
（都道府県名：福井県） 

1 

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 福井県 青少年行政主管課（室）名 安全環境部 県民安全課 

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 

○保護者・青少年への防犯教室等（福井市） 

・情報モラル講習会の実施 

（中学 6校、小学 8校、他機関 2 延 2,371 名） 

内容：青少年のインターネット利用に係る非行・被害防止、情報モ

ラル、フィルタリング等についての講話 

○啓発チラシ「たのしいなつやすみ」による広報（敦賀市） 

○補導員連絡協議会研修会開催（敦賀市） 

内 容：講演（自画撮り被害等、最近の事例について） 

○青少年のスマートフォンの利用について啓発（小浜市） 

（携帯電話のフィルタリング機能の利用、スマホルールの作成） 

・小浜市公式ＷＥＢ、市広報誌で周知 

・小浜市青少年育成推進員（約 150 名）への説明、資料送付 

○スマートフォン利用についての呼びかけ運動（鯖江市） 

開催日：７月１０日（水）午前７時～８時  

 場 所：鯖江中学校、中央中学校、東陽中学校 

参加者：青少年健全育成鯖江市民会議 ２０名 

内 容：ネット対策５つのポイントを記載したポケットティッシュを

配布しながら、その危険性を呼びかける 

○広報啓発（鯖江市、越前市等） 

 ・啓発チラシの配布と呼びかけ 

 ・祭礼等において、インターネット利用時の約束、自画撮り禁止、各

種犯罪への予防等を掲載したチラシや啓発グッズを配布するととも

に、来場者に対して呼びかけを実施 

  (1)  開催日：７月１３日（土） 

場 所：越前町道口 

内 容：『越前みなと大花火』での特別補導 

  (2)  開催日：７月２７日（土） 

場 所：越前町内郡 

内 容：『あさひまつり』での特別補導 

  (3) 開催日：７月２８日（日） 

場 所：南越前町甲楽城 

内 容：『河野夏まつり』での特別補導 

  (4) 開催日：７月２８日（日） 

場 所：越前市福祉健康センター 

内 容：啓発活動 

○研修会（鯖江市） 

 開催日：７月１３日（土） 

 場  所：鯖江市勤労青少年ホーム 

 出席者：鯖江地区更生保護女性会、鯖江市ＰＴＡ連合会等６１人 

 内  容：講話（テーマ：少年非行の現状と健全育成について） 

○生徒指導主事連絡会（あわら市） 

 開催日：７月４日（木） 

 場 所：あわら市中央公民館 

○青少年健全育成チラシ「シグナル」発行・配布（あわら市） 

開催日：７月１０日（水）   

配布先：市内小中学校児童・生徒 
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○しおりの配布（越前市） 

 越前市内各小・中学校生徒に対し、夏休みのしおりを配布 

○青少年健全育成越前市民のつどいの開催（越前市、鯖江市等） 

 開催日：７月２８日（日）  

場 所：越前市福祉健康センター 

 出席者：市長、市議会議長、福井保護観察所企画調整課長、警察署長 

青少年育成関係者等 

 内 容：講演「スマホ・ネットの現状と対策 ～ネットの向こうには

人がいる～」（京都府警察ネット安心アドバイザー） 

：優秀作文（「社会を明るくする運動」）発表 

 参加者：１２０名 

○「非行防止キャンペーン」街頭啓発活動（越前市） 

開催日：７月２８日(日) 

参加者：８０名参加 

 内 容：啓発チラシ（絶対ダメ！！自画撮り）の配布 

○各小・中学校生徒・保護者用に夏休みのしおりを作成（越前市） 

○「子ども安全教室」（坂井市） 

開催日：７月２３日(火)１３時３０分～１４時３０分 

場 所：坂井市坂井町 松涛学童クラブ 

内 容：不審者対策として正しい防犯ブザーの使い方について 

○「あいごメール」による広報（坂井市） 

  内  容：坂井市あいごメール会員への送信 

      「リュウピーネット」や「ネットの安全安心研修会」の周知

や子ども達の被害防止ならびに「愛の一声」活動の推進など 

○青少年愛護センター運営委員・補導員研修会の実施（永平寺町） 

開催日：７月１１日（木）午後７時～ 

場  所：永平寺開発センター ２階 消防ホール 

参加者：愛護センター運営委員・補導員（５５名参加） 

内  容：委嘱状交付 

青少年補導状況、街頭補導について説明 

講演「インターネット利用に係る犯罪被害等の現状」 

福井警察署 生活安全課 統括少年補導員 山岸智絵美 氏 

○青少年愛護センター運営委員会（美浜町） 

 開催日：７月１９日（金） 

 内 容：事業計画説明、補導員との会合 

     敦賀署員による「非行少年の現状等」の説明 

○補導員研修会の実施（おおい町） 

開催日：７月４日  

場 所：おおい町 青少年愛護センター補導員研修会 

出席者：警察官２人、青少年育成関係者等１９人 

内 容：令和元年度補導計画について 

○相談窓口の広報（おおい町） 

 ウエットティッシュ（啓発）の配布 

○警察官による講演会の実施（若狭町） 

 日 時：７月１８日（木） 

 場 所：リブラ若狭 研修室 

 内 容：『少年非行の現状』、講師 敦賀警察署生活安全係長 

○「夏季休業中における幼児・児童・生徒の指導について（通知）」に

よる啓発（県教育委員会） 

 ・市町教育委員会、各公立小・中学校、幼稚園等に通知 
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 ・各公立小・中学校においては、本通知をもとに便りを作成し、夏季

休業前に配付・指導を行う 

○家庭教育通信リーフレット「お子様がインターネットを安全・安心に

使うために知ってほしいこと」による啓発（県教育委員会） 

○「ふくい高校生スマートサミット」に向けた取り組みを各県立高校に

依頼（県教育委員会） 

○幼稚園等でのリュウピー防犯教室の実施（県警） 

○小・中・高校等での非行防止教室の実施（県警） 

○インターネットに関する子どもの被害防止講習会の参加（県警） 

○広報活動（県、市町、県警） 

○青少年の非行・被害防止街頭啓発活動への参加（県、市町、県警） 

 開催日：７月１３日（土） 

 場 所：福井市 他７市 

 参加者：約３００人 

○ネット安全・安心ふくい研修会参加（県、市町、県警） 

 開催日：７月２７日、７月２８日 

 場 所：県内４カ所 

 内 容：講演「スマホ時代の子どもたちのために」 

     講師：竹内和雄 氏 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○環境浄化活動（福井市） 

・「白いポスト」による有害図書等回収 

内容：ＪＲ福井駅構内、えちぜん鉄道福井駅、福井鉄道田原町駅の

３ヶ所に「白いポスト」を設置し、有害図書等を回収 

・青少年環境浄化活動 

内容：主に７月中に、青少年育成福井市民会議の各支部が主体とな

って関係団体と連携し、環境点検を実施 

○保護者・青少年への防犯教室等【再掲】（福井市） 

情報モラル講習会の実施 

○白いポストによる有害図書の回収（敦賀市） 

○ゲームセンター等施設への呼びかけ運動（鯖江市） 

内 容：市内のゲームセンター、カラオケ店等を一斉に巡回 

各施設の責任者と話し合いの機会を持つとともに、要望書に

より青少年健全育成と非行防止の意識啓発を図る 

○協力依頼（鯖江市、越前市） 

 鯖江市及び越前市内のコンビニ、書店、量販店等へ協力依頼 

○実態調査（鯖江市、越前市） 

 鯖江市及び越前市内に設置してある白ポストに投函された有害図書等

の実態調査と廃棄活動 

○防犯パトロールの実施（鯖江市） 

 青色回転灯装備車による防犯パトロールの実施 

○しおりの配布【再掲】（鯖江市） 

○祭礼特別補導活動（越前市） 

○青パトによる一斉巡回（越前市） 

○各小・中学校生徒・保護者用に夏休みのしおりを作成【再掲】 

（越前市） 

○有害環境浄化活動の実施（坂井市） 

 内 容：坂井市内に設置されている「白いポスト」内の有害図書等の 

回収と廃棄処分 

○「夏季休業中における幼児・児童・生徒の指導について（通知）」に
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よる啓発【再掲】（県教育委員会） 

○風俗営業店、インターネットカフェ店等の立入り調査を実施（県警） 

○広報啓発活動（県、市町、県警） 

○街頭補導活動（県、市町、県警） 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○薬物乱用防止について小浜市公式ＷＥＢサイトに掲載(小浜市) 

○「あいごメール」による広報【再掲】（坂井市） 

○青少年愛護センター運営委員会【再掲】（美浜町） 

○薬物乱用対策研修会の実施（高浜町） 

○「夏季休業中における幼児・児童・生徒の指導について（通知）」に

よる啓発【再掲】（県教育委員会） 

○薬物乱用防止教室を実施（県、県警） 

○薬物乱用防止啓発パネルの展示（県） 

○非行防止教室を実施【再掲】（県警） 

○広報啓発活動の実施【再掲】（県、市町、県警） 

 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

○少年愛護センターだより「しるべ」作成・配布（福井市） 

内容：補導状況、相談窓口の紹介等 

市内の小中学校、公民館等に合わせて約 1,300 部配布 

○高等学校生徒指導連盟打ち合せ協議会への出席（福井市） 

内容：関係機関による連絡・依頼・指導事項と、各校の気がかりな点

について情報交換を実施 

○夏季海浜特別補導員委嘱式（福井市） 

内容：海水浴場等を有する３地区において、それぞれ委嘱式並びに街

頭補導に関する研修、説明を実施 

○環境浄化活動（勝山市） 

 内 容：市内コンビニ等に対して夏休み期間中の子どもへの声かけに 

ついて依頼 

○不審者対応訓練（鯖江市） 

内 容：トンネル・地下道に設置されてある非常通報装置の所在・使

い方について通学路に指定されている児童に対して不審者対

応訓練を実施 

○鯖江市民ラジオ体操デーの実施（鯖江市） 

 内 容：地域の子どもたちの顔を知る機会とし、子どもたちの安全・

防犯につなげるとともに、町内での子どもと大人の関わりを

強化 

○鯖江市防犯パトロール出発式（鯖江市） 

内 容：市内７団体が合同でパトロールを実施 

鯖江警察署での出発式後、各地区に戻り危ないと思われる場

所をパトロールする 

○大会実施【再掲】（鯖江市） 

 青少年健全育成越前市民のつどいの開催 

○研修会【再掲】（鯖江市） 

 鯖江地区更生保護女性会主催による事例検討 

○青少年健全育成越前市民のつどいの開催【再掲】（越前市、鯖江市等） 

 内 容：講演「スマホ・ネットの現状と対策 ～ネットの向こうには

人がいる～」（京都府警察ネット安心アドバイザー） 

○青少年健全育成チラシ「シグナル」発行・配布【再掲】（あわら市） 

○のぼり旗設置による広報啓発活動（坂井市） 

 内 容：坂井市内各駅舎およびバスターミナルへ、のぼり旗を設置 

○「あいごメール」による広報【再掲】（坂井市） 
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○第１回青少年愛護センター運営委員・補導員研修会の実施【再掲】

（永平寺町） 

○広報誌に掲載（永平寺町） 

○青少年愛護センター運営委員会【再掲】（美浜町） 

○わんわんパトロール（おおい町） 

○補導員研修会の実施【再掲】（おおい町） 

○「夏季休業中における幼児・児童・生徒の指導について（通知）」に

よる啓発【再掲】（県教育委員会） 

○自転車防犯診断及びワイヤーロック贈呈（県警） 

○非行防止教室を実施【再掲】（県警） 

○広報啓発活動【再掲】（県、市町、県警） 

○街頭補導活動【再掲】（県、市町、県警） 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

○第６９回社会を明るくする運動第１９回敦賀大会への参加（敦賀市） 

○のぼり旗の設置（鯖江市、越前市 等） 

 越前町役場、今庄小学校、湯尾保育所において、再非行防止に係るの

ぼり旗を敷地内植え込みに設置 

〇のぼり旗設置による広報啓発活動【再掲】（坂井市） 

○「あいごメール」による広報【再掲】（坂井市） 

○立ち直り支援を実施（県警） 

○非行防止教室を実施【再掲】（県、市町、県警） 

○広報啓発活動の実施【再掲】（県、市町、県警） 

○街頭補導活動【再掲】（県、市町、県警） 

 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○少年愛護センターだより「しるべ」作成・配布【再掲】（福井市） 

○ヤングテレホン、メール相談窓口の開設（福井市） 

内容：専従カウンセラーによる電話相談に加え、平成３１年４月から    

   メール相談を開始し、相談しやすい体制を構築 

○啓発チラシ「たのしいなつやすみ」による相談窓口の広報【再掲】

（敦賀市） 

○「こどもの人権 110 番」電話相談の周知（市の広報誌による広報）

（小浜市） 

○小学生対象の夏の映画会にて、人権啓発アニメを視聴（永平寺町） 

○相談窓口の広報（啓発グッズの配布）【再掲】（おおい町） 

○生徒指導主事連絡会【再掲】（あわら市） 

○青少年健全育成チラシ「シグナル」発行・配布【再掲】（あわら市） 

○各中学校区生徒指導部会および関係会議（坂井市） 

内容：夏季休業中の生徒指導について 

子ども達の現状と生徒指導 

一学期の取組ほか 

○青少年愛護センター運営委員会【再掲】（美浜町） 

○「夏季休業中における幼児・児童・生徒の指導について（通知）」に

よる啓発【再掲】（県教育委員会） 

○事案に関して、学校と連携を図る（県警） 

○リュウピー防犯教室の実施【再掲】（県警） 

○非行防止教室の実施【再掲】（県警） 

○広報啓発活動の実施【再掲】（県、市町、県警） 

 

※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。 


