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令和元年度「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 青森県 青少年行政主管課（室）名 青少年・男女共同参画課 

最重点・重点課題 取組内容 備考 

最重点課題 

インターネッ

ト利用に係る

子供の性被害

の防止 

【青森県教育庁学校教育課】 

○ネット利用に係る非行・被害防止啓発リーフレット配付 

県内の小・中学校、高等学校及び特別支援学校の全児童・生徒に配付し 

た。 

○情報モラル教室の実施 

 県警と結成している合同サポートチーム（STEPS）の活動として、情報モ

ラル教室を実施した際、コミュニティサイト等に起因する少年の性被害の実

態やフィルタリングの必要性を児童生徒・保護者に教養した。 

 ・7/ 3（田子町立清水頭小学校全校生徒、保護者、教職員 約 40 名） 

 ・7/ 4（弘前市立東中学校１年・２年生徒、教職員 約 270 名） 

 ・7/ 9（階上町立階上中学校全校生徒、保護者、教職員 約 330 名） 

 ・7/10（青森市立西中学校全校生徒、教職員、保護者等 約 510 名） 

 ・7/19（県立青森第二高等養護学１年生、教職員、保護者等 約 70 名） 

 ・7/25（県立青森高等学校１年生、教職員 約 290 名） 

 

【青森県警察本部少年女性安全課】 

○令和元年度「情報モラルフォーラム」 

 ・主催 

青森県警察本部少年女性安全課 

 ・対象 

少年非行防止ＪＵＭＰチーム員（中高生）及び少年警察ボランティア

等 

・開催日等 

  7/23（青森県総合社会教育センター（青森市）出席 95人） 

  7/24（五所川原市民学習情報センター（五所川原市）出席 91 人） 

  7/30（下北文化会館（むつ市）出席 56人） 

 ・内容 

  自画撮りやＳＮＳ上での危険な出会い等についての演習を通して、情報

モラル向上の重要性を学ぶ参加型研修。 

 

【青森県警察本部保安課】 

〇保護者、青少年への防犯教室 

 警察本部保安課サイバー犯罪対策室及び各警察署の担当者が、青少年のイ

ンターネット利用に係る各種被害防止対策についての講話を実施した。 

 五戸町立倉石小学校、同五戸小学校、八戸工業大学第一高等学校、青森

市立合浦小学校、十和田市立東中学校、鯵ヶ沢町立深浦中学校、南部町立

福地小学校、東北町立東北中学校、つがる市立稲垣中学校、弘前市立東目

屋中学校、同第五中学校、同小友小学校、東北栄養専門学校、六ケ所村立

第一中学校 

 

【弘前市】 

○広報啓発活動 

・市広報誌へ掲載 

・ラジオ広報 

・市庁舎への看板広告 

○保護者への講演 

弘前市立千年小学校において「子どもを取り巻くインターネット環境」を

テーマに出前講座を実施した。 
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【十和田市】 

〇保護者・青少年への防犯教室等【警察本部保安課の再掲】 

家庭教育応援事業として、希望した市内中学校３校にて、青森県警本部サ

イバー犯罪対策室巡査部長や十和田警察署少年補導員、八戸学院大学准教授

を招き、講話を行った。 

 

【むつ市】 

○研修会の開催 

「第１０回青少年健全育成地域研修会」の開催 

・開催日時 

令和元年７月２６日（金）午後１時から 

・開催場所 

むつ来さまい館 イベントホールＢ 

・主催 

むつ市青少年健全育成推進員協議会 

・講師 

子どものネットリスク教育研究会 

・テーマ. 

便利！楽しい！だけじゃないインターネット・スマホのお話し 

  ～子どもたちのネット利用の真実～ 

・参加者：民生委員、人権擁護委員、ＰＴＡなど３４名 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

【青森県青少年・男女共同参画課】 

〇図書類等収納自動販売機の立入調査 

〇有害図書類等販売店の調査 

 

【青森県警察本部少年女性安全課】 

○令和元年度「情報モラルフォーラム」【再掲】 

 ・主催 

青森県警察本部少年女性安全課 

 ・対象 

少年非行防止ＪＵＭＰチーム員（中高生）及び少年警察ボランティア

等 

・開催日等 

  7/23（青森県総合社会教育センター（青森市）出席 95人） 

  7/24（五所川原市民学習情報センター（五所川原市）出席 91 人） 

  7/30（下北文化会館（むつ市）出席 56人） 

 ・内容 

  自画撮りやＳＮＳ上での危険な出会い等についての演習を通して、情報

モラル向上の重要性を学ぶ参加型研修。 

 

【青森県少年警察ボランティア連絡協議会】 

○少年指導委員による風俗営業所等立入り（青森地区） 

 

【弘前市】 

○広報啓発活動【再掲】 

・市広報誌へ掲載 

・ラジオ広報 

・市庁舎への看板広告 

○街頭キャンペーンの実施 

弘前駅前において、関係団体・関係機関と協力し、青少年の健全育成のた

め、市内の相談窓口を記載したリーフレットを配布 
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【むつ市】 

○研修会の開催【再掲】 

「第１０回青少年健全育成地域研修会」の開催 

・開催日時 

令和元年７月２６日（金）午後１時から 

・開催場所 

むつ来さまい館 イベントホールＢ 

・主催 

むつ市青少年健全育成推進員協議会 

・講師 

子どものネットリスク教育研究会 

・テーマ 

便利！楽しい！だけじゃないインターネット・スマホのお話し 

  ～子どもたちのネット利用の真実～ 

・参加者：民生委員、人権擁護委員、ＰＴＡなど３４名 

【おいらせ町】 

○広報啓発活動 

おいらせ町生徒指導連絡協議会を介した、児童生徒・保護者への注意喚

起・留意事項の確認等を実施した。 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

【青森県医療薬務課】 

○広報啓発（県内一円） 

・令和元年度青森県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（６月２０日から７月

１９日まで）の一環として、次の内容を実施した。 

  ア 関係機関等に対する薬物乱用防止啓発事業パンフレット・ポスター

の配布、「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金活動（以下「募金活動」

という。）への協力依頼。 

イ 保健所における薬物乱用防止啓発事業ポスターの掲示及びパンフ

レットの配付並びに募金活動の実施。 

・令和元年度青森県不正大麻・けし撲滅運動（６月１日から９月３０日ま

で）の一環として、次の内容を実施した。 

ア 保健所における不正大麻・けし撲滅運動のポスター掲示。 

イ 保健所における各種パンフレット配布、ＤＶＤ貸出し。 

ウ 東青地域県民局 facebook で、不正大麻・けしの撲滅と、薬物乱用

防止を呼び掛けた。 

エ 五所川原保健所ホームページにおける「けし」の見分け方の掲載 

オ 五所川原保健所独自の「けし」の見分け方ポスターの掲示 

カ 各市町村広報誌への「けし」の見分け方の掲載 

〇会議・研修会等 

 ・薬物乱用防止指導員五所川原地区協議会・研修会 

  7/4  五所川原市中央公民館 薬物乱用防止指導員 ３０名 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

 ・薬物乱用防止教室 

  7/5  外ヶ浜町立三厩中学校 生徒・教職員３２名 

  7/10 弘前実業高等学校 生徒・教職員８５０名 

  7/19 外ヶ浜町立蟹田中学校 生徒・教職員６４名 

○立ち入り・実態調査 

 ・県内に自生する大麻や不正に栽培されているけしの除去活動。 

（医療薬務課、各保健所、東北厚生局麻薬取締部、八戸税関、在日米

空軍特別調査局） 
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【青森県教育庁学校教育課】 

〇薬物乱用防止・飲酒喫煙非行防止教室を実施 

県警と結成している合同サポートチーム（STEPS）の活動として、児童生

徒に対して薬物乱用防止・飲酒喫煙非行防止教室を実施した。 

・7/5（五所川原市立五所川原第三中学校全校生徒、教職員 約 330 名） 

  内容：薬物乱用防止教室 

・7/5（つがる市立稲垣中学校全校生徒、教職員 約 90名） 

  内容：薬物乱用防止教室 

・7/8（東奥学園高等学校（青森市）１年生、教職員 約 160 名） 

  内容：薬物乱用防止教室 

・7/10（青森市立西中学校全校生徒、教職員、保護者等 約 510 名） 

  内容：情報モラル・薬物乱用防止教室 【再掲】 

・7/17（大間町立奥戸中学校全校生徒、教職員 約 40名） 

 内容：薬物乱用防止教室 

・7/18（青森市立横内中学校全校生徒、教職員、保護者 約 290 名） 

 内容：薬物乱用防止教室 

 

【青森県警察本部少年女性安全課】 

○各校薬物乱用防止教室における警察職員による講話（県内 37校） 

○少年警察ボランティア、「少年非行防止ＪＵＭＰチーム」等と連携した街

頭キャンペーン（県内各警察署・警察本部） 

 

【青森県少年警察ボランティア連絡協議会】 

○各警察署及び「少年非行防止ＪＵＭＰチーム」等と連携した街頭キャンペ

ーンへの参加（県内各警察署）【少年女性安全課の再掲】 

 

【おいらせ町】 

○広報啓発活動【再掲】 

おいらせ町生徒指導連絡協議会を介した、児童生徒・保護者への注意喚

起・留意事項の確認等を実施した。 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

【青森県青少年・男女共同参画課】 

〇広報啓発活動 

 県庁舎への看板・ポスター広告 

 

【青森県青少年・男女共同参画課、青森県警察本部少年女性安全課、青少年

育成青森県民会議等】 

〇令和元年度青森県未成年者喫煙防止啓発キャンペーン参加（7/5） 

 青森県未成年者喫煙防止対策推進協議会の構成員として啓発キャンペーン

に参加し、ＪＲ青森駅正面口付近で啓発用グッズを配付。 

 

【青森県警察本部少年女性安全課】 

○少年非行防止啓発ポスターの作製・配布 

 ・作製：青森県警察本部少年女性安全課 

 ・内容：少年非行防止ＪＵＭＰチーム員をモデルとした啓発ポスターを

3,000 枚作製・配布 

○少年警察ボランティア、「少年非行防止ＪＵＭＰチーム」等と連携した街

頭キャンペーン（県内各警察署）【再掲】 

○各校非行防止教室における講話（県内 64校） 
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【青森県少年警察ボランティア連絡協議会】 

○「万引き防止ポケットティッシュ」の作製・広報 

16,100 個作製、県内 18 地区少年警察ボランティアへ配布し、広報活動に

使用。 

○各警察署及び「少年非行防止ＪＵＭＰチーム」等と連携した街頭キャンペ

ーンへの参加【少年女性安全課の再掲】 

○宵宮等における警察職員と連携した夜間巡回（県内各警察署） 

 

【弘前市】 

○広報啓発活動【再掲】 

・市広報誌へ掲載 

・ラジオ広報 

・市庁舎への看板広告 

○街頭キャンペーンの実施【再掲】 

弘前駅前において、関係団体・関係機関と協力し、青少年の健全育成のた

め、市内の相談窓口を記載したリーフレットを配布 

○街頭指導活動 

自転車無灯火へ口頭注意 ７件７名 

○少年非行防止対話集会への参加 

 

【十和田市】 

〇補導活動 

 夕方に青少年補導委員による巡回補導活動を実施した。 

 （7/20、21、27、28 計４回） 

 

【むつ市】 

○祭典時における巡回の実施 

 新町熊野神社例祭及び大湊ねぶた祭りの際、祭り会場周辺の巡回。 

 

【おいらせ町】 

○補導活動 

おいらせ町青少年育成町民会議で「夏休み期間中のイオンモール巡回指

導」を実施した。 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

【弘前市】 

○街頭キャンペーンの実施【再掲】 

弘前駅前において、関係団体・関係機関と協力し、青少年の健全育成のた

め、市内の相談窓口を記載したリーフレットを配布 

○社会を明るくする運動への参加 

 

【おいらせ町】 

○広報啓発活動【再掲】 

おいらせ町生徒指導連絡協議会を介した、児童生徒・保護者への注意喚

起・留意事項の確認等を実施した。 

 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

【青森県警察本部少年女性安全課】 

○令和元年度「情報モラルフォーラム」【再掲】 

 ・主催 

青森県警察本部少年女性安全課 

 ・対象 

少年非行防止ＪＵＭＰチーム員（中高生）及び少年警察ボランティア

等 
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・開催日等 

  7/23（青森県総合社会教育センター（青森市）出席 95人） 

  7/24（五所川原市民学習情報センター（五所川原市）出席 91 人） 

  7/30（下北文化会館（むつ市）出席 56人） 

 ・内容 

  自画撮りやＳＮＳ上での危険な出会い等についての演習を通して、情報

モラル向上の重要性を学ぶ参加型研修。 

 

【青森県警察本部保安課】 

〇保護者、青少年への防犯教室【再掲】 

 警察本部保安課サイバー犯罪対策室及び各警察署の担当者が、青少年のイ

ンターネット利用に係る各種被害防止対策についての講話を実施した。 

 五戸町立倉石小学校、同五戸小学校、八戸工業大学第一高等学校、青森

市立合浦小学校、十和田市立東中学校、鯵ヶ沢町立深浦中学校、南部町立

福地小学校、東北町立東北中学校、つがる市立稲垣中学校、弘前市立東目

屋中学校、同第五中学校、同小友小学校、東北栄養専門学校、六ケ所村立

第一中学校 

 

【弘前市】 

○広報啓発活動【再掲】 

・市広報誌へ掲載 

・ラジオ広報 

・市庁舎への看板広告 

○街頭キャンペーンの実施【再掲】 

弘前駅前において、関係団体・関係機関と協力し、青少年の健全育成のた

め、市内の相談窓口を記載したリーフレットを配布 

○夏季相談室（７月２２日～７月２６日） 

 

【おいらせ町】 

○広報啓発活動【再掲】 

おいらせ町生徒指導連絡協議会を介した、児童生徒・保護者への注意喚起・

留意事項の確認等を実施した。 

※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。 

※最重点課題「インターネット利用に係る子供の性被害の防止」に関する取組については、取組内容を

簡記すること。特に自治体での独自性や特徴的な取組と考えられるものは必携すること。 


