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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 

※【再掲】は青字で標記 

都道府県名 長野県 青少年行政主管課（室）名 次世代サポート課 

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 

【広報・啓発活動】（県・市町村） 

○一斉街頭啓発（「信州あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」含む） 

 実施日：７月２日（月） ※一部別日程あり 

 場所：【佐久地域振興局管内】 

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、南牧村、北相木村、軽井沢町、御

代田町、立科町 

    【上田地域振興局管内】 

東御市 

【諏訪地域振興局管内】 

 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

【上伊那地域振興局管内】 

伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、南箕輪村 

    【南信州地域振興局管内】 

     飯田市、松川町、高森町、阿南町、平谷村、根羽村、売木村、下條村、喬

木村、豊丘村 

    【木曽地域振興局管内】 

     木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 

    【松本地域振興局管内】 

     松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村 

    【北アルプス地域振興局管内】 

     大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 

    【長野地域振興局管内】 

     長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、

小川村 

    【北信地域振興局管内】 

     中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村、 

 実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

 内 容：月間にあわせて作成したリーフレット及びポケットティッシュの配布 

 

○性被害防止キャラバン隊 

 教育委員会、警察、スクールサポーターが、中高校生を対象にスマホ等のインター

ネットの適正利用について講演。7月中は県内 29 校(高校 17、中学 12)で実施。 

 

○リーフレット及びポケットティッシュの作成・配布 

 月間にあわせ非行・被害防止及び各種相談窓口等を記載したリーフレット 42000

枚、性被害防止に係るポケットティッシュ 30000 個を作成し、県内に配布。 

 

○のぼり旗の作成 

 月間周知のためののぼり旗を 120 枚作成し、県内に掲出。 

 

○ホームページ、広報誌（紙）、有線放送、ケーブルテレビ、庁内・防災放送、広報

車等による広報 

 長野県、10 地域振興局、教育委員会、警察本部、警察署、佐久市、佐久穂町、川

上村、北相木村、軽井沢町、御代田町、上田市、東御市、長和町、茅野市、原村、

箕輪町、中川村、松川町、阿南町、根羽村、売木村、喬木村、豊丘村、大鹿村、  

上松町、南木曽町、大桑村、大町市、長野市、須坂市、坂城町、飯綱町、山ノ内

町、野沢温泉村 

 

○懸垂幕（横断幕）、ポスター、のぼり旗の掲出、窓口等への啓発物品の備付 

 長野県、10 地域振興局、教育委員会、警察本部、警察署、立科町、上田市、東御

市、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、伊那市、駒ケ根市、辰

野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、阿南町、喬木村、豊丘村、木

曽町、大桑村、大町市、池田町、松川村、白馬村、長野市、須坂市、坂城町、中野
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市、飯山市、山ノ内町 

 

○相談窓口の周知 

 南信州地域振興局 

 

【会議・研修会】（県） 

○長野県インターネットカフェ等防犯連絡協議会 

 開催日：6月 25 日（月） 

 場 所：長野市 

 出席者：インターネットカフェ経営者、長野県、長野県警察等約 20 名 

 内 容：研修（演題「サイバー犯罪情勢」講師：長野県警察本部サイバー犯罪対策

室長、演題「少年非行の現状」講師：長野県警察本部少年課） 

 

○第 43 回長野県青少年補導活動推進大会 

 開催日：7月 12 日（木） 

 場 所：諏訪市 

 出席者：長野県青少年補導委員会、長野県青少年補導センター、長野県、市町村等

約 500 名 

 内 容：補導活動事例発表、講演（演題「サイバー犯罪の現状と対策」講師：長野

県警察本部サイバー犯罪対策室） 

 

○平成 30 年度第 1回長野県青少年インターネット適正利用推進協議会 

 開催日：7月 30 日（月） 

 場 所：長野市 

 出席者：長野県 PTA 連合会、学校関係者、携帯電話会社、長野県、長野県警察、長

野県教育委員会等 24 団体 

 内 容：講演（演題「県内における青少年のインターネットの適正利用や情報モラ

ルに関する状況や課題について」講師：南澤信之さん（一社）セーフティ

ネット総合研究所代表理事）、協議 

 

○「佐久地域こども応援プラットフォーム」運営委員会 

 開催日：7月 2日（月） 

 場 所：佐久市 

 出席者：運営委員等 12 名 

 内 容：運営委員会で強調月間への協力を呼びかけ 

 

○長野県将来世代応援県民会議諏訪地域会議 

  開催日：７月 24 日(火) 

  場 所：諏訪市（諏訪合同庁舎） 

  出席者：長野県将来世代応援県民会議諏訪地域会議構成団体 37 名 

  内 容：青少年健全育成の情報共有・推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○長野県将来世代応援県民会議南信州地域会議 

 開催日：6月 20 日（水） 

 場 所：飯田市（飯田合同庁舎） 

 出席者：青少年の健全育成等に係る団体の代表等 30 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○シニア大学飯伊学部 

開催日：7月 10 日（火）、31 日（火） 

場 所：飯田市（飯田合同庁舎、飯田創造館） 

出席者：シニア大学生 121 名（1日目 61 名、2日目 60 名） 

内 容：県機関主催会議において、強調月間への協力を呼びかけ 

 

○長野県将来世代応援県民会議長野地域会議／長野県子ども・若者育成支援推進本部 

長野地方部合同会議 

 開催日：7月 4日（水） 

 場 所：長野市（長野合同庁舎） 

 出席者：将来世代応援県民会議長野地域会議構成団体、子ども・若者育成支援推進

本部長野地方部員 33 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 
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【会議・研修会】（市町村） 

○「情報モラル教室」の開催 

 開催日：7月 12 日（木） 

 場 所：軽井沢町（中部小学校） 

 出席者：5～6年の児童 180 名と保護者 100 名 

 内 容：インターネット等の安心安全な使い方教室 

 

○城南地区青少年育成市民会議 

 開催日：7月 10 日（火） 

 場 所：上田市（城南公民館） 

 出席者：市民 150 名 

 内 容：講演とパネルディスカッション（演題：「スマホの問題は子どもの問

題」、講師：竹内和雄さん（兵庫県立大学准教授）） 

 

○青少年自治会懇談会 

 開催日：7月 8日（日） 

 場 所：上田市（下之条公民館） 

 出席者：市民 45 名 

 内 容：講演（演題「ネットトラブルから子どもを守ろう」、講師：矢澤智都枝さ

ん（上田市教育委員会））、ディスカッション 

 

○青少年自治会懇談会 

 開催日：7月 20 日（金） 

 場 所：上田市（神科新屋生活改善センター） 

 出席者：市民 14 名 

 内 容：講演（演題「未来ある子どもたちをネット犯罪から守るには」、講師：上

田市マルチメディア情報センター） 

 

○青木村地区育成会長会 

 開催日：6月 28 日（木） 

 場 所：青木村（青木村文化会館） 

 出席者：各地区育成会長 12 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○青木村小中学校地区懇談会 

 開催日：7月 10 日（火） 

 場 所：青木村（小学校・各地区公民館） 

 出席者：小学生 219 名、中学生 117 名、保護者 280 名 

 内 容：危険個所の確認や夏休みの決まり等について懇談、意見交換 

 

○青少年健全育成情報懇談会 

 開催日：7月 12 日（木） 

 場 所：下諏訪町（下諏訪町総合センター） 

 出席者：町民 46 名 

 内 容：町内青少年の現状について 

 

○青少年健全育成協議会・防犯指導者等防犯関係者合同会議 

 開催日：7月 17 日（火） 

 場 所：売木村（文化交流センターぶなの木） 

 出席者：青少年健全育成協議会、防犯関係者 24 名 

 内 容：防犯についての講話（講師：阿南警察署）、強調月間の説明、各団体から

の連絡及び協議等 

 

○青少年健全育成協議会 

 開催日：7月 11 日（水） 

 場 所：豊丘村（豊丘村役場） 

 出席者：協議員 19 名 

 内 容：強調月間の説明、少年非行の諸問題について 

 

○青少年健全育成協議会 
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 開催日：7月 20 日（金） 

 場 所：大鹿村（交流センター） 

 出席者：協議員 12 名 

 内 容：ネットトラブルを注意喚起する通知を小中学校を通じて配布、交通安全に

ついて 

 

○情報モラル研修 

 開催日：7月 3日（火） 

 場 所：上松町（中学校） 

 出席者：中学生・教諭・保護者 120 名、青少年健全育成推進委員会 2名 

 内 容：インターネットトラブルを防ぐための情報モラルの講演会 

 

○市内小中学校 PTA 合同補導参加者、大町市青少年補導委員協議会、大町市子ども会

育成連絡協議会との合同研修会 

 開催日：6月 26 日（火） 

 場 所：大町市（サン・アルプス大町） 

 出席者：市内小中学校 PTA 合同補導参加者、大町市青少年補導委員、大町市子ども

会育成連絡協議会役員、民生児童委員、市会議員、学校職員、市民 142 名 

 内 容：講演（演題「ネット依存について」講師：藤江玲子さん（臨床心理士）） 

 

○青少年懇談会 

 開催日：7月 31 日（火） 

 場 所：大町市（大町市役所） 

 出席者：大町市保護司会、大町市更生保護女性会、大北地区更生保護協力雇用主会

長、大町市子ども会育成連絡協議会長、大町市青少年補導委員協議会長、

大町市民生児童委員協議会、大町少年警察ボランティア、大町市地区防犯

協会長、大町岳陽高校長、大町岳陽高校 PTA 会長、市内小中学校長、市内

小中学校 PTA 会長、市役所民生部長、福祉課、教育委員会次長、事務局

（教育委員会生涯学習課職員）47 名 

 内 容：講演（演題「青少年の非行・被害の現状について（サイバー犯罪被害につ

いて）、講師：酒井宏晃さん（大町警察署生活安全課長）」、情報交換 

 

○平成 30 年度ジュニア・シニア合同研修会① 

開催日：7月 7 日（土） 

 場 所：大町市（大町市運動公園体育研修センターこども広場） 

 参加者：町市内小 5～中学生登録者、シニア（高校生・社会人）、大町市子ども会

育成連絡協議会役員、教育委員会生涯学習課職員 合計 35 名 

 内 容：ネット被害・万引き防止研修、万引きストップ研修、キャンプの準備 

 

○長野市青少年健全育成審議会 

 開催日：7月 11 日（水） 

 場 所：長野市（長野市役所） 

 出席者：委員 13 名 

 内 容：インターネットの適正利用について 

 

○家庭教育講座「子育てセミナー」の開講 

 開催日：5月から 

 場 所：須坂市（市内各地区公会堂、幼・保育園等） 

 出席者：育成会、保護者会等 

 内 容：子育てに関する 58 講座を開設し、市内の育成会や保護者会等が受講 

 

○第 36 回高山村青少年健全育成推進大会 

 開催日：7月 14 日（土） 

 場 所：高山村（高山村公民館講堂） 

 出席者：小・中学生、村民 

 内 容：小・中学生による意見発表、講演（演題「問題行動からスマホ・携帯電話

と子どもたちの生活を考える」、講師：野澤征子さん（元大阪府警察少年

補導委員））、大会宣言 

 

○補導委員会、子ども会役員合同会議 

 開催日：7月 20 日（金） 
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 場 所：飯山市（飯山市公民館） 

 出席者：補導委員会、子ども会育成連絡協議会役員、OB10 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○生徒指導委員会 

 開催日：7月 3日（火） 

 場 所：木島平村 

 出席者：保育園・小・中学校の教員、駐在所、ボランティア指導員等 12 名 

 内 容：夏休み前に子どもたちの様子や危険なことなどについて情報交換 

 

○人権を考える市民の集い 

 実施日：7月 5日（木） 

 場 所：大町市（大町西小学校） 

 出席者：市民、西小学校保護者、西小学校児童・生徒・教職員、役員・事務局 

287 名 

 内 容：講演（情報モラルの講演、講師：南澤信之さん（一社）セーフティネット

総合研究所代表理事） 

 

２子供の性被

害の防止 

 

【街頭活動】 

○列車パトロール 

 実施日：7月 13 日（金） 

 場 所：茅野警察署管内 

 実施者：茅野警察署、少年警察補導員、学校教諭 

 内 容：茅野駅―富士見駅―小淵沢駅間を協働してパトロール 

 

○警察犬と協働したパトロール 

 実施日：7月 10 日（火）、11 日（水）、13 日（金） 

 場 所：諏訪警察署、木曽警察署管内 

 実施者：諏訪警察署、起訴警察署、少年警察補導員、嘱託警察犬 

 内 容：児童の下校時にあわせて、警察犬及び少年警察ボランティアと協働してパ

トロール 

 

○セーフティリーダーによる活動 

 実施日：7月 18 日（水） 

 場 所：諏訪警察署管内 

 実施者：セーフティリーダーに委嘱された小学 6 年生の児童と警察官による子ども

を守る安心の家の確認 

 

【広報・啓発活動】（県・市町村） 

【再掲】 

○一斉街頭啓発（「信州あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」含む） 

 実施日：７月２日（月） ※一部別日程あり 

 場所：【佐久地域振興局管内】 

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、南牧村、北相木村、軽井沢町、御

代田町、立科町 

    【上田地域振興局管内】 

東御市 

【諏訪地域振興局管内】 

 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

【上伊那地域振興局管内】 

伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、南箕輪村 

    【南信州地域振興局管内】 

     飯田市、松川町、高森町、阿南町、平谷村、根羽村、売木村、下條村、喬

木村、豊丘村 

    【木曽地域振興局管内】 

     木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 

    【松本地域振興局管内】 

     松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村 

    【北アルプス地域振興局管内】 

     大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 

    【長野地域振興局管内】 
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     長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、

小川村 

    【北信地域振興局管内】 

     中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村、 

 実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

 内 容：月間にあわせて作成したリーフレット及びポケットティッシュの配布 

 

○性被害防止キャラバン隊 

 教育委員会、警察、スクールサポーターが、中高校生を対象にスマホ等のインター

ネットの適正利用について講演。7月中は県内 28 校(高校 16、中学 12)で実施。 

 

○リーフレット及びポケットティッシュの作成・配布 

 月間にあわせ非行・被害防止及び各種相談窓口等を記載したリーフレット 42000

枚、性被害防止に係るポケットティッシュ 30000 個を作成し、県内に配布。 

 

○のぼり旗の作成 

 月間周知のためののぼり旗を 120 枚作成し、県内に掲出。 

 

○ホームページ、広報誌（紙）、有線放送、ケーブルテレビ、庁内・防災放送、広報

車等による広報 

 長野県、10 地域振興局、教育委員会、警察本部、警察署、佐久市、佐久穂町、川

上村、北相木村、軽井沢町、御代田町、上田市、東御市、長和町、茅野市、原村、

箕輪町、中川村、松川町、阿南町、根羽村、売木村、喬木村、豊丘村、大鹿村、  

上松町、南木曽町、大桑村、大町市、長野市、須坂市、坂城町、飯綱町、山ノ内

町、野沢温泉村 

 

○懸垂幕（横断幕）、ポスター、のぼり旗の掲出、窓口等への啓発物品の備付 

 長野県、10 地域振興局、教育委員会、警察本部、警察署、立科町、上田市、東御

市、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、伊那市、駒ケ根市、辰

野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、阿南町、喬木村、豊丘村、木

曽町、大桑村、大町市、池田町、松川村、白馬村、長野市、須坂市、坂城町、中野

市、飯山市、山ノ内町 

 

○相談窓口の周知 

 南信州地域振興局 

 

【会議・研修会】（県） 

○（一社）“人間と性”教育研究協議会（性教協）主催 

「第 37 回全国夏季セミナー長野大会」 

開催日：8月 4 日（土）、5日（日）、6日（月） 

場 所：長野市 

出席者：全国の医師、ボランティア、学校関係者、一般の聴講者等 468 名 

内 容：講演（演題「共に変化を起こす～性暴力の理解と必要な支援～」講師：

山本潤さん（一社）Spring 代表理事）、トーク＆トーク、模擬授業、分

科会、理論講座 

 

【再掲】 

○長野県インターネットカフェ等防犯連絡協議会 

 開催日：6月 25 日（月） 

 場 所：長野市 

 出席者：インターネットカフェ経営者、長野県、長野県警察等約 20 名 

 内 容：研修（演題「サイバー犯罪情勢」講師：長野県警察本部サイバー犯罪対策

室長、演題「少年非行の現状」講師：長野県警察本部少年課） 

 

○第 43 回長野県青少年補導活動推進大会 

 開催日：7月 12 日（木） 

 場 所：諏訪市 

 出席者：長野県青少年補導委員会、長野県青少年補導センター、長野県、市町村等

約 500 名 

 内 容：補導活動事例発表、講演（演題「サイバー犯罪の現状と対策」講師：長野

県警察本部サイバー犯罪対策室） 
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○平成 30 年度第 1回長野県青少年インターネット適正利用推進協議会 

 開催日：7月 30 日（月） 

 場 所：長野市 

 出席者：長野県 PTA 連合会、学校関係者、携帯電話会社、長野県、長野県警察、長

野県教育委員会等 24 団体 

 内 容：講演（演題「県内における青少年のインターネットの適正利用や情報モラ

ルに関する状況や課題について」講師：南澤信之さん（一社）セーフティ

ネット総合研究所代表理事）、協議 

 

○「佐久地域こども応援プラットフォーム」運営委員会 

 開催日：7月 2日（月） 

 場 所：佐久市 

 出席者：運営委員等 12 名 

 内 容：運営委員会で強調月間への協力を呼びかけ 

 

○長野県将来世代応援県民会議諏訪地域会議 

  開催日：７月 24 日(火) 

  場 所：諏訪市（諏訪合同庁舎） 

  出席者：長野県将来世代応援県民会議諏訪地域会議構成団体 37 名 

  内 容：青少年健全育成の情報共有・推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○将来世代応援県民会議南信州地域会議 

 開催日：6月 20 日（水） 

 場 所：飯田市（飯田合同庁舎） 

 出席者：青少年の健全育成等に係る団体の代表等 30 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○シニア大学飯伊学部 

開催日：7月 10 日（火）、31 日（火） 

場 所：飯田市（飯田合同庁舎、飯田創造館） 

出席者：シニア大学生 121 名（1日目 61 名、2日目 60 名） 

内 容：県機関主催会議において、強調月間への協力を呼びかけ 

 

○長野県将来世代応援県民会議長野地域会議／長野県子ども・若者育成支援推進本部 

長野地方部合同会議 

 開催日：7月 4日（水） 

 場 所：長野市（長野合同庁舎） 

 出席者：将来世代応援県民会議長野地域会議構成団体、子ども・若者育成支援推進

本部長野地方部員 33 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

 

【会議・研修会】（市町村） 

○茅野市・原村青少年健全育成推進大会 

 開催日：7月 11 日（水） 

 場 所：茅野市（市民館マルチホール） 

 出席者：住民 300 名 

 内 容：講演（演題「人生には、いつでも何度でもチャンスがあります」講師：大

久保淳一）、社会を明るくする運動作文コンテスト優秀作品発表 

 

【再掲】 

○青木村地区育成会長会 

 開催日：6月 28 日（木） 

 場 所：青木村（青木村文化会館） 

 出席者：各地区育成会長 12 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○青木村小中学校地区懇談会 

 開催日：7月 10 日（火） 

 場 所：青木村（小学校・各地区公民館） 
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 出席者：小学生 219 名、中学生 117 名、保護者 280 名 

 内 容：危険個所の確認や夏休みの決まり等について懇談、意見交換 

 

○青少年健全育成情報懇談会 

 開催日：7月 12 日（木） 

 場 所：下諏訪町（下諏訪町総合センター） 

 出席者：町民 46 名 

 内 容：町内青少年の現状について 

 

○青少年健全育成協議会・防犯指導者等防犯関係者合同会議 

 開催日：7月 17 日（火） 

 場 所：売木村（文化交流センターぶなの木） 

 出席者青少年健全育成協議会、防犯関係者 24 名 

 内 容：防犯についての講話（講師：阿南警察署）、強調月間の説明、各団体から

の連絡及び協議等 

 

○青少年健全育成協議会 

 開催日：7月 11 日（水） 

 場 所：豊丘村（豊丘村役場） 

 出席者：協議員 19 名 

 内 容：強調月間の説明、少年非行の諸問題について 

 

○青少年健全育成協議会 

 開催日：7月 20 日（金） 

 場 所：大鹿村（交流センター） 

 出席者：協議員 12 名 

 内 容：ネットトラブルを注意喚起する通知を小中学校を通じて配布、交通安全に

ついて 

 

○人権花植え 

開催日：7月 2 日（月） 

場 所：王滝村（小・中学校） 

出席者：小学生 20 名、中学生 17 名、先生 25 名、村民 21 名 

内 容：プランターへ花の苗を移植し村内公共施設へ配布 

 

○生徒指導委員会 

 開催日：7月 3日（火） 

 場 所：木島平村 

 出席者：保育園・小・中学校の教員、駐在所、ボランティア指導員等 12 名 

 内 容：夏休み前に子どもたちの様子や危険なことなどについて情報交換 

 

３有害環境へ

の適切な対応 

 

【街頭活動】 

○有害環境チェック活動・青少年健全育成協力店参加の依頼 

 佐久市、上田市、東御市、長和町、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見

町、原村、伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、売木

村、木曽町、塩尻市、生坂村、山形村、筑北村、白馬村、長野市、須坂市、千曲

市、坂城町、信濃町、小川村、中野市、飯山市、野沢温泉村 

 

○美化活動 

 東御市 

 

【再掲】 

○一斉街頭啓発（「信州あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」含む） 

 実施日：７月２日（月） ※一部別日程あり 

 場所：【佐久地域振興局管内】 

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、南牧村、北相木村、軽井沢町、御

代田町、立科町 

    【上田地域振興局管内】 

東御市 

【諏訪地域振興局管内】 

 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 
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【上伊那地域振興局管内】 

伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、南箕輪村 

    【南信州地域振興局管内】 

     飯田市、松川町、高森町、阿南町、平谷村、根羽村、売木村、下條村、喬

木村、豊丘村 

    【木曽地域振興局管内】 

     木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 

    【松本地域振興局管内】 

     松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村 

    【北アルプス地域振興局管内】 

     大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 

    【長野地域振興局管内】 

     長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、

小川村 

    【北信地域振興局管内】 

     中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村、 

 実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

 内 容：月間にあわせて作成したリーフレット及びポケットティッシュの配布 

 

【会議・研修会】（県） 

【再掲】 

○長野県インターネットカフェ等防犯連絡協議会 

 開催日：6月 25 日（月） 

 場 所：長野市 

 出席者：インターネットカフェ経営者、長野県、長野県警察等約 20 名 

 内 容：研修（演題「サイバー犯罪情勢」講師：長野県警察本部サイバー犯罪対策

室長、演題「少年非行の現状」講師：長野県警察本部少年課） 

 

○第 43 回長野県青少年補導活動推進大会 

 開催日：7月 12 日（木） 

 場 所：諏訪市 

 出席者：長野県青少年補導委員会、長野県青少年補導センター、長野県、市町村等

約 500 名 

 内 容：補導活動事例発表、講演（演題「サイバー犯罪の現状と対策」講師：長野

県警察本部サイバー犯罪対策室） 

 

○平成 30 年度第 1回長野県青少年インターネット適正利用推進協議会 

 開催日：7月 30 日（月） 

 場 所：長野市 

 出席者：長野県 PTA 連合会、学校関係者、携帯電話会社、長野県、長野県警察、長

野県教育委員会等 24 団体 

 内 容：講演（演題「県内における青少年のインターネットの適正利用や情報モラ

ルに関する状況や課題について」講師：南澤信之さん（一社）セーフティ

ネット総合研究所代表理事）、協議 

 

○「佐久地域こども応援プラットフォーム」運営委員会 

 開催日：7月 2日（月） 

 場 所：佐久市 

 出席者：運営委員等 12 名 

 内 容：運営委員会で強調月間への協力を呼びかけ 

 

○長野県将来世代応援県民会議諏訪地域会議 

  開催日：７月 24 日(火) 

  場 所：諏訪市（諏訪合同庁舎） 

  出席者：長野県将来世代応援県民会議諏訪地域会議構成団体 37 名 

  内 容：青少年健全育成の情報共有・推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○将来世代応援県民会議南信州地域会議 

 開催日：6月 20 日（水） 

 場 所：飯田市（飯田合同庁舎） 

 出席者：青少年の健全育成等に係る団体の代表等 30 名 
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 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○シニア大学飯伊学部 

開催日：7月 10 日（火）、31 日（火） 

場 所：飯田市（飯田合同庁舎、飯田創造館） 

出席者：シニア大学生 121 名（1日目 61 名、2日目 60 名） 

内 容：県機関主催会議において、強調月間への協力を呼びかけ 

 

○長野県将来世代応援県民会議長野地域会議／長野県子ども・若者育成支援推進本部 

長野地方部合同会議 

 開催日：7月 4日（水） 

 場 所：長野市（長野合同庁舎） 

 出席者：将来世代応援県民会議長野地域会議構成団体、子ども・若者育成支援推進

本部長野地方部員 33 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

【会議・研修会】（市町村） 

○東御市地域懇談会 

 開催日：7月 4日（水）、12 日（木） 

 場 所：東御市（PTA 支部単位） 

 出席者：全中学生（811 名）、支部長（60 名）、区長（67 名）補導委員（17 名） 

 内 容：PTA 単位で懇談会を開催 

 

【再掲】 

○青少年健全育成情報懇談会 

 開催日：7月 12 日（木） 

 場 所：下諏訪町（下諏訪町総合センター） 

 出席者：町民 46 名 

 内 容：町内青少年の現状について 

 

○青少年健全育成協議会 

 開催日：7月 11 日（水） 

 場 所：豊丘村（豊丘村役場） 

 出席者：青少年の健全育成に係る者 19 名 

 内 容：強調月間の説明、少年非行の諸問題について 

 

４薬物乱用対

策の推進 

 

【広報・啓発活動】（県） 

○薬物乱用防止広報車による啓発 

 開催日：7月 26 日（木） 

 場 所：長野市（長野県庁） 

 実施者：警察本部 

 内 容：夏休み県庁見学イベントにあわせ、薬物乱用防止広報車を活用して啓発 

 

○薬物乱用防止教室の実施 

 開催日：7月中 

 場 所：県下 

 実施者：警察署 

 内 容：薬物乱用防止教室を 11 回実施 

 

【広報・啓発活動】（市町村） 

○薬物乱用防止「6.26 ヤング街頭キャンペーン」 

  開催日：6月 24 日(日) 

  場 所：岡谷市(レイクウォーク岡谷) 

  出席者：南信地区薬物乱用対策推進協議会構成機関 

      ボーイスカウト、ガールスカウト 

  内 容：リーフレット等の啓発物品の配布 

 

○薬物乱用防止「6.26 ヤング街頭キャンペーン」 

 開催日：6月 22 日（金）、24 日（日） 

 場 所：大町市（高校前、フレスポ大町） 

 出席者：中信地区薬物乱用対策推進協議会関係機関、ボーイスカウト、ガールスカ
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ウト 

 内 容：リーフレット等の啓発物品の配布 

 

【会議・研修会】（県） 

○長野県犯罪被害者支援連絡協議会第 20 回総会 

 開催日：7月 11 日（水） 

 場 所：長野市 

 出席者：長野地方検察庁、長野保護観察所、長野県弁護士会、長野県、長野県警察

等約 40 名 

 内 容：活動事例発表、講演（演題「長野県中野市における危険ドラッグ吸引によ

る危険運転致死事件」講師：川上哲義さん（被害者遺族）） 

 

【会議・研修会】（市町村） 

○「社会を明るくする運動」白馬・小谷地区推進大会 

 開催日：7月 3日（火） 

 場 所：白馬村（ウイング 21 ホール）白馬村・小谷村共同開催 

 出席者：村民 150 名 

 内 容：講演（演題「依存症について」、講師：長野ダルク） 

 

５不良行為及

び初発型非行

（犯罪）等の

防止 

 

【街頭活動】 

○街頭補導 

 警察署、佐久市、小諸市、立科町、上田市、東御市、岡谷市、諏訪市、駒ケ根市、

大町市、松川村、長野市、須坂市、千曲市、中野市、飯山市 

 

○夜間特別巡回活動等防犯パトロール 

 佐久市、信濃町、飯山市 

 

○駐輪場パトロール① 

 実施日：7月 2日（月） 

場 所：中野署管内 

実施者：警察署、少年警察補導員 

内 容：盗難自転車及び鍵かけの確認 

 

○駐輪場パトロール② 

 実施日：7月 20 日（金）、26 日（木） 

 場 所：伊那署管内 

実施者：警察署、少年警察補導員 

内 容：盗難自転車及び鍵かけの確認 

 

○小学生 6年生による下級生への非行防止指導 

 実施日：7月 25 日（水）、26 日（木） 

 場 所：駒ケ根署管内 

 実施者：警察署、セーフティリーダー（小学 6年生） 

 内 容：小学 6年生が下級生に対して非行防止を指導 

 

○自転車盗等防止のための植栽活動 

 実施日：7月 9日（月） 

 場 所：長野南署管内 

 実施者：警察署、高校生、教諭、防犯女性部等 

 内 容：放置自転車及び自転車盗防止等のためにプランターへの植栽活動を実施 

 

○農業体験活動 

 実施日：7月 20 日（金） 

 場 所：中野署（山ノ内町） 

 実施者：警察署、少年警察補導員 

 内 容：小学生の規範意識向上のため、そばの種まき体験を実施 

 

【再掲】 

○列車パトロール 

 実施日：7月 13 日（金） 

 場 所：茅野市・富士見町 
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 実施者：茅野警察署、少年警察補導員、学校教諭 

 内 容：茅野駅―富士見駅―小淵沢駅間を協働してパトロール 

 

○警察犬と協働したパトロール 

 実施日：7月 10 日（火）、11 日（水）、13 日（金） 

 場 所：諏訪警察署、木曽警察署管内 

 実施者：諏訪警察署、起訴警察署、少年警察補導員、嘱託警察犬 

 内 容：児童の下校時にあわせて、警察犬及び少年警察ボランティアと協働してパ

トロール 

 

【広報・啓発活動】（県・市町村） 

○未成年者喫煙防止啓発イベント 

 実施日：7月 17 日（火） 

 場 所：長野市、諏訪市 

 実施者：長野県たばこ販売協同組合、長野県、警察本部、諏訪警察署、ボランテイ

ァ等約 30 名 

 内 容：通勤・通学途中の大人及び学生に対し、啓発用ポケットティッシュを配

布。 

 

○非行防止教室の実施 

 実施日：7月中 

 場 所：県下 

 実施者：警察署、スクールサポーター、少年警察補導員等 

 内 容：万引き等の初発型非行防止教室を 144 回実施 

 

【再掲】 

○一斉街頭啓発（「信州あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」含む） 

 実施日：７月２日（月） ※一部別日程あり 

 場所：【佐久地域振興局管内】 

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、南牧村、北相木村、軽井沢町、御

代田町、立科町 

    【上田地域振興局管内】 

東御市 

【諏訪地域振興局管内】 

 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

【上伊那地域振興局管内】 

伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、南箕輪村 

    【南信州地域振興局管内】 

     飯田市、松川町、高森町、阿南町、平谷村、根羽村、売木村、下條村、喬

木村、豊丘村 

    【木曽地域振興局管内】 

     木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 

    【松本地域振興局管内】 

     松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村 

    【北アルプス地域振興局管内】 

     大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 

    【長野地域振興局管内】 

     長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、

小川村 

    【北信地域振興局管内】 

     中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村、 

 実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

 内 容：月間にあわせて作成したリーフレット及びポケットティッシュの配布 

 

○性被害防止キャラバン隊 

 教育委員会、警察、スクールサポーターが、中高校生を対象にスマホ等のインター

ネットの適正利用について講演。7月中は県内 28 校(高校 16、中学 12)で実施。 

 

○リーフレット及びポケットティッシュの作成・配布 

 月間にあわせ非行・被害防止及び各種相談窓口等を記載したリーフレット 42000

枚、性被害防止に係るポケットティッシュ 30000 個を作成し、県内に配布。 
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○のぼり旗の作成 

 月間周知のためののぼり旗を 120 枚作成し、県内に掲出。 

 

○ホームページ、広報誌（紙）、有線放送、ケーブルテレビ、庁内・防災放送、広報

車等による広報 

 長野県、10 地域振興局、教育委員会、警察本部、警察署、佐久市、佐久穂町、川

上村、北相木村、軽井沢町、御代田町、上田市、東御市、長和町、茅野市、原村、

箕輪町、中川村、松川町、阿南町、根羽村、売木村、喬木村、豊丘村、大鹿村、  

上松町、南木曽町、大桑村、大町市、長野市、須坂市、坂城町、飯綱町、山ノ内

町、野沢温泉村 

 

○懸垂幕（横断幕）、ポスター、のぼり旗の掲出、窓口等への啓発物品の備付 

 長野県、10 地域振興局、教育委員会、警察本部、警察署、立科町、上田市、東御

市、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、伊那市、駒ケ根市、辰

野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、阿南町、喬木村、豊丘村、木

曽町、大桑村、大町市、池田町、松川村、白馬村、長野市、須坂市、坂城町、中野

市、飯山市、山ノ内町 

 

○相談窓口の周知 

 南信州地域振興局 

 

【会議・研修会】（県） 

【再掲】 

○長野県インターネットカフェ等防犯連絡協議会 

 開催日：6月 25 日（月） 

 場 所：長野市 

 出席者：インターネットカフェ経営者、長野県、長野県警察等約 20 名 

 内 容：研修（演題「サイバー犯罪情勢」講師：長野県警察本部サイバー犯罪対策

室長、演題「少年非行の現状」講師：長野県警察本部少年課） 

 

○第 43 回長野県青少年補導活動推進大会 

 開催日：7月 12 日（木） 

 場 所：諏訪市 

 出席者：長野県青少年補導委員会、長野県青少年補導センター、長野県、市町村等

約 500 名 

 内 容：補導活動事例発表、講演（演題「サイバー犯罪の現状と対策」講師：長野

県警察本部サイバー犯罪対策室） 

 

○平成 30 年度第 1回長野県青少年インターネット適正利用推進協議会 

 開催日：7月 30 日（月） 

 場 所：長野市 

 出席者：長野県 PTA 連合会、学校関係者、携帯電話会社、長野県、長野県警察、長

野県教育委員会等 24 団体 

 内 容：講演（演題「県内における青少年のインターネットの適正利用や情報モラ

ルに関する状況や課題について」講師：南澤信之さん（一社）セーフティ

ネット総合研究所代表理事）、協議 

 

○「佐久地域こども応援プラットフォーム」運営委員会 

 開催日：7月 2日（月） 

 場 所：佐久市 

 出席者：運営委員等 12 名 

 内 容：運営委員会で強調月間への協力を呼びかけ 

 

○長野県将来世代応援県民会議諏訪地域会議 

  開催日：７月 24 日(火) 

  場 所：諏訪市（諏訪合同庁舎） 

  出席者：長野県将来世代応援県民会議諏訪地域会議構成団体 37 名 

  内 容：青少年健全育成の情報共有・推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○将来世代応援県民会議南信州地域会議 



（都道府県名：長野県） 

14 

 開催日：6月 20 日（水） 

 場 所：飯田市（飯田合同庁舎） 

 出席者：青少年の健全育成等に係る団体の代表等 30 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○シニア大学飯伊学部 

開催日：7月 10 日（火）、31 日（火） 

場 所：飯田市（飯田合同庁舎、飯田創造館） 

出席者：シニア大学生 121 名（1日目 61 名、2日目 60 名） 

内 容：県機関主催会議において、強調月間への協力を呼びかけ 

 

○長野県将来世代応援県民会議長野地域会議／長野県子ども・若者育成支援推進本部 

長野地方部合同会議 

 開催日：7月 4日（水） 

 場 所：長野市（長野合同庁舎） 

 出席者：将来世代応援県民会議長野地域会議構成団体、子ども・若者育成支援推進

本部長野地方部員 33 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

【会議・研修会】（市町村） 

○西部地区学社連絡会 

 実施日：7月 4日（水） 

 場 所：上田市（西部公民館） 

 出席者：市民 28 名 

 内 容：小中学校から児童生徒の様子、課題について発表し、青少年育成関係者で

意見交換。 

 

○武石地域青少年健全育成連絡協議会 

 実施日：7月 24 日（火） 

 場 所：上田市（武石公民館） 

 出席者：市民 

 内 容：小中学校の夏休みの注意事項確認及び警察からの少年非行の現状について

確認。 

 

○青少年自治会懇談会 

 開催日：7月 27 日（金） 

 場 所：上田市（倉升公民館） 

 出席者：市民 30 名 

 内 容：講演（演題「子どもたちの健やかな成長のために地域でできること」、講

師：志摩正巳さん（スクールサポーター）） 

 

○学校警察等連絡協議会 

 開催日：7月 3日（火） 

 場 所：富士見町（富士見町役場） 

 出席者：青少年に係る 15 団体 30 名 

 内 容：近年の青少年の非行及び犯罪の状況、各団体の活動状況 

 

○青少年育成研修会 

 開催日：7月 9日（月） 

 場 所：駒ケ根市（市役所） 

 出席者：市民 

 内 容：県内、管内の青少年犯罪の状況等の研修及び有害環境チェック活動要領 

 

○駒ケ根市地区懇談会 

 開催日：月間中 

 場 所：駒ケ根市（各地区） 

 出席者：市民 

 内 容：夏休みにおける地区子ども会活動等 

 

○あいさつ運動推進協議会 

 開催日：6月 13 日（水） 
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 場 所：中川村 

 出席者：公民館、PTA、保育園連絡協議会、市内小学生 300 名 

 内 容：あいさつ運動について 

 

○駒ケ根市小学生相撲大会 

 開催日：7月 15 日（日） 

 場 所：駒ケ根市（切石公園） 

 参加者：市内小学生 300 名 

 内 容：心身を鍛え、たくましく粘り強い子どもに育つことを願って相撲大会を実

施 

 

○ジュニアリーダー研修会 

 開催日：7月 14 日（土）～16 日（月） 

 場 所：駒ケ根市（駒ヶ根キャンプセンター） 

 参加者：市内小中学生約 30 名 

 内 容：心身を鍛え、たくましく粘り強い子どもに育つことを願ってキャンプ研修

を実施 

 

○小中学校長との懇談 

 開催日：6月 26 日（火） 

 場 所：豊丘村（3校） 

 出席者：学校長及び更生保護女性会 

 内 容：学校への協力要請等 

 

○少年相撲大会 

 開催日：7月 26 日（木） 

 場 所：上松町（小学校体育館） 

 参加者：保育園児、小学生、協力者等 111 名 

 内 容：心身を鍛え、たくましく粘り強い子どもに育つことを願って相撲大会を実

施 

○第 31 回青少年育成町民運動推進大会 

 開催日：6月 16 日（土） 

 場 所：池田町（池田町公民館） 

 出席者：小中学生・PTA・町民 230 名 

 内 容：小中学生による事例発表、講演（演題「心に響くコミュニケーション ペ

ップトーク～子どものやる気を引き出す魔法の言葉～」講師：徳武有紀さ

ん（日本ペップトーク普及協会）） 

 

○平成 30 年度ジュニア・シニア合同研修会② 

開催日：7月 27 日(金)～28 日（土） 

 場 所：大町市（大町市木崎湖キャンプ場） 

 参加者：町市内小 5～中学生登録者、シニア（高校生・社会人）、大町市子ども会

育成連絡協議会役員、教育委員会生涯学習課職員 合計 37 名 

 内 容：キャンプ地にあわせた危険予防学習、奉仕活動等 

 

○白馬村青少年育成村民会議理事会 

 開催日：7月 11 日（水） 

 場 所：白馬村（白馬村ふれあいセンター） 

 参加者：理事等 35 名 

 内 容：青少年育成村民大会の計画等 

 

○少年相談連絡会 

 開催日：7月 3日（火） 

 場 所：長野市（長野市少年育成センター） 

 出席者：長野保護観察所等 18 の関係機関 27 名 

 内 容：連絡会 

 

○ブロック児童青少年健全育成連絡協議会 

 開催日：5月から 

 場 所：須坂市（市内公会堂等） 

 出席者：育成委員、育成会長、PTA 支部長を中心とした各区の役員 
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 内 容：相互の連絡提携 

 

○須坂市児童青少年育成市民会議総会 

  開催日：7月 18 日（水） 

 場 所：須坂市（シルキーホール/須坂駅前ビル） 

 出席者：児童青少年育成市民会議委員（青少年関係団体代表） 

 内 容：各団体の活動報告及び意見交換 

 

○第 36 回いいやま共育フェスティバル 2018 

 開催日：7月 14 日（土） 

 場 所：飯山市 

 参加者：市民約 1700 人 

 内 容：小・中学生を中核として、各育成会、PTA 等住民が一体となったボランテ

ィア活動 

 

○青少年を育む村民の集い 

 開催日：7月 30 日 

 場 所：野沢温泉村（野沢温泉村公民館） 

 出席者：村民 80 名 

 内 容：講演（演題「子ども・学生が地域とかかわる、地域が子育てを支える」、

講師：平川景子さん） 

 

【再掲】 

○青木村小中学校地区懇談会 

 開催日：7月 10 日（火） 

 場 所：青木村（小学校・各地区公民館） 

 出席者：小学生 219 名、中学生 117 名、保護者 280 名 

 内 容：危険個所の確認や夏休みの決まり等について懇談、意見交換 

 

○茅野市・原村青少年健全育成推進大会 

 開催日：7月 11 日（水） 

 場 所：茅野市（市民館マルチホール） 

 出席者：住民 300 名 

 内 容：講演（演題「人生には、いつでも何度でもチャンスがあります」講師：大

久保淳一）、社会を明るくする運動作文コンテスト優秀作品発表 

 

○青少年健全育成情報懇談会 

 開催日：7月 12 日（木） 

 場 所：下諏訪町（下諏訪町総合センター） 

 出席者：町民 46 名 

 内 容：町内青少年の現状について 

 

○青少年健全育成協議会・防犯指導者等防犯関係者合同会議 

 開催日：7月 17 日（火） 

 場 所：売木村（文化交流センターぶなの木） 

 出席者青少年健全育成協議会、防犯関係者 24 名 

 内 容：防犯についての講話（講師：阿南警察署）、強調月間の説明、各団体から

の連絡及び協議等 

 

○青少年健全育成協議会 

 開催日：7月 11 日（水） 

 場 所：豊丘村（豊丘村役場） 

 出席者：協議員 19 名 

 内 容：強調月間の説明、少年非行の諸問題について 

 

○青少年健全育成協議会 

 開催日：7月 20 日（金） 

 場 所：大鹿村（交流センター） 

 出席者：協議員 12 名 

 内 容：ネットトラブルを注意喚起する通知を小中学校を通じて配布、交通安全に

ついて 
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○第 68 回社会を明るくする運動 

開催日：6月 31 日 

場 所：宮田村（宮田村民会館） 

出席者：民生児童委員、教育委員、青少年健全育成協議会委員、保護司ほか約 320

名 

内 容：ダンスと合唱、作文発表（中学生）、講演（演題：「障がい者の心と体

を支える聴導犬・介助犬」講師：MAYUMI さん） 

 

○社会を明るくする運動実施協議会 

 開催日：6月 26 日（火） 

 場 所：豊丘村（豊丘村役場） 

 出席者：青少年の健全育成に係る者 13 名 

 内 容：強調月間推進計画の協議、打ち合わせ 

 

○社会を明るくする運動及び青少年の非行・被害防止全国強調月間上松地区実施推進

会議 

 開催日：7月 4日（水） 

 場 所：上松町 

 出席者：青少年健全育成推進委員会、保護司会、更生保護女性会等 36 名 

 内 容：強調月間推進計画の協議、打ち合わせ 

 

○平成 30 年度ジュニア・シニア合同研修会① 

開催日：7月 7 日（土） 

 場 所：大町市（大町市運動公園体育研修センターこども広場） 

 参加者：町市内小 5～中学生登録者、シニア（高校生・社会人）、大町市子ども会

育成連絡協議会役員、教育委員会生涯学習課職員 合計 35 名 

 内 容：ネット被害・万引き防止研修、万引きストップ研修、キャンプの準備 

 

○第 68 回社会を明るくする運動 

 開催日：7月 2日（月） 

 場 所：松川村（松川村すずの音ホール）池田町と共同開催 

 出席者：保護司会、更生保護女性会、民生児童委員、青少年育成町民会議理事、議

会議員、区長、教育委員、社会教育委員、地区子ども会育成会役員、青少

年育成関係者等約 100 名 

 内 容：講演（演題「人生はいくつからでもやり直せる～依存症からの回復～」講

師：田中紀子さん（ギャンブル依存症問題を考える会代表））、演奏会

（NPO 法人楽団ケ・セラ） 

 

○「社会を明るくする運動」白馬・小谷地区推進大会 

 開催日：7月 4日（水） 

 場 所：白馬村（ウイング 21 ホール） 

 出席者：村民 150 名 

 内 容：講演（演題「依存症について」、講師：長野ダルク） 

 

○生徒指導委員会 

 開催日：7月 3日（火） 

 場 所：木島平村 

 出席者：保育園・小・中学校の教員、駐在所、ボランティア指導員等 12 名 

 内 容：夏休み前に子どもたちの様子や危険なことなどについて情報交換 

 

６再非行（犯

罪）の防止 

 

【街頭活動】 

○立ち直り支援活動① 

 実施日：7月 2日（月） 

 場 所：長野市 

 実施者：警察本部（少年課）、長野県警察大学生ボランティア 

 内 容：非行少年に対する学習支援 

 

○立ち直り支援活動② 

 実施日：7月 25 日（水） 

 場 所：千曲署管内 
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 実施者：警察署、少年警察補導員 

 内 容：絵の得意な少年が防犯紙芝居づくりに参加 

 

【広報啓発活動】（県・市町村） 

【再掲】 

○一斉街頭啓発（「信州あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」含む） 

 実施日：７月２日（月） ※一部別日程あり 

 場所：【佐久地域振興局管内】 

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、南牧村、北相木村、軽井沢町、御

代田町、立科町 

    【上田地域振興局管内】 

東御市 

【諏訪地域振興局管内】 

 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

【上伊那地域振興局管内】 

伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、南箕輪村 

    【南信州地域振興局管内】 

     飯田市、松川町、高森町、阿南町、平谷村、根羽村、売木村、下條村、喬

木村、豊丘村 

    【木曽地域振興局管内】 

     木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 

    【松本地域振興局管内】 

     松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村 

    【北アルプス地域振興局管内】 

     大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 

    【長野地域振興局管内】 

     長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、

小川村 

    【北信地域振興局管内】 

     中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村、 

 実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

 内 容：月間にあわせて作成したリーフレット及びポケットティッシュの配布 

 

○性被害防止キャラバン隊 

 教育委員会、警察、スクールサポーターが、中高校生を対象にスマホ等のインター

ネットの適正利用について講演。7月中は県内 28 校(高校 16、中学 12)で実施。 

 

○リーフレット及びポケットティッシュの作成・配布 

 月間にあわせ非行・被害防止及び各種相談窓口等を記載したリーフレット 42000

枚、性被害防止に係るポケットティッシュ 30000 個を作成し、県内に配布。 

 

○のぼり旗の作成 

 月間周知のためののぼり旗を 120 枚作成し、県内に掲出。 

 

○ホームページ、広報誌（紙）、有線放送、ケーブルテレビ、庁内・防災放送、広報

車等による広報 

 長野県、10 地域振興局、教育委員会、警察本部、警察署、佐久市、佐久穂町、川

上村、北相木村、軽井沢町、御代田町、上田市、東御市、長和町、茅野市、原村、

箕輪町、中川村、松川町、阿南町、根羽村、売木村、喬木村、豊丘村、大鹿村、  

上松町、南木曽町、大桑村、大町市、長野市、須坂市、坂城町、飯綱町、山ノ内

町、野沢温泉村 

 

○懸垂幕（横断幕）、ポスター、のぼり旗の掲出、窓口等への啓発物品の備付 

 長野県、10 地域振興局、教育委員会、警察本部、警察署、立科町、上田市、東御

市、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、伊那市、駒ケ根市、辰

野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、阿南町、喬木村、豊丘村、木

曽町、大桑村、大町市、池田町、松川村、白馬村、長野市、須坂市、坂城町、中野

市、飯山市、山ノ内町 

 

○相談窓口の周知 

 南信州地域振興局 
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【会議・研修会】（県） 

【再掲】 

○長野県インターネットカフェ等防犯連絡協議会 

 開催日：6月 25 日（月） 

 場 所：長野市 

 出席者：インターネットカフェ経営者、長野県、長野県警察等約 20 名 

 内 容：研修（演題「サイバー犯罪情勢」講師：長野県警察本部サイバー犯罪対策

室長、演題「少年非行の現状」講師：長野県警察本部少年課） 

 

○第 43 回長野県青少年補導活動推進大会 

 開催日：7月 12 日（木） 

 場 所：諏訪市 

 出席者：長野県青少年補導委員会、長野県青少年補導センター、長野県、市町村等

約 500 名 

 内 容：補導活動事例発表、講演（演題「サイバー犯罪の現状と対策」講師：長野

県警察本部サイバー犯罪対策室） 

 

○平成 30 年度第 1回長野県青少年インターネット適正利用推進協議会 

 開催日：7月 30 日（月） 

 場 所：長野市 

 出席者：長野県 PTA 連合会、学校関係者、携帯電話会社、長野県、長野県警察、長

野県教育委員会等 24 団体 

 内 容：講演（演題「県内における青少年のインターネットの適正利用や情報モラ

ルに関する状況や課題について」講師：南澤信之さん（一社）セーフティ

ネット総合研究所代表理事）、協議 

 

○「佐久地域こども応援プラットフォーム」運営委員会 

 開催日：7月 2日（月） 

 場 所：佐久市 

 出席者：運営委員等 12 名 

 内 容：運営委員会で強調月間への協力を呼びかけ 

 

○長野県将来世代応援県民会議諏訪地域会議 

  開催日：７月 24 日(火) 

  場 所：諏訪市（諏訪合同庁舎） 

  出席者：長野県将来世代応援県民会議諏訪地域会議構成団体 37 名 

  内 容：青少年健全育成の情報共有・推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○将来世代応援県民会議南信州地域会議 

 開催日：6月 20 日（水） 

 場 所：飯田市（飯田合同庁舎） 

 出席者：青少年の健全育成等に係る団体の代表等 30 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○シニア大学飯伊学部 

開催日：7月 10 日（火）、31 日（火） 

場 所：飯田市（飯田合同庁舎、飯田創造館） 

出席者：シニア大学生 121 名（1日目 61 名、2日目 60 名） 

内 容：県機関主催会議において、強調月間への協力を呼びかけ 

 

○長野県将来世代応援県民会議長野地域会議／長野県子ども・若者育成支援推進本部 

長野地方部合同会議 

 開催日：7月 4日（水） 

 場 所：長野市（長野合同庁舎） 

 出席者：将来世代応援県民会議長野地域会議構成団体、子ども・若者育成支援推進

本部長野地方部員 33 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

【会議・研修会】（市町村） 

○第 68 回社会を明るくする運動 
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開催日：6月 31 日 

場 所：宮田村（宮田村民会館） 

出席者：民生児童委員、教育委員、青少年健全育成協議会委員、保護司ほか約 320

名 

内 容：ダンスと合唱、作文発表（中学生）、講演（演題：「障がい者の心と体

を支える聴導犬・介助犬」講師：MAYUMI さん） 

 

○社会を明るくする運動実施協議会 

 開催日：6月 26 日（火） 

 場 所：豊丘村（豊丘村役場） 

 出席者：青少年の健全育成に係る者 13 名 

 内 容：強調月間推進計画の協議、打ち合わせ 

 

○社会を明るくする運動及び青少年の非行・被害防止全国強調月間上松地区実施推進

会議 

 開催日：7月 4日（水） 

 場 所：上松町 

 出席者：青少年健全育成推進委員会、保護司会、更生保護女性会等 36 名 

 内 容：強調月間推進計画の協議、打ち合わせ 

 

○第 68 回社会を明るくする運動 

 開催日：7月 2日（月） 

 場 所：松川村（松川村すずの音ホール）池田町と共同開催 

 出席者：保護司会、更生保護女性会、民生児童委員、青少年育成町民会議理事、議

会議員、区長、教育委員、社会教育委員、地区子ども会育成会役員、青少

年育成関係者等約 100 名 

 内 容：講演（演題「人生はいくつからでもやり直せる～依存症からの回復～」講

師：田中紀子さん（ギャンブル依存症問題を考える会代表））、演奏会

（NPO 法人楽団ケ・セラ） 

 

【再掲】 

○「社会を明るくする運動」白馬・小谷地区推進大会 

 開催日：7月 3日（火） 

 場 所：白馬村（ウイング 21 ホール）白馬村・小谷村共同開催 

 出席者：村民 150 名 

 内 容：講演（演題「依存症について」、講師：（一社）長野ダルク） 

 

○ブロック児童青少年健全育成連絡協議会 

 開催日：5月から 

 場 所：須坂市（市内公会堂等） 

 出席者：育成委員、育成会長、PTA 支部長を中心とした各区の役員 

 内 容：相互の連絡提携 

 

７いじめ・暴

力行為等の問

題行動への対

応 

 

【広報啓発活動】（県・市町村） 

【再掲】 

○一斉街頭啓発（「信州あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」含む） 

 実施日：７月２日（月） ※一部別日程あり 

 場所：【佐久地域振興局管内】 

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、南牧村、北相木村、軽井沢町、御

代田町、立科町 

    【上田地域振興局管内】 

東御市 

【諏訪地域振興局管内】 

 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

【上伊那地域振興局管内】 

伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、南箕輪村 

    【南信州地域振興局管内】 

     飯田市、松川町、高森町、阿南町、平谷村、根羽村、売木村、下條村、喬

木村、豊丘村 

    【木曽地域振興局管内】 

     木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 
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    【松本地域振興局管内】 

     松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村 

    【北アルプス地域振興局管内】 

     大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 

    【長野地域振興局管内】 

     長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、

小川村 

    【北信地域振興局管内】 

     中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村、 

 実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

 内 容：月間にあわせて作成したリーフレット及びポケットティッシュの配布 

 

○性被害防止キャラバン隊 

 教育委員会、警察、スクールサポーターが、中高校生を対象にスマホ等のインター

ネットの適正利用について講演。7月中は県内 28 校(高校 16、中学 12)で実施。 

 

○リーフレット及びポケットティッシュの作成・配布 

 月間にあわせ非行・被害防止及び各種相談窓口等を記載したリーフレット 42000

枚、性被害防止に係るポケットティッシュ 30000 個を作成し、県内に配布。 

 

○のぼり旗の作成 

 月間周知のためののぼり旗を 120 枚作成し、県内に掲出。 

 

○ホームページ、広報誌（紙）、有線放送、ケーブルテレビ、庁内・防災放送、広報

車等による広報 

 長野県、10 地域振興局、教育委員会、警察本部、警察署、佐久市、佐久穂町、川

上村、北相木村、軽井沢町、御代田町、上田市、東御市、長和町、茅野市、原村、

箕輪町、中川村、松川町、阿南町、根羽村、売木村、喬木村、豊丘村、大鹿村、  

上松町、南木曽町、大桑村、大町市、長野市、須坂市、坂城町、飯綱町、山ノ内

町、野沢温泉村 

 

○懸垂幕（横断幕）、ポスター、のぼり旗の掲出、窓口等への啓発物品の備付 

 長野県、10 地域振興局、教育委員会、警察本部、警察署、立科町、上田市、東御

市、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、伊那市、駒ケ根市、辰

野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、阿南町、喬木村、豊丘村、木

曽町、大桑村、大町市、池田町、松川村、白馬村、長野市、須坂市、坂城町、中野

市、飯山市、山ノ内町 

 

○相談窓口の周知 

 南信州地域振興局 

 

【会議・研修会】（県） 

○平成 30 年度第 1回長野県いじめ問題対策連絡協議会 

 実施日：7月 12 日（木） 

 場 所：長野市 

 出席者：長野県弁護士会、長野県医師会、長野県臨床心理士会、学校関係者、児童

相談所、法務局、長野県、長野県警察、長野県教育委員会等約 20 名 

 内 容：協議・報告（いじめへの適切な対処等） 

 

○学校警察連絡協議会等の開催 

 実施日：7月中 

 場 所：県下 

 実施者：警察、学校、青少年健全育成関係機関・団体 

 内 容：非行・被害防止について情報交換 

 

○学校と少年警察ボランティアの意見交換 

 実施日：7月 4日（水）～20 日（金） 

 場 所：須坂署 

 実施者：学校長及び教頭、少年警察補導員 

 内 容：意見交換 
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【再掲】 

○長野県インターネットカフェ等防犯連絡協議会 

 開催日：6月 25 日（月） 

 場 所：長野市 

 出席者：インターネットカフェ経営者、長野県、長野県警察等約 20 名 

 内 容：研修（演題「サイバー犯罪情勢」講師：長野県警察本部サイバー犯罪対策

室長、演題「少年非行の現状」講師：長野県警察本部少年課） 

 

○第 43 回長野県青少年補導活動推進大会 

 開催日：7月 12 日（木） 

 場 所：諏訪市 

 出席者：長野県青少年補導委員会、長野県青少年補導センター、長野県、市町村等

約 500 名 

 内 容：補導活動事例発表、講演（演題「サイバー犯罪の現状と対策」講師：長野

県警察本部サイバー犯罪対策室） 

 

○平成 30 年度第 1回長野県青少年インターネット適正利用推進協議会 

 開催日：7月 30 日（月） 

 場 所：長野市 

 出席者：長野県 PTA 連合会、学校関係者、携帯電話会社、長野県、長野県警察、長

野県教育委員会等 24 団体 

 内 容：講演（演題「県内における青少年のインターネットの適正利用や情報モラ

ルに関する状況や課題について」講師：南澤信之さん（一社）セーフティ

ネット総合研究所代表理事）、協議 

 

○「佐久地域こども応援プラットフォーム」運営委員会 

 開催日：7月 2日（月） 

 場 所：佐久市 

 出席者：運営委員等 12 名 

 内 容：運営委員会で強調月間への協力を呼びかけ 

 

○長野県将来世代応援県民会議諏訪地域会議 

  開催日：７月 24 日(火) 

  場 所：諏訪市（諏訪合同庁舎） 

  出席者：長野県将来世代応援県民会議諏訪地域会議構成団体 37 名 

  内 容：青少年健全育成の情報共有・推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○将来世代応援県民会議南信州地域会議 

 開催日：6月 20 日（水） 

 場 所：飯田市（飯田合同庁舎） 

 出席者：青少年の健全育成等に係る団体の代表等 30 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○シニア大学飯伊学部 

開催日：7月 10 日（火）、31 日（火） 

場 所：飯田市（飯田合同庁舎、飯田創造館） 

出席者：シニア大学生 121 名（1日目 61 名、2日目 60 名） 

内 容：県機関主催会議において、強調月間への協力を呼びかけ 

 

○人権を考える市民の集い 

 実施日：7月 5日（木） 

 場 所：大町市（大町西小学校） 

 出席者：市民、西小学校保護者、西小学校児童・生徒・教職員、役員・事務局 

287 名 

 内 容：講演（情報モラルの講演、講師：南澤信之さん（一社）セーフティネット

総合研究所代表理事） 

 

○生徒指導委員会 

 開催日：7月 3日（火） 

 場 所：木島平村 

 出席者：保育園・小・中学校の教員、駐在所、ボランティア指導員等 12 名 
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 内 容：夏休み前に子どもたちの様子や危険なことなどについて情報交換 

 

【会議・研修会】（市町村） 

○大町市暴力追放・交通安全推進市民大会 

 実施日：7月 7日（土） 

 場 所：大町市（サン・アルプス大町） 

 出席者：小・中学校の児童・生徒、青少年健全育成団体 

内 容：講演、大会宣言 

 

○少年育成指導者研修 

 実施日：7月 6日（金） 

 場 所：上田市（上野が丘公民館） 

 出席者：市民 210 名 

 内 容：青少年関係団体の指導者を対象とした研修、講演（演題「子どもの力を引

き出す言葉」、講師：菊池初恵（平昌オリンピックスピードスケートパシ

ュート金メダリスト菊池彩花選手の母）） 

 

○第 28 回塩田地区青少年育成推進大会 

実施日：7月 19 日（木） 

 場 所：上田市（塩田公民館） 

 出席者：市民 193 名 

 内 容：講演（演題「地域の子どもは地域で育てる再考」、講師：小岩井彰さん

（長野大学社会福祉学部特任教授）） 

 

○人権同和教育講座 

実施日：7月 18 日（水） 

 場 所：上田市（川西公民館） 

 出席者：市民 86 名 

 内 容：学校におけるいじめ・問題行動に対する生徒指導の現状と問題解決の施

策。学校、家庭、地域の取組について 

 

○青少年自治会懇談会 

 開催日：7月 2日（月） 

 場 所：上田市（林之郷公民館） 

 出席者：市民 22 名 

 内 容：講演（演題「原発事故避難者のいじめ問題について」、講師：上野が丘公

民館教育指導委員） 

 

○夏休み上野が丘わいわい塾学生ボランティア会議 

 開催日：7月 11 日（水）25 日（水） 

 場 所：上田市（上野が丘公民館） 

 出席者：学生ボランティア 50 名 

 内 容：小学生を対象とした「上野が丘わいわい塾」に携わる者への事前研修 

 

○人権花植え 

開催日：7月 2 日（月） 

場 所：王滝村（小・中学校） 

出席者：小学生 20 名、中学生 17 名、先生 25 名、村民 21 名 

内 容：プランターへ花の苗を移植し村内公共施設へ配布 

 

【再掲】 

○青木村地区育成会長会 

 開催日：6月 28 日（木） 

 場 所：青木村（青木村文化会館） 

 出席者：各地区育成会長 12 名 

 内 容：青少年施策の推進及び強調月間への協力を呼びかけ 

 

○青木村小中学校地区懇談会 

 開催日：7月 10 日（火） 

 場 所：青木村（小学校・各地区公民館） 

 出席者：小学生 219 名、中学生 117 名、保護者 280 名 
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 内 容：危険個所の確認や夏休みの決まり等について懇談、意見交換 

 

○青少年健全育成情報懇談会 

 開催日：7月 12 日（木） 

 場 所：下諏訪町（下諏訪町総合センター） 

 出席者：町民 46 名 

 内 容：町内青少年の現状について 

 

○青少年健全育成協議会・防犯指導者等防犯関係者合同会議 

 開催日：7月 17 日（火） 

 場 所：売木村（文化交流センターぶなの木） 

 出席者青少年健全育成協議会、防犯関係者 24 名 

 内 容：防犯についての講話（講師：阿南警察署）、強調月間の説明、各団体から

の連絡及び協議等 

 

○青少年健全育成協議会 

 開催日：7月 11 日（水） 

 場 所：豊丘村（豊丘村役場） 

 出席者：協議員 19 名 

 内 容：強調月間の説明、少年非行の諸問題について 

 

○青少年健全育成協議会 

 開催日：7月 20 日（金） 

 場 所：大鹿村（交流センター） 

 出席者：協議員 12 名 

 内 容：ネットトラブルを注意喚起する通知を小中学校を通じて配布、交通安全に

ついて 

 

○少年相談連絡会 

 開催日：7月 3日（火） 

 場 所：長野市（長野市少年育成センター） 

 出席者：長野保護観察所等 18 の関係機関 27 名 

 内 容：連絡会 

 

その他 ○通学路危険個所及び水難危険個所パトロール 

 実施日：6月 26 日（火） 

場 所：軽井沢町 

実施者：国土交通省関東地方整備局長野国道事務所、佐久建設事務所、警察、消

防、教育委員会、町職員等 34 名 

内 容：夏休みを迎えるにあたり事故防止を目的に実施 

 

○「家庭の日」作文・ポスターの募集 

 実施日：7月～8月 

 場 所：須坂市 

 実施者：小・中学校の児童・生徒 

 内 容：作文・ポスターの募集 

 

※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。 


