（都道府県名：福島県）

平成３０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

福島県

青少年行政主管課（室）名

重点項目

こども・青少年政策化

取組内容

１ イ ン タ ー ネ ○インターネット安全利用研修会（福島市）
開催日: ７月 26 日 場所: 福島市
ット利用に係
内 容: 演題「インターネットの安全安心な使い方」
る犯罪被害等
講師 NTT ドコモ「スマホ・ケータイ安全教室」
の防止
インストラクター 長澤 亜希子 氏
○家庭教育支援者研修会（福島県）
開催日: ７月１日 場所: 郡山市
内 容: 演題「幼少期におけるメディアとのかかわり」
○親子の学び応援講座（福島県）
開催日: ７月 3 日 場所: 桧枝岐村
内 容: 演題「インターネット・スマートフォンを安全に利用するためには」
○矢吹町青少年育成町民会議総会(矢吹町)
講演「インターネットの安心安全な使い方」

○大玉村青少年育成村民会議時の講演
内 容: 演題「青少年犯罪の実態等及び対策について」
・子どものＳＮＳ被害の現状の説明と対策について
・出会い系サイトやコミュニケーションサイトを利用した子どもの犯罪被害件数の
報告とフィルタリング等対策の周知

○小野町青少年育成町民会議
・過度のスマートフォン利用による生活リズムの乱れについての注意喚起
・ＳＮＳ利用における注意喚起
・フィルタリングサービスに関する法改正の周知と加入の推奨

○桑折町青少年育成町民会議
・有害サイトの危険性及びアクセスしないように注意喚起
○いわきメディア指導員による講習会の開催（いわき市）

○インターネット安全利用教室の開催（昭和村）
○「ケータイ・スマホ安全教室」の開催（会津美里町）
・ＮＴＴドコモインストラクターによるＳＮＳ機器の利用による犯罪被害防止等に
ついて研修会を開催
◯インターネットカフェ、カラオケボックス点等への立入（福島県、会津
若松市）
○情報モラル教室（ＳＮＳ安全教室）（相馬市、広野町、福島県警）
・ＮＴＴドコモより講師を招いて、インターネットやＳＮＳにおけるルールと危険
性、適正利用についての教室を開催
・各警察署職員が小中高校へ赴き、情報モラル教室を実施 等
○中学校区ＰＴＡの取り組み（相馬市）
・ノーメディア・携帯スマホ使わせ方宣言 等
◯ポスターの掲示（郡山市）
・「その情報、拡散しても大丈夫？」をスローガンに、インターネット利用につ
いて注意喚起

○フィルタリング普及のための携帯電話事業者等に対する要請等の活動
実施（福島県警）
○広報誌（紙）による広報（国見町、天栄村、只見町、会津美里町、矢祭町、福
島県警）
・インターネットの危険から子どもを守るために保護者ができる 3 つのポイントに
ついて
・インターネット利用に関する犯罪被害やどんなことが犯罪なのか、安心して使う
ためのルール作り、家族での話し合いについて
・スマホ 6 カ条「あとがこわい」運動の啓発 等
○街頭キャンペーン（川俣町、福島県警）
・インターネット利用にかかる注意喚起を実施
○福島県青少年健全育成県民層ぐるみ運動（福島県、福島市、棚倉町）
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備考
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・フィルタリング使用を啓発するリーフレットを配布
・メディアリテラシーの啓発 等
○ラジオによる広報（福島県警）

○ＩＰ告知端末による広報啓発（塙町）
・毎週火曜日の「ノーメディア day」を広報啓発
○チラシ配布（会津坂下町、本宮市、平田村）
・子ども向けチラシには出会い系サイトの利用や自撮りの注意喚起
・保護者向けチラシにはコミュニティサイト利用や有害サイトに子どもがアクセ
スしないよう、フィルタリング等対策の周知、加入・設定の推奨
・有害サイトにアクセスしないようにするための注意喚起と対策の周知
・ＳＮＳ利用に関する注意喚起
・スマートフォンの長時間利用に関する注意喚起
○学校警察連絡協議会の開催（相馬市）
・スマートフォン利用についての相談状況やＳＮＳ利用に関する概況報告及び情
報共有を図った。

２ 子 供 の 性 被 ◯表示板の作成及び設置（郡山市）
○不審者情報の共有（いわき市）
害の防止
○街頭補導活動（須賀川市）
○青色回転灯防犯パトロール（須賀川市）
○学校警察連絡協議会の開催（相馬市）
○地域見廻りパトロール隊による見守り活動（相馬市）
○広報誌（紙）による広報（会津美里町、矢祭町、福島県警）【再掲】
○危険箇所の点検の実施（二本松市）
○社会を明るくする運動（本宮市）
○パンフレットの配布（下郷町）
○広報チラシの作成配布（福島県警）
○ラジオによる広報活動（福島県警）
○青少年健全育成町民会議の開催（金山町、小野町）
○福島県青少年健全育成県民層ぐるみ運動（棚倉町）【再掲】
○「ＳＡＣＲＡホットラインカード」の県内全小学校への配布（福島県）
３ 有 害 環 境 へ ○有害図書等の実態調査の実施（郡山市、南相馬市、矢祭町）
○インターネットカフェ、カラオケボックス店等への立入調査（福島県、
の適切な対応
西郷村）

◯街頭補導活動（会津若松市、いわき市、相馬市、南会津町、矢吹町）【再掲】
◯ゲームセンター店への立入及び巡回（郡山市、西郷村）
○危険箇所の点検の実施（相馬市）
○コンビニ店等への立入調査（本宮市、西郷村）
○有害環境の浄化（南相馬市、伊達市、福島県警）
・有害チラシ（ピンクビラ）の除去活動等
○風俗営業所への立入り（福島県警）

○青少年健全育成町民会議の開催（西会津町）
○環境浄化パトロール（磐梯町）
○広報誌（紙）による広報（会津美里町、矢祭町、青少年育成県民会議）【再
掲】
○福島県青少年健全育成県民層ぐるみ運動（棚倉町）【再掲】

４ 薬 物 乱 用 対 ○「ダメ。ゼッタイ」福島県普及運動の実施（福島県）
○ポスターの掲示（福島県、須賀川市、小野町）
策の推進
○薬物乱用防止教室の実施（相馬市、田村市、福島県警）
○薬物乱用防止広報強化期間の周知（福島県）
○街頭キャンペーンの実施（福島県、矢祭町、鮫川村、福島県警）
◯湖岸パトロールでのキャンペーン実施（会津若松市）
○社会を明るくする運動（相馬市）【再掲】
○薬物乱用防止募金（天栄村、湯川村）
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○金山町青少年健全育成町民会議総会（金山町）【再掲】
○広報誌（紙）による広報（会津美里町）【再掲】
○広報チラシの作成配布（福島県警）【再掲】
○福島県青少年健全育成県民層ぐるみ運動（福島県、福島市、棚倉町）【再
掲】
○薬物乱用防止教室の開催（広野町）

５ 不 良 行 為 及 ○平成 30 年度福島県青少年健全育成県民・市民総ぐるみ運動該当啓発
開催日：７月 26 日（木）
び初発型非行
場 所：ＪＲ福島駅東口駅前広場ほか、駅周辺
（犯罪）等の
内 容：(1)オープニングセレモニー
防止
(2)街頭啓発（啓発チラシ、ノベルティの配布 1,500 部）
福島県・福島市共同開催

○ＴＰＴ活動推進委員委嘱状交付式
開催日：７月６日 場所：鏡石町
内 容：推進委員 26 名への委嘱状交付
講話「青少年の非行防止について」
(講師：須賀川警察署 生活安全課長)
○街頭啓発活動 （郡山市、田村市、川俣町、西会津町、金山町、矢吹町） 【再

掲】
○街頭補導活動（福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、相馬市、二本
松市、南相馬市、伊達市、下郷町、泉崎村、矢吹町、矢祭町、鮫川村、福島県警）

【再掲】
◯広報誌による広報（福島市、只見町、会津美里町、福島県警）【再掲】
◯啓発看板の設置（福島市）
○防犯パレードの実施（いわき市）
○あいさつ運動（いわき市、田村市、伊達市）【再掲】
○学校警察連絡協議会の開催（相馬市）【再掲】
○地域見廻りパトロール隊による見守り活動（相馬市）【再掲】
○教育支援相談員等関係者会議の開催（相馬市）
○非行防止を呼び掛ける標語の募集（二本松市）
○社会を明るくする運動「ポスター・標語展」（本宮市）【再掲】
○地区青少年育成推進協議会の開催（本宮市）【再掲】
○広報チラシの作成配布（福島県警）【再掲】
○青少年健全育成町民会議（桑折町、小野町）
○青少年健全育成世代間交流事業（グラウンドゴルフ大会）（下郷町）
○防災無線・ケーブルテレビによる広報、チラシの町内全戸回覧（西会津
町）

○非行防止パトロールの実施（磐梯町）
○毎朝のラジオ体操の取り組みを促進（柳津町）
○お寺での「座禅体験」の実施（柳津町）
○中高生が運営に携わる「ソフトボール大会」を開催（柳津町）
○ジュニアサマーキャンプの開催（柳津町）
○コンビニ、カラオケ、ゲームセンター等の巡回（西郷村）【再掲】
○青少年問題協議会の開催（中島村）
○リーダー研修会の実施（矢吹町）
○ふくしま青少年育成セミナーの開催（県民会議）
○大人への応援講座の開催（県民会議）
○ラジオによる広報活動（福島県警）【再掲】

６ 再 非 行 （ 犯 ○社会を明るくする運動（会津若松市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、
田村市、南相馬市、本宮市、桑折町、玉川村、天栄村、西会津町、猪苗代町、湯川
罪）の防止
村、柳津町、三島町、金山町、棚倉町、塙町、玉川村、新地町）【再掲】
○街頭補導活動（いわき市、須賀川市、喜多方市、下郷町）【再掲】
○青色回転灯防犯パトロール（須賀川市）【再掲】
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○要保護児童対策地域協議会の開催（相馬市）
○学校警察連絡協議会の開催（相馬市）【再掲】
○朝のあいさつ運動（田村市）【再掲】
○社会を明るくする運動「サッカー大会」「ダンスコンテスト」「ふれ
あい茶会」の開催（相馬市）
○社会を明るくする運動「ポスター・標語展」（本宮市）【再掲】
○ポスターの掲示（伊達市、双葉町）
○リーフレットの配布及び設置（伊達市）
○地区青少年育成推進協議会の開催（本宮市）【再掲】
○非行防止パトロールの実施（磐梯町）【再掲】
○広報車による広報（湯川村）【再掲】
○中学校での犯罪非行防止の訪問指導（三島町）
○広報誌（紙）による広報（会津美里町）【再掲】
○福島県青少年健全育成県民層ぐるみ運動（福島県、福島市、棚倉町）【再
掲】
○社会参加活動「介護体験活動」、「クリーン活動」、「農業体験」（福
島県警）

○非行研修大会の開催（玉川村）
○大人への応援講座の開催（県民会議）

７いじめ・暴
力行為等の問
題行動への対
応

○「少年の主張」大会の開催（会津若松市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬
市、田村市、南相馬市、川俣町、下郷町、南会津町、会津美里町、矢祭町、鮫川村、
玉川村、小野町、新地町）
○相談窓口の広報（福島県、本宮市）

○広報誌（紙）による広報（会津美里町）【再掲】
○道徳における「いじめ防止」作文（相馬市）
○「子ども１１０番の家」表示板の点検確認（二本松市）
○「和紙の里キャンプ」（二本松市）
○ポスターの掲示（南相馬市）
○相馬野馬追会場での人権 PR うちわ配布（南相馬市）
○地区青少年育成推進協議会の開催（本宮市）【再掲】
○特設人権相談所の設置（桑折町）
○青少年健全育成作品コンクールの開催（下郷町）
○「きずな」をテーマとした図画作品の募集（泉崎村）
○福島県青少年健全育成県民層ぐるみ運動（福島県、福島市、棚倉町）【再
掲】
○広報チラシの作成配布（福島県警）【再掲】

※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。
※重点項目１インターネット利用に係る犯罪被害等の防止に関する取組内容については、取組内容を簡
記すること。
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