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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 滋賀県 青少年行政主管課（室）名 健康医療福祉部子ども・青少年局 

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 

○平成３０年度青少年の非行・被害防止滋賀県強調月間推進対策会議 

 内容：専門講師を招いた強調月間推進会議 

    関係機関から約５０名が参加し、月間の趣旨・重点施策等につ 

    いての周知を図るもの（中止のため、関係機関に資料配布） 

○非行防止・環境浄化対策連絡会議（滋賀県青少年育成県民会議） 

 開催日：７月４日（水）／場所：滋賀県庁 

 出席者：各市町民会議、各少年センター、関係団体等約６０名 

 内 容：少年鑑別所、警察、教育委員会から講師を招き、少年の特 

     性、犯罪・非行の状況等をテーマにした講演を受講 

〇県内一斉街頭キャンペーン(滋賀県) 

 開催日：６月２９日（金）／場所：ＪＲ大津駅前 

 参加者：県、警察、大津市、大津少年センター、滋賀県育成県民会

議、大津市少年補導委員、大学生ボランティア等約４０名、

ゆるキャラ３体 

○桐原学区「社会を明るくする運動学区民大会」（近江八幡市） 

 開催日：７月１４日（土） 

 内 容：社明運動優秀作文の発表。小学校長を招き、「携帯・スマホ 

     に関する提案」と題する講演を受講 

○第３２回少年の主張 竜王町大会（竜王町） 

 開催日：７月７日（土）／場所：竜王町公民館 

 出席者：約１５０名 

○防犯教室の開催（竜王町） 

○青少年の非行・被害防止研修会（東近江市） 

○第６８回「社会を明るくする運動・青少年健全育成」彦根市大会 

                           （彦根市） 

 開催日：７月１日（日）／場所：彦根市 ビバシティ 

 内 容：標語・作文表彰、長谷川満氏による講演、約５００人参加 

○研修会の開催（長浜市） 

 ・７月４日 湯田まちづくりセンター「少年非行の現状と対策」他２ 

○携帯電話販売店への立入調査（大津少年センター） 

○学校関係者、地域会議での啓発、要望活動（大津少年センター） 

○スマホ・ケータイ安全利用教室（堅田少年センター） 

 開催日：７月４日（水）／場所：伊香立小学校 

○高島市少年補導委員会と更生保護女性の会との懇話会 

                     （高島市少年センター） 

○高島市少年補導委員会幹事会（高島市少年センター） 

○メッセージ伝達式・社明運動・県下一斉街頭キャンペーン 

                     （栗東市少年センター） 

 開催日：７月２日（月）,１３日（金）,２０日（金）,２７日（金） 

○生徒の健全育成に関する懇談会（栗東市少年センター） 

 開催日：７月３日（火）／場所：葉山中学校 

○南部地域安全なまちづくり推進協議会（栗東市少年センター） 

○出前トーク（栗東市少年センタ―） 

○健全育成に関わる研修会・講演会（守山野洲少年センター） 

 ・更生保護女性会（一般公開研修会）７月１２日（木）,１９日（木） 

 ・中主学区青少年育成会議役員研修会への参加 ７月１４日（土） 

○中学生広場の開催（守山野洲少年センター） 

地震の影響

により中止 
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○安全で安心なまちづくりフォーラム（近江八幡・竜王少年センター） 

 開催日：７月２６日（木）／場所：近江八幡市文化会館 

○北里非行防止の集い 

 開催日：７月２８日（土）／場所：北里小学校 

○愛の学校訪問（近江八幡市、近江八幡・竜王少年センター） 

○少年補導委員研修会（近江八幡・竜王少年センター） 

 開催日：７月１３日（金）／場所：阪南市 和泉学園 

○少年補導委員研修会（甲賀市少年センター） 

 開催日：６月９日（土）／場所：あいこうか市民ホール 

 内 容：４４名参加、青少年指導支援の会から講師を招き、「青少 

     年育成活動について」と題する講演を受講 

○岩上地区育成市民会議総会（甲賀市少年センター） 

 開催日：７月１８日（水）／場所：岩上地域市民センター 

○あいコムこうか音声放送（甲賀市少年センター） 

○補導委員、民生委員、児童委員との情報連絡会（堅田少年センター） 

○堅田安全ネットパトロール（堅田少年センター） 

〇少年補導(委)員会研修会（日野町少年センター） 

 開催日：７月２４日（火） 

 内 容：浪速少年院の視察等 

○少年補導員研修会の実施（犬上少年センター） 

 内容：非行防止、インターネット利用について 

○湖北地区高等学校連絡協議会（米原市少年センター） 

 開催日：６月１９日（火）／場所：長浜北高等学校 

○補導員幹事会の開催（米原市少年センター） 

○夏季特別補導員研修会（長浜青少年センター） 

○伊香学区補導連絡協議会（木之本青少年センター）  

開催日：６月２９日（金）／場所：伊香高等学校 

内 容：関係機関から約３０名が参加し、児童生徒の生徒指導上の課 

    題＆夏季休業に向けての取組を協議 

○街頭啓発活動（滋賀県、警察、市町、少年センター） 

 量販店・駅前等において、啓発品等を配布し、注意喚起等実施 

○広報紙による広報（滋賀県、警察、市町、少年センター） 

 自画撮り・児童ポルノ等インターネット利用に係る犯罪被害防止、携 

 帯電話の利用方法、家庭でのルール作り等について掲載 

○のぼり旗・懸垂幕による啓発（市町、少年センター） 

○あいさつ運動の推進（市町、少年センター） 

○啓発資料「あじさい」「ひまわり」の作成・配布（警察） 

 子ども・保護者を対象とした非行および犯罪被害防止啓発資料 

２子供の性被

害の防止 

 

○企業、事業所訪問啓発活動（高島市） 

○青少年健全育成のための合同研修会（多賀町） 

 開催日：７月３１日（火） 

 内 容：せた森のようちえん代表を講師に招き「森の中で育つ子ども  

     たち」と題する講演を受講 

○地域イベント時における巡回パトロール（米原市） 

○夏期総体パトロール（堅田少年センター） 

○保護司会との合同パトロール（栗東市少年センター） 

○人形劇による啓発（近江八幡・竜王少年センター） 

○主要駅における登校指導（犬上少年センター） 

○特別夜間パトロールの実施（米原市少年センター） 

○通学路における、青色防犯灯搭載車による巡回パトロール 

                    （木之本青少年センター） 
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○下校時パトロール（市町、少年センター） 

○県内一斉街頭キャンペーン(滋賀県)【再掲】 

○非行防止・環境浄化対策連絡会議（滋賀県青少年育成県民会議） 

                            【再掲】 

○防犯教室の開催（竜王町）【再掲】 

○県下一斉街頭キャンペーン（栗東市少年センター）【再掲】 

○生徒の健全育成に関する懇談会（栗東市少年センター）【再掲】 

○南部地域安全なまちづくり推進協議会（栗東市少年センター）【再掲】

○健全育成に関わる研修会・講演会（守山野洲少年センター）【再掲】 

○中学生広場の開催（守山野洲少年センター）【再掲】 

○安全で安心なまちづくりフォーラム（近江八幡・竜王少年センター）  

                            【再掲】 

○愛の学校訪問（近江八幡・竜王少年センター）【再掲】 

○補導員幹事会の開催（米原市少年センター）【再掲】 

○伊香学警補導連絡協議会（木之本青少年センター）【再掲】 

○街頭啓発活動（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○広報紙による広報（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○あいさつ運動の推進（市町、少年センター）【再掲】 

○のぼり旗・懸垂幕による啓発（市町、少年センター）【再掲】 

○啓発資料「あじさい」「ひまわり」の作成・配布（警察）【再掲】 

３有害環境へ

の適切な対応 

 

○夏休み防犯パトロール、青色防犯灯搭載車による巡回パトロール 

                         （近江八幡市） 

○酒・タバコ自販機の設置及び稼働状況調査（多賀町） 

○落書き調査（多賀町） 

○街頭補導活動の実施（警察、市町、少年センター） 

〇有害図書等販売、刃物取扱い店に対する立入調査（少年センター） 

〇白ポスト管理回収活動（少年センター） 

〇愛のパトロール（市町、少年センター） 

〇県内一斉街頭キャンペーン(滋賀県)【再掲】 

○非行防止・環境浄化対策連絡会議（滋賀県青少年育成県民会議） 

                            【再掲】 

○南部地域安全なまちづくり推進協議会（栗東市少年センター）【再掲】 

○あいコムこうか音声放送（甲賀市少年センター）【再掲】 

○街頭啓発活動（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○広報紙による広報（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○啓発資料「あじさい」「ひまわり」の作成・配布（警察）【再掲】 

 

４薬物乱用対

策の推進 

 

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（守山野洲少年センター） 

 ６月３０日（土）、モリーブ守山 

 ７月 １日（日）、ザ・ビッグエクストラ 

○「ダメ。ゼッタイ。」啓発活動（近江八幡・竜王少年センター） 

 ７月９日（月）、ＪＲ各駅及び竜王町フレンドタウン 

○薬乱防止チラシの配布（犬上少年センター） 

○薬物乱用防止教室の実施（警察、市町、少年センター） 

○社明運動・一斉街頭キャンペーン（栗東市少年センター）【再掲】 

○保護司会との合同パトロール（栗東市少年センター）【再掲】 

○出前トーク（栗東市少年センター）【再掲】 

○非行防止・環境浄化対策連絡会議（滋賀県青少年育成県民会議） 

                            【再掲】 

○街頭啓発活動（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○広報紙による広報（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○街頭補導活動の実施（警察、市町、少年センター）【再掲】 

 



（都道府県名：滋賀県） 

4 

○のぼり旗・懸垂幕による啓発（市町、少年センター）【再掲】 

○啓発資料「あじさい」「ひまわり」の作成・配布（警察）【再掲】 

５不良行為及

び初発型非行

（犯罪）等の

防止 

 

○青パト隊講習会（近江八幡市） 

○愛のパトロールリーダー研修会（東近江市） 

 開催日：７月２５日（水）／場所：東近江市役所会議室 

 内 容：パトロール巡回団体から約８０名参加、啓発ビデオ上映、講 

     話、情報交換等を実施 

○駅舎等清掃活動（東近江市） 

○夏祭りパトロール（高島市） 

○万引き防止ポスター、リーフレットの配布（大津少年センター） 

○生徒指導推進協議会（草津市少年センター） 

○各地区補導員会定例会長会（東近江少年センター） 

○愛知川祇園花火大会等祭礼時の補導活動（東近江少年センター） 

○中学校等関係機関と少年補導委員との懇談会（湖南市少年センター）

○コンビニ訪問（米原市少年センター） 

○非行防止・防犯教室（少年センター） 

〇県内一斉街頭キャンペーン(滋賀県)【再掲】 

○非行防止・環境浄化対策連絡会議（滋賀県青少年育成県民会議） 

                            【再掲】 
○企業、事業所訪問啓発活動（高島市）【再掲】 

○第３２回少年の主張 竜王町大会（竜王町）【再掲】 

○研修会の開催（長浜市）【再掲】 

○高島市少年補導委員会と更生保護女性の会との懇話会 

                  （高島市少年センター）【再掲】 

○高島市少年補導委員会幹事会（高島市少年センター）【再掲】 

○南部地域安全なまちづくり推進協議会（栗東市少年センター）【再掲】 

○出前トーク（栗東市少年センタ―）【再掲】 

○あいコムこうか音声放送（甲賀市少年センター）【再掲】 

〇少年補導(委)員会研修会（日野町少年センター）【再掲】 

○街頭啓発活動（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○広報紙による広報（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○街頭補導活動の実施（警察、市町、少年センター）【再掲】 

○愛のパトロール（市町、少年センター）【再掲】 

○のぼり旗・懸垂幕による啓発（市町、少年センター）【再掲】 

○啓発資料「あじさい」「ひまわり」の作成・配布（警察）【再掲】 

 

６再非行（犯

罪）の防止 

 

○社会を明るくする運動（近江八幡市） 

 ・八幡学区、金田学区、桐原学区、馬淵学区、北里学区、武佐学区 

 内容：社協、警察、少年センター等から講師を招き、非行防止、立ち 

    直り支援等について講演を受講 

○社会を明るくする運動 街頭啓発（長浜市） 

 開催日：７月２日（月）／場所：長浜市役所からＪＲ長浜駅 

○社明運動（大津少年センター） 

 開催日：７月２７日（金）／場所：比叡ふれあいセンター 

 内 容：大津保護区保護司会西部会研修会講師 

     保護司等約４５名、「あすくる」活動からまなぶ 

○更生保護関係者の集い（堅田少年センター） 

○少年とのペーロン大会への参加（高島市少年センター） 

○無職少年への就労支援の強化（高島市少年センター） 

○中学生広場の開催（守山野洲少年センター） 

○更生保護大会への参加（近江八幡・竜王少年センター） 

○社会を明るくする運動、推進大会（湖南市、湖南市少年センター） 
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 開催日：７月３日（火）／場所：サンライフ甲西 

内 容：約１００名参加 内閣総理大臣メッセージ伝達式 

    滋賀刑務所上席統括矯正処遇官（教育担当）を講師として招 

    き、「刑務所での改善指導について」と題する講演を受講 

○社明運動メッセージ伝達式（東近江市、甲賀市少年センター） 

○社明運動・大会（東近江少年センター） 

 開催日：６月２８日（木）／場所：ハーティーセンター秦荘 

〇第６８回社会を明るくする運動日野大会（日野町少年センター） 

開催日：７月９日（月）／場所：日野町林業センター 

内 容：参加者１３４名、東近江警察署から講師を招き、「インター  

    ネットトラブルに遭わないために」と題する講演を受講 

○少年補導委員会定例幹事会（甲賀市少年センター） 

○学校・関係機関等情報交換（甲賀市少年センター） 

○無職少年対策推進員会議、指導員研修会（少年センター） 

○社会を明るくする運動（市町、少年センター） 

○夏祭りパトロール（高島市）【再掲】 

○第３２回少年の主張 竜王町大会（竜王町）【再掲】 

○高島市少年補導委員会と更生保護女性の会との懇話会 

                  （高島市少年センター）【再掲】 

○高島市少年補導委員会幹事会（高島市少年センター）【再掲】 

○南部地域安全なまちづくり推進協議会（栗東市少年センター）【再掲】 

○各地区更生保護女性研修会（守山野洲少年センター）【再掲】 

○あいコムこうか音声放送（甲賀市少年センター）【再掲】 

〇少年補導(委)員会研修会（日野町少年センター）【再掲】 

〇県内一斉街頭キャンペーン(滋賀県)【再掲】 

○街頭啓発活動（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○広報紙による広報（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○非行防止・環境浄化対策連絡会議（滋賀県青少年育成県民会議） 

                            【再掲】 

○愛のパトロール（市町、少年センター）【再掲】 

○非行防止・防犯教室（少年センター）【再掲】 

○啓発資料「あじさい」「ひまわり」の作成・配布（警察）【再掲】 

７いじめ・暴

力行為等の問

題行動への対

応 

 

○岡山学区「岡山っ子を育てる親の集い」（近江八幡市） 

 開催日：６月３０日（土） 

 内 容：約２２０参加、青少年標語コンクールの表彰、八幡東子ども 

     センターから講師を招き、講演を受講  

○真野中生徒会挨拶運動（堅田少年センター） 

○守山市・野洲市いじめ問題等対策連絡協議会、守山市青少年問題協議 

 会への参加（守山野洲少年センター） 

○小・中学校生徒指導担当者会議（近江八幡・竜王少年センター） 

○近江八幡市生涯学習課主事会（近江八幡・竜王少年センター） 

○甲賀・湖南中高生生徒指導連絡協議会（甲賀市少年センター） 

〇運営協議会の開催（日野町少年センター） 

 開催日：７月５日（木）／場所：日野町勤労福祉会館ホール 

 内 容：各学校からいじめ・問題行動の報告を受け、対策を協議 

○中学校・高等学校訪問（米原市少年センター） 

○青少年育成指導者会議（木之本青少年センター） 

 内容：いじめ・暴力行為等に対する対策について、４回開催 

○中学生広場、青少年広場等「私の思い２０１８」（市町） 

○日野町・湖南市・甲賀市少年センター連絡会議（対象センター） 

○第３２回少年の主張 竜王町大会（竜王町）【再掲】 

○学校関係者会議での啓発（大津少年センター）【再掲】 
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○高島市少年補導委員会と更生保護女性の会との懇話会 

                  （高島市少年センター）【再掲】 

○少年とのペーロン大会への参加（高島市少年センター）【再掲】 

○高島市少年補導委員会幹事会（高島市少年センター）【再掲】 

○生徒の健全育成に関する懇談会（栗東市少年センター）【再掲】 

○学校・関係機関等情報交換（甲賀市少年センター）【再掲】 

○街頭啓発活動（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○広報紙による広報（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○非行防止・環境浄化対策連絡会議（青少年育成県民会議）【再掲】 

○生徒指導者担当者会議（各市町、各少年センター）【再掲】 

○啓発資料「あじさい」「ひまわり」の作成・配布（警察）【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。 


