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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 滋賀県 青少年行政主管課（室）名 健康医療福祉部子ども・青少年局 

重点項目 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 

○「青少年の非行・被害防止滋賀県強調月間」推進対策会議（滋賀県） 

 開催日：６月１７日（月）／場所：滋賀県庁 

 出席者：携帯電話事業者、量販店、タバコ事業者、青少年育成県民会 

     議、各少年センター、県教育委員会等約６０名 

 内 容：講演（テーマ：スマホ時代の子どもたちのために、少年非行 

     の現状と万引き対策） 

〇県内一斉街頭キャンペーン(滋賀県) 

 開催日：７月１日（月）／場所：ＪＲ大津駅前 

 参加者：県、警察、大学生ボランティア、大津少年センター、青少年

育成県民会議、大津市少年補導委員、大学生ボランティア等

約３０名、ゆるキャラ３体 

 内 容：強調月間の周知、青少年のネット被害防止、万引き抑止につ

いての街頭啓発 

○令和元年度「青少年の非行・被害防止対策公開シンポジウム（内閣府 

 主催）」への参加（滋賀県） 

○非行防止・環境浄化対策連絡会議（滋賀県青少年育成県民会議） 

 開催日：７月４日（木）／場所：滋賀県庁 

 出席者：各市町民会議、各少年センター、関係団体等約６０名 

 内 容：講演（テーマ：少年犯罪の現状、地域若者サポートステーシ 

     ョン就労支援、生徒指導上の諸課題対応） 

〇街頭啓発(滋賀県) 

 開催日：７月１９日（金）／場所：竜王町 かがみの里竜王 

 参加者：県、警察、竜王町職員等約２０名、ゆるキャラ３体 

 内 容：強調月間の周知、特殊詐欺防止についての街頭啓発 
○チラシ配布による呼びかけ（湖南市） 

 市内各小中学校・高等学校・特別支援学校の児童・生徒・保護者・教 

 職員全員、学区民会議、まちづくりセンター、図書館等に配布 

○豊郷町青少年指導員、補導員・関係機関等交流研修会（豊郷町） 

○中学生広場「私の思い２０１９」大会（東近江市） 

○市内量販店における活動周知に向けた店内放送（大津市） 

○伊香学警補導連絡協議会（木之本青少年センター） 

 開催日：６月２８日（金）／場所：伊香高等学校 

 参加者：警察署長、保護司会会長、小中高校長、教育委員会等３０名 

 内 容：講演（テーマ：児童生徒の生徒指導上の課題と夏季休業に向 

     けての取組、ＳＮＳにおける現状と課題） 

○高月地区更生保護女性会ケース研究会（木之本青少年センター） 

 開催日：７月６日（土） 

 内 容：ＳＮＳによる拡散と炎上 ―報道の在り方― 

○小学校におけるＳＮＳ講座（木之本青少年センター） 

○健全育成に関わる研修会・講習会（守山野洲少年センター） 

○守山野洲少年補導委員会各地区定例街頭巡回・夏期特別街頭巡回 

                    （守山野洲少年センター） 

○新湖南地区一斉街頭補導（守山野洲少年センター） 

○心と心をつなぐ挨拶運動、まちぐるみで愛の声掛け運動 

                    （守山野洲少年センター） 

○湖北地区高等学校連絡協議会（米原市少年センター） 

○特別夜間パトロール含む巡回強化、街頭補導（米原市少年センター） 

○生徒の健全育成に関する懇談会（栗東市少年センター） 
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○メッセージ伝達式、社会を明るくする運動合同キャンペーン 

                     （栗東市少年センター） 

○新湖南地区高等学校生徒指導連絡協議会および一斉街頭補導 

                     （栗東市少年センター） 

○保護司会との合同パトロール（栗東市少年センター） 

○出前トーク（栗東市少年センター） 

○少年補導委員会（犬上少年センター） 

 内 容：インターネットの利用方法、万引き防止について 

○学校関係者（小中１２校）会議啓発（大津少年センター） 

○あいコムこうか音声放送（甲賀市少年センター） 

○夏季特別街頭パトロール（長浜青少年センター）  

○夏季特別補導員研修会（長浜青少年センター） 

○安全で安心なまちづくりフォーラム（近江八幡・竜王少年センター） 

○岡山っ子を育てる親の集い（近江八幡・竜王少年センター） 

○愛の学校訪問（近江八幡・竜王少年センター） 

○青少年育成町民会議・社会を明るくする運動推進会議 

                     （東近江少年センター） 

○街頭啓発活動（滋賀県、警察、市町、少年センター） 

 量販店・駅前等において、啓発品等を配布し、注意喚起等実施 

○広報紙・ＨＰによる広報（滋賀県、警察、市町、少年センター） 

 自画撮り・児童ポルノ等インターネット利用に係る犯罪被害防止、携 

 帯電話の利用方法、家庭でのルール作り等について掲載 

○携帯電話販売店への立入調査（少年センター） 

○のぼり旗・懸垂幕による啓発（市町、少年センター） 

○あいさつ運動の推進（市町、少年センター） 

○啓発資料「あじさい」「ひまわり」の作成・配布（警察） 

 子ども・保護者を対象とした非行および犯罪被害防止啓発資料 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○ＪＲ駅前花壇清掃・花植え等クリーンアップ活動（高島市） 

○青少年育成研修会（東近江市） 

○花いっぱい運動、巡回審査会（東近江市） 

○町内トンネル等の落書き点検（竜王町） 

○甲賀市青少年育成市民会議運営委員会（甲賀市少年センター） 

○近江八幡・竜王少年補導委員会環境浄化部会巡回活動 

                 （近江八幡・竜王少年センター） 

○白ポスト回収（各少年センター） 

○有害図書等・刃物等取扱店に対する立入調査（各少年センター） 

○非行・被害防止滋賀県強調月間推進対策会議（滋賀県）【再掲】 

○県内一斉街頭キャンペーン(滋賀県)【再掲】 

○非行防止・環境浄化対策連絡会議（滋賀県青少年育成県民会議） 

                            【再掲】 

○巡回強化、街頭補導（米原市少年センター）【再掲】 

○あいコムこうか音声放送（甲賀市少年センター）【再掲】 

○守山野洲少年補導委員会各地区定例街頭巡回・夏期特別街頭巡回 

                （守山野洲少年センター）【再掲】 

○街頭啓発活動（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○広報紙による広報（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○啓発資料「あじさい」「ひまわり」の作成・配布（警察）【再掲】 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○薬物乱用防止キャンペーン（木之本青少年センター） 

 警察、補導委員等協同による薬物乱用防止街頭啓発 

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（守山野洲少年センター） 

○「ダメ。ゼッタイ。」啓発運動（近江八幡・竜王少年センター） 
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○愛知ライオンズクラブとの共同による薬乱防止研修会 

                     （東近江少年センター） 

○青少年育成町民会議環境浄化部会啓発活動（東近江少年センター） 

○薬物乱用防止教室の実施（警察、市町、少年センター） 

○非行・被害防止滋賀県強調月間推進対策会議（滋賀県）【再掲】 

○非行防止・環境浄化対策連絡会議（滋賀県青少年育成県民会議） 

                            【再掲】 

○チラシ配布による呼びかけ（湖南市）【再掲】 

○社明運動合同キャンペーン（栗東市少年センター）【再掲】 

○保護司会との合同パトロール（栗東市少年センター）【再掲】 

○出前トーク（栗東市少年センター）【再掲】 

○あいコムこうか音声放送（甲賀市少年センター）【再掲】 

○守山野洲少年補導委員会各地区定例街頭巡回・夏期特別街頭巡回 

                （守山野洲少年センター）【再掲】 

○街頭啓発活動（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○広報紙による広報（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○街頭補導活動の実施（警察、市町、少年センター）【再掲】 

○のぼり旗・懸垂幕による啓発（市町、少年センター）【再掲】 

○啓発資料「あじさい」「ひまわり」の作成・配布（警察）【再掲】 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

○愛のパトロールリーダー研修会（東近江市） 

 開催日：７月２５日（木）／場所：東近江市役所 

 参加者：青少年育成団体代表等７０名 

 内 容：啓発ビデオ上映、講演（テーマ：パトロールの目的及び効果 

     的な巡回方法等） 

○青少年非行・被害防止長浜市月間啓発（木之本青少年センター） 

 木之本地区民会議委員等による万引き防止街頭啓発 

○中学校等関係機関と少年補導委員との連絡会（湖南市少年センター） 

○堅田安全ネットパトロール（堅田少年センター） 

○夏休み見回り活動（高島市少年センター） 

○高島市少年補導委員会幹事会（高島市少年センター） 

○近江八幡・竜王少年補導委員会街頭補導部定例パトロール 

                 （近江八幡・竜王少年センター） 

○非行防止・防犯教室（少年センター） 

○非行・被害防止滋賀県強調月間推進対策会議（滋賀県）【再掲】 

〇県内一斉街頭キャンペーン(滋賀県)【再掲】 

○非行防止・環境浄化対策連絡会議（滋賀県青少年育成県民会議） 

                            【再掲】 

○チラシ配布による呼びかけ（湖南市）【再掲】 

○青少年指導員、補導員・関係機関等交流研修会（豊郷町）【再掲】 

○出前トーク（栗東市少年センタ―）【再掲】 

○少年補導委員会（犬上少年センター）【再掲】 

○あいコムこうか音声放送（甲賀市少年センター）【再掲】 

○守山野洲少年補導委員会各地区定例街頭巡回・夏期特別街頭巡回 

                （守山野洲少年センター）【再掲】 

○街頭啓発活動（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○広報紙による広報（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○街頭補導活動の実施（警察、市町、少年センター）【再掲】 

○愛のパトロール（市町、少年センター）【再掲】 

○のぼり旗・懸垂幕による啓発（市町、少年センター）【再掲】 

○啓発資料「あじさい」「ひまわり」の作成・配布（警察）【再掲】 

 



（都道府県名：滋賀県） 

4 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

○社会を明るくする運動湖南市推進大会 

                 （湖南市、湖南市少年センター） 

 開催日：７月１日（月）／場所：湖南市共同福祉施設  

 出席者：保護司会、民生委員、青少年育成市民会議等約１００人 

 内 容：総理大臣メッセージ伝達式 

     講演（テーマ「元受刑者の就労について」） 

○社会を明るくする運動・青少年健全育成彦根市大会、街頭啓発 

                 （彦根市、彦根市少年センター） 

 開催日：７月７日（日）／場所：ビバシティ彦根  

 出席者：市長、教育長、青少年育成関係者等約５００人 

 内 容：標語・作文表彰、作文発表、講演等 

○社会を明るくする運動（草津市立少年センター） 

 開催日：７月１日（月）／場所：ＪＲ草津駅 

 内 容：センター職員、少年補導委員による街頭啓発 

○社会を明るくする運動日野大会（日野町少年センター） 

 開催日：７月８日（月）／場所：日野町林業センター 

 出席者：補導委員、センター職員等関係者１４４名 

 内 容：講演（テーマ「子供の心をふっくらと育むために」） 

○社会を明るくする運動啓発活動（湖南市少年センター） 

 内 容：量販店等において、保護司会、更生保護女性会、中高生と共 

     に再非行防止啓発 

○社会を明るくする運動キャンペーン（木之本青少年センター） 

 開催日：７月４、５日／場所：木之本平和堂 

 内 容：保護司、更生保護女性会、市職員等のべ７９名による再非行 

     防止啓発 

○保護司会との合同パトロール（栗東市少年センター） 

○更生保護関係者のつどい（大津市堅田少年センター） 

○社会を明るくする運動協賛、更生保護関係者の集い 

                      （大津少年センター） 

○大津市コンビニ協会総会（大津少年センター） 

○甲賀市青少年育成市民会議甲賀支部研修会（甲賀市少年センター） 

○「社明運動」内閣総理大臣メッセージ伝達式、街頭キャンペーン 

                     （甲賀市少年センター） 

○甲賀市少年補導委員会幹事会（甲賀市少年センター） 

○甲賀市更生保護女性会甲南地域研修会（甲賀市少年センター） 

○社会を明るくする運動街頭啓発（守山野洲少年センター） 

○各地区更生保護女性会研修会（守山野洲少年センター） 

○社会を明るくし、青少年の非行を防ぐ学区民会議 

                 （近江八幡・竜王少年センター） 

○更生保護大会参加（近江八幡・竜王少年センター） 

○無職少年対策推進員会議、指導員研修会（少年センター） 

○非行・被害防止滋賀県強調月間推進対策会議（滋賀県）【再掲】 

〇県内一斉街頭キャンペーン(滋賀県)【再掲】 

○非行防止・環境浄化対策連絡会議（滋賀県青少年育成県民会議） 

                            【再掲】 

○巡回強化、街頭補導（米原市少年センター）【再掲】 

○新湖南地区高等学校生徒指導連絡協議会および一斉街頭補導 

                 （栗東市少年センター）【再掲】 

○あいコムこうか音声放送（甲賀市少年センター）【再掲】 

○街頭啓発活動（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○広報紙による広報（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○愛のパトロール（市町、少年センター）【再掲】 
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○非行防止・防犯教室（少年センター）【再掲】 

○啓発資料「あじさい」「ひまわり」の作成・配布（警察）【再掲】 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○明るい地域づくり標語看板作成・補修（高島市） 

○各中学校ブロック生徒指導連絡協議会（彦根市） 

○ＰＴＡ連絡協議会人権研修会（野洲市） 

○はつらつ野洲っこ中学生広場（野洲市） 

○園、小中校、地域行事におけるあいさつ運動（東近江市） 

○運営協議会の開催（日野町少年センター） 

 開催日：７月９日（火）／場所：日野町勤労福祉会館 

 内 容：各学校からいじめ問題等の報告 

○第３３回少年の主張竜王町大会の開催（竜王町） 

○青少年育成指導者会議（木之本青少年センター） 

○生徒指導主事・主任会議（栗東市少年センター） 

○学校支援情報交換会（大津少年センター、堅田少年センター） 

○生徒指導担当者会議（犬上少年センター） 

○しゃべり場開催（高島市少年センター） 

○少年とのペーロン大会への参加（高島市少年センター） 

○学校関係者会議（甲賀市少年センター） 

○野洲市校長会（守山野洲少年センター） 

○守山市子ども子育て会議（守山野洲少年センター） 

○守山市青少年問題協議会（守山野洲少年センター） 

○守山市いじめ問題等対策協議会（守山野洲少年センター） 

○青少年育成市民会議（東近江少年センター） 

○地区懇談会（東近江少年センター） 

○中学生広場、青少年広場等「私の思い２０１９」（市町） 

○非行・被害防止滋賀県強調月間推進対策会議（滋賀県）【再掲】 

○非行防止・環境浄化対策連絡会議（滋賀県青少年育成県民会議） 

                            【再掲】 

○チラシ配布による呼びかけ（湖南市）【再掲】 

○青少年指導員（補導員）・関係機関等交流研修会（豊郷町）【再掲】 

○伊香学警補導連絡協議会（木之本青少年センター）【再掲】 

○生徒の健全育成に関する懇談会（栗東市少年センター）【再掲】 

○学校関係者会議での啓発（大津少年センター）【再掲】 

○高島市少年補導委員会幹事会（高島市少年センター）【再掲】 

○夏休み見回り活動（高島市少年センター）【再掲】 

○街頭啓発活動（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○広報紙による広報（滋賀県、警察、市町、少年センター）【再掲】 

○生徒指導者担当者会議（各市町、各少年センター）【再掲】 

○啓発資料「あじさい」「ひまわり」の作成・配布（警察）【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。 


