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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 茨城県 青少年行政主管課（室）名 保健福祉部子ども政策局青少年家庭課 

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 

○青少年条例啓発ティッシュ・フィルタリング啓発チラシの配付（笠間市，

 つくばみらい市，古河市，八千代町） 

○行方市学校警察連絡協議会への参加（行方市） 
○講演会（神栖市） 
 開催日:6月 25 日 場所:うずもコミセン会議室 出席者:41 人（保護者） 

 内 容:「ホッともっとスマホを楽しく」 

～子どものネットトラブルを防ぐ対策～ 

講師：KDDI スマホケータイ安全教室認定講師 多久島志保乃 氏 

○青少年相談員全体研修会の実施（８月２２日予定）（龍ケ崎市） 

 場所：龍ケ崎市役所 出席予定者：青少年相談員３９名，事務局３名 

 講話：茨城県警察本部生活安全部少年課 課長補佐 酒井 克子氏 

       「青少年を取り巻く現状と課題について」 

○街頭キャンペーンの実施（稲敷市） 

○家庭教育学級事業での講演会等の実施（市内中学校）（かすみがうら市） 

 講演会：「スマホ・ＳＮＳを使うなら」等      

○つくばみらい市青少年相談員連絡協議会（つくばみらい市） 
○青少年育成市民会議支部長会議実施（つくばみらい市） 

○青少年相談員青色防犯パトロール（つくばみらい市） 

○チラシ等の掲示，配付（河内町） 

○青少年の非行・被害防止強調月間啓発ポスター掲示（つくばみらい市，鹿行

 県民センター） 

○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（結城市） 

○青少年相談員による定期巡回での呼びかけ（下妻市） 

○青少年連絡協議会研修会（常総市，境町，県西県民センター） 

 出席者：青少年相談員関係者１８名 

 講 演：「青少年をめぐる今日的な課題～社会環境の変化とスマホやイン

 ターネットの危険性～」 

○学校警察連絡協議会会議（筑西市） 

○青少年事故未然防止事例通報（筑西市） 

○フィルタリング関連リーフレットを掲出（県北県民センター） 

○夏休みにおける少年の非行・犯罪被害防止対策の推進（茨城県警察本部） 

 ・小・中・高校生及び保護者対象のチラシを作成し、県教育庁、教育委員会

  等を通じて全児童・生徒及び保護者に対し配布 

 ・携帯電話販売店に対するフィルタリング普及の協力依頼 

○広報啓発（茨城県警察本部） 

 ・ＩＢＳラジオ放送「県警からのお知らせ」「こちら１１０番」 

 ・県警ツイッター 

 ・ＮＨＫ茨城県域データ放送（○月刊ぷらざ(茨城版)  

 ・毎日新聞茨城版 

 ・ミニ広報誌 

○児童・生徒等に対する非行防止教室（茨城県警察本部） 

○サイバー補導の実施（茨城県警察本部） 

○出前講座「いばらき くらしのセミナー」による啓発（茨城県） 

○高校生ＩＣＴカンファレンス茨城大会 2019 の開催（8月 23 日実施予定）
 （茨城県） 

○大型連休における生徒指導の徹底及び事故防止について（通知）（茨城 

 県） 
○いわゆるアダルトビデオの出演強要問題「ＪＫビジネス」問題に関する注
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意喚起，周知について（事務連絡）（茨城県） 

○第１回警察本部と教育庁等との連絡会（５月 10日）において「児童生徒

のＳＮＳを介した非行防止及び事故防止について」意見交換（茨城県） 

○スマホ家庭のルールづくり運動（茨城県） 

○令和元年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」の実施について（事

務連絡）（茨城県） 
○夏休みにおける少年の非行・犯罪被害防止対策の推進について（通知） 
 （茨城県） 

○いじめ問題対策連絡協議会の実施（７月２日）（茨城県） 

○青少年の非行・被害防止に関する広報展示（茨城県） 

○茨城県メディア教育指導員の派遣（茨城県） 

○フィルタリング普及啓発チラシの作成・配付（茨城県） 

○青少年のインターネット安全安心利用に関する出前講座一覧の更新・周知
（茨城県） 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○白ポストによる有害図書等の回収作業（水戸市，土浦市，古河市） 

○青少年の健全育成に協力する店への訪問活動（笠間市，ひたちなか市，那珂 

 市，北茨城市，潮来市，かすみがうら市，つくばみらい市，美浦村，古河市） 

○地区別環境浄化活動（茨城町） 

○祭事環境浄化活動（茨城町） 

○有害図書等自動販売機への立入調査の実施（常陸大宮市） 

○青少年連絡協議会研修会の実施（鉾田市，境町）【再掲】 

○青少年相談員による「青少年の健全育成に協力する店」店舗訪問（コンビ

 ニエンスストアの有害図書陳列について，取扱廃止の検討も併せて協力依

 頼。）（行方市） 
○広報誌かみすによる啓発（神栖市） 

○青少年相談員によるインターネットカフェ，カラオケボックス等への定期

 巡回の実施（龍ケ崎市，牛久市） 

○違法立て看板，貼紙の確認，撤去依頼（龍ケ崎市） 

○祭り会場パトロール（牛久市） 

○フィルタリングの利用推奨のチラシ配布（つくば市） 

〇街頭キャンペーンの実施（稲敷市）【再掲】 

○青色防犯パトロールによる巡回（かすみがうら市，つくばみらい市）【再掲】 

○つくばみらい市青少年相談員連絡協議会（つくばみらい市）【再掲】 

○市内夜間巡回（有害図書自販機設置個所等）の実施（結城市） 

○「青少年を育てる下妻市民の会」「下妻市青少年相談員連絡会」による社

 会環境整備活動の実施（下妻市） 

○青少年保護育成巡回活動，環境浄化活動等（常総市） 

○青少年相談員街頭指導活動（常総市，筑西市） 

○公共施設等の落書き消しの実施（筑西市） 

○青少年事故未然防止事例通報（筑西市）【再掲】 

○学校警察連絡協議会会議（筑西市）【再掲】 

○青少年の健全育成，非行・不良行為防止に関して市町村の取り組み状況把

 握と相互理解及び有害図書の区分陳列，青少年が利用する携帯電話等への

 フィルタリング設定の啓発活動の依頼（県南県民センター） 

○夏休みにおける少年の非行・犯罪被害防止対策の推進（茨城県警察本部） 

 【再掲】 

 ・少年の福祉を害する犯罪の積極的な取り締まりおよび被害少年の保護 

・少年指導委員による風俗営業所への立ち入り 

○広報啓発（茨城県警察本部） 

 ・ＩＢＳラジオ放送「こちら１１０番」【再掲】 

 ・ＮＨＫ茨城県域データ放送【再掲】 

 ・毎日新聞茨城版【再掲】 

 ・高校野球地方大会会場における少年の非行・犯罪被害に関する場内アナウ
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 ンスを依頼 

○生徒等に対する啓発（茨城県警察本部） 

 ・非行防止教室における啓発 

○いわゆるアダルトビデオの出演強要問題「ＪＫビジネス」問題に関する注

 意喚起，周知について（茨城県）【再掲】 

○茨城県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会県西地区指導者研修会 
 （茨城県） 

○茨城県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会県北地区指導者研修会 
 （茨城県） 

○茨城県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会県南地区指導者研修会 
 （茨城県） 

○「青少年の健全育成に協力する店」の登録活動（茨城県） 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○公用車（青色パトロールカー）による巡視・広報活動（城里町） 

〇青少年健全育成市民の集いの実施（北茨城市） 

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 6.26 ヤング街頭キャンペーンの実施（大子

 市，龍ケ崎市） 

〇青少年連絡協議会研修会の実施（鉾田市）【再掲】 

○“社会を明るくする運動”街頭キャンペーン実施時に薬物乱用防止啓発リ

 ーフレットを配布。（行方市） 

○未成年者喫煙防止街頭キャンペーン参加（土浦市，県北県民センター，県南県

 民センター，） 

○薬物乱用防止啓発物品の配布（つくばみらい市） 

○青少年の非行・被害防止強調月間啓発ポスター掲示【再掲】（つくばみらい

 市） 

○巡回パトロールの実施（河内町） 

○夏期特別巡回の実施（地域のお祭り時）（下妻市） 

○青少年相談員による夏期日中巡回の実施（下妻市） 

○「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金活動に係る募金箱の設置（職域募金活

 動）（筑西市） 

○薬物乱用防止のための活動推進ポスターの掲示（県北県民センター） 
○薬物乱用防止キャンペーンへの参加（茨城県警察本部） 
〇小・中・高校等に対する薬物乱用防止教室の実施（茨城県警察本部） 

○薬物乱用防止教室の実施（茨城県） 

○街頭キャンペーンの実施（茨城県） 

○横断幕の掲示（茨城県） 

○いばらき就職支援センター（ジョブカフェいばらき）及び労働相談センタ

 ーにおいて若者から中高年齢者に至るまで幅広い層に啓発冊子を配布し，

 普及啓発を行った。（茨城県） 

○大型連休における生徒指導の徹底及び事故防止について（茨城県）【再 

 掲】 

○第１回警察本部と教育庁等との連絡会（５月 10日）において，県警刑事

 部薬物銃器対策課より，各高等学校等に違法薬物に関するチラシ配布予定

 と説明（茨城県） 

 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

○街頭補導活動（水戸市，茨城県警察本部） 

〇青少年相談員地区別研修会（水戸市） 

○未成年者喫煙防止街頭キャンペーン（水戸市，ひたちなか市，取手市，古河 

 市，筑西市，（公社）茨城県青少年育成協会，鹿行県民センター，茨城県，） 

○祭礼巡視（笠間市，ひたちなか市，潮来市，行方市，稲敷市，美浦村，結城市，下

 妻市，常総市，茨城県警察本部） 

○市内小中学校・高等学校訪問（笠間市） 

○社会を明るくする運動街頭キャンペーンを実施（ひたちなか市） 

○青少年相談員による市内巡回パトロール（小美玉市） 

○青少年相談員による特別巡回パトロール（小美玉市） 
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○夏季青少年指導夜間パトロール（大洗町） 

○青少年相談員及び青少年関係団体等とともに 7月の 6日間，1日 2回駅や

 その周辺公園，ゲームセンターなどを巡回（東海村） 

○青少年相談員小中学校下校時巡回（3回）・夜間街頭補導（3回）（常陸太

 田市） 

○「青少年健全育成に協力する店」の趣旨説明および夏季夜間特別街頭相談

 時の協力依頼（常陸大宮市） 
○街頭相談の実施，店舗訪問による夜間パトロール（常陸大宮市） 

○青少年問題を考える合同研修会の開催（大子町内開場にて講演会）（大子

 市） 

○学校警察連絡協議会の実施（潮来市，筑西市）【再掲】 

○市内街頭巡回の実施（鉾田市，結城市） 

○青少年青色防犯パトロール【再掲】（城里町，行方市，つくばみらい市） 

○広報誌かみすによる啓発（神栖市）【再掲】 

○青少年相談員による特別街頭補導（神栖市） 

○非行防止キャンペーン（土浦市，かすみがうら市） 
○青少年センター運営協議会の実施（龍ケ崎市） 

  開催日：７月 11日（木）場 所：龍ケ崎市役所 

 出席者：教育部長，竜ケ崎警察署生活安全課長ほか青少年育成関係者等 

 12 名 

 講 話：茨城農芸学院 院長 日笠 和彦氏による講話 

     「青少年を取り巻く現状と課題について」 

     ～最近の少年非行と立ち直り支援 茨城農芸学院の取り組み～ 

○青少年相談員による街頭巡回パトロールの実施（龍ケ崎市） 

○市内にある大型店舗やゲームセンター，インターネットカフェ，公園等に 

 おいて青色防犯パトロール車による巡回指導の実施（龍ケ崎市） 

○地区街頭指導（取手市，坂東市） 

○夏季特別街頭指導（取手市） 

○広報誌（紙）による広報（取手市） 

○市内小中学校・高等学校訪問（つくば市） 

○地区巡回活動（つくば市） 

○青少年の健全育成等に関する条例周知啓発物品配布（つくばみらい市） 

○青少年の非行・被害防止強調月間啓発ポスター掲示（つくばみらい市，県北

 県民センター）【再掲】 

○青少年の健全育成に協力する店舗巡回【再掲】（つくばみらい市） 

〇各小学校における学校訪問，授業参観実施（美浦村） 

○中学校におけるあいさつ・声かけ運動実施（美浦村） 

○夜間重点パトロール（阿見町） 

○青少年相談員定期街頭パトロール（古河市） 

○青少年相談員特別街頭パトロール（古河市） 

○啓発物品配布，あいさつ・声かけ運動の実施（結城市） 

○市内夜間巡回（有害図書自販機設置個所等）の実施（結城市）【再掲】 

○青少年相談員による夏期日中巡回の実施（下妻市）【再掲】 

○青少年事故未然防止事例通報（筑西市）【再掲】 

○青少年相談員連絡協議会研修会（坂東市） 

○青少年相談員合同パトロール（境町） 

○県北県民センターホームページによる青少年の非行防止・被害防止全国強

 調月間の周知（県北県民センター） 
○青少年の健全育成，非行・不良行為防止に関して市町村の取り組み状況把

 握と相互理解及び有害図書の区分陳列，青少年が利用する携帯電話等への

 フィルタリング設定の啓発活動の依頼（県南県民センター）【再掲】 

○広報啓発（茨城県警察本部） 

 ・ＩＢＳラジオ放送「県警からのお知らせ」「こちら１１０番」【再掲】 
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 ・青少年の非行・被害防止に関する広報展示（茨城県）【再掲】 

 ・県警ツイッター【再掲】 

 ・ＮＨＫ茨城県域データ放送【再掲】 

 ・月刊ぷらざ茨城版【再掲】 

 ・毎日新聞茨城版【再掲】 

 ・茨城県公式ツイッター 

 ・ミニ広報誌【再掲】 

○児童・生徒等に対する啓発（茨城県警察本部） 

 ・非行防止教室における啓発【再掲】 

○大型連休における生徒指導の徹底及び事故防止について（茨城県）【再 

 掲】 

○夏休みにおける少年の非行・犯罪被害防止対策の推進について（通知） 

 （茨城県）【再掲】 

○茨城県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会県西地区指導者研修会 

 （茨城県）【再掲】 

○茨城県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会県北地区指導者研修会 

 （茨城県）【再掲】 

○茨城県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会県南地区指導者研修会 

 （茨城県）【再掲】 

○青少年の非行・被害防止に関する広報展示（茨城県）【再掲】 

○ラジオによる広報（茨城県） 

○県広報誌，フリーペーパーによる広報（茨城県） 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

○社会を明るくする運動（水戸市，笠間市，那珂市，大洗町，日立市，常陸太田 

 市，行方市，神栖市，龍ケ崎市，牛久市，つくば市，阿見町，下妻市，常総市，筑 

 西市）【再掲】 

○駅頭キャンペーン（水戸市） 

○少年の主張大会（水戸市） 

○広報啓発活動（水戸ホーリーホックホームゲーム）（水戸市） 

○電光掲示板による広報（水戸市） 

○高校野球開催期間における広報（水戸市） 

○社会を明るくする運動講演会開催（ひたちなか市） 

○「社会を明るくする運動」那珂市民の集い（那珂市） 

 ７月２０日（土）那珂市中央公民館 主管課秘書広聴室 市長外１００名 

 講師 茨城県医師会会長 諸岡 信裕氏  

 演台 高齢化社会における，防犯と事故防止対策について 

○青少年相談員による市内巡回パトロール（小美玉市）【再掲】 

○青少年相談員による特別巡回パトロール（小美玉市）【再掲】 

○公用車（青色パトロールカー）による巡視・広報活動（城里町）【再掲】 

○市内街頭巡回の実施（鉾田市）【再掲】 

○街頭補導活動（取手市）【再掲】 

○夏季特別街頭指導（取手市）【再掲】 

○非行防止キャンペーン【再掲】（かすみがうら市） 

○青少年の健全育成等に関する条例周知啓発物品配布【再掲】（つくばみらい

 市） 

○美浦トレセン夏祭りにおける青少年非行防止巡回活動実施予定（８月７ 

 日）（美浦村）【再掲】 

○社会を明るくする運動中学校訪問の実施（下妻市） 

○青少年相談員合同パトロール（境町）【再掲】 

○立ち直り支援活動（茨城県警察本部） 

 ・問題を抱え，再非行のおそれのある少年に対する電話や面接による助言指

導等 

 ・少年警察ボランティアと協力した農業体験等社会体験活動の実施 
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○「再犯防止推進計画」を受けた児童生徒に係る取組みの充実について（通

知）（茨城県） 

○青少年の非行・被害防止に関する広報展示（茨城県）【再掲】 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○那珂市青少年相談員連絡協議会研修会（那珂市） 

 ふれあいセンターごだい 青少年相談員３９名 

 講師 那珂市教育委員会 学校教育課 指導室 中庭 一俊 氏 

 演台 那珂市の児童生徒の課題と対策について 

○行方市学校警察連絡協議会への参加（行方市）【再掲】 

○相談窓口の広報(市内小・中・高へ電話相談カードの配付) （神栖市） 

○「少年の主張」県大会への主張文応募【参加者：市内各中学校 作品：10

 点】（龍ケ崎市） 

〇龍の子支援会議の開催（龍ケ崎市） 

  開催日：７月 24日（水） 

 内 容：市内小中学生の支援について各担当課からの状況報告及び支援方

 法の確認。課題の明確化と課題への対応 

 出席者：教育センター，指導課，教育総務課，文化・生涯学習課，こども

 家庭課 

○こども電話相談カード配布（取手市） 

○広報誌（紙）による広報（取手市）【再掲】 

○青少年の非行・被害防止に関する広報展示（取手市，茨城県）【再掲】 

〇青少年育成を考えるつどい（かすみがうら市） 

 開催日：令和元年 7月 13 日（土）場 所：あじさい館 視聴覚室 

 出席者：青少年育成団体関係者，ＰＴＡ関係者等  94 名 

 内 容：中学生の主張発表大会，講演会 演目「やってよかったＰＴＡ」 

○人権教育講演会の実施（つくばみらい市） 

○特別青少年相談員による電話相談（古河市） 

〇社会を明るくする運動中学校訪問の実施（下妻市）【再掲】 

○青少年相談員による市内小学校へのあいさつ運動の実施（下妻市） 

○市広報誌による相談業務の広報（筑西市） 

○学校警察連絡協議会会議（筑西市）【再掲】 

○青少年なんでも電話相談室（筑西市） 

○青少年相談員連絡協議会研修会（境町）【再掲】 

○夏休みにおける少年の非行・犯罪被害防止対策の推進（茨城県警察本部） 

 【再掲】 

○犯罪行為や違法行為が認められる場合には，被害児童・生徒の安全確保を

 最優先とした検挙，補導措置の取組（茨城県警察本部） 

○第１回警察本部と教育庁等との連絡会（５月 10日）において，いじめ問

 題について意見交換（茨城県） 

○茨城県いじめ問題対策連絡協議会（茨城県） 

○いじめ未然防止教員研修会（茨城県） 

○令和元年度児童生徒の自殺予防普及啓発協議会（茨城県） 

○茨城県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会県西地区指導者研修会 

 （茨城県）【再掲】 

○茨城県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会県北地区指導者研修会 

 （茨城県）【再掲】 

○茨城県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会県南地区指導者研修会 

 （茨城県）【再掲】 

○青少年の非行・被害防止に関する広報展示（茨城県）【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。 


