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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 岩手県 青少年行政主管課（室）名 環境生活部若者女性協働推進室 

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 

○県民大会の実施(岩手県) 

 開催日:７月 11 日 場所:盛岡市 

大会名称：「2019 年度青少年を非行・被害から守る県民大会」 

出席者: 知事、警察本部長、教育長、青少年育成関係者等 456 人 

内 容: 大会宣言決議、平成 30 年度「わたしの主張」岩手県大会最優秀

賞受賞者発表、第 69 回「社会を明るくする運動」作文コンテス

ト入賞者作文発表 

講演（テーマ：大人も子どももすばらしい人生を送るために） 

○青少年を非行から守る市民大会（二戸市） 

 開催日：７月 23日  場所：二戸市 

 出席者：二戸市、二戸警察署長、二戸市議会議長、青少年育成関係者等 

205 名 

 内容：中学校生徒による合唱・意見発表 

    講演（テーマ：不登校・ニート及び地域の子育てについて） 

○広報啓発 

①ラジオ広報（岩手県） 

  ラジオ地方局において、県民大会の開催案内及びインターネット利用に

係る犯罪被害等防止について呼びかけた 

 ②リーフレットと啓発用品の配布（宮古市、金ケ崎町、野田村、洋野町、西和賀

町） 

    

○会議・研修会 

①岩手県少年センター連絡協議会及び職員研修会の開催（岩手県、少年セン

ターを持つ 15 市町の職員が参加） 

 開催日：５月 15日  場所：岩手県庁 

 内容：少年補導状況、少年犯罪等の情勢説明（岩手県、県警少年課） 

    インターネット犯罪の現状説明（県警サイバー犯罪対策課） 

②青少年健全育成地区懇談会の開催（陸前高田市） 

 携帯電話、インターネットの利用方法について、地域の青少年育成担当     

者同士による懇親を実施。 

③青少年問題協議会の開催（金ケ崎町） 

 今年度の青少年健全育成事業について、青少年指導者による協議を行っ

た後、「スマートフォン依存について」と題し、教材を用いた研修を行

った。 

○保護者・青少年への防犯教室等 

 ①小学校における出前講座の実施（盛岡市） 

小学生とその保護者向けに、インターネットやＳＮＳによる被害防止

のための講座を実施 

②小中学生及び保護者に対する防犯講話の実施（紫波町） 

 警察官及び少年補導職員による、インターネットの安全な利用方法や  

夏休み中における各種事故、不審者（不審メール等）への対処要領を講

話。 

○立ち入り・実態調査 

①携帯電話販売店へのフィルタリングサービスの利用促進に関する協力依

頼（北上市、一関市） 
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重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○子ども会スポーツ大会の共催（盛岡市） 

○県民大会の実施(岩手県)【再掲】 

 開催日:７月 11 日 場所:盛岡市 

大会名称：「2019 年度青少年を非行・被害から守る県民大会」 

出席者: 知事、警察本部長、教育長、青少年育成関係者等 456 人 

内 容: 大会宣言決議、平成 30 年度「わたしの主張」岩手県大会最優秀

賞受賞者発表、第 69 回「社会を明るくする運動」作文コンテス

ト入賞者作文発表 

講演（テーマ：大人も子どももすばらしい人生を送るために） 

○青少年を非行から守る市民大会（二戸市）【再掲】 

 開催日：７月 23日  場所：二戸市 

 出席者：二戸市、二戸警察署長、二戸市議会議長、青少年育成関係者等 

205 名 

 内容：中学校生徒による合唱・意見発表 

    講演（テーマ：不登校・ニート及び地域の子育てについて） 

○広報誌による広報（全市町村） 

○会議・研修会 

①岩手県少年センター連絡協議会及び職員研修会の開催（岩手県、少年セン

ターを持つ 15 市町の職員が参加） 

 開催日：５月 15日  場所：岩手県庁 

 内容：少年補導状況、少年犯罪等の情勢説明（岩手県、県警少年課） 

    インターネット犯罪の現状説明（県警サイバー犯罪対策課） 

 ②岩手県少年センター事務連絡会議及び職員研修会（花巻市、少年センター

を持つ 15 市町の職員等が参加） 

  開催日：７月 17 日  場所：花巻市 

  講演（テーマ：子どもたちの健やかな成長のため） 

 ③暴力団追放一関地方会議への参加（一関市） 

○立ち入り・実態調査 

①有害図書類等の実態調査の実施（岩手県、北上市、大船渡市、久慈市、遠野

市、釜石市、二戸市、滝沢市、奥州市、金ケ崎町） 

②インターネットカフェ、カラオケボックス店等への立入調査（岩手県、

盛岡市、大船渡市） 

③携帯電話販売店へのフィルタリングサービスの利用促進に関する協力依

頼（北上市、一関市）【再掲】 
 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○県民大会の実施(岩手県)【再掲】 

 開催日:７月 11 日 場所:盛岡市 

大会名称：「2019 年度青少年を非行・被害から守る県民大会」 

出席者: 知事、警察本部長、教育長、青少年育成関係者等 456 人 

内 容: 大会宣言決議、平成 30 年度「わたしの主張」岩手県大会最優秀

賞受賞者発表、第 69 回「社会を明るくする運動」作文コンテス

ト入賞者作文発表 

講演（テーマ：大人も子どももすばらしい人生を送るために） 

（別途薬物乱用防止専用ブースを設け、パネルや啓発グッズを展示） 

○広報啓発 

 ①たばこ、酒類販売店への年齢確認の徹底と未成年への販売禁止に関する

協力依頼（北上市） 

 ②青少年健全育成地区懇親会参加者に対する薬物乱用防止リーフレットの

配布、説明（陸前高田市） 
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重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

○県民大会の実施(岩手県)【再掲】 

 開催日:７月 11 日 場所:盛岡市 

大会名称：「2019 年度青少年を非行・被害から守る県民大会」 

出席者: 知事、警察本部長、教育長、青少年育成関係者等 456 人 

内 容: 大会宣言決議、平成 30 年度「わたしの主張」岩手県大会最優秀

賞受賞者発表、第 69 回「社会を明るくする運動」作文コンテス

ト入賞者作文発表 

講演（テーマ：大人も子どももすばらしい人生を送るために） 

○青少年を非行から守る市民大会（二戸市）【再掲】 

 開催日：７月 23日  場所：二戸市 

 出席者：二戸市、二戸警察署長、二戸市議会議長、青少年育成関係者等 

205 名 

 内容：中学校生徒による合唱・意見発表 

    講演（テーマ：不登校・ニート及び地域の子育てについて） 

○ふれあいフェスティバル（紫波町） 

 開催日：７月９日 場所：紫波町 

 出席者：紫波町、青少年育成関係者等約 100 名 

 内容：中学校生徒による合唱、郷土芸能発表、生徒会長による非行防止宣

言等 

○広報啓発 

 ①一日少年補導職員街頭啓発活動(盛岡市、大船渡市) 

  高校生に委嘱、研修及び啓発活動を行う 

 ②駅駐輪場に対する無施錠自転車の点検（遠野市、紫波町） 

 ③関係機関・生徒等と合同の「あいさつ運動」の実施（盛岡市、花巻市、釜

石市、二戸市、八幡平市、紫波町、矢巾町、平泉町、岩泉町） 

 ④広報誌による広報（全市町村） 

〇協議会、会議の開催（盛岡市、釜石市、遠野市、一関市、大船渡市、矢巾町、軽米

町、金ヶ崎町、雫石町、葛巻町、久慈市、二戸市）    

〇保護者・青少年を対象とした防犯教室の実施（盛岡市、紫波町）【再掲】 

不審者対応やインターネットやＳＮＳによる被害防止を講話 

○夏祭り等における街頭補導活動の強化（盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、

久慈市、遠野市、一関市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、葛巻町、岩手町、紫

波町、矢巾町、金ヶ崎町、岩泉町、住田町） 

 

 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

〇社会を明るくする運動の実施（岩手県、全市町村） 

 市長に対する内閣総理大臣メッセージ伝達(盛岡市) 

ケーブルテレビやＦＭラジオによる広報(北上市) 

コミュニティＦＭによる「社会を明るくする運動」作文コンテスト入賞作

品の朗読（二戸市） 

 中学生による標語の募集及び入賞者の表彰（平泉町） 

 学校訪問及び生徒に対する啓発物品の配布(住田町) 

○県民大会の実施(岩手県)【再掲】 

 開催日:７月 11 日 場所:盛岡市 

大会名称：「2019 年度青少年を非行・被害から守る県民大会」 

出席者: 知事、警察本部長、教育長、青少年育成関係者等 456 人 

内 容: 大会宣言決議、平成 30 年度「わたしの主張」岩手県大会最優秀

賞受賞者発表、第 69 回「社会を明るくする運動」作文コンテス 

ト入賞者作文発表 

講演（テーマ：大人も子どももすばらしい人生を送るために） 

○青少年を非行から守る市民大会（二戸市）【再掲】 

 開催日：７月 23日  場所：二戸市 

 出席者：二戸市、二戸警察署長、二戸市議会議長、青少年育成関係者等 
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205 名 

 内容：中学校生徒による合唱・意見発表 

    講演（テーマ：不登校・ニート及び地域の子育てについて） 

○ふれあいフェスティバル（紫波町）【再掲】 

 開催日：７月９日 場所：紫波町 

 出席者：紫波町、青少年育成関係者等約 100 名 

 内容：中学校生徒による合唱、郷土芸能発表、生徒会長による非行防止宣

言等 

○若柳地区防犯該当パレード（奥州市） 

 開催日：７月７日 場所：奥州市 

 出席者：防犯協会、地区小学生等約 80 名 

 内容：小学校児童による街頭パレード 

〇広報啓発 

 ①市（村）名地中学生・高校生に対する一日保護司の委嘱（盛岡市、八幡平

市、普代村） 

 ②広報誌による広報（全市町村） 

○会議・研修会等 

①岩手県少年センター事務連絡会議及び職員研修会（花巻市、少年センター

を持つ 15 市町の職員等が参加）【再掲】 

  開催日：７月 17 日  場所：花巻市 

  講演（テーマ：子どもたちの健やかな成長のため） 

②協議会、会議の開催（盛岡市、釜石市、遠野市、一関市、大船渡市、軽米町、

金ヶ崎町、雫石町、葛巻町、久慈市、二戸市）【再掲】 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○県民大会の実施(岩手県)【再掲】 

 開催日:７月 11 日 場所:盛岡市 

大会名称：「2019 年度青少年を非行・被害から守る県民大会」 

出席者: 知事、警察本部長、教育長、青少年育成関係者等 456 人 

内 容: 大会宣言決議、平成 30 年度「わたしの主張」岩手県大会最優秀

賞受賞者発表、第 69 回「社会を明るくする運動」作文コンテス

ト入賞者作文発表 

講演（テーマ：大人も子どももすばらしい人生を送るために） 

○青少年を非行から守る市民大会（二戸市）【再掲】 

 開催日：７月 23日  場所：二戸市 

 出席者：二戸市、二戸警察署長、二戸市議会議長、青少年育成関係者等 

205 名 

 内容：中学校生徒による合唱・意見発表 

    講演（テーマ：不登校・ニート及び地域の子育てについて） 

○広報啓発 

 ①相談窓口の広報（岩手県、岩手県青少年育成県民会議） 

〇会議・研修会等 

 ①高校生を対象としたボランティア研修会及びサマーキャンプの実施（花

巻市） 

  小学生への指導方法や接し方をキャンプを通じ実施 

 ②いじめ問題対策連絡協議会（釜石市） 

 ③その他の協議会、会議の開催（盛岡市、釜石市、遠野市、一関市、大船渡市、

矢巾町、軽米町、金ヶ崎町、雫石町、葛巻町、久慈市、二戸市）【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。 

※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。 


