（都道府県名：福岡県）

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
重点項目

福岡県

青少年行政主管課（室）名

青少年育成課

取組内容

１ イ ン タ ー ネ ○出前講演の実施（北九州市）
スマートフォンやインターネットに潜む危険性に関する講演
ット利用に係
る 犯 罪 被 害 等 ○啓発ポスターの作成及び配布（福岡市）
○啓発ポスターの掲示（糸島市、宇美町、篠栗町）
の防止
○携帯電話販売店への立入調査（福岡県、各市町村、県警）
保護者等に対するフィルタリングの説明状況等の調査
○社会を明るくする運動（福岡県、福岡市、大川市）
○広報誌（ウェブサイト含む）による広報（福岡県、久留米市、田川
市、大川市、春日市、糸島市）
○家庭教育支援の助成（久留米市）
校区青少年育成団体が主催又は共催の研修会等への助成
○地域の協議会等に出席、講演（福岡市、久留米市）
○チラシ配布による広報（キャラバン活動の一環）（飯塚市）
○少年補導員研修会の実施（県警、中間市、久山町）
○青少年問題協議会の実施（中間市）
「ＧＩＮＧ条約」の紹介
○学年便り等による広報（中間市）
○万引き防止・インターネット適正啓発キャンペーン（筑紫野市、春日
市、大野城市、太宰府市、那珂川町）
開催日：７月２０日 場所：筑紫地区大型店舗
参加者：中学生、教諭、県警職員、少年補導員、市町職員
内 容：チラシ等の配布
○インターネット利用マナー標語の募集（筑紫野市、春日市、大野城
市、太宰府市、那珂川町）
○小中ＰＴＡ家庭教育部会（福津市）
開催日：７月４日
参加者：小中ＰＴＡ会長、教頭等２０人
内 容：児童・生徒のインターネット・スマートフォン使用対策につ
いて協議
○新聞折込チラシによる広報（糸島市）
○新聞投稿による広報（県警）
○各小・中学校における重点指導（篠栗町）
○各学校へ啓発リーフレット等を配布（岡垣町、香春町、大任町、苅田
町）
○児童に対する犯罪被害防止啓発活動（上毛町）
開催日：７月２８日 場所：上毛町
内 容：①小学生を対象に、防犯に関するカルタ大会を実施
②県警職員の講話（夏休みの過ごし方、インターネットに関
すること含む）
○教育委員会等と協働で製作したネット非行・犯罪被害防止ＤＶＤ及び
マニュアルを県内の中学校、高等学校及び特別支援学校に配布し、各
学校の教諭が授業を実施（県警）
○青少年非行・被害防止キャンペーンの実施（県警）
○ネット非行及び被害防止教室を実施（県警）
○防犯協会の機関紙に「ネット利用に起因する非行・被害防止」の広報
啓発記事を掲載（県警）
○専門学校におけるＳＮＳ教養を実施（県警）
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○非行防止・ネット依存防止地域ミーティング講師派遣（福岡県）

２ 子 供 の 性 被 ○啓発ポスターの作成及び配布（福岡市）【再掲】
○相談窓口（ヤングテレホン）の広報（大牟田市）
害の防止
○青色パトカー巡回活動（久留米市）
○チラシ配布による広報（キャラバン活動の一環）（飯塚市）【再掲】
○夜間巡回、巡回活動、街頭補導等の実施（柳川市、篠栗町、広川町）
○社会を明るくする運動（大川市）【再掲】
○広報誌（ウェブサイト含む）による広報（大川市、春日市、糸島市）
【再掲】
○広報誌による広報（吉富町）
○少年補導員研修会の実施（中間市、久山町）【再掲】
○万引き防止・インターネット適正啓発キャンペーン（筑紫野市、春日
市、大野城市、太宰府市、那珂川町）【再掲】
○青少年指導員研修会の実施（福津市）
非行・被害防止のための実践事例講演会
○啓発ポスターの掲示（宇美町）【再掲】
○青少年指導員会代表者会の実施（須恵町）
青少年指導員、社会教育団体の代表者及び小中学校の教諭等による情
報交換会を実施し、夏季の防犯強化事項について確認した。
○駅前防犯放送（岡垣町）
○各学校へ啓発リーフレット等を配布（香春町、苅田町）【再掲】
○子どもを見守る運動の実施（吉富町）
○安全安心コンサートにおいて性犯罪抑止リーフレット配布（県警）
○青少年非行・被害防止キャンペーンの実施（県警）【再掲】
○中学校においてスクールサポーターによる性犯罪予防講話を実施（県
警）
○イベントの実施（福岡県）
開催日：７月２８日 場所：大牟田市大型店舗
内 容：防犯ショー、ゆるキャラとのお約束、防犯ブザーの配布、防
犯ブザーデコレーション教室、白バイ乗車体験
３ 有 害 環 境 へ ○啓発ポスターの作成及び配布（福岡市）【再掲】
○県青少年健全育成条例に基づく立入調査（福岡県、各市町村、県警）
の適切な対応
○夜間巡回、巡回活動、街頭補導等の実施（柳川市、広川町）【再掲】
○夜間巡回、巡回活動、街頭補導等の実施（福岡市、行橋市、筑紫野
市、大野城市、福津市、志免町、新宮町、粕屋町、芦屋町、岡垣町、
小竹町）
○白いポストによる有害図書類の回収（久留米市、飯塚市、大川市、中
間市、太宰府市、篠栗町、小竹町）
○懸垂幕の掲示（福岡県、柳川市）
○青色パトカー巡回活動（大野城市）
○啓発ポスターの掲示（宇美町）【再掲】
○青少年指導員会代表者会の実施（須恵町）【再掲】
○平成３０年度第１回桂川町青少年問題協議会（桂川町）
開催日：７月１８日 場所：桂川町
○WE LOVE おおとう（大任町）
○広報誌による広報（吉富町）【再掲】
○子どもを見守る運動の実施（吉富町）【再掲】
○青少年非行・被害防止キャンペーンの実施（県警）【再掲】
○ゲームセンターへの啓発活動（県警）
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○風俗営業店舗に対する立入及びチラシの配布（県警）
○カラオケ店に対する立入及び未成年者飲酒防止ポスターの配布（県
警）

４ 薬 物 乱 用 対 ○薬物乱用防止教室の実施（北九州市、久留米市、大任町）
○薬物乱用防止に関する出前講演の実施（北九州市）
策の推進
○薬物乱用防止モデル地域事業夜間巡回補導活動（北九州市）
○啓発ポスターの作成及び配布（福岡市）
○薬物乱用防止リーフレットの配布（福岡市）
○街頭キャンペーンの実施（大牟田市、久留米市、中間市、久山町、県
警）
○チラシ入りポケットティッシュの配布（キャラバン活動の一環）（飯
塚市）
○広報誌（ウェブサイト含む）による広報（春日市）【再掲】
○青少年指導員会研修会の実施（福津市）【再掲】
○青少年指導員・町立小・中学校ＰＴＡ連絡協議会研修会の実施（那珂
川町）
○啓発ポスターの掲示（宇美町）【再掲】
○啓発ポスターの掲示（須恵町、築上町）
○人権講演会における啓発（久山町）
○薬物乱用防止啓発物資の配布（糸田町）
○少年非行等薬物乱用防止講演会の実施（苅田町）
○非行防止教室の実施（県警）
○ダメ。ゼッタイ。普及運動等啓発活動の実施（福岡県）
街頭キャンペーン、啓発資材の配布、薬物乱用防止講習会等
○違法薬物の取締り（福岡県）
特定危険薬物の指定
５ 不 良 行 為 及 ○非行防止教室の実施（北九州市、久留米市、県警）
び 初 発 型 非 行 ○全市一斉夜間非行防止パトロール（北九州市）
地域住民が中心となってパトロールを実施
（犯罪）等の
○夜間巡回、巡回活動、街頭補導等の実施（福岡市、行橋市、大野城
防止
市、太宰府市、篠栗町、新宮町、岡垣町、小竹町、広川町）【再掲】
○夜間巡回、巡回活動、街頭補導等の実施（飯塚市、中間市、小郡市、
春日市、古賀市、福津市、宮若市、嘉麻市、糸島市、久山町、水巻
町、遠賀町、桂川町、筑前町、大刀洗町、大木町、香春町、川崎町、
大任町、苅田町、みやこ町、上毛町、築上町）
○区役所ＴＶモニターによる広報（福岡市）
○懸垂幕の掲示（福岡県、福岡市、岡垣町）
○地域の協議会等での講演（福岡市）【再掲】
○標語入りウェットティッシュの作成及び配布（福岡市）
○一斉街頭指導活動の実施（大牟田市）
○市民大会の実施（久留米市）
○夜間飛行防止街頭活動（久留米市）
○街頭キャンペーンの実施（久留米市）【再掲】
○街頭キャンペーンの実施（飯塚市、行橋市、新宮町、鞍手町、県警）
○社会を明るくする運動（大川市）【再掲】
○青色パトカー巡回活動（中間市、宗像市、朝倉市、須恵町）
○青色パトカー巡回活動（大野城市）【再掲】
○生徒指導推進協議会による全児童へのプリント配布（中間市）
○青少年問題協議会の実施（中間市）【再掲】
○青少年問題協議会の実施（志免町）
○万引き防止・インターネット適正啓発キャンペーン（筑紫野市、春日
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市、大野城市、太宰府市、那珂川町）【再掲】
○ボランティアリーダー研修会への参加（筑紫野市、春日市、大野城
市、太宰府市、那珂川町）
○子どもの安全安心セミナー（宗像市）
○青少年指導員研修会の実施（福津市、粕屋町）
○横断幕の掲示（糸島市）
○青少年育成指導員校区代表者会議の実施（糸島市）
○啓発ポスターの掲示（宇美町）【再掲】
○啓発ポスターの掲示（志免町）
○広報誌による広報（篠栗町）
○広報誌による広報（吉富町）【再掲】
○町内みまもり隊による「あいさつ・声かけ運動」（篠栗町）
○青少年健全育成講演会の実施（志免町、大木町）
○青少年指導員会代表者会の実施（須恵町）【再掲】
○青少年補導委員研修会の実施（久山町）【再掲】
○青少年補導員会及び研修会の実施（桂川町）
○相談ダイヤルカードの配布（岡垣町）
○のぼり旗の掲出（岡垣町）
○駅前防犯放送（岡垣町）【再掲】
○校外補導委員会の実施（川崎町）
○朝のあいさつ運動（川崎町）
○各学校へ啓発リーフレット等を配布（大任町）【再掲】
○子どもを見守る運動の実施（吉富町）【再掲】
○青少年健全育成町民会議第１回評議員会の実施（上毛町）
○非行防止キャンペーンにおいて万引き防止チラシを配布（県警）
○大型店舗の喫煙室に未成年者喫煙防止のポスターを掲示し、ポケット
ティッシュを配布して啓発活動を実施（県警）
○非行防止・ネット依存防止地域ミーティング講師派遣（福岡県）【再
掲】

６ 再 非 行 （ 犯 ○社会を明るくする運動（福岡県、福岡市、大川市）【再掲】
○社会を明るくする運動（大牟田市、中間市、小郡市、春日市、大野城
罪）の防止
市、太宰府市、福津市、久山町、岡垣町、大木町、糸田町、苅田町、
みやこ町、築上町、県警）
○非行少年立ち直り支援活動（久留米市）
○少年相談センターにおける電話相談及び面接の実施（飯塚市）
○青少年問題協議会の実施（中間市）【再掲】
○ボランティアリーダー研修会への参加（筑紫野市、春日市、大野城
市、太宰府市、那珂川町）【再掲】
○夜間巡回、巡回活動、街頭補導等の実施（大野城市、新宮町、筑前
町、苅田町）【再掲】
○第１０回大野城市安全安心まちづくり推進大会（大野城市）
第６８回社会を明るくする運動と同時開催
○万引き防止・インターネット適正啓発キャンペーン（筑紫野市、春日
市、大野城市、太宰府市、那珂川町）【再掲】
○青少年指導員・町立小・中学校ＰＴＡ連絡協議会研修会の実施（那珂
川町）【再掲】
○広報誌による広報（篠栗町、吉富町）【再掲】
○青色パトカー巡回活動（須恵町）【再掲】
○青少年指導員会代表者会の実施（須恵町）【再掲】
○街頭キャンペーンの実施（新宮町）【再掲】
○街頭キャンペーンの実施（大木町）
○第２０回教育関係者・保護司会懇談会（桂川町）【再掲】
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○指導者研修会（福智町）
非行少年の立ち直り支援等に関する講演
○子どもを見守る運動の実施（吉富町）【再掲】
○立ち直り支援活動の実施（県警）

７いじめ・暴
力行為等の問
題行動への対
応

○校区青少年育成団体の委員研修会の実施（福岡市）
○地域の協議会等に出席、講演（福岡市）【再掲】
○青少年健全育成弁論大会（大牟田市）
○相談窓口（ヤングテレホン）の広報（大牟田市）【再掲】
○相談窓口の広報（久留米市、中間市、福津市、朝倉市、岡垣町）
○少年の主張大会（飯塚市、中間市、香春町、苅田町）
○啓発ポスターの掲示（飯塚市、糸田町）
○相談活動の実施（飯塚市、中間市）
○広報誌による広報（飯塚市）
○広報誌（ウェブサイト含む）による広報（春日市）【再掲】
○第６８回社会を明るくする運動大川市推進大会、平成３０年度大川市
青少年育成市民大会（大川市）
○いじめアンケートの実施（中間市、大任町）
○青少年問題協議会の実施（中間市）【再掲】
○筑紫野市青少年連絡会の実施（筑紫野市）
○子どもたちの「いのち」を守る研修会の実施（大野城市）
○青少年指導員・町立小・中学校ＰＴＡ連絡協議会の人権研修会の実施
（那珂川町）
○各小・中学校における重点指導（篠栗町）【再掲】
○青少年指導員会代表者会の実施（須恵町）【再掲】
○第４１回「子育てを考える地域懇談会」（桂川町）【再掲】
○朝の声かけ運動（苅田町）
○小学校で発生したいじめ事案に対し、学校、教育委員会、警察（スク
ールサポーター、駐在所員等）が緊密に連携し対応（県警）
○防犯教室においてＳＮＳに起因したいじめ・暴力行為の危険性につい
て講話（県警）
○「長期休業日における生徒指導上の留意点」を配布し、各県立学校に
おいて休業日前にホームルーム活動、学級活動及び学年集会、全校集
会等において指導を依頼（福岡県教育庁）

※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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