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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 長野県 青少年行政主管課（室）名 次世代サポート課 

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】（県） 

○第 44 回長野県青少年補導活動推進大会 

開催日：７月 11 日 

場所：佐久市（佐久平交流センター） 

出席者：長野県、長野県警察、長野県教育委員会、長野県 PTA 連合会、長

野県子ども会育成連合会、長野県少年警察ボランティア協会、青

少年育成関係者等 約 300 人 

内 容：講演（演題「子どものスマホ・ゲーム機利用のあり方～大人はど   

うすればいいのか～」、講師：松島恒志さん（子どもとメディア 

信州代表、松本市立菅野中学校校長） 

 

○青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム in 長野 

 開催日：７月 27日 

 場所：松本市（Мウイング） 

 出席者：内閣府、長野県、長野県警察、長野県教育委員会、長野県 PTA 連

合会、青少年育成関係者等 約 100 人 

 内容：パネルディスカッション（テーマ「ネット問題から子どもたちを守 

    るために、今、わたしたちがすべきこと」） 

 

【会議・研修会】（県） 

○令和元年度第１回長野県青少年問題協議会 

 開催日：７月 30日 

 場所：長野市（長野県庁） 

 出席者：長野県、青少年問題協議会委員 

 内容：長野県内の子どもの性被害の発生状況、長野県性被害条例の適用状

況と事案の検証状況、子どもを性被害から守るための取組事業 

 

○性被害防止教育キャラバン隊 

 開催日：７月中 

 場所：県内の中学校・高等学校 33 校 

 対象者：中学生、高校生 

 内容：スクールサポーターが中学、高校に出向いて、SNS 利用上の注意点

に関する講話を行った。  

 

【会議・研修会】（市町村） 

○出前講座 

 開催日：７月１日、５日、１９日 

 場所：佐久市 

参加者：中学生、保護者 179 人 

内容：佐久市の「まちづくり講座」の青少年健全育成活動の一環として、

中学生と保護者を対象に、性被害等のトラブルに遭わないためのス

マートフォンの使い方について講話を行った。  

 

○講習会 

 開催日：７月７日 

 場所：上田市（下之条公民館） 

 参加者：社会教育指導員、市民（中学生と保護者） 36 人 

 内容：「子どもと大人でネットの使い方を考えよう」というテーマでディ
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スカッション。 

 

○講演会 

 開催日：７月９日 

 場所：上田市（城南公民館） 

 参加者：市民 144 人 

 内容：講師 日本体育大学体育博士の野井真吾さん 

演題「ちょっと気になる子どものからだと心～子どもの元気を引き

出す３つの提案～」 

 

○青少年健全育成情報懇談会 

 開催日：７月１２日 

 場所：下諏訪町（下諏訪町総合センター） 

 参加者：町民 33 人 

 内容：諏訪警察署生活安全課長が町内の青少年の現状について講話。 

参加者による情報交換。 

 

○学校警察連絡協議会 

 開催日：７月２日 

 場所：富士見町（富士見町役場） 

 参加者：学校関係者、警察 

 内容：参加者による情報共有と意見交換。 

 

○講演会 

 開催日：７月６日 

 場所：箕輪町（箕輪町文化センター） 

 参加者：教育委員会、PTA、校長会、保護司、民生児童委員、少年警察ボ

ランティア等 289 人 

 内容：講師 地元中学校教頭の有賀大さん 

演題「ネット社会の光と影」 

 

○防犯関係者合同会議 

 開催日：７月 16日 

 場所：売木村（売木村文化交流センター） 

 参加者：青少年健全育成協議会、防犯指導員等 26 人 

 内容：阿南警察署員が、子どもの性被害防止等、子どもの安全について講 

話。 

 

○講演会 

 開催日：７月４日 

 場所：大町市（サン・アルプス大町） 

 参加者：PTA、民生児童委員、市会議員、少年補導委員、学校職員、市民 

     147 人 

 内容：講師 子どもとメディア信州代表の松島恒志さん 

演題「子どもとスマホ・ゲーム機利用のあり方～大人はどうすれ

ばいいのか～」 

 

○情報交換会 

 開催日：７月３日 

 場所：木島平村 

 参加者：村内保育園、小中高等学校教員、警察署、ボランティア指導員等 

     14 人 
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 内容：村内の子どもの状況について情報交換。 

性被害予防等について意見交換。 

 

【広報啓発】（県・市町村） 

○一斉街頭啓発（「信州あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」を含

む） 

 実施日：７月１日 

 場所：【佐久地域振興局管内】 

     小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、軽井沢 

町、御代田町、立科町 

【上田地域振興局管内】 

     上田市、東御市 

【諏訪地域振興局管内】 

     岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

【上伊那地域振興局管内】 

     伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、宮田村 

【南信州地域振興局管内】 

     飯田市、松川町、高森町、阿南町、平谷村、根羽村、売木村、喬 

木村、豊丘村 

【木曽地域振興局管内】 

     木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 

【松本地域振興局管内】 

     松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、 

筑北村 

【北アルプス地域振興局管内】 

     大町市、池田町、小谷村、松川村、白馬村 

【長野地域振興局管内】 

     長野市、須坂市、千曲市 

【北信地域振興局管内】 

    中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

内容：リーフレット及びポケットティッシュの配布 

 

○リーフレット及びポケットティッシュの作成・配布 

 月間にあわせて、非行・被害防止と各種相談窓口に関するリーフレット  

42,000 枚、性被害防止に関するポケットティッシュ 30,000 個を作成して

県内に配布。 

 

○ホームページ、広報誌、有線放送、ケーブルテレビ、防災放送、広報車等  

 による広報 

 長野県、地域振興局（10 局）、教育委員会、警察本部、警察署、佐久 

市、佐久穂町、南相木村、御代田町、上田市、東御市、諏訪市、茅野市、

伊那市、箕輪町、中川村、阿南町、根羽村、下條村、売木村、喬木村、豊

丘村、大鹿村、木曽町、上松町、南木曽町、大桑村、松本市、大町市、松

川村、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯

綱町、小川村、山ノ内町 

 

○懸垂幕、ポスター、のぼり旗の掲出、窓口等への啓発物品の備付け 

 長野県、地域振興局（10 局）、教育委員会、警察本部、警察署、佐久 

市、立科町、上田市、東御市、諏訪市、茅野市、岡谷市、下諏訪町、富士 

見町、原村、伊那市、駒ヶ根市、中川村、飯田市、阿南町、喬木村、木曽

町、大町市、松川村、長野市、中野市、飯山市、山ノ内町 
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重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

【街頭活動】 

○有害環境チェック活動・青少年健全育成協力店参加依頼 

 佐久市、軽井沢町、立科町、上田市、東御市、青木村、岡谷市、諏訪市、

茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪

町、飯島町、南箕輪村、中川村、飯田市、下條村、売木村、木曽町、塩尻

市、大町市、白馬村、長野市、中野市、飯山市 

 

【大会実施】（県） 

※再掲 

○第 44 回長野県青少年補導活動推進大会 

開催日：７月 11 日 

場所：佐久市（佐久平交流センター） 

出席者：長野県、長野県警察、長野県教育委員会、長野県 PTA 連合会、長

野県子ども会育成連合会、長野県少年警察ボランティア協会、青

少年育成関係者等 約 300 人 

内 容：講演（演題「子どものスマホ・ゲーム機利用のあり方～大人はど   

うすればいいのか～」、講師：松島恒志さん（子どもとメディア 

信州代表、松本市立菅野中学校校長） 

 

○青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム in 長野 

 開催日：７月 27日 

 場所：松本市（Мウイング） 

 出席者：内閣府、長野県、長野県警察、長野県教育委員会、長野県 PTA 連

合会、青少年育成関係者等 約 100 人 

 内容：パネルディスカッション（テーマ「ネット問題から子どもたちを守 

    るために、今、わたしたちがすべきこと」） 

 

【会議・研修会】（県） 

※再掲 

○令和元年度第１回長野県青少年問題協議会 

 開催日：７月 30日 

 場所：長野市（長野県庁） 

 出席者： 

 内容：長野県内の子どもの性被害の発生状況、長野県性被害条例の適用状

況と事案の検証状況、子どもを性被害から守るための取組事業 

 

【会議・研修会】（市町村） 

○懇談会（東御市地域懇談会） 

 開催日：７月３日 

 場所：東御市 

 参加者：PTA、区長、補導委員、中学生 

 内容：PTA 支部単位で地区懇談会を開催。 

 

※再掲 

○出前講座 

 開催日：７月１日、５日、１９日 

 場所：佐久市 

参加者：中学生、保護者 179 人 

内容：佐久市の「まちづくり講座」の青少年健全育成活動の一環として、

中学生と保護者を対象に、性被害等のトラブルに遭わないためのス

マートフォンの使い方について講話を行った。  
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○講習会 

 開催日：７月７日 

 場所：上田市（下之条公民館） 

 参加者：社会教育指導員、市民（中学生と保護者） 36 人 

 内容：「子どもと大人でネットの使い方を考えよう」というテーマでディ

スカッション。 

 

○青少年健全育成情報懇談会 

 開催日：７月１２日 

 場所：下諏訪町（下諏訪町総合センター） 

 参加者：町民 33 人 

 内容：諏訪警察署生活安全課長による町内の青少年の現状に関する講話。

参加者による情報交換。 

 

○学校警察連絡協議会 

 開催日：７月２日 

 場所：富士見町（富士見町役場） 

 参加者：町内学校関係者、警察 

 内容：参加者による情報共有と意見交換。 

 

○講演会 

 開催日：７月６日 

 場所：箕輪町（箕輪町文化センター） 

 参加者：教育委員会、PTA、校長会、保護司、民生児童委員、少年警察ボ

ランティア等 289 人 

 内容：講師 地元中学校教頭の有賀大さん 

演題「ネット社会の光と影」 

 

○防犯関係者合同会議 

 開催日：７月 16日 

 場所：売木村（売木村文化交流センター） 

 参加者：青少年健全育成協議会、防犯指導員等 26 人 

 内容：阿南警察署員が、子どもの性被害防止等、子どもの安全について講 

話。 

 

○講演会 

 開催日：７月４日 

 場所：大町市（サン・アルプス大町） 

 参加者：PTA、民生児童委員、市会議員、少年補導委員、学校職員、市民 

 147 人 

 内容：講師 子どもとメディア信州代表の松島恒志さん 

演題「子どもとスマホ・ゲーム機利用のあり方～大人はどうすれ

ばいいのか～」 

 

○情報交換会 

 開催日：７月３日 

 場所：木島平村 

 参加者：村内保育園、小中高等学校教員、警察署、ボランティア指導員等 

     14 人 

 内容：村内の子どもの状況について情報交換。性被害予防等につい    

て意見交換。 
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【広報啓発】（県・市町村） 

※再掲 

○一斉街頭啓発（「信州あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」を含

む） 

 実施日：７月１日 

 場所：【佐久地域振興局管内】 

     小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、軽井沢 

町、御代田町、立科町 

【上田地域振興局管内】 

     上田市、東御市 

【諏訪地域振興局管内】 

     岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

【上伊那地域振興局管内】 

     伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、宮田村 

【南信州地域振興局管内】 

     飯田市、松川町、高森町、阿南町、平谷村、根羽村、売木村、喬 

木村、豊丘村 

【木曽地域振興局管内】 

     木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 

【松本地域振興局管内】 

     松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、 

筑北村 

【北アルプス地域振興局管内】 

     大町市、池田町、小谷村、松川村、白馬村 

【長野地域振興局管内】 

     長野市、須坂市、千曲市 

【北信地域振興局管内】 

    中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

内容：リーフレット及びポケットティッシュの配布 

 

○リーフレット及びポケットティッシュの作成・配布 

 月間にあわせて、非行・被害防止と各種相談窓口に関するリーフレット  

42,000 枚、性被害防止に関するポケットティッシュ 30,000 個を作成して

県内に配布。 

 

○ホームページ、広報誌、有線放送、ケーブルテレビ、防災放送、広報車等  

 による広報 

 長野県、地域振興局（10 局）、教育委員会、警察本部、警察署、佐久 

市、佐久穂町、南相木村、御代田町、上田市、東御市、諏訪市、茅野市、

伊那市、箕輪町、中川村、阿南町、根羽村、下條村、売木村、喬木村、豊

丘村、大鹿村、木曽町、上松町、南木曽町、大桑村、松本市、大町市、松

川村、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯

綱町、小川村、山ノ内町 

 

○懸垂幕、ポスター、のぼり旗の掲出、窓口等への啓発物品の備付け 

 長野県、地域振興局（10 局）、教育委員会、警察本部、警察署、佐久 

市、立科町、上田市、東御市、諏訪市、茅野市、岡谷市、下諏訪町、富士 

見町、原村、伊那市、駒ヶ根市、中川村、飯田市、阿南町、喬木村、木曽

町、大町市、松川村、長野市、中野市、飯山市、山ノ内町 
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重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

【大会実施】（県） 

※再掲 

○第 44 回長野県青少年補導活動推進大会 

開催日：７月 11 日 

場所：佐久市（佐久平交流センター） 

出席者：長野県、長野県警察、長野県教育委員会、長野県 PTA 連合会、長

野県子ども会育成連合会、長野県少年警察ボランティア協会、青

少年育成関係者等 約 300 人 

内 容：長野県内の青少年補導委員が集まり、日頃のボランティア活動の 

成果や課題を発表した。 

 

【会議・研修会】（県） 

※再掲 

○令和元年度第１回長野県青少年問題協議会 

 開催日：７月 30日 

 場所：長野市（長野県庁） 

 出席者：長野県、青少年問題協議会委員 

 内容：長野県内の子どもの性被害の発生状況、長野県性被害条例の適用状

況と事案の検証状況、子どもを性被害から守るための取組事業 

 

【会議・研修会】（市町村） 

○講習会 

 場所：小谷村（小谷村多目的ホール） 

 参加者：小谷村・白馬村村民 約 140 人 

 内容：講師 天正寺 市川住職 

    演題「置き忘れた心」 

 

○薬物乱用防止教室の開催 

 開催日：７月中 

 場所：県内 

 実施者：警察署 

 内容：県内各地で薬物乱用防止教室を 19回実施 

 

【広報啓発】（県・市町村） 

※再掲 

○一斉街頭啓発（「信州あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」を含

む） 

 実施日：７月１日 

 場所：【佐久地域振興局管内】 

     小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、軽井沢 

町、御代田町、立科町 

【上田地域振興局管内】 

     上田市、東御市 

【諏訪地域振興局管内】 

     岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

【上伊那地域振興局管内】 

     伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、宮田村 

【南信州地域振興局管内】 

     飯田市、松川町、高森町、阿南町、平谷村、根羽村、売木村、喬 

木村、豊丘村 

【木曽地域振興局管内】 

     木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 
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【松本地域振興局管内】 

     松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、 

筑北村 

【北アルプス地域振興局管内】 

     大町市、池田町、小谷村、松川村、白馬村 

【長野地域振興局管内】 

     長野市、須坂市、千曲市 

【北信地域振興局管内】 

    中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

内容：リーフレット及びポケットティッシュの配布 

 

○リーフレット及びポケットティッシュの作成・配布 

 月間にあわせて、非行・被害防止と各種相談窓口に関するリーフレット  

42,000 枚、性被害防止に関するポケットティッシュ 30,000 個を作成して

県内に配布。 

 

○ホームページ、広報誌、有線放送、ケーブルテレビ、防災放送、広報車等  

 による広報 

 長野県、地域振興局（10 局）、教育委員会、警察本部、警察署、佐久 

市、佐久穂町、南相木村、御代田町、上田市、東御市、諏訪市、茅野市、

伊那市、箕輪町、中川村、阿南町、根羽村、下條村、売木村、喬木村、豊

丘村、大鹿村、木曽町、上松町、南木曽町、大桑村、松本市、大町市、松

川村、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯

綱町、小川村、山ノ内町 

 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

【街頭活動】 

○街頭補導（特別巡回を含む） 

 佐久市、小諸市、小海町、軽井沢町、立科町、上田市、東御市、岡谷市、

諏訪市、駒ヶ根市、飯島町、松川村、大町市、長野市、中野市、飯山市、

警察署 

 

○列車パトロール 

 実施日：７月 13日 

 場所：諏訪市、茅野市 

 実施者：茅野警察署、少年警察補導員 

 内容：JR 富士見駅と上諏訪駅間の列車内のパトロール 

 

【大会実施】（県） 

※再掲 

○第 44 回長野県青少年補導活動推進大会 

開催日：７月 11 日 

場所：佐久市（佐久平交流センター） 

出席者：長野県、長野県警察、長野県教育委員会、長野県 PTA 連合会、長

野県子ども会育成連合会、長野県少年警察ボランティア協会、青

少年育成関係者等 約 300 人 

内 容：講演（演題「子どものスマホ・ゲーム機利用のあり方～大人はど   

うすればいいのか～」、講師：松島恒志さん（子どもとメディア 

信州代表、松本市立菅野中学校校長） 

 

【大会実施】（市町村） 

○茅野市・原村青少年健全育成推進大会 
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開催日：７月 10 日 

場所：茅野市（茅野市市民館マルチホール） 

出席者：茅野市民、原村村民 約 300 人 

内 容：講演（演題「自分を大切にする心を育むために～大人も子どもも

十人十色 人っておもしろい～」、講師：森田洋司さん） 

 

【会議・研修会】（県） 

※再掲 

○令和元年度第１回長野県青少年問題協議会 

 開催日：７月 30日 

 場所：長野市（長野県庁） 

 出席者：長野県、青少年問題協議会委員 

 内容：長野県内の子どもの性被害の発生状況、長野県性被害条例の適用状

況と事案の検証状況、子どもを性被害から守るための取組事業 

 

【会議・研修会】（市町村） 

○上田市西部塩尻地区青少年育成市民会議学社連絡会 

 開催日：７月３日 

 場所：上田市（西部公民館） 

 出席者：市民（青少年育成関係） 34 人 

 内容：地区内の小中学校関係者が児童生徒の様子や課題を発表し、意見交

換を実施。 

 

○講演会 

 開催日：７月 26日 

 場所：上田市（倉升公民館） 

 出席者：市民 40 人 

 内容：講師 前青少年指導員 宮島範雄 

    演題「子どもたちを伸ばす親、つぶす親」 

 

○青木村育成会長会議 

 開催日：７月３日 

 場所：青木村（文化会館） 

 出席者：各地区育成会長 12 人 

 内容：青少年健全育成について 

 

○令和元年度ジュニア・シニア合同研修会 

 開催日：７月６日、７月 26日～27 日 

 場所：大町市（運動公園体育研修センター、木崎湖キャンプ場） 

 出席者：市内の小中高校生、社会人、大町市子ども会育成連絡協議会、教

育委員会 67 人 

 内容：キャンプ地にあわせた危険予防学習、奉仕活動 

 

○非行防止教室の開催 

 実施日：７月中 

 場所：県内小学校 

 実施者：警察署、スクールサポーター、少年警察ボランティア等 

 内容：初発型非行の万引き防止のため、体験型非行防止教室、講話、紙芝

居の上演等を 219 回行った。 

 

○農業体験活動 

 開催日：７月 18日 
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 場所：山ノ内町 

 参加者：町内の小学生、少年警察指導員、中野警察署 

 内容：少年の規範意識の向上を目的として、農業体験（そばの種薪き）を

行った。 

    

※再掲 

○出前講座 

 開催日：７月１日、５日、１９日 

 場所：佐久市 

参加者：中学生、保護者 179 人 

内容：佐久市の「まちづくり講座」における青少年健全育成活動として、

中学生と保護者を対象に、性被害等のトラブルに遭わないためのス

マートフォンの使い方講座。  

 

○講習会 

 開催日：７月７日 

 場所：上田市（下之条公民館） 

 参加者：社会教育指導員、市民（中学生と保護者） 36 人 

 内容：「子どもと大人でネットの使い方を考えよう」というテーマでディ

スカッション。 

 

○講演会 

 開催日：７月９日 

 場所：上田市（城南公民館） 

 参加者：市民 144 人 

 内容：講師 日本体育大学体育博士の野井真吾さん 

演題「ちょっと気になる子どものからだと心～子どもの元気を引き

出す３つの提案～」 

 

○青少年健全育成情報懇談会 

 開催日：７月１２日 

 場所：下諏訪町（下諏訪町総合センター） 

 参加者：町民 33 人 

 内容：諏訪警察署生活安全課長による町内の青少年の現状に関する講話。

参加者による情報交換。 

 

○学校警察連絡協議会 

 開催日：７月２日 

 場所：富士見町（富士見町役場） 

 参加者：町内学校関係者、警察 

 内容：参加者による情報共有と意見交換。 

 

○講演会 

 開催日：７月６日 

 場所：箕輪町（箕輪町文化センター） 

 参加者：教育委員会、PTA、校長会、保護司、民生児童委員、少年警察ボ

ランティア等 289 人 

 内容：講師 地元中学校教頭の有賀大さん 

演題「ネット社会の光と影」 

 

○防犯関係者合同会議 

 開催日：７月 16日 
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 場所：売木村（売木村文化交流センター） 

 参加者：青少年健全育成協議会、防犯指導員等 26 人 

 内容：阿南警察署員が、子どもの性被害防止等、子どもの安全について講 

話。 

 

○講演会 

 開催日：７月４日 

 場所：大町市（サン・アルプス大町） 

 参加者：PTA、民生児童委員、市会議員、少年補導委員、学校職員、市民 

 147 人 

 内容：講師 子どもとメディア信州代表の松島恒志さん 

演題「子どもとスマホ・ゲーム機利用のあり方～大人はどうすれ

ばいいのか～」 

 

○情報交換会 

 開催日：７月３日 

 場所：木島平村 

 参加者：村内保育園、小中高等学校教員、警察署、ボランティア指導員等 

     14 人 

 内容：村内の子どもの状況について情報交換。性被害予防等につい    

て意見交換。 

 

【広報啓発】（県・市町村） 

○未成年者喫煙防止啓発イベント 

 実施日：７月 16日 

 場所：長野市 

 実施者：長野県たばこ販売協同組合、長野県、警察本部、長野中央警察

署、ボランティア等 約 60 人 

 内容：通勤、通学時間帯に、長野駅で啓発用のポケットティッシュを配 

布 

 

※再掲 

○一斉街頭啓発（「信州あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」を含

む） 

 実施日：７月１日 

 場所：【佐久地域振興局管内】 

     小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、軽井沢 

町、御代田町、立科町 

【上田地域振興局管内】 

     上田市、東御市 

【諏訪地域振興局管内】 

     岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

【上伊那地域振興局管内】 

     伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、宮田村 

【南信州地域振興局管内】 

     飯田市、松川町、高森町、阿南町、平谷村、根羽村、売木村、喬 

木村、豊丘村 

【木曽地域振興局管内】 

     木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 

【松本地域振興局管内】 

     松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、 

筑北村 
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【北アルプス地域振興局管内】 

     大町市、池田町、小谷村、松川村、白馬村 

【長野地域振興局管内】 

     長野市、須坂市、千曲市 

【北信地域振興局管内】 

    中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

内容：リーフレット及びポケットティッシュの配布 

 

○リーフレット及びポケットティッシュの作成・配布 

 月間にあわせて、非行・被害防止と各種相談窓口に関するリーフレット  

42,000 枚、性被害防止に関するポケットティッシュ 30,000 個を作成して

県内に配布。 

 

○ホームページ、広報誌、有線放送、ケーブルテレビ、防災放送、広報車等  

 による広報 

 長野県、地域振興局（10 局）、教育委員会、警察本部、警察署、佐久 

市、佐久穂町、南相木村、御代田町、上田市、東御市、諏訪市、茅野市、

伊那市、箕輪町、中川村、阿南町、根羽村、下條村、売木村、喬木村、豊

丘村、大鹿村、木曽町、上松町、南木曽町、大桑村、松本市、大町市、松

川村、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯

綱町、小川村、山ノ内町 

 

○懸垂幕、ポスター、のぼり旗の掲出、窓口等への啓発物品の備付け 

 長野県、地域振興局（10 局）、教育委員会、警察本部、警察署、佐久 

市、立科町、上田市、東御市、諏訪市、茅野市、岡谷市、下諏訪町、富士 

見町、原村、伊那市、駒ヶ根市、中川村、飯田市、阿南町、喬木村、木曽

町、大町市、松川村、長野市、中野市、飯山市、山ノ内町 

 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

【街頭活動】 

○立ち直り支援活動 

 開催日：７月 31日 

 場所：長野市 

 参加者：警察本部（少年課）、少年警察補導員、長野県警察大学生ボラン

ティア 

 内容：非行少年の立ち直り支援活動の一環として、農業体験（そばの種薪

き）を行った。 

 

【会議・研修会】（県） 

○講演会 

 開催日：７月 30日 

 場所：大町市（市役所） 

 出席者：保護司会、大町市子ども会育成連絡協議会、大町市青少年補導委 

     員協議会、大町市民生児童委員協議会、大町少年警察ボランティ 

     ア協会、大町市地区防犯協会、市内小中学校長、PTA、大町市役 

所、教育委員会 40 人 

 内容：講師 長野保護観察所統括保護観察官 鈴木由美子さん 

    演題「更生保護のこころ」 

  

※再掲 

○令和元年度第１回長野県青少年問題協議会 

 開催日：７月 30日 
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 場所：長野市（長野県庁） 

 出席者：長野県、青少年問題協議会委員 

 内容：長野県内の子どもの性被害の発生状況、長野県性被害条例の適用状

況と事案の検証状況、子どもを性被害から守るための取組事業 

 

【広報啓発】（県・市町村） 

※再掲 

○一斉街頭啓発（「信州あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」を含

む） 

 実施日：７月１日 

 場所：【佐久地域振興局管内】 

     小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、軽井沢 

町、御代田町、立科町 

【上田地域振興局管内】 

     上田市、東御市 

【諏訪地域振興局管内】 

     岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

【上伊那地域振興局管内】 

     伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、宮田村 

【南信州地域振興局管内】 

     飯田市、松川町、高森町、阿南町、平谷村、根羽村、売木村、喬 

木村、豊丘村 

【木曽地域振興局管内】 

     木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 

【松本地域振興局管内】 

     松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、 

筑北村 

【北アルプス地域振興局管内】 

     大町市、池田町、小谷村、松川村、白馬村 

【長野地域振興局管内】 

     長野市、須坂市、千曲市 

【北信地域振興局管内】 

    中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

内容：リーフレット及びポケットティッシュの配布 

 

○リーフレット及びポケットティッシュの作成・配布 

 月間にあわせて、非行・被害防止と各種相談窓口に関するリーフレット  

42,000 枚、性被害防止に関するポケットティッシュ 30,000 個を作成して

県内に配布。 

 

○ホームページ、広報誌、有線放送、ケーブルテレビ、防災放送、広報車等  

 による広報 

 長野県、地域振興局（10 局）、教育委員会、警察本部、警察署、佐久 

市、佐久穂町、南相木村、御代田町、上田市、東御市、諏訪市、茅野市、

伊那市、箕輪町、中川村、阿南町、根羽村、下條村、売木村、喬木村、豊

丘村、大鹿村、木曽町、上松町、南木曽町、大桑村、松本市、大町市、松

川村、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯

綱町、小川村、山ノ内町 

 

○懸垂幕、ポスター、のぼり旗の掲出、窓口等への啓発物品の備付け 

 長野県、地域振興局（10 局）、教育委員会、警察本部、警察署、佐久 
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市、立科町、上田市、東御市、諏訪市、茅野市、岡谷市、下諏訪町、富士 

見町、原村、伊那市、駒ヶ根市、中川村、飯田市、阿南町、喬木村、木曽

町、大町市、松川村、長野市、中野市、飯山市、山ノ内町 

 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

【大会実施】（県） 

※再掲 

○第 44 回長野県青少年補導活動推進大会 

開催日：７月 11 日 

場所：佐久市（佐久平交流センター） 

出席者：長野県、長野県警察、長野県教育委員会、長野県 PTA 連合会、長

野県子ども会育成連合会、長野県少年警察ボランティア協会、青

少年育成関係者等 約 300 人 

内 容：長野県内の青少年補導委員が集まり、日頃のボランティア活動の 

成果や課題を発表し、青少年健全育成活動の更なる発展を目的と 

する。 

 

○青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム in 長野 

 開催日：７月 27日 

 場所：松本市（Мウイング） 

 出席者：内閣府、長野県、長野県警察、長野県教育委員会、長野県 PTA 連

合会、青少年育成関係者等 約 100 人 

 内容：パネルディスカッション（テーマ「ネット問題から子どもたちを守 

    るために、今、わたしたちがすべきこと」） 

 

【大会実施】（市町村） 

○第 29 回塩田地区青少年育成推進大会 

開催日：７月 16 日 

場所：上田市（塩田公民館） 

出席者：市民 194 人 

内 容：講演（演題「すべては子どもたちの幸せのために」、講師：比田   

    井和孝さん（上田情報ビジネス専門学校副校長）） 

 

【会議・研修会】（県） 

○長野県青少年育成指導者・青少年サポーター研修会 

 開催日：７月 11日 

 場所：飯山市（文化交流館なちゅら） 

 出席者：青少年サポーター、青少年補導委員、少年警察ボランティア、学

校関係者 約 100 人 

内容：講演（演題「深刻化するネットいじめ～その現状と大人の役割 

～」、講師：渡辺真由子さん（メディア研究所、ジャーナリス 

ト）） 

 

※再掲 

○令和元年度第１回長野県青少年問題協議会 

 開催日：７月 30日 

 場所：長野市（長野県庁） 

 出席者：長野県、青少年問題協議会委員 

 内容：長野県内の子どもの性被害の発生状況、長野県性被害条例の適用状

況と事案の検証状況、子どもを性被害から守るための取組事業 

 

【会議・研修会】（市町村） 

○講演会 
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 開催日：７月５日 

 場所：上田市（上野が丘公民館） 

 参加者：市民（青少年関係団体の指導者を対象） 190 人 

 内容：講師 安納吉野さん 

    演題「子どもを育てる社会づくり～虐待を防止するために私たちが

できること～」 

 

○青少年育成自治会懇談会 

 開催日：７月１日 

 場所：上田市（上野が丘公民館） 

 参加者：市民 161 人 

 内容：子どもの人権、発達障がい、地域と子どもの関わり等の各種テーマ

について地域住民が学び、懇談を行う。 

  

○社会人権教育研修会 

 開催日：７月 16日 

 場所：泰阜村（泰阜中学校） 

 参加者：村民 

 内容：講師 南信教育事務所飯田事務所 牧野孝裕さん 

    演題「能力の違いに対する差別・いじめについて」「子どもの SNS 

       を通じた人権侵害について」 

 

○講演会 

 開催日：７月４日 

 場所：安曇野市（市役所） 

 参加者：市民 28 人 

 内容：演題「幸せな子育てをするため」 

 

○講演会 

 開催日：７月６日 

 場所：安曇野市（穂高会館） 

 参加者：市民 100 人 

 内容：演題「こどものこころに出会うための聴き方について」 

 

○人権を考える市民の集い 

 開催日：７月 18日 

 場所：大町市（大町仁科台中学校） 

 参加者：市民、仁科台中学校関係者（保護者、生徒、教職員） 385 人 

 内容：意見発表 

    ３年生生徒による「いじめ追放宣言に向けて」と題する意見発表 

    講演 

    講師 大月裕夫さん（ピアノ演奏家） 

    演題「ピアノ&トークコンサート～視覚障害を乗り越えて～」 

 

※再掲 

○出前講座 

 開催日：７月１日、５日、１９日 

 場所：佐久市 

参加者：中学生、保護者 179 人 

内容：佐久市の「まちづくり講座」における青少年健全育成活動として、

中学生と保護者を対象に、性被害等のトラブルに遭わないためのス

マートフォンの使い方講座。  
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○講習会 

 開催日：７月７日 

 場所：上田市（下之条公民館） 

 参加者：社会教育指導員、市民（中学生と保護者） 36 人 

 内容：「子どもと大人でネットの使い方を考えよう」というテーマでディ

スカッション。 

 

○講演会 

 開催日：７月９日 

 場所：上田市（城南公民館） 

 参加者：市民 144 人 

 内容：講師 日本体育大学体育博士の野井真吾さん 

演題「ちょっと気になる子どものからだと心～子どもの元気を引き

出す３つの提案～」 

 

○青少年健全育成情報懇談会 

 開催日：７月１２日 

 場所：下諏訪町（下諏訪町総合センター） 

 参加者：町民 33 人 

 内容：諏訪警察署生活安全課長による町内の青少年の現状に関する講話。

参加者による情報交換。 

 

○学校警察連絡協議会 

 開催日：７月２日 

 場所：富士見町（富士見町役場） 

 参加者：町内学校関係者、警察 

 内容：参加者による情報共有と意見交換。 

 

○講演会 

 開催日：７月６日 

 場所：箕輪町（箕輪町文化センター） 

 参加者：教育委員会、PTA、校長会、保護司、民生児童委員、少年警察ボ

ランティア等 289 人 

 内容：講師 地元中学校教頭の有賀大さん 

演題「ネット社会の光と影」 

 

○防犯関係者合同会議 

 開催日：７月 16日 

 場所：売木村（売木村文化交流センター） 

 参加者：青少年健全育成協議会、防犯指導員等 26 人 

 内容：阿南警察署員が、子どもの性被害防止等、子どもの安全について講 

話。 

 

○講演会 

 開催日：７月４日 

 場所：大町市（サン・アルプス大町） 

 参加者：PTA、民生児童委員、市会議員、少年補導委員、学校職員、市民 

 147 人 

 内容：講師 子どもとメディア信州代表の松島恒志さん 

演題「子どもとスマホ・ゲーム機利用のあり方～大人はどうすれ

ばいいのか～」 
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○情報交換会 

 開催日：７月３日 

 場所：木島平村 

 参加者：村内保育園、小中高等学校教員、警察署、ボランティア指導員等 

     14 人 

 内容：村内の子どもの状況について情報交換。性被害予防等につい    

て意見交換。 

 

【広報啓発】（県・市町村） 

※再掲 

○一斉街頭啓発（「信州あいさつ運動」、「社会を明るくする運動」を含

む） 

 実施日：７月１日 

 場所：【佐久地域振興局管内】 

     小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、軽井沢 

町、御代田町、立科町 

【上田地域振興局管内】 

     上田市、東御市 

【諏訪地域振興局管内】 

     岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

【上伊那地域振興局管内】 

     伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、宮田村 

【南信州地域振興局管内】 

     飯田市、松川町、高森町、阿南町、平谷村、根羽村、売木村、喬 

木村、豊丘村 

【木曽地域振興局管内】 

     木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 

【松本地域振興局管内】 

     松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、 

筑北村 

【北アルプス地域振興局管内】 

     大町市、池田町、小谷村、松川村、白馬村 

【長野地域振興局管内】 

     長野市、須坂市、千曲市 

【北信地域振興局管内】 

    中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、ボランティア団体等 

内容：リーフレット及びポケットティッシュの配布 

 

○リーフレット及びポケットティッシュの作成・配布 

 月間にあわせて、非行・被害防止と各種相談窓口に関するリーフレット  

42,000 枚、性被害防止に関するポケットティッシュ 30,000 個を作成して

県内に配布。 

 

○ホームページ、広報誌、有線放送、ケーブルテレビ、防災放送、広報車等  

 による広報 

 長野県、地域振興局（10 局）、教育委員会、警察本部、警察署、佐久 

市、佐久穂町、南相木村、御代田町、上田市、東御市、諏訪市、茅野市、

伊那市、箕輪町、中川村、阿南町、根羽村、下條村、売木村、喬木村、豊

丘村、大鹿村、木曽町、上松町、南木曽町、大桑村、松本市、大町市、松

川村、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯

綱町、小川村、山ノ内町 
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○懸垂幕、ポスター、のぼり旗の掲出、窓口等への啓発物品の備付け 

 長野県、地域振興局（10 局）、教育委員会、警察本部、警察署、佐久 

市、立科町、上田市、東御市、諏訪市、茅野市、岡谷市、下諏訪町、富士 

見町、原村、伊那市、駒ヶ根市、中川村、飯田市、阿南町、喬木村、木曽

町、大町市、松川村、長野市、中野市、飯山市、山ノ内町 

 

※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。 


