊岡市）
夏休み中、市内 29 小学校区で小中学校児童生徒と地域住民がラジ
オ体操に参加
ポスター50 枚、チラシ 2,500 枚配布
○豊岡あいさつＡ７運動（豊岡市）
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子どもの基本的生活習慣の確立、人権意識の向上
ポスター100 枚、チラシ 7,000 枚配布
○但馬の青少年を見守るひと声運動（養父市）
内 容：夏祭り街頭巡視パトロール
○青少年健全育成パトロール
（朝来市生涯学習推進員連絡協議会
区）【一部再掲】
○青少年防犯啓発チラシの配布
（朝来市生涯学習推進員連絡協議会

生野地区、和田山地区、山東地

山東地区）

○各学校生徒指導（朝来市教育委員会）
内 容：警察講話
○夜間パトロールの実施（香美町）
７月 20 日〜７月 25 日 香住区青少年育成推進会議
○青色防犯パトロール（新温泉町）
実施日：７月 18 日
○「子どもを守る家」の点検・拡充（篠山市：各青少協、ＰＴＡ等）
○登下校見守り活動（篠山市：ＰＴＡ、まちづくり協議会、ボランテ
ィア等）
○ふれあいスポーツ大会（篠山市ことも会連絡協議会）
○津名地区青少年健全育成委員会の開催（淡路市）
○洲本市学校教護委員会全体会（洲本市）
開催日：７月４日
場 所：洲本市総合福祉会館
出席者：洲本警察署担当課長、教育長、青少年育成関係者等
計 50 名
内 容：関係機関からの報告・連絡
小･中学校、高等学校部会からの事例報告並びに情報交換
研究協議
○南あわじ市青少年健全育成市民会議（南あわじ市）
開催日：７月 21 日
場 所：南あわじ市
出席者：市長、教育長、市会議員、警察関係者、青少年育成関係者
等 約 150 名
内 容：大会宣言決議、講演
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６ 再 非 行 （ 犯 ○啓発ポスターの掲示【再掲】
罪）の防止
（兵庫県、各県民局・県民センター、芦屋市、小野市、福崎町）
○横断幕、のぼり旗等の掲示【再掲】
（西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、猪名川町、明石市、小野市、
西脇市、神河町、相生市、篠山市）
○広報誌による広報【再掲】
（中播磨県民センター、尼崎市、伊丹市、猪名川町、明石市、高砂
市、神河町、相生市、養父市）
○青少年を守り育てる中播磨スクラム会議の実施
（中播磨県民センター）【再掲】
○管内市町青少年問題協議会でのプレゼン（但馬県民局）【再掲】
（但馬の青少年問題と健全育成〜大人が変われば子どもも変わる〜）
・朝来市青少年問題協議会
開催日：７月４日
参加者 16 名
・香美町村岡区青少年育成推進会議
開催日：７月 12 日 参加者 34 名
〇社会を明るくする運動による啓発活動、再犯防止支援活動の実施
（神戸市、尼崎市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、川西市、三田市、
加古川市、播磨町、三木市、加西市、加東市、西脇市、多可町、
福崎町、相生市、宍粟市、上郡町、豊岡市、朝来市、南あわじ
市）
●社会を明るくする運動・尼崎中央集会（尼崎市）
開催日：７月１日
場所：尼崎市立中央地区会館
出席者：尼崎市長、神戸保護観察所長、尼崎更生保護協会長、
尼崎南警察署長、青少年育成関係者等、計４５８人
（うち、尼崎市少年補導委員連絡協議会、尼崎市青少年課
４５人）
●第 67 回社会を明るくする運動の実施（芦屋市）
開催日：７月５日
場 所：芦屋市民センタールナ・ホール
出席者：芦屋市長、芦屋警察署長、教育長、青少年育成関係者
芦屋市青少年育成愛護委員会参加者 29 名
等計 250 名
内 容：大会宣言決議、講演会
●社会を明るくする運動街頭啓発（集会、パレード）の実施
（ 社会を明るくする運動 伊丹市推進委員会）
●社会を明るくする運動街頭啓発活動（川西市）
実施日：７月１日
参加者：青少年補導委員会長、副会長、青少年センター
●第 67 回 社会を明るくする運動 〜犯罪や非行を防止し、立ち
直りを支えるチカラ〜
①街頭一斉行動日
実施日：７月１日
ＪＲ三田駅から市役所周辺での市民への広報啓発活動
約 100 名参加
②公開ケース研究会 実施日：８月１日
関係機関・団体などと連携し、研究会を開催 約 140 名参加
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●平成 29 年社会を明るくする運動を中学生と考えるつどい（西脇
市）
開催日：７月８日
黒田庄中学校
●社会を明るくする運動を中学生と考える会（多可町保護司会・多
可町教育委員会）
実施日：７月６日
●第 67 回「社会を明るくする運動」神埼郡住民大会の開催
（福崎町、市川町、神河町）
開催日：７月５日
●社会を明るくする運動（相生市）
ポスターの掲示
第 67 回社会を明るくする運動看板と桃太郎旗の設置
●宍粟市社会を明るくする運動住民大会において、再非行防止に向
けてのスローガン採択（宍粟市）
●社会を明るくする運動「公開ケース研究会」を当町で開催し、補
導委員、民生委員、保護司、学校教諭、青少年育成センター等が
参加
内 容：少年の再非行防止について、班別討議
日 時：7 月 30 日(日) 13：30〜16：00
参加者： 90 名
●社会を明るくする運動街頭啓発活動（豊岡市）
開催日：７月１日
場 所：豊岡市役所稽古堂前広場
出席者：副市長、豊岡南警察署長、教育長、豊岡市青少年補導委
員、豊岡市保護司会、その他青少年育成関係者
等計 50 名
内 容：集会、パレード、啓発資材配布
●社会を明るくする運動 広報車による市内巡回啓発（朝来市保護
区保護司会）
●朝来市保護区保護司会推進大会にて社会を明るくする運動の啓発
（朝来市）
●社会を明るくする運動（南あわじ市）
開催日：７月９日
場 所：南あわじ市
出席者：市町、保護司、更正保護女性会
内 容：啓発活動
○青色パトロールカーによる地域巡回活動（宝塚市）【再掲】
○少年補導委員研修会の実施（加古川市）【再掲】
○夏休み啓発チラシ折り込み（市川町）【再掲】
配布日：７月 19 日
配布部数：4,050 部（町内全域）
○各種関係機関との連携（たつの市、太子町）
たつの警察署、姫路南少年サポートセンター、学校支援チーム、西
播磨県民局、揖龍保護区保護司会
○学校・警察・センター連絡会（赤穂市）【再掲】
○赤穂市青少年育成推進協議会理事会（赤穂市）【再掲】
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○中学校区地域サポートチーム会議（赤穂市）【再掲】
○第 67 回犯罪のない明るいまちづくり町民のつどい（佐用町）
開催日：７月 25 日 午後１時 30 分
出席者：佐用町長、佐用副町長、教育長、佐用警察署長
佐用町町議会議長、神戸保護観察所長、佐用保護司会長
佐用防犯協会長、佐用交通安全協会長
参加者：400 名
内 容：・大会宣言決議
・防犯作文表彰（小・中・高校生）
・防犯作文朗読
小学生…幸せのリレー
中学生…心を明るくする言葉
高校生…二つの世界で生きる
・佐用中吹奏楽部演奏による「交通事故防止等啓発」
○研修会（村岡区青少年育成推進会議）の開催（香美町）
開催日：７月 12 日
場 所：村岡区中央公民館
講 師：青少年推進本部担当職員
７ い じ め ・ 暴 ○啓発ポスターの掲示【再掲】
力行為等の問
（兵庫県、各県民局・県民センター、芦屋市、小野市、福崎町）
題行動への対
応
○横断幕、のぼり旗等の掲示【再掲】
（西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、猪名川町、明石市、小野市、
西脇市、神河町、相生市、篠山市）
○阪神地区青少年補導委員連絡協議会大会・研修会兼青少年を守り育
てる地域フォーラム
（阪神地区７市１町、阪神南県民局、阪神北県民局）【再掲】
演題 「育ちのもつれと子どものサイン」
〜 いじめ・不登校問題から考える〜
講師
神戸大学名誉教授 廣木 克行 氏
○広報誌による広報【再掲】
（中播磨県民センター、尼崎市、伊丹市、猪名川町、明石市、高砂
市、神河町、相生市、養父市）
○平成 29 年度兵庫県いじめ対応播磨東地域ネットワーク会議兼ひょ
うごっ子悩み相談事業第１回播磨東地区運営委員会の開催（東播磨
県民局、北播磨県民局）
開催日：７月 13 日 場所：兵庫県加古川総合庁舎５階会議室
出席者：東播磨県民局、明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨
町・西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可郡多
可町関係者、警察関係、青少年育成関係者、学校関係者等
62 名
報告事項：兵庫県いじめ対応ネットワークの構築について
○平成 29 年度少年の主張東播磨大会の開催（東播磨県民局）
開催日：８月 11 日
場 所：兵庫県加古川総合庁舎５階会議室
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発表者：東播磨地域の中学生 13 名（応募数 27 名）（校内応募
数 1,143 名）
発表内容：「嘘から誤解、そしていじめ」等
出席者：東播磨県民局、明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨
町関係者、青少年育成関係者、学校関係者等 約 150 名
配布資料：
・ひょうごスマホ宣言２０１７メモ帳入りポケットティッシュ
・保護者のためのネット利用ガイドブックＶol.４ 等各 150 個
・「みんなで作ろう！ネットのルール（東播磨青少年本部）」の
ボールペン 30 本
○青少年を守り育てる中播磨スクラム会議の実施
（中播磨県民センター）【再掲】
○西播磨地域スクラム会議後の研修会（西播磨県民局、西播磨青少年
本部）
演題：「子ども食堂から見た現代の子どもを取り巻く状況につい
て」
講師：赤穂市地域活動連絡協議会 会長 岩﨑 由美子 氏
○平成 29 年度淡路青少年本部会議兼青少年育成淡路地域スクラム会
議の実施（淡路県民局）【再掲】
○ひょうごっ子悩み相談事業淡路地区運営委員会兼兵庫県いじめ対応
淡路地域ネットワーク会議に出席し、周知及びパンフレット配布
（淡路県民局）【再掲】
○少年補導関係機関団体連絡会（尼崎市）
１回 36 名
○青少年問題協議会の実施（芦屋市立青少年愛護センター）
○青少年愛護センター運営連絡会の実施（芦屋市立青少年愛護センタ
ー）
○生活安全推進会議の実施（芦屋市青少年育成愛護委員会）
○生徒指導担当者会議の実施（芦屋市教育委員会）
１回 25 名参加
○公立小中学校への聞き取り調査（宝塚市）
○ケース会議（SSW を含む）等関係機関との会議（宝塚市）
○非行防止等啓発チラシ「見逃さないで子どものサイン」の作成・配
布 13,000 部（伊丹市）
伊丹市青少年を守る店連絡協議会、伊丹市少年育成協会、伊丹市保
護司会、伊丹市少年補導委員連合会、伊丹警察署、伊丹防犯協会、
伊丹市立少年愛護センター）
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○不審者対応訓練の実施（川西市）
主 催：川西警察生活安全課
幼稚園１（多田幼稚園４６名）
小学校５（清和台小２４名、陽明小２５名、加茂小２４名、川西小
４０名、桜が丘小２０名）
中学校２ （清和台中４５名、多田中４５名）
○青少年相談（三田市）
７月分電話 33 件、面接８件、合計 41 件
○三田市小学校生徒指導担当者会（三田市）
開催日：７月６日
30 名参加
○第 1 回フラワータウンＰＴＡ・育有会連絡協議会（三田市）
開催日：７月 12 日
33 名参加
○上野台地区青少年健全育成連絡協議会
開催日：７月 13 日
38 名参加

情報交換会（三田市）

○三田市中学校生徒指導担当者会（三田市）【再掲】
開催日：７月 18 日
17 名参加
○いじめ防止人形劇の実施（３幼稚園にて）（明石市）
○いじめ防止啓発作品の募集（市立小中学校に依頼）（明石市）
○「ハッピースマイルキャンペーン」の実施（明石市）
○相談窓口の広報（加古川市）
○青少年健全育成地区別懇談会（加古川市）【再掲】
○播磨町内生徒指導担当者会の実施（播磨町）
○播磨町青少年問題協議会の実施（播磨町）
○ママさんパトロールによるいじめや非行防止啓発グッズ等の配布
（三木市）【再掲】
○学校・警察・事業者連絡会議での情報交換・今後の対策を協議
（三木市）【再掲】
○補導委員人権研修会・安心コーディネーターによる講義の実施
（三木市）
テーマ：子どもたちと関わる上で大切にしたいこと
○啓発チラシ配布「小野市いじめ等防止条例」及び施策の冊子」
（小野市市民安全部ヒューマンライフグループ）
○会議参加
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兵庫県いじめ対応播磨東地域ネットワーク会議兼ひょうごっこ悩み
相談事業運営委員会会議
（教育委員会播磨東教育事務所、小野市青少年センター等）
○学校・警察・総合教育センター連絡会・兼いじめ対応加西市ネット
ワーク会議（加西市）【再掲】
○平成 29 年度泉中学校公開ケース研究会議（加西市）
○西脇中学校いじめ問題等研究協議会の開催（西脇市）
開催日：７月 19 日
西脇中学校 12 名参加
○多可西脇補導連絡会（多可町・西脇市中学校高等学校生徒指導連絡
会議）【再掲】
実施日：７月５日
参加者：32 名
○多可町地域安全推進協議会・青少年問題協議会（多可町）【再掲】
実施日：７月 10 日
参加者：町長以下 30 名
○青少年健全育成啓発リーフレットの各戸配布（福崎町教育委員会）
【再掲】
発行部数：6,300 部
記事内容：子どものＳＯＳをキャッチ
○揖龍少年育成センター主催 揖龍少年育成連絡会学校部会〈育成活
動〉（たつの市・太子町）【再掲】
・学警育成連絡会（小･中･高･特別支援学校情報交換会）
・ＰＴＡ部会
開催日：７月 13 日
場 所：揖龍少年育成センター
内 容：夏休み前研修会（講演会）
○在市小中高等学校でのアンケート実施（相生市）
実施期間：７月３日〜７月 18 日
○教職員研修会（相生市）
実施日：７月 28 日
○人権同和教育研究大会（相生市）
開催日：７月 31 日 13:30〜
場所：相生市立文化会館
○中学校地区懇談会（赤穂市）【再掲】
○学校・警察・センター連絡会（赤穂市）【再掲】
○育成センターでの電話相談、面接相談の充実（宍粟市）
○ネットパトロールの実施（宍粟市）
市内青少年のネットに絡む誹謗中傷等のいじめに関係する書き込み
やトラブルに発展する可能性の画像等を監視強化
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○保幼小中高 児童生徒指導連絡協議会において「スクールソーシャ
ルワーカーとの連携を活かした生徒指導」について研修（佐用町）
○豊岡市子どもと心でつながる市民運動推進協議会（豊岡市）
出席者：25 名
○豊岡市青少年問題協議会（豊岡市）
出席者：市長、市議会議長ほか 37 名
○学警連絡会議（豊岡市教育委員会）
期間中２回開催
出席者：各小中学校生徒指導担当者、豊岡市教育委員会
豊岡南・豊岡北警察署、青少年センター）
○丹波市青少年問題協議会の開催（丹波市）
開催日：７月 24 日
場 所：丹波市内
出席者：高等学校代表、小･中学校長会代表、教育長、警察、
青少年育成関係者等 15 名
内 容：各団体の取組状況、講演、意見交換
○篠山市子ども支援会議（篠山市）
実施日：７月 13 日
対 象：教育委員会、家庭相談員、ＳＣ、ＳＳＷ、ゆめハウス等
場 所：篠山市教育支援センター
○教育・悩み相談（篠山市）
実施日：毎週月〜金曜日
場 所：篠山市教育支援センター
○家庭児童相談（篠山市）
実施日：毎週月〜金曜日
場 所：篠山市役所（福祉総務課）
○洲本市いじめ問題対策推進チーム会議（洲本市）
１回、８名参加
○淡路地区生徒指導研究協議会（淡路市、洲本市、南あわじ市）
○いじめ問題連絡協議会（南あわじ市）
○いじめ問題対応委員会（南あわじ市）
○南あわじ市小･中･高生徒指導連絡協議会（南あわじ市）

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と表示して記載すること。
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