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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 新潟県 青少年行政主管課（室）名 児童家庭課 

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 

○大会実施 

・「市青少年非行・被害防止キャンペーン２０１９」の実施(新潟市) 

開催日：令和元年 7月 7日（日） 場 所：新潟市万代市民会館 

出席者：市青少年育成協議会、市小中学校ＰＴＡ連合会、市子ども会連絡 

協議会、市民生・児童委員協議会連合会、ボーイスカウト新潟地 

区協議会、ガールスカウト新潟市協議会、市保護司会、新潟湊ス 

ポーツ少年団、市青少年育成員、市職員  計約１６０名 

内容：ｅネットキャラバン講師 岡橋麻衣氏による講話「インターネット

の安心安全な使い方」 

優秀標語、ポスターの表彰 

街頭ＰＲ活動  駅周辺等で啓発うちわ配布（約 2,000 枚） 

・講演会「親も育つ子育てセミナー」の実施(長岡市) 

 開催日：7月 31 日（水） 会場：さいわいプラザ 講座室 

出席者：保護者等 21 人 

内容：(一財)インターネット協会 大久保 真紀氏による「スマホ時代の

大人たちへ～わからないでは守れない。今保護者ができること～」の

講演 

・「社会を明るくする運動」講演会の実施（長岡市） 

 開催日：7月 6日（土） 会場：三島支所 301 会議室 

主催：長岡地区保護司会 共催：三島地域青少年健全育成会ほか 

出席者：保護司、地域住民、保護者、青少年健全育成会会員等 45 人 

内容：県警察本部生活安全部少年課長岡少年サポートセンター少年警察補

導員 大平司氏による「インターネットと少年問題～ネットトラブ

ルから子どもを守るために～」の講演 

・青少年健全育成市民大会(三条市) 

 開催日：７月 14日(日) 場所：三条市中央公民館 

 出席者：青少年育成関係者、市民 213 人 

 内容：講演、街頭啓発活動、大会宣言にて提唱 

・青少年村民会議の開催(刈羽村) 

開催日: ７月 11 日(木) 場所: 刈羽村役場 

内容：駐在所警察官による「柏崎・刈羽地区における子どもたちの現状」 

   の講演の中で、インターネット利用に関する現状と注意点について    

 

○広報啓発 

・ラジオでの広報(新潟県警察本部） 

「県からのお知らせ」において、ＳＮＳ等利用による性被害防止につい

ての広報 

・ホームページでの広報(新潟県警察本部) 

ＳＮＳ等利用による性被害防止にかかる広報啓発資料を掲載 

・啓発グッズの配布(柏崎市) 

『大切なのは「子供を守る！大人の本気』のとメッセージの入ったチラ

シ、『「悪いこと」には手を出さない！「ダメ」なことには手を出さな

い』のメッセージの入り、ティッシュを配布 

活動日：7月 14 日(日)   場所：「どんＧＡＬＡ！祭り」会場 

参加者：副市長、柏崎警察署生活安全課係長、市職員、育成委員、育成セ

ンター職員 

・「インターネットの正しい利用」に係る標語・ポスターの募集(新潟市) 

市内小中学校に作成依頼。応募総数：標語 155 編 ポスター83編 
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・「インターネットの正しい利用」に係る啓発チラシの作成・配布(新潟市) 

市内全小学５年・中学２年に配布（20,000 枚） 

・「インターネットの正しい利用」に係る啓発うちわの作成・配布(新潟市) 

市民及び各地区育成協議会、健全育成団体などに配布（2,000 枚） 

・「防犯の日」特別街頭指導(上越市) 

  高校生を対象に、駅前にてインターネット利用に関するチラシ等を配布 

・啓発グッズの配布(刈羽村) 

 期日：７月 21 日(日)   場所：スーパー店頭  

内容：スマホ等に関する啓発 

・相談窓口の広報(燕市) 

・広報誌による広報(長岡市、糸魚川市) 

・啓発ポスター掲出(佐渡市、妙高市、関川村) 

・広報誌に、インターネット利用環境が多様化する状況において、子どもが

被害に遭わないよう家庭での見守り強化に関する啓発(弥彦村) 

・街頭巡回指導(三条市)  

  広報車を通じて「携帯電話・スマートフォンの危険性」について周知・

啓発活動を実施。 

・統一活動(村上市) 

開催日：7月 14 日(日) 場所：市内のスーパー・ドラッグストア８店舗 

参加者：59 人 (村上市副市長・新潟県村上地域振興局・教育委員会・村

上警察署・補導員・青少年健全育成市民会議・育成センター育成委員) 

内容：ＳＮＳやスマートフォン利用に関するリーフレットの配布と啓発 

 

○会議・研修会 

・青少年育成委員会・警察少年補導員連絡会・ＮＰＯ法人はぐくみの会合同

研修会(十日町市) 

 開催日：6月 28 日(金) 会場：ラポート十日町 

 講師：市教育委員会学校教育課指導主事 

 講演：「十日町の子どもたちのことを考える」 

・青少年補導委員研修会(燕市) 

開催日：７月１日(月) 対象：青少年育成センター職員、青少年補導委員 

講師：燕警察署生活安全課生活安全係長 

内容：市内のインターネット性被害の事例報告、注意点など   

・指導員研修会(阿賀野市) 

青少年育成センター指導員を対象に、総務省・文部科学省支援事業の 

「e-ネットキャラバン plus」を利用し、インターネットの安心安全につ 

いての講座開催 

・青少年関係担当者会議・学警連会議の実施(見附市） 

  青少年育成センター担当・警察等を招致して青少年のインターネット利

用に係る性被害等についての研修などを実施。 

 

○保護者・青少年への防犯教室等 

・保護者・青少年へのＳＮＳ等にかかる防犯教室(新潟県警察本部) 

青少年向け：66 回実施 

(小学校 20回・中学校 26回・高校 16 回・その他４回) 

  保護者向け：４回実施 (小学校２回・中学校２回) 

・中学校において、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

ての講話を実施(見附市) 

・市青少年育成委員会による高校訪問(十日町市) 

  市内高校４校、中等教育学校に夏休み前に生徒に対し規範意識啓発を依

頼し、ＳＮＳ等に関する情報交換 
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・安全教室の実施(上越市) 

  夏休み前に、市内小中学校に対し、ＳＮＳやインターネットの使い方等

に関する指導を依頼。 

 

○補導活動 

・青色回転灯車両を使用し、登下校時の安全確保及び不審者対策のため、街

頭巡回指導(三条市) 

・街頭補導活動による関係店舗(インターネットカフェ等)への立ち入り調査

兼協力依頼(小千谷市) 

 

 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

〇大会実施 

・新潟県青少年健全育成県民大会 （新潟県） 

講演テーマ：「みんなで育もう！子どもたちの安全と安心！～見守りのコ

ツ、防犯指導のコツ～」 

・青少年健全育成市民大会(三条市)【再掲】 

 内容：講演、街頭啓発活動、大会宣言にて提唱 

・青少年健全育成市民会議(新発田市) 

 内容：市民会議の活動紹介 わたしの主張大会 

 

○広報啓発 

・統一活動【再掲】(村上市) 

・「家庭の日」のぼり旗設置(佐渡市) 

・ポスターの掲出(三条市、湯沢町、関川村) 

・広報誌に青少年育成市民会議の活動紹介(新発田市) 

・広報誌による啓発(長岡市) 

・懸垂幕の掲揚(湯沢町) 

 

〇会議・研修会等 

・少年補導委員会研修会(新発田市) 

 内容：小中高における生徒指導の現状と課題等について 

・青少年補導委員研修会（燕市）【再掲】 

 

○立ち入り・実態調査 

・社会環境実態調査（新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷

市、見附市、加茂市、十日町市、村上市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡

市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、田上町、阿賀町、湯沢町、津南

町、刈羽村、関川村） 

・立入調査の実施(上越市、新発田市、関川村) 

 

○補導活動 

・少年警察ボランティアとの協働の街頭補導活動(新潟県警察本部) 

・店舗巡視と店舗との情報交換(新潟市) 

・有害図書類の白ポストによる回収(三条市) 

・街頭巡回活動(津南町) 

・環境パトロールの実施（小千谷市） 

 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

〇大会実施 

・青少年健全育成市民大会(三条市)【再掲】 

 内容：講演、街頭啓発活動時にリーフレットの配布 
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○広報啓発 

・「6.26 ヤング街頭キャンペーン」の実施(新潟県) 

・薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動ポスターコンクールの実施及

び、平成 30 年度の作品展の開催(新潟県) 

・ラジオ広報(新潟県) 

・横断幕・懸垂幕の設置(新潟県) 

・県立図書館において特別展示コーナー(リーフレット・ポスター等)の設置 

 (新潟県教育委員会) 

・相談窓口の広報(燕市) 

・学校での啓発(見附市) 

・広報誌 薬物乱用防止の周知（新潟県・阿賀野市） 

・ポスターの掲出(新潟県、長岡市、三条市、妙高市、五泉市、佐渡市、 

胎内市、田上町、弥彦村、関川村) 

・リーフレットの設置(新潟県教育庁、三条市) 

・リーフレットの作成・配布(新潟県) 

 

〇会議・研修会等 

・薬物乱用防止推進地区連絡会議(新潟県) 

・薬物乱用防止担当者地区研修会(新潟県) 

・青少年補導委員研修会（燕市）【再掲】 

 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

・青少年への薬物乱用防止教室 ３５回実施（新潟県警察本部） 

・市内小中学校への薬物乱用防止教室の実施(上越市) 

 

○補導活動 

・街頭巡回指導(三条市)【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 

・市青少年非行・被害防止キャンペーン２０１９の実施【再掲】(新潟市) 

・青少年村民会議の開催(刈羽村) 

内容：講演「柏崎・刈羽地区における子どもたちの現状」【再掲】 

     

○広報啓発 

・横断幕の設置(新潟県) 

・「万引き防止」に係る標語・ポスターの募集(新潟市) 

市内小中学校に依頼 応募総数：標語 334 編 ポスター157 編 

・「万引き防止」に係る啓発チラシの作成・配布(新潟市) 

市内全小学５年・中学２年に配布（20,000 枚） 

・「万引き防止」に係る啓発うちわの作成・配布(新潟市) 

市民及び各地区育成協議会、健全育成団体などに配布（2,000 枚） 

・相談業務について、相談カード・ポスターによる広報(長岡市) 

・万引き防止ポスター配布及び掲示依頼(十日町市) 

・ポスター掲出(柏崎市、妙高市、佐渡市、刈羽村、田上町) 

・青少年育成委員会だより発行(十日町市) 

・地元紙に活動紹介記事の掲載(柏崎市) 

・啓発用チラシの配布(十日町市) 

・青少年健全育成看板の設置(魚沼市) 

・広報誌による啓発【再掲】(長岡市) 

・懸垂幕の掲揚【再掲】(湯沢町) 

・統一活動【再掲】(村上市) 
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〇会議・研修会等 

・保護者・中高学校長の１日青少年育成員体験事業(長岡市) 

・青少年指導委員研修会(三条市、五泉市) 

・青少年育成委員会・警察少年補導員連絡会・ＮＰＯ法人はぐくみの会の合

同研修会(十日町市)【再掲】 

・青少年補導委員研修会（新発田市、小千谷市、燕市） 

 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

・市青少年育成委員会による高校訪問(十日町市)【再掲】 

・安全教室の実施(上越市)【再掲】 

 

○補導活動 

・少年警察ボランティアとの協働の街頭補導活動(新潟県警察本部) 

・街頭巡回指導(長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、十日町

市、佐渡市) 

・市内小学校ＰＴＡ合同で、公共施設や店舗等の見回り(柏崎市) 

・「愛の呼びかけ」巡回指導(阿賀野市) 

・青色パトロール車による巡回(上越市、阿賀野市、南魚沼市) 

・防犯の日特別街頭指導(上越市) 

・立ち入り・実態調査を実施(見附市、関川村) 

・河川巡視(水泳危険箇所等)週２～３回(五泉市) 

・夏祭り時の巡回(南魚沼市) 

・夜間巡回活動(湯沢町) 

・警察・少年補導員、防犯協会、青少年育成町民会議の合同で夏祭り時の巡

回活動(津南町) 

 

○その他 

・「夏季休業中における幼児児童生徒の指導について（通知）」を県立学校

及び市町村立学校に発出（新潟県教育委員会） 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

〇大会実施 

・青少年村民会議の開催(刈羽村)【再掲】 

内容：講演「柏崎・刈羽地区における子どもたちの現状」【再掲】 

 

○広報啓発 

・横断幕の設置(新潟県) 

・ポスター掲出(妙高市、刈羽村) 

・のぼり旗の設置 社会を明るくする運動と連携(粟島浦村) 

・チラシの配布 社会を明るくする運動と連携(粟島浦村) 

・相談窓口の広報(燕市) 

・広報誌による啓発(長岡市、上越市) 

・街頭啓発活動(上越市) 

・統一活動 (村上市) 【再掲】 

 

〇会議・研修会等 

・青少年健全育成研究会の実施(上越市) 

 講演：「夢を目標に！」 グループ討議：中学生と大人の意見交換 

・青少年補導委員研修会（燕市）【再掲】 

 

○補導活動 

・少年警察ボランティアとの協働の街頭補導活動(新潟県警察本部) 

・巡回補導パトロール・青色パトロール車巡回(燕市・阿賀野市) 

・「愛の呼びかけ」巡回指導(阿賀野市) 
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・街頭巡回指導(長岡市、三条市) 

・夜間巡回活動(湯沢町)【再掲】 

・立入調査(関川村)【再掲】 

 

○その他 

・社会を明るくする運動(三条市、上越市、阿賀町) 

・社会を明るくする運動作文コンテストへの取組(上越市) 

・「『再犯防止推進計画』を受けた児童生徒に係る取組の充実について（通

知）」を県立学校及び市町村立学校に発出（新潟県教育委員会） 

 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

〇大会実施 

・わたしの主張大会（新発田市、燕市、上越市、阿賀野市、魚沼市、 

胎内市、聖籠町、湯沢町） 

・市青少年非行・被害防止キャンペーン２０１９の実施 (新潟市) 【再掲】 

 

○広報啓発 

・「相談窓口の紹介」リーフレット児童生徒対象に配付 

（新潟県教育委員会） 

・新潟県ＳＮＳ相談窓口について、対象となる中高生に文書にて周知・相談

業務について、相談カード・相談ポスターによる広報(長岡市) 

・啓発ポスターの掲出(妙高市、五泉市、佐渡市、関川村) 

・相談窓口の広報や相談の受理（三条市） 

・相談電話のチラシ配布（小千谷市） 

・「いじめ不登校電話相談」をＨＰにより広報(柏崎市) 

・若者相談窓口を広報誌等により周知(上越市) 

・親子わくわく教室での啓発、周知(弥彦村) 

・広報誌による啓発 (長岡市) 【再掲】 

・統一活動 (村上市) 【再掲】 

 

〇会議・研修会等 

・7月２日県立高校・中等教育学校管理職対象｢いじめ対策｣研修会 

(新潟県教育委員会) 

・7 月 18 日自殺予防に関する普及啓発協議会(小～高教諭・養護教諭対象) 

(新潟県教育委員会) 

・7 月 19 日子どものいのちと心の危機対応力向上講座(小～高・特支の養護

教諭対象)(新潟県教育委員会) 

・7 月 29 日いじめ問題対策連絡協議会(新潟県教育委員会) 

・中・高生徒指導主事連絡会への参加と情報交換(新潟市) 

 7 月 8 日中学校生徒指導主事会   7 月 12 日高校学校生徒指導対策会議  

・いじめ・不登校対策協議会（小千谷市） 

・各校にて研修会(関川村) 

 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

・いじめ見逃しゼロキャラバンによるＳＯＳの出し方に関する出前授業 

 ３校で実施(新潟県教育庁) 

・青少年へのいじめ防止等の非行防止教室 94 回実施(新潟県警察本部) 

・市青少年育成委員会による高校訪問(十日町市)【再掲】 

・安全教室の実施(上越市)【再掲】 

 

○補導活動 

・巡回補導パトロール (燕市) 【再掲】 
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○実態調査実施 

・市内全校でいじめに係るアンケートを実施(見附市) 

 

※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。 


