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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 福島県 青少年行政主管課（室）名 こども・青少年政策課 

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 

○大会実施 

・令和元年度桑折町青少年育成町民会議（桑折町） 

開催日: 7 月 10 日（水） 

場 所: 桑折町屋内温水プール・多目的スタジオ 

出席者: 町長、議会議長、教育長、教育委員、 

福島北警察署桑折分庁舎所長、保護司会会長、 

青少年育成関係者等  計 140 人  

内 容: 令和元年度努力事項において参加者に呼びかけ 

 ・青少年育成町民会議の実施（小野町） 

開催日: ７月１０日（水） 会場: 小野町多目的研修集会施設 

出席者: 町長、教育長、青少年育成関係者等 25人 

内 容: 事業計画審議、警察官による青少年に関する講話 

   ※青少年のインターネット利用に係る性被害防止等について説明 

（児童ポルノの自画撮り要求行為の規制など） 

○広報啓発 

 ・福島県青少年健全育成県民総ぐるみ運動街頭啓発 

  福島県では、７月～８月を青少年健全育成県民総ぐるみ運動の実践期間

と定め、この期間に県民総ぐるみで青少年の健全育成に取り組むことと

しており、街頭啓発活動を実施した。 

  （福島県、郡山市） 

  開催日：７月２２日（月）１５時～１６時 

  場 所：ＪＲ郡山駅西口駅前広場 

  参加者：福島県副知事、県中教育事務所長、県警本部生活安全部少年          

課長、郡山警察署長、郡山北警察署長、郡山市長、郡山市教          

育長、青少年育成指導者、尚志高校よさこい部 ほか約１４０名  

  内 容：セレモニー（尚志高校よさこい部によさこい演舞） 

      街頭啓発 チラシ等の配布 

・町広報誌「広報くにみ」による啓発（国見町） 

  「ＳＮＳ利用による性被害から子どもたちを守るために必要なこと」 

  と題して、スマートフォンやインターネット利用時の注意点を掲載 

・広報チラシ作成（ネット犯罪被害防止、フィルタリング使用促進等） 

 警察本部少年課 18,000 枚 

警察署 広報誌７件、チラシ 10 件、その他５件 

〔福島北署、郡山署、田村署、会津若松署、会津美里分庁舎、 

 猪苗代署、南会津署、いわき東署、双葉署、相馬署〕 

 ・ラジオによる広報活動 

（警察本部少年課、福島署、本宮分庁舎、会津若松署） 

・フィルタリング普及のため携帯電話事業者等に対する要請活動 

（本宮分庁舎） 

・ポスター掲示（伊達市、葛尾村） 

 ・すこやかキャンペーン（川俣町） 

  開催日：７月１７日（水）１８：００～１９：００ 

内 容：啓発パンフレットの街頭配布  町内 4か所   

参加者３８名（川俣町青少年育成協議会役員・川俣町内各

小・中・高校職員、保護者・警察署員） 

 ・成人式時における、新成人全員へのデートＤＶパンフレット配布（下郷

町） 

 ・防災無線による広報啓発 
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  ノーメディア運動、健全で有意義な夏休みが過ごせるように、児童生徒

及び保護者、地域の方々に対し、望ましい夏休みの過ごし方についての

放送 

 ・青少年健全育成県民総ぐるみ運動（棚倉町実践要綱） 

フィルタリングサービスを利用し有害サイトやアプリにアクサスさせ

ない等の青少年のメディアリテラシーの向上の啓発 

 ・広報誌（紙）による広報（矢祭町、平田村） 

・非行防止キャンペーン 

声かけ・チラシ配布など全警察署において 170 回実施 

 

○会議・研修会 

 ・交番所長、小中学校長、生徒指導主事、ＰＴＡ会長、地域の各種団体長

による懇談会を実施し、ＳＮＳによるトラブル防止等の情報交換を行っ

た。（郡山市） 

・インターネット安全利用研修会 

開催日：７月１７日（水） 

場 所：こむこむ館１階わいわいホール 

内 容：演題「インターネットの安全安心な使い方」 

      ｅ－ネットキャラバン講師 

総務省東北総合通信局 電気通信事業課長 

       中島 淳（なかじま きよし）氏 

参加者：１５５人 

 ・家庭教育支援者全県研修（福島県） 

開催日：令和元年７月２８日（日）  

場 所：ビッグパレットふくしま 

出席者：家庭教育インストラクター、放課後子ども教室・児童クラブ

関係者 

学校関係者 計７８名 

内 容：選択研修 

演題「ネット依存の理解と対応」 

 ・親子の学び応援講座 

① 開催日：令和元年７月５日（金）    

場 所：下郷町立旭田小学校 

出席者：小学生、中学生、教職員、保護者 計８１名 

内 容：メディアコントロール 

           演題「親子でこれからのネット社会を生き抜くために」 

② 開催日：令和元年７月８日（月）    

場 所：金山町立金山中学校 

出席者：中学生、教職員、保護者 計５６名 

内 容：メディアコントロール 

          演題「インターネット・スマホ 子供にどう使わせるか 

～ネット依存や LINE いじめ 子供を守るには」 

③ 開催日：令和元年７月１７日（水）    

場 所：会津若松市立一箕中学校 

出席者：中学生、教職員、保護者 計３６０名 

内 容：メディアコントロール 

            演題「インターネット・スマホどう使う？ 

        ～ネット依存や SNS トラブルにならないために～」 

 ・鏡石町青少年育成町民会議総会終了後研修会 

講話「少年非行の現状と地域での取り組み」 

  須賀川警察署生活安全課長 岩﨑 良二氏 

 ・TPT 活動推進委員委嘱状交付式終了後 
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  須賀川警察署員より少年非行防止について講話 

７月４日 鏡石町公民館 

 ・いわきメディア指導員による講習会の開催（いわき市） 

（7/2、7/6、7/10、7/11、7/18 いわき市内小中学校） 

 ・少年センター運営協議会（第 1回） 

令和元年 5月 28 日（火）15:30～16:30 

(1)平成 30年度須賀川市少年センター事業報告について 

(2)令和元年度須賀川市少年センター努力事項（案）、事業計画（案）

について 

 ・青少年問題協議会の開催（会津坂下町） 

 ・子供・若者育成推進法に基づく協議会の開催（福島県） 

 ・子ども会指導者会議の開催（昭和村） 

  各家庭へインターネット利用に際するルール作り等を依頼 

○保護者・青少年への防犯教室等 

 ・青少年のインターネット利用に係る性被害防止等についての講話（双葉

町） 

 ・情報モラル授業の開催（双葉町） 

 ・情報モラル教室 82回 

 小学校 20 回、中学校 39 回、高校 12 回、その他 11 回（ＮＰＯ法

人、高校保護者会、児童クラブ等） 

〔福島署、伊達署、二本松署、郡山署、須賀川署、白河署、田村署、 

会津若松署、猪苗代署、喜多方署、会津坂下署、いわき中央署、 

いわき東署、いわき南署、双葉署〕 

○立ち入り・実態調査 

 街頭補導活動（祭礼補導含む）によるインターネットカフェ、カラオケボ

ックス店等への立入（福島県、会津若松市） 

携帯電話販売店への立入、保護者等に対するフィルタリングの説明状況等

の調査（福島県） 

・「愛のパトロール」全市一斉夜間街頭補導活動でのキャンペーンの実施

（会津若松市） 

・「湖岸パトロール」でのキャンペーンの実施（会津若松市） 

○社会を明るくする運動（本宮市、会津坂 下町、金山町） 

○街頭啓発活動（会津坂下町） 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○街頭補導活動（福島県、福島市、会津若松市、いわき市、相馬市、南会津

町、磐梯町、会津坂下町、西郷村） 

 ・街頭補導活動（祭礼補導含む）によるインターネットカフェ、カラオケ

ボックス店等への立入（会津若松市）【再掲】 

 ・「愛のパトロール」全市一斉夜間街頭補導活動でのキャンペーンの実施

（会津若松市）【再掲】 

○有害看板等の設置状況の調査（郡山市） 

○危険箇所の点検活動（相馬市、二本松市） 

内 容：市内各小学校で危険箇所の点検を行う。（相馬市） 

     危険箇所を啓発するために看板を設置（設置本数：50 本） 

〇大会実施 

・青少年の主張発表大会の開催（下郷町） 

○広報啓発 

・チラシの配布（田村市） 

・すこやかキャンペーン（川俣町）【再掲】 

・TPT 活動推進委員による「地域安全マップ」の作成（鏡石町） 

・青少年健全育成県民総ぐるみ運動（福島県、棚倉町）【再掲】 

・福島県青少年健全育成県民総ぐるみ運動街頭啓発（福島県、郡山市）

【再掲】 
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〇会議・研修会等（〇〇市、内容） 

 ・少年センター運営協議会の開催（須賀川市） 

 ・鏡石町青少年育成町民会議総会終了後研修会（鏡石町）【再掲】 

 ・TPT 活動推進委員委嘱状交付式終了後（鏡石町）【再掲】 

 ・青少年問題協議会の開催（会津版下町）【再掲】 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

 ・青少年のインターネット利用に係る性被害防止等についての講話（双葉

町）【再掲】 

 ・情報モラル授業の開催（双葉町）【再掲】 

○ごみ拾いなどに環境美化活動（二本松市、伊達市） 

○社会を明るくする運動（会津坂下町） 

〇ピンクビラ除去活動 

除去枚数８枚、活動回数 42 回、活動人員 158 人 

 〔福島北署、伊達署、二本松署、郡山署、郡山北署、須賀川署、田村署〕 

○風俗営業所への立ち入り 

 〔7/1 伊達署２カ所、7/17 会津坂下署２カ所、7/17 会津美里分庁舎２カ

所、7/18 郡山署７カ所〕 

○福島県青少年健全育成条例に基づくカラオケボックス及びネットカフェへ

の立入調（福島県） 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○街頭歩道活動 

・「愛のパトロール」全市一斉夜間街頭補導活動でのキャンペーンの実施

（会津若松市） 

・「湖岸パトロール」でのキャンペーンの実施（会津若松市） 

・社会を明るくする運動街頭啓発活動 

実施日：7月 27 日（土） 

場 所：相馬野馬追会場（相馬市内） 

内 容：複数の団体と共同でパンフレット等を配布した。 

参加人数：62名 

 ・街頭補導活動（会津坂下町、矢吹町）【再掲】 

○広報啓発 

 ・ポスター掲示（須賀川市、二本松市） 

・社会を明るくする運動ポスター・標語展（本宮市） 

・すこやかキャンペーン（川俣町）【再掲】 

・青少年健全育成コンクールの開催（下郷町） 

・薬物乱用防止啓発活動（西郷村、矢祭町、小野町） 

・青少年健全育成県民総ぐるみ運動（福島県、棚倉町）【再掲】 

・広報車による広報啓発（三春町） 

・薬物乱用防止キャンペーン 

  各警察署における「ダメ。ゼッタイ」６２６街頭キャンペーン    

  〔伊達署、須賀川署、喜多方署、県保健福祉事務所〕 

 ・福島県青少年健全育成県民総ぐるみ運動街頭啓発（福島県、郡山市）

【再掲】 

 ・広報チラシの作成（警察本部少年課）再掲】 

〇会議・研修会等 

・薬物乱用対策に関する研修会（郡山市） 

 ・鏡石町青少年育成町民会議総会終了後研修会（鏡石町）【再掲】 

 ・TPT 活動推進委員委嘱状交付式終了後（鏡石町）【再掲】 

 ・青少年問題協議会の開催（会津坂下町）【再掲】 

 ・薬物乱用防止教室の開催（大熊町、福島県） 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

 ・薬物乱用対策講話の実施（双葉町） 

 ・薬物乱用対策授業の開催（双葉町） 
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 ・薬物乱用防止教室の実施 

  合計 20 回 中学校 14 回、高校５回、その他１回（ＮＰＯ法人） 

  〔郡山署、南会津署、棚倉署、田村署、いわき中央署、いわき南署、喜

多方署、相馬署、県保健福祉事務所〕 

○立ち入り・実態調査 

 ・福島県青少年健全育成条例に基づくカラオケボックス及びネットカフェ

への立入調（福島県）【再掲】 

○薬物乱用防止運動への協力（国連支援募金）（天栄村、湯川村） 

○社会を明るくする運動（会津坂下町）【再掲】 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

〇大会実施 

 ・令和元年度桑折町青少年育成町民会議（桑折町）【再掲】 

 ・霊まつり少年ソフトボール選手権大会の開催（柳津町） 

 ・Ｂ＆Ｇスポーツ大会福島県大会の開催（柳津町） 

 ・青少年育成町民会議の実施（小野町）【再掲】 

○広報啓発 

 ・令和元年度青少年健全育成市民総ぐるみ運動街頭啓発（福島市） 

開催日：７月１７日（水） 

場 所：ＪＲ福島駅東口駅前広場ほか、駅周辺 

内 容：（１）オープニングセレモニー 

       （２）街頭啓発（啓発チラシ、ノベルティの配布 

１，５００部配布 前年度比同等） 

参加者：６３人 

・広報誌（紙）による広報等（福島市、只見町） 

 ・青少年健全育成市民総ぐるみ運動啓発看板・懸垂幕設置 

  設置期間：７月１日～８月３１日 

  設置場所：看 板 ＪＲ福島駅東口駅前広場 

懸垂幕 福島市保健福祉センター立体駐車場 

 ・登校時のあいさつ運動（いわき市） 

・防犯パレードの実施（いわき市） 

 ・非行防止を呼びかける標語の募集 

 ・あいさつの輪運動推進のチラシの配布（伊達市） 

・社会を明るくする運動ポスター・標語展（本宮市）【再掲】 

・すこやかキャンペーン（川俣町）【再掲】 

・社会を明るくする運動街頭啓発（本宮市）【再掲】 

・小中学生のポスター・標語展示（大玉村） 

・「少年を非行から守る日」の広報啓発（只見町） 

・防災無線・ケーブルテレビによる広報（西会津町） 

・青少年健全育成県民総ぐるみ運動（福島県、棚倉町）【再掲】 

・育成会だよりの発行（矢祭町） 

・広報車による広報啓発（三春町）【再掲】 

 ・警察本部少年課 18,000 枚【再掲】 

 ・非行防止キャンペーン（福島県内前警察署）【再掲】 

 ・福島県青少年健全育成県民総ぐるみ運動街頭啓発（福島県、郡山市）

【再掲】 

〇会議・研修会等 

・駐在所の警察官による講話（郡山市） 

・地区青少年育成推進協議会の開催（本宮市） 

・大玉村民生児童委員 小学校訪問懇談会（大玉村） 

 ・鏡石町青少年育成町民会議総会終了後研修会（鏡石町）【再掲】 

 ・TPT 活動推進委員委嘱状交付式終了後（鏡石町）【再掲】 

 ・青少年問題協議会の開催（会津版下町、中島村）【再掲】 

 ・子ども会指導者会議の開催（昭和村）【再掲】 
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〇保護者・青少年への防犯教室等 

 ・非行防止教室の開催 

  県内全警察署において 129 回実施 

   小学校 55 回、中学校 44回、高校 12 回、その他 18 回（幼稚園、ＮＰ      

   Ｏ法人、看護学校、大学等） 

○街頭補導活動（福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、須賀川市、喜多

方市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、下郷町、磐梯町、会津坂下

町、西郷村、泉崎村、矢吹町、矢祭町、福島県内各警察署）【再掲】 

○社会を明るくする運動（大玉村、西会津町、会津坂下町、三島町、金山

町） 

○青少年健全育成世代間交流事業（パークゴルフ大会）の実施 

○ジュニアサマーキャンプの実施（柳津町） 

○福島県青少年健全育成条例に基づくカラオケボックス及びネットカフェへ

の立入調（福島県）【再掲】 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

○広報啓発 

・ポスター掲示・リーフレットの配布（伊達市、双葉町、福島県警察本部

少年課） 

・すこやかキャンペーン（川俣町）【再掲】 

・小中学生のポスター・標語展示（大玉村）【再掲】 

・広報車による村内広報（湯川村） 

・青少年健全育成県民総ぐるみ運動（福島県、棚倉町）【再掲】 

・福島県青少年健全育成県民総ぐるみ運動街頭啓発（福島県、郡山市）

【再掲】 

・非行脳死キャンペーン（福島県内全警察署）【再掲】 

〇会議・研修会等 

 ・地区青少年育成推進協議会の開催（本宮市）【再掲】 

 ・鏡石町青少年育成町民会議総会終了後研修会（鏡石町）【再掲】 

 ・TPT 活動推進委員委嘱状交付式終了後（鏡石町）【再掲】 

 ・青少年問題協議会の開催（会津版下町）【再掲】 

 ・社会を明るくする運動非行研修大会（玉川村） 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

 ・非行防止教室の開催（福島県内前警察署）【再掲】 

○街頭補導活動（いわき市、下郷町、会津版下町、西郷村） 

○社会を明るくする運動（会津若松市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬

市、南相馬市、本宮市、桑折町、大玉村、天栄村、西会津町、猪苗代町、

会津坂下町、湯川村、金山町、棚倉町、新地町、福島北警察署、須賀川警

察署、田村警察署、南会津警察署）【再掲】 

 ・社会を明るくする運動ふれあい茶会（相馬市） 

実施日：7月 13 日（土） 

会 場：相馬市民会館和室 

内 容：保護司が中心となり開催。お点前を体験しながら、犯罪防止・ 

非行防止と更生についての理解を深めた。お点前の前には、相馬 

警察署生活安全課署員による相馬市の少年犯罪の現状と防止につ 

いての講話を実施。 

参加人数：約 70 名 

 ・統一啓発照会（メッセージ伝達式） （南相馬市） 

  開催日：７月１日（月） 

  場 所：道の駅南相馬 

  出席者：約１２０名 こども未来部長、保護司及び更生保護女性会など 

  内 容：内閣総理大臣及び県推進委員会委員長メッセージ伝達 

      HP への掲載、のぼり設置、市内小中学校等での啓発 
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重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○街頭啓発活動（郡山市、会津版下町、西郷村）【再掲】 

〇大会実施 

 ・第７回「いじめ」について考える中学生フォーラム（白河市） 

  開催日  令和元年８月５日（月） 

  場所   白河市市立図書館 

 参加人数 １１６名 

 ・令和元年度須賀川市青少年健全育成推進大会・第回少年の主張大会 

（須賀川市、福島県青少年育成県民会議） 

日  時 8 月 1日（木）13:30～16:30 

場  所 須賀川市民交流センターｔｅｔｔｅ 

出席者 約 180 名 

内 容 （１）市内中学校代表生徒による主張発表 

（２）講演 

講師  福島県青少年育成県民会議大人への応援講座講師 

          半田 真仁 氏 

演題 「信頼関係や絆を育むコミュニケーション力」 

 ・少年の主張大会の開催（会津若松市、喜多方市、相馬市、南相馬市、下

郷町、西郷村、玉川村、小野町、新地町） 

○広報啓発 

・ポスター掲示（南相馬市） 

・相談窓口の広報（本宮市） 

・すこやかキャンペーン（川俣町）【再掲】 

・小中学生のポスター・標語展示（大玉村）【再掲】 

 ・TPT 活動推進員の「第６９回社会を明るくする運動作文コンテスト」 

 ・青少年健全育成作品コンクールの開催（下郷町）【再掲】 

 ・青少年健全育成県民総ぐるみ運動（福島県、郡山市、棚倉町） 

【再掲】 

 ・朝の声かけによる広報啓発（三春町） 

 ・非行防止キャンペーン（福島県内全警察署）【再掲】 

 ・広報チラシの作成（福島県警察本部少年課）【再掲】 

〇会議・研修会等 

・学校・警察・児相との連携強化（伊達市） 

・青少年の保護者・家庭からの相談対応及び対策会議（伊達市） 

・地区青少年育成推進協議会の開催（本宮市）【再掲】 

・大玉村民生児童委員 小学校訪問懇談会（大玉村）【再掲】 

 ・鏡石町青少年育成町民会議総会終了後研修会（鏡石町）【再掲】 

 ・TPT 活動推進委員委嘱状交付式終了後（鏡石町）【再掲】 

 ・青少年問題協議会の開催（会津版下町）【再掲】 

 ・いじめ問題等対策委員会開催（矢祭町） 

 ・児童虐待防止に係る学校等との連携強化研修会への参加（矢祭町） 

 ・いじめ防止教室の開催（大熊町） 

○社会を明るくする運動（大玉村、会津版下町、金山町）【再掲】 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

 ・非行防止教室の開催（福島県内全警察署）【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。 


