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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 石川県 青少年行政主管課（室）名 少子化対策監室 

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 

〇広報啓発 

・広報啓発誌「親子のホッとネット大作戦」の配付（県、県教委、各市町） 

７月中、インターネット利用に係る危険性（自画撮りの事例等）と家庭で

のルール作り等の重要性を掲載した啓発誌を、県下の小・中学校、高校生の

全保護者、少年補導センターや公民館等青少年に関わる団体等に配付

(148,000 部)。 

・ラジオ放送を利用した広報（県警） 

 ラジオＦＭいしかわ「チェック防犯」において、インターネット利用の被

害防止を含む非行防止に関する啓発を実施。 

・ＳＮＳへの不適切な書き込みに対する広告啓発（県警） 

 ＳＮＳにおいて、児童が援助交際を求めるなどの不適切な書き込みや児童

の性被害を誘引している者による書き込みをサイバーパトロールにより発見

した際、注意喚起に資するメッセージを投稿し、広報啓発活動を実施（7 月

より開始） 

・祭り会場における広報警察活動（県警） 

 能美市内の祭り会場において通行人約 150 名に対し、インターネット注意

喚起を含むチラシを配付し非行防止啓発を実施。 

・ＨＰ，広報誌「かわら版」での広報（県民運動推進本部） 

 ７月中が青少年の非行・被害防止月間であることなどの告知を実施。 

・健全育成リーフレット配布（金沢市） 

 ７月初旬、市内小中学校の保護者、各関係機関・団体に「インターネット

の安全利用」「いじめ」等が記載されているものを配布。 

・生徒指導だよりによるネット指針等の発信（小松市） 

 能美小学校において、安全なインターネットの使い方、ペアコントロール

の必要性等記載の広報紙を家庭に配信。 

・広報誌による広報(輪島市) 

 毎月配付の広報誌にインターネットの危険性について広報実施。 

・啓発グッズの配付(野々市市) 

 メディア機器利用のルール作り啓発ペーパークラフト「のっティ BOX」を

作成し配布。 

・啓発心得（志賀町） 

 夏休みの生活心得で、インターネット利用による被害防止について指導。 

・広報誌「ゆずり葉」による広報（穴水町） 

・ポスターの掲示（能登町） 

○立ち入り・実態調査 

・インターネットパトロール活動の実施（県教委） 

 民間企業にパトロールを依頼し、その結果を受けて対応を行った。（毎週

５回程度） 

○保護者・青少年への防犯教室等 

・非行防止教室（県教委） 

 インターネット利用等にかかる非行・犯罪被害防止等の講話を県立高校９

校で実施。 

・非行防止教室（県警） 

 インターネット利用等にかかる非行・犯罪被害防止等の講話を金沢市内小

中学校２校 628 名、小松市内小学校 1 校 120 名、能美市内中学校２校 639

名、白山市内小中学校６校 1495 名、七尾市内小中学校５校 822 名、輪島市

市内中学校 52 名、珠洲市内中学校１校 59 名、加賀市内中学校３校 473 名で

実施。 
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・青少年への防犯教室（能美市） 

 夏休み期間中にＰＴＡを中心に｢親子のホッとネット大作戦｣を活用したイ

ンターネット利用に係る性被害防止等の学習会を実施。 

・人権・スマホ・携帯安全教室（志賀町） 

 志賀中学校３年生に対して講習実施。 

○会議・研修会 

・青少年育成ブロック会議(金沢市、かほく市、内灘町、津幡町) 

 ７月 18 日、青少年育成推進指導員・役所の青少年担当・ＰＴＡ関係者、

少年補導員等 50 名に対し、ＮＴＴドコモによる「スマホ・ケータイ安全教

室」を行い、インターネットの危険性や被害防止方策について講習を実施。 

・研修会開催（県警・加賀市） 

 ７月 12 日、大聖寺警察署において、青少年育成地区指導員連絡協議会全

体研修会を開催した際、インターネットや福祉等に関する講話を実施。 

・地区別懇談会（小松市） 

 ７月５日、保護者・各町会長・民生委員・教職員が参加し、ネットトラブ

ルの現状や登下校中の不審者事案についての説明実施。 

・青少年健全育成ブロック会議（羽咋郡・市） 

 青少年育成推進指導員・役所の青少年担当・ＰＴＡ関係者に対し、羽咋警

察署生活安全課長による青少年のインターネット利用に係る性被害等の現状

にかかる講習を実施。 

・非行被害防止講座（志賀町） 

 富来小学校・中学校の保護者と児童生徒対象に｢携帯電話等の有害情報対

策（ネット依存含む）｣についての講習を実施。 

・宝達志水町青少年育成委員会（宝達志水町） 

ＰＴＡの方々に対し、羽咋警察署員によるインターネット利用に係る被害

防止講習会を実施。 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○立ち入り・実態調査（県・県警・各市町、７月中を県下一斉点検として、

本屋、コンビニ、ゲームソフト販売店、インターネットカフェ等の有害図書

等 308 店の区分陳列の状況を調査） 

○立ち入り・実態調査（金沢市、青少年の飲酒喫煙防止のためのタバコ・酒

類販売店への年齢確認徹底協力活動） 

○立ち入り・実態調査（羽咋市、学校教諭・ＰＴＡ・市職員による街頭巡回

活動） 

○立ち入り・実態調査（羽咋市、職員がインターネット上でのサイバー巡回

活動実施） 

○立ち入り・実態調査（津幡町、青少年育成センター幾瀬委員と少年補導員

で大型店舗・公園・駅等の巡回指導を実施） 

○立ち入り・実態調査（津幡町、津幡祭りの際に会場周辺の巡回指導を実

施） 

○広報啓発（県民運動推進本部、ＨＰ、広報誌にて協調月間告知、ポスター

掲示） 

○広報啓発（加賀市、夏休み期間中における夜間特別巡視活動） 

○広報啓発（加賀市・輪島市・羽咋市・宝達志水町、街頭巡回活動(薄暮

時・夜間・青色回転灯装備車利用)） 

○広報啓発（白山市、薄暮時・夜間巡回活動） 

○広報啓発（宝達志水町、青色回転灯装備車利用巡回パトロール活動） 

○広報啓発（輪島市、生活指導車「ひまわり号」による巡回指導） 

○広報啓発（穴水町、広報誌「ゆずり葉」による広報）【再掲】 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

○保護者・青少年への防犯教室等（県警、金沢市内の中学・高校４校 517

名、加賀市内の中学校等２校 117 名、小松市内の中学校３校 458 名、能美市

内の中学校２校 310 名、白山市内の中学校２校 254 名、かほく市内の中学校
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 ２校 190 名、羽咋市内の小中学・高校３校 305 名、七尾市内の高校 1 校 20

名、輪島市内の中学校１校 22名、珠洲市内の小学校 1校 41名に対し実施） 

〇保護者・青少年への防犯教室等（羽咋市、小学校での薬物乱用防止教室）

【再掲】 

○保護者・青少年への防犯教室等（能美市、市内小中学校 11 校において、

非行被害防止講座開催） 

○保護者・青少年への防犯教室等（志賀町、小中学校３校において実施） 

〇保護者・青少年への防犯教室等（宝達志水町、能都町、小中学校薬物乱用

防止教室）【再掲】 

○広報啓発（県警、祭り会場においてチラシ配布）【再掲】 

○広報啓発（県民運動推進本部、ＨＰ・広報誌・ポスター掲示）【再掲】 

○広報啓発（白山市、能都町、啓発ポスターの掲示） 

○広報啓発（白山市、薬物防止啓発の募金箱設置） 

○広報啓発（輪島市、チラシの配布）【再掲】 

○広報啓発（輪島市、広報誌による広報）【再掲】 

○広報啓発（かほく市、市内の公共施設にポスター掲示） 

○広報啓発（穴水町、広報誌「ゆずり葉」による広報）【再掲】 

○広報啓発（能登町、ポスターの掲示）【再掲】 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

○大会実施（県警・県教委、高校生交通安全フォーラム開催） 

〇大会実施（羽咋市、「家族ふれあい川柳」作品募集） 

○大会実施（河北郡市、河北郡市少年補導センター連絡協議会主催の青少年

健全育成啓発標語を町内小中学校の児童から募集） 

○広報啓発（県警、金沢駅において少年ボランティア（金沢東ジュニアイー

グル）と合同啓発活動実施） 

○広報啓発（県民運動推進本部、ＨＰ・広報誌・ポスター掲示）【再掲】 

○広報啓発（羽咋市、ＪＲ羽咋駅での朝のあいさつ運動実施） 

○広報啓発（かほく市、市内の全世帯に青少年育成啓発チラシ配付） 

〇広報啓発（野々市市、万引き防止の標語ポスター作製・配布） 

○広報啓発（穴水町、広報誌「ゆずり葉」による広報実施）【再掲】 

○広報啓発（能登町、ポスターの掲示）【再掲】 

〇会議・研修会等（七尾市・中能登町、学校警察連絡協議会及び非行防止地

域連絡会議実施） 

〇会議・研修会等（羽咋市、少年育成センター育成委員会講習会実施） 

〇会議・研修会等（輪島市、学校・警察・保護司連絡協議会実施） 

〇会議・研修会等（輪島市、生活指導員連絡協議会実施） 

○会議・研修会等（輪島市、夏期巡回補導員連絡協議会実施） 

○会議・研修会等（加賀市、青少年育成地区指導員連絡協議会全体研修会の 

開催）【再掲】 

○会議・研修会等（津幡町、福井県大野市へ県少年補導センター連絡協議会

の視察研修を実施） 

〇保護者・青少年への防犯教室等（県教委、高校生に対する非行防止教室を

９校に実施） 

〇保護者・青少年への防犯教室等（県警、白山市内の中学・高校２校 705

名、河北郡内の高校 1 校 80 名、羽咋郡内の小中高校３校 376 名、輪島市内

の高校 18名、珠洲市内の中学生５名に対し非行防止教室を実施） 

○補導活動（県警、金沢市内で私立高校生徒指導教諭との合同補導実施） 

〇補導活動（県警・加賀市、青少年育成地区指導員との合同補導実施） 

○補導活動（県警・小松市、小松署員とＰＴＡによる合同補導実施） 

○補導活動（県警、祭礼寺における七尾署員と少年補導員による合同補導実

施） 

○補導活動（金沢市、金沢市内・近郊において喫煙・交通ルール違反・ゲー

ムセンター出入リ少年等への補導・声掛けを実施） 
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〇補導活動（加賀市、教育支援相談室指導員による巡視、夜間特別巡視実

施）【再掲】 

○補導活動（羽咋市、夏期休暇特別巡回活動実施）【再掲】 

○補導活動（羽咋市、学校教諭・ＰＴＡ・市職員による街頭巡回活動実施）

【再掲】 

○補導活動（白山市、薄暮・夜間巡回活動実施）【再掲】 

○補導活動（かほく市、少年愛護指導員による市内巡回補導を実施） 

○補導活動（かほく市、サマーフェスタ会場を少年愛護員が巡回補導実施） 

○補導活動（能美市、夏休み期間中に保護者・学校・少年補導員による夜間

パトロールを実施） 

〇補導活動（野々市市、少年育成指導員による街頭巡視活動実施） 

○補導活動（野々市市、青色防犯パトロール車による巡回活動実施） 

○補導活動（内灘町、夏祭りの際に公園を少年育成推進指導員や少年補導

員、町職員等が特別巡回を実施） 

○補導活動（中能登町、町祭開催時における周辺施設の巡回実施） 

○補導活動（志賀町、補導員・町職員らによる地区祭りの補導活動実施） 

○補導活動（志賀町、公民館・補導員による夏季休みの補導実施） 

○補導活動（志賀町、補導員による図書・文化ホール・大型スーパーなどに

よる町内巡視活動実施） 

〇補導活動（宝達志水町、青少年育成委員・ＰＴＡによる街頭補導活動実

施） 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

〇会議・研修会等（七尾市・中能登町、青少年健全育成ブロック会議におい

てＪＰＣＡ講師による講習実施） 

〇会議・研修会等（輪島市、生活指導員連絡協議会実施）【再掲】 

○会議・研修会等（輪島市、夏期巡回補導員連絡協議会実施）【再掲】 

○広報啓発（県警、小松市内の学校に対しサポートセンターの支援活動を広

報） 

○広報活動（県警、輪島市内で社会を明るくする運動へ参加し広報啓発） 

○広報啓発（県民運動推進本部、ＨＰ・広報誌・ポスター掲示）【再掲】 

○広報啓発（羽咋市、社会を明るくする運動街頭キャンペーンを実施） 

○広報啓発（羽咋市、のぼり旗掲出） 

○広報啓発（能美市、少年補導員による社会を明るく運動キャンペーンを駅

前において実施） 

○広報啓発（内灘町、社会を明るくする運動のメッセージ伝達式開催） 

○広報啓発（宝達志水町、民生委員・少年等による社会を明るくする運動街

頭キャンペーン実施） 

〇保護者・青少年への防犯教室等（県教委、高校生非行防止教室９校に実

施）【再掲】 

○補導活動（白山市、薄暮・夜間巡回活動実施）【再掲】 

 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○広報啓発（県民運動推進本部、ＨＰ・広報誌・ポスター掲示）【再掲】 

○広報啓発（金沢市、健全育成リーフレット配布）【再掲】 

○広報啓発（羽咋市、「子どもと保護者の相談電話」の実施及びポスター掲

示） 

○広報啓発（野々市市、いじめ防止の標語ポスター作成）【再掲】 

○広報啓発（穴水町、広報誌「ゆずり葉」による広報）【再掲】 

〇会議・研修会等（県教委、金沢地区高等学校生徒指導連絡協議会開催） 

○会議・研修会等（県教委、七尾鹿島地区高等学校生徒指導連絡協議会開

催） 

○会議・研修会等（県教委、加賀地区高等学校生徒指導連絡協議会開催） 

○会議・研修会等（県教委、スクールソーシャルワーカー連絡協議会開催） 

〇会議・研修会等（県警・小松市、「いじめ対策連絡協議会開催） 
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○会議・研修会等（県警・中能登町、学校警察連絡協議会開催） 

○会議・研修会等（小松市、いじめに関するアンケートを行い実態把握し、

担任と全児童との面談、情報共有会議を開催） 

○会議・研修会等（輪島市、｢社会を明るくする運動｣公開ケース研修会に参

加） 

○会議・研修会等（能美市、市内全小中学校で「いじめＮＯ」集会開催） 

○会議・研修会等（能美市、市内生徒指導主事会議開催） 

○会議・研修会等（志賀町、校内研修会においていじめ・暴行行為等問題行

動がなかったか確認） 

○保護者・青少年への防犯教室等（県教委、24 時間子供ＳＯＳ相談テレホ

ンの設置） 

〇保護者・青少年への防犯教室等（県警、金沢市内の小学校１校 149 名、小

松市内の小中学校５校 418 名、河北郡の小学・高校２校 120 名に実施） 

○保護者・青少年への防犯教室等（志賀町、いじめ対応アドバイザー派遣事

業の実施） 

○立ち入り・実態調査（羽咋市、職員がインターネット上でのサイバー巡回

活動実施）【再掲】 

○立ち入り・実態調査（野々市市、職員がインターネット上でのサイバー巡

回活動実施）【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。 


