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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 新潟県 青少年行政主管課（室）名 児童家庭課 

重点項目 取組内容 備考 

１インターネ

ット利用に係

る犯罪被害等

の防止 

○ラジオによる広報（新潟県） 

インターネット利用に係る犯罪被害の実態と家庭でのルール作り等に

ついて 

○｢インターネットの正しい利用｣に係る標語・ポスターの募集(新潟市)  

市内小中学校に作成依頼。応募総数：標語 153 編 ポスター52 編  

○「インターネットの正しい利用」に係る啓発チラシの配布 (新潟市) 

市内全小学５年・中学２年に配布（約 20,000 枚）  

○新潟市青少年非行・被害防止キャンペーンの実施 (新潟市) 

・開催日：７月８日（日） ・場 所：新潟市万代市民会館  

・出席者：新潟市内青少年育成団体、保護者等２００人  

・内 容 ・県警新潟少年サポートセンター堀内敬子さんによる講話  

演題「インターネット等のトラブル防止教室」  

・優秀標語・ポスターの表彰  

・街頭活動、啓発うちわ(インターネットの正しい利用啓発)の配布

（約 2,000 枚） 

○広報誌（紙）による広報（長岡市、糸魚川市、刈羽村、津南町） 

 ・インターネット利用に係る犯罪被害防止について(長岡市) 

・｢インターネット利用による犯罪被害から子どもを守ろう」にいて 

(糸魚川市) 

・青少年に対する正しいインターネット利用(スマホ・携帯)について｣

(刈羽村) 

・フィルタリングの必要性と家庭でのルール作りについて掲載（津南

町） 

◯三条市青少年健全育成市民大会(三条市) 

・開催日:７月 14 日(土)  ・会  場:三条市中央公民館 

・出席者:青少年育成関係者、市民 293 人 

・内 容:本大会、講演、街頭啓発活動、大会宣言にて提唱 

◯三条市一日補導の日(三条市) 

 ・実施日:７月 26 日（木） 

 ・内容：市内小中学校・高等学校 PTA 及び教職員を対象に、市内の青

少年に影響を及ぼすと思われる環境を認識してもらうため、巡回を

実施。 

◯街頭巡回指導(三条市) 

青少年指導委員が街頭巡回指導時、広報車を通じて「携帯電話・スマ

ートフォンの危険性」について周知・啓発活動を実施。 

◯「スマートフォン・携帯電話の利用について」のチラシ配布(柏崎市) 

○市青少年育成委員会・警察少年補導員連絡会・ＮＰＯ法人はぐくみの

会合同研修会（十日町市） 

・開催日：６月 27 日（水） ・会場：ラポート十日町 

・講師：十日町南中学校長「今の中学生の現状と課題」 

・講師：長岡少年サポートセンター長「サポートセンターと補導を通

じて思うこと（サイバーパトロール内容含む）」  

○市青少年育成委員会による高校訪問(十日町市) 

・実施日７月４日（水） 

・内容 市内高校４校・津南中等高等学校に夏休み前に生徒の意識醸

成の依頼、情報交換及び情報交換（いじめ・喫煙・夜間徘

徊・ＳＮＳなど）など 
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○パンフレットの配布等の市内統一活動(村上市) 

 ・開催日：7月１日(日) 場所：市内のスーパーマーケット 

 ・参加者：市長、教育長、市民会議役員、警察・補導員、 

地域振興局等 85 名参加  

 ・内 容：青少年健全育成県民会議作成「スマートフォン・携帯電話

等のインターネットトラブルからお子様を守るために」

（パンフレット）の配布、警察庁作成「STOP！児童被害出

会い系ｻｲﾄ・ｺﾐｭﾆﾃｨｰｻｲﾄ」(パンフレット)の配布など 

○上越市青少年健全育成研究会の実施(上越市) 

・開催日：７月１６日  ・場所：上越市立城北中学校 

・出席者：教育長、新潟保護観察所長、青少年育成関係者等９１人 

 ・基調講演「ネット社会の歩き方」  

・講師：上越教育大学 田邊道行氏 

・グループ討議（中学生と大人の意見交換） 

○安全教室（夏休み前、各小・中学校にて実施）(上越市) 

 ・被害防止ためのインターネット利用の注意点について等 

○指導員研修会の実施(阿賀野市) 

・開催日：６月２５日    ・場所：阿賀野市ふれあい会館 

・出席者：指導員３４人 相談員２人 

・講演：「インターネット等の犯罪について」 

○「家庭でのメディアコントロール」標語の募集(胎内市) 

子どもたちがテレビやゲーム、スマートフォン、インターネットなど

のメディア依存やネット依存にならないよう、各家庭でメディア使用

についての認識を深める一環として、夏休み期間を利用し市内の小・

中学生から標語を募集する。 

○機関紙によるインターネット、スマートフォン利用啓発広報(津南町) 

有害情報から子どもを守る方法、保護者ができるポイント等、掲載 

○携帯・スマホ等に関する共同宣言クリアファイルの配布(刈羽村) 

◯少年補導委員研修会の実施(燕市) 

青少年のインターネット利用に係る非行・犯罪行為等の現状と傾向に

ついての講話 

◯相談窓口の広報(燕市) 

◯ホームページによる広報(刈羽村) 

・青少年に対する正しいインターネット利用(スマホ・携帯)について｣ 

◯環境パトロールの実施（小千谷市） 

・青少年の不適切な Wi-Fi 利用の注意のため、ネットカフェ等の駐車

場の見回り（7月 5日） 

◯街頭補導活動による関係店舗への協力依頼（小千谷市） 

・ネットカフェ・大型書店の青少年の利用状況の確認 

◯社会を明るくする運動講演会(田上町) 

 開催日：6月 15 日（金） 会 場：田上町立田上中学校 

 講師：横山 人美さん（ＬＩＮＥ株式会社） 

 講演：「ＳＮＳの正しい使い方」 

２子供の性被

害の防止 

 

○新潟市青少年非行・被害防止キャンペーンの実施【再掲】(新潟市)  

◯インターネットによる性被害の防止(新潟市) 

○相談業務の広報「たった一人の大切なあなたへ」相談カード・ポスタ

ー配布（市内小・中・高校生あて）（長岡市） 

○広報紙による広報（長岡市、新発田市、刈羽村） 

◯｢非行･被害防止強調月間ポスター｣の掲示(三条市) 

◯青少年健全育成市民大会の開催(三条市)(新発田市) 

・(三条市)開催日:７月 14 日(土)  ・会場：市中央公民館  

・(新発田市) 開催日：７月 28 日(土) ・会場：市生涯学習センター 
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◯街頭巡回指導(三条市、上越市) 【再掲】 

◯「自分を守る！子どもを守る！」のチラシ配布(柏崎市) 

○少年補導委員会研修会の開催(新発田市、 

〇不審者情報の拡散による注意喚起(小千谷市、上越市) 

○パンフレットの配布等の市内統一活動【再掲】(村上市) 

○安全教室（夏休み前、各小・中学校）【再掲】 

◯強調月間の垂れ幕掲揚(湯沢町) 

◯啓発ポスター掲示(刈羽村) 

◯村内でののぼり旗の掲出(刈羽村) 

◯車両により巡回パトロール(刈羽村) 

◯少年補導委員研修会の実施【再掲】(燕市) 

◯相談窓口の広報【再掲】(燕市) 

〇妙高警察署管内学警連所属長会議での情報交換(妙高市) 

３有害環境へ

の適切な対応 

 

◯横断幕の設置(新潟県) 

○青少年を取り巻く社会環境の実態調査（新潟市、長岡市、三条市、柏

崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕

市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、聖籠

町、弥彦村、田上町、阿賀町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村） 

○街頭育成活動、街頭補導活動（長岡市、小千谷市、刈羽村） 

○広報誌による広報（長岡市、刈羽村） 

○青少年育成員による店舗巡視と店舗との情報交換(新潟市) 

◯有害図書類の白ポストによる回収(三条市) 

◯有害図書販売機の状況について市内学校に周知(小千谷市) 

○万引き防止ポスター配布及び掲示依頼(十日町市)  

◯ホームページによる広報(刈羽村) 

◯「家庭の日」のぼり設置(佐渡市) 

◯懸垂幕の設置(関川村) 

 

４薬物乱用対

策の推進 

 

○薬物乱用防止｢ダメ。ゼッタイ。｣普及運動（新潟県） 

○薬物乱用防止ポスター掲示（新潟県、長岡市、五泉市、佐渡市、津南

町） 

○広報紙による広報（長岡市、刈羽村） 

◯薬物乱用防止運動のポスター及びリーフレットの設置(新潟県・三条

市、燕市) 

◯街頭巡回指導(三条市) 【再掲】 

〇市内中・高校生への薬物乱用防止チラシの配布(小千谷市) 

〇薬物乱用防止教室の小中学校への斡旋(小千谷市) 

○薬物乱用防止研修会、街頭キャンペーン(十日町市) 

・実施日：７月 6日  ・場所：商工会議所 

○パンフレットの配布等の市内統一活動(村上市)【再掲】 

○薬物乱用防止研修会及び街頭啓発活動への参加（6月）(上越市) 

○薬物乱用防止教室の実施（夏休み前、各小・中学校）(上越市) 

◯冊子の配布(刈羽村) 

◯ホームページによる広報(刈羽村) 

◯相談窓口の広報(燕市)【再掲】 

 

５不良行為及

び初発型非行

（犯罪）等の

防止 

 

○県民大会の実施  

開催日: ７月１４日 場所: 上越市  

出席者: 知事、警察本部長、教育長、青少年育成関係者等４００人 

内 容: 大会宣言決議、講演、実践事例発表、 

講演（テーマ：地域ぐるみで楽しみながら子育てを） 

○「万引き防止」に係る標語・ポスターの募集 (新潟市) 

市内小中学校に作成依頼。応募総数：標語 195 編 ポスター105 編  
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○「万引き防止」に係る啓発チラシの配布 (新潟市) 

市内全小学５年・中学２年に配布（約 20,000 枚）  

○万引き防止ステッカーの配布 (新潟市) 

市内店舗、コンビニに配布（約 1,500 枚）  

○新潟市青少年非行・被害防止キャンペーンの実施【再掲】(新潟市)  

啓発うちわの配布（約 2,000 枚） 

○新潟市青少年育成員による街頭育成活動の実施(新潟市) 

○相談業務の広報「たった一人の大切なあなたへ」相談カード・ポスタ

ー配布（市内小・中・高校生あて）（長岡市）【再掲】 

○街頭育成活動（長岡市、柏崎市、見附市） 

◯街頭巡回指導、補導活動(三条市、新発田市、小千谷市、十日町市、五

泉市、上越市、佐渡市、湯沢町、津南町) 【再掲】 

○広報紙による広報（長岡市、十日町市、津南町）【再掲】 

◯青少年指導委員研修会(三条市、五泉市) 

〇「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発活動(柏崎市) 

・活動日：７月 15 日（日） 

 ・内 容：市のイベント「どんＧＡＬＡ！祭り」に合わせて、市内２

か所で「みんなで守ろう、子どもの安全」の旗の設置及

び、チラシやポケットティッシュなどの啓発材を配布 

 ・参加者：市長、柏崎警察署、育成委員 17 人等 

〇小学校ＰＴＡ育成活動(柏崎市) 

 ・活動日：７月 21 日（土）14：00～16：15 

 ・内容：小学校７か校のＰＴＡに呼びかけ、市内中心部の大型店舗・

スーパー・コンビニ等を巡視 

・参加者：各小学校ＰＴＡ会員 18 人、育成委員 13 人 

〇「非行・被害防止強調月間ポスター」掲示（三条市、柏崎市） 

○新発田市少年補導委員会研修会の開催【再掲】 

〇街頭補導委員会で警察署員からの講話(小千谷市) 

○市青少年育成委員会による小中学校訪問と全保護者向け啓発チラシ配

布依頼(十日町市) 

○市青少年育成委員会・警察少年補導員連絡会・ＮＰＯ法人はぐくみの

会合同研修会【再掲】(十日町市) 

○市青少年育成委員会による高校訪問【再掲】 

○パンフレットの配布等の市内統一活動(村上市)【再掲】 

◯河川巡視（水泳危険個所等）(五泉市) 

○青色回転灯装備車でのパトロールの実施(三条市、上越市、南魚沼市)

【再掲】 

○安全教室（夏休み前、各小・中学校）【再掲】 

○「愛の呼びかけ」巡回指導(阿賀野市) 

○魚沼市守門地域青少年健全育成市民会議総会の実施(魚沼市) 

・開催日：7月 18 日  ・出席者：守門地域青少年健全育成関係団体 

・内 容：事業報告、現状報告、情報交換、意見交換 

○青少年健全育成看板の設置(魚沼市) 

◯市内夏祭りにおける巡回活動(南魚沼市) 

◯啓発ポスター掲示(佐渡市、弥彦村) 

◯少年補導委員研修会の実施【再掲】(燕市) 

◯相談窓口の広報【再掲】(燕市) 

○青少年問題協議会の開催(田上町) 

〇「妙高市民の心」推進ポスターの掲示(妙高市) 

◯明るい家庭づくり立て看板の設置(関川村) 
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６再非行（犯

罪）の防止 

 

◯横断幕の設置(新潟県)【再掲】 

◯社会を明るくする運動(新潟県、長岡市、三条市、十日町市、上越

市、胎内市、阿賀町、刈羽村、粟島浦村) 

○相談業務の広報「たった一人の大切なあなたへ」相談カード・ポス

ター配布（市内小・中・高校生あて）（長岡市）【再掲】 

○広報紙による広報（長岡市、胎内市）【再掲】 

◯街頭巡回指導(長岡市、湯沢町)【再掲】 

○パンフレットの配布等の市内統一活動(村上市)【再掲】 

内容：「みんなで広げよう薬物乱用防止の輪」の配布 

◯作文コンテストへの取組(上越市) 

○「愛の呼びかけ」巡回指導(阿賀野市)【再掲】 

◯相談窓口の広報【再掲】(燕市) 

○青少年問題協議会の開催(田上町)【再掲】 

 

７いじめ・暴

力行為等の問

題行動への対

応 

 

○「わたしの主張」新潟市地区大会への作品の募集(新潟市)  

取組総数 1,689 編   

○「わたしの主張」市町村大会(発表会)の開催(新発田市、上越市、阿賀

野市、魚沼市、胎内市、聖籠町、湯沢町、関川村) 

○新潟市青少年非行・被害防止キャンペーンの実施【再掲】 (新潟市) 

○中・高生徒指導主事連絡会への参加と情報交換(新潟市) 

○相談業務の広報「たった一人の大切なあなたへ」相談カード・ポスタ

ー配布（市内小・中・高校生あて）（長岡市）【再掲】 

○広報紙による広報（長岡市、胎内市、刈羽村）【再掲】 

◯いじめ等に悩む青少年に対しての青少年相談の広報や相談対応(三条

市、上越市) 

〇ホームページでの広報(柏崎市、刈羽村) 

○少年補導委員会研修会の開催【再掲】(新発田市) 

〇市内小・中学生に相談電話のチラシ配布 (小千谷市) 

〇いじめに関する相談内容を高校に情報提供(小千谷市) 

〇各中学校区いじめ・不登校対策委員会(小千谷市) 

〇市いじめ・不登校対策協議会に出席、状況把握と対策立案(小千谷市) 

○市青少年育成委員会による高校訪問【再掲】(十日町市) 

○パンフレットの配布等の市内統一活動(村上市)【再掲】 

内容：警察庁作成「許すないじめ！」(パンフレット)の配布など 

○各中学校での「わたしの主張」大会の開催(村上市、燕市) 

◯啓発ポスター掲示(五泉市、佐渡市、弥彦村) 

○安全教室（夏休み前、各小・中学校）【再掲】 

○魚沼市守門地域青少年健全育成市民会議総会の実施(魚沼市)【再掲】 

◯相談窓口の広報(燕市、見附市) 

○青少年問題協議会の開催(田上町)【再掲】 

〇妙高警察署管内学警連所属長会議での情報交換(妙高市)【再掲】 

◯青少年健全育成講演会開催(出雲崎町) 

 開催日：7月 10 日  講師：県警本部いじめ対策係 

 参加者：青少年育成関係者等 60 名 

◯青少年育成関川村村民会議委員会の開催(関川村) 

 

※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。 


