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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 兵庫県 青少年行政主管課（室）名 企画県民部女性青少年局青少年課 

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 

・青少年補導委員連絡協議会の実施 

→７月 12 日、阪神地区青少年補導委員・青少年補導センター職員参加（阪

神南県民センター、阪神北県民局） 

→７月４日、北播磨地区青少年補導委員・教育委員会・警察署等参加（北播

磨県民局） 

→７月 12日、阪神地区猪名川大会（猪名川町） 

・スクラム会議の実施 

→７月１日、全県スクラム会議の開催、行政関係者・警察・商業施設・携帯

電話会社・関係各業界担当者（兵庫県） 

→７月 23 日、行政関係者・警察署・商業施設・携帯ショップ店員参加（中

播磨県民センター） 

→７月 12 日、警察署・教育委員会・学校関係者・青少年育成センター・保

護司等参加（西播磨県民局） 

→淡路地域会議（淡路県民局） 

・小学校･警察連絡会の実施７月 19 日､小学校校長･県警少年課参加(神戸市) 

・各種会議の実施 

→淡路暮らしの安全・安心ネットワーク会議開催、南あわじ市青少年健全育

成大会の実施、淡路消費者団体連絡協議会総会、こころ豊かな美しい淡路推

進会議総会、ひょうごっ子悩み相談事業淡路地区運営委員会兼兵庫県いじめ

対応淡路地域ネットワーク会議（淡路県民局） 

→７月２日、青少年問題協議会の実施、行政関係者・警察署・学校関係者・

防犯協会参加（猪名川町） 

→丹波市民大会・丹波篠山市民大会の実施（丹波県民局） 

 

○広報啓発 

・啓発グッズ（うちわ）の作成配布（阪神南県民センター、） 

ひょうごスマホ宣言掲載、全６イベント 

・啓発グッズの配布、リーフレットの作成（阪神北県民局、北播磨県民局、

小野市、丹波県民局） 

・広報誌に掲載、啓発パンフレットの配布（中播磨県民センター、高砂市、

稲美町、姫路市、神河町、福崎町、上郡町、川西市） 

・新聞折り込みチラシにより啓発（市川町） 

・インターネット防止キャンペーンの実施（但馬県民局）（丹波県民局） 

・フェイスブック等 SNS に啓発関係投稿（淡路県民局） 

・消費者教育出前講座の実施、学校４校で実施（淡路県民局） 

・児童ポルノ自画撮り防止のぼりの掲示（宝塚市） 

・のぼり作成及び掲示（稲美町、小野市、上郡町） 

・広報車による街頭啓発活動の実施（高砂市） 

・垂れ幕の掲示（川西市） 

 

○会議・研修会 

・地域スクラム会議・補導員連携会議での啓発（宝塚市、高砂市、小野市、

姫路市、上郡町、川西市） 

・学校生徒指導等連携会議（加古川、小野市、加西市、佐用町） 

・青少年健全育成推進会議等（加古川市、稲美町、小野市、赤穂市、上郡

町、南あわじ市） 

・防犯協会会員に対する講話（小野市） 
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・ＳＮＳ研修会の実施（丹波県民局） 

・７月２日、研修会・城東小学校・児童･教員･保護者･地域住民参加・講師:

ＮＴＴ情報技術推進ネットワーク嶋田氏（丹波篠山市） 

 

○保護者・青少年への防犯教室等 

・PTA 懇談会における情報提供・講話（宝塚市、姫路市、赤穂市） 

・学校等において情報モラル教室実施(丹波県民局､加古川､小野市､姫路市) 

・サイバー犯罪防犯教室の実施（加古川） 

・インターネットトラブル防止講演会（豊岡市） 

 ６月 29日、講師:NIT 情報技術推進ﾈｯﾄﾜｰｸ(株)篠原嘉一氏 

・青少年を対象としたサイバー犯罪被害防止教室の実施（県警本部） 

 47 回、9,266 名対象 

 

○立ち入り・実態調査 

携帯電話販売店への立入、保護者等に対するフィルタリングの説明状況等

の調査（各県民局・県民センター、） 

 

○その他 

・ケータイ・スマホ等利用に係るアンケート調査実施（加古川市） 

・広域街頭補導活動（明石市、赤穂市） 

・ネット見守り活動の実施（小野市、加西市） 
 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

〇大会実施 

・大会名称:青少年育成全県スクラム会議（兵庫県）【再掲】 

開催日:７月１日   

出席者: 大阪国税局、保護観察所、少年鑑別所、酒販組合、たばこ販売協

議会、カラオケボックス協会、複合カフェ協会、KDDI 等 55 人 

・地方スクラム会議【再掲】 

→７月 23 日、行政関係者・警察署・商業施設・携帯ショップ店員参加（中

播磨県民センター） 

→７月 12 日、警察署・教育委員会・学校関係者・青少年育成センター・保

護司等参加（西播磨県民局） 

→淡路地域会議（淡路県民局） 

・青少年補導委員連絡協議会の実施【再掲】 

→７月 12 日、阪神地区青少年補導委員・青少年補導センター職員参加（阪

神南県民センター、阪神北県民局） 

→７月４日、北播磨地区青少年補導委員・教育委員会・警察署等参加（北播

磨県民局） 

→７月 12日、阪神地区猪名川大会（猪名川町） 

 

○広報啓発 

・ポスター、リーフレット、グッズによる啓発活動（阪神南県民センター、

北播磨県民局） 

・広報誌に掲載（猪名川町）（高砂市、神河町【再掲】） 

・垂れ幕の掲示（猪名川町） 

・広報車を利用した啓発（高砂市）【再掲】 

・新聞折り込みチラシにより啓発（市川町）【再掲】 

 

〇会議・研修会等 

・生徒指導連絡協議会（西播磨県民局、神戸市） 

・学校・警察連絡会の実施 

７月 19 日、小学校校長・県警少年課参加（神戸市）【再掲】 
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学校関係者青少年補導委員との連携会議（宝塚市）【再掲】 

学校・警察・センター連絡会（赤穂市） 

・青少年健全育成推進会議等（赤穂市）【再掲】 

・その他会議【再掲】 

→淡路暮らしの安全・安心ネットワーク会議開催、南あわじ市青少年健全育

成大会の実施、淡路消費者団体連絡協議会総会、こころ豊かな美しい淡路推

進会議総会、ひょうごっ子悩み相談事業淡路地区運営委員会兼兵庫県いじめ

対応淡路地域ネットワーク会議（淡路県民局） 

 

○立ち入り・実態調査（阪神南県民センター、阪神北県民局、中播磨県民セ

ンター、但馬県民局、西播磨県民局、北播磨県民局、丹波県民局、淡路県民

局、宝塚市、川西市、加古川市、明石市、稲美町、小野市、加西市、福崎

町、上郡町、新温泉町） 

 

○補導活動（中播磨県民センター、西播磨県民局、宝塚市、明石市【再

掲】）（市川町、赤穂市、南あわじ市） 

 

○キャンペーンの実施（中播磨県民センター） 

 

○その他 

・白ポストによる有害図書類回収（西宮市、宝塚市、加古川市、姫路市、赤

穂市、上郡町、佐用町、豊岡市） 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

〇大会実施 

・大会名称:青少年育成全県スクラム会議（兵庫県）【再掲】 

開催日:７月１日   

出席者: 大阪国税局、保護観察所、少年鑑別所、酒販組合、たばこ販売協

議会、カラオケボックス協会、複合カフェ協会、KDDI 等 55 人 

・地方スクラム会議【再掲】 

→７月 23 日、行政関係者・警察署・商業施設・携帯ショップ店員参加（中

播磨県民センター） 

→７月 12 日、警察署・教育委員会・学校関係者・青少年育成センター・保

護司等参加（西播磨県民局） 

→淡路地域会議（淡路県民局） 

→丹波健康保健事務所課長講話（丹波県民局） 

・７月 20日、三宮センター街、 

学生ボランティアによる薬物乱用防止街頭啓発（神戸市） 

 

○広報啓発 

・街頭キャンペーンの実施（阪神北県民局、宝塚市、川西市、佐用町） 

・青少年育成センター等への情報提供による啓発（西播磨県民局） 

・リーフレット・チラシの配布（北播磨県民局、上郡町） 

・ポスターの掲示（神戸市） 

・広報誌による啓発（川西市、神河町）【再掲】 

・広報車による啓発活動（高砂市）【再掲】 

・新聞折り込みチラシにより啓発（市川町）【再掲】 

 

〇会議・研修会等 

・老人会研修会（阪神南県民センター） 

・青少年問題協議会（但馬県民局） 

・青少年育成推進会議（但馬県民局）（小野市、赤穂市【再掲】） 

・薬物等乱用防止対策推進会議（神戸市） 

・生徒指導連絡協議会（神戸市、赤穂市） 
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・学校関係者青少年補導委員との連携会議（宝塚市【再掲】）（高砂市） 

・地域スクラム会議・補導員連携会議での啓発（高砂市）【再掲】 

・学校・警察連絡会の実施 

学校・警察・センター連絡会（赤穂市）【再掲】 

 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

・学校において薬物乱用防止教室(神戸市､川西市､加古川市､稲美町､姫路市) 

・薬物乱用防止教室の実施・79 回、23,003 名対象（県警本部） 

  

○補導活動（明石、南あわじ市）【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 

・大会名称:青少年育成全県スクラム会議（兵庫県）【再掲】 

開催日:７月１日   

出席者: 大阪国税局、保護観察所、少年鑑別所、酒販組合、たばこ販売協

議会、カラオケボックス協会、複合カフェ協会、KDDI 等 55 人 

・地方スクラム会議【再掲】 

→７月 23 日、行政関係者・警察署・商業施設・携帯ショップ店員参加（中

播磨県民センター） 

→７月 12 日、警察署・教育委員会・学校関係者・青少年育成センター・保

護司等参加（西播磨県民局） 

→淡路地域会議（淡路県民局） 

→丹波健康保健事務所課長講話（丹波県民局） 

・青少年問題フォーラム・協議会の実施 

→参加者 216 名（西宮市） 

→７月２日、行政・警察・学校・防犯協会（猪名川）【再掲】 

・非行防止大会の実施､児童生徒に善行賞授与･講演会実施(姫路市､赤穂市) 

 

○広報啓発 

・広報誌掲載（西宮市、高砂市）（猪名川町、神河町【再掲】） 

・ポスター・垂直幕等の掲示（小野市、福崎町、豊岡市）（猪名川町、川西

市、明石市【再掲】） 

・街頭キャンペーンの実施（加古川市、加西市、姫路市） 

・社会を明るくする運動（加古川市） 

・広報車による啓発（高砂市【再掲】） 

・リーフレット等の配布（小野市、豊岡市）（市川町【再掲】） 

・声かけ運動（南あわじ市） 

 

〇会議・研修会等 

・老人会研修会（阪神南県民センター）【再掲】 

・生徒指導連絡協議会（中播磨県民センター、西播磨県民局、高砂市）（神

戸市、赤穂市【再掲】） 

・未成年者喫煙防止協議会（中播磨県民センター） 

・小中学校補導連絡会（西播磨県民局、神戸市、宝塚市） 

・学警育成連絡会（西播磨県民局、高砂市）（神戸市、赤穂市【再掲】） 

・青少年健全育成推進会議・協議会・補導委員会等（西宮市、高砂市、加西

市、神河町）（加古川市、赤穂市【再掲】） 

・地域スクラム会議参加（宝塚市、高砂市【再掲】） 

・青少年補導委員研修会（加古川市、高砂市）（宝塚市【再掲】） 

・青少年非行防止研修会、対策会議の開催（明石市、姫路市、赤穂市） 

・その他会議【再掲】 

→淡路暮らしの安全・安心ネットワーク会議開催、南あわじ市青少年健全育

成大会の実施、淡路消費者団体連絡協議会総会、こころ豊かな美しい淡路推
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進会議総会、ひょうごっ子悩み相談事業淡路地区運営委員会兼兵庫県いじめ

対応淡路地域ネットワーク会議（淡路県民局） 

 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

・PTA 懇談会における情報提供・講話（宝塚市） 

・生徒に対する非行防止教室（小野市） 

・非行防止教室・257 回、65,201 名対象（県警本部） 

 

○補導活動（但馬県民局、丹波県民局、西宮市、猪名川町、宝塚市、川西

市、加古川市、高砂市、明石市、稲美町、加西市、姫路市、福崎町、赤穂

市、上郡町、佐用町、豊岡市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市） 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

〇大会実施 

・大会名称:青少年育成全県スクラム会議（兵庫県）【再掲】 

開催日:７月１日   

出席者: 大阪国税局、保護観察所、少年鑑別所、酒販組合、たばこ販売協

議会、カラオケボックス協会、複合カフェ協会、KDDI 等 55 人 

・地方スクラム会議【再掲】 

→７月 23 日、行政関係者・警察署・商業施設・携帯ショップ店員参加（中

播磨県民センター） 

→７月 12 日、警察署・教育委員会・学校関係者・青少年育成センター・保

護司等参加（西播磨県民局） 

→淡路地域会議（淡路県民局） 

→丹波健康保健事務所課長講話（丹波県民局） 

・社会を明るくする運動住民大会の開催（福崎町、佐用町、豊岡市） 

 

○広報啓発 

・広報誌による啓発（猪名川町、高砂市、神河町【再掲】） 

・ポスター・垂直幕等の掲示(神河町)(猪名川町､明石市､市川町【再掲】） 

・リーフレット等配布（市川町【再掲】） 

・社会を明るくする運動（宝塚市、川西市、加西市、姫路市、上郡町）（加

古川市【再掲】） 

・広報車による啓発活動（高砂市【再掲】） 

・防災行政無線放送による啓発（神河町） 

 

〇会議・研修会等 

・青少年問題協議会（丹波県民局【再掲】） 

・補導委員連絡協議会（北播磨県民局【再掲】） 

・学校・青少年補導委員連携会議（宝塚市【再掲】） 

・少年補導委員研修会の実施（加古川市【再掲】） 

・学警連絡会議の実施（高砂市、赤穂市【再掲】） 

・生徒指導連絡会参加（高砂市【再掲】） 

・青少年補導センター・青少年補導員連絡協議会(神河町)(高砂市【再掲】) 

・地域スクラム会議参加（高砂市【再掲】） 

・青少年健全育成推進協議会（稲美町）（赤穂市【再掲】） 

・青少年非行防止研修会、対策会議の開催（赤穂市【再掲】） 

・保護司会との連絡会（上郡町） 

 

○補導パトロール活動（丹波県民局）（神河町）（宝塚市、高砂市、明石

市、赤穂市、南あわじ市【再掲】） 

 

重点課題５ 

いじめ・暴力

〇大会実施 

・大会名称:青少年育成全県スクラム会議（兵庫県）【再掲】 
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行為等の問題

行動への対応 

開催日:７月１日   

出席者: 大阪国税局、保護観察所、少年鑑別所、酒販組合、たばこ販売協

議会、カラオケボックス協会、複合カフェ協会、KDDI 等 55 人 

・地方スクラム会議【再掲】 

→７月 23 日、行政関係者・警察署・商業施設・携帯ショップ店員参加（中

播磨県民センター） 

→７月 12 日、警察署・教育委員会・学校関係者・青少年育成センター・保

護司等参加（西播磨県民局） 

→淡路地域会議（淡路県民局） 

→丹波健康保健事務所課長講話（丹波県民局） 

・阪神地区青少年補導委員連絡競技大会・研修会兼青少年を守り育てる地域

フォーラム（阪神北県民局、猪名川町【再掲】） 

・川西市青少年フォーラム大会の開催（川西市） 

・社会を明るくする運動住民大会（市川町） 

 

○広報啓発 

・リーフレット等配布（阪神南県民センター、市川町、福崎町【再掲】） 

・青少年センターへの広報協力依頼（北播磨県民局） 

・広報誌による啓発(明石市)(猪名川町､川西市､高砂市､神河町【再掲】) 

・ポスター・垂直幕等の掲示（小野市）（猪名川町【再掲】） 

・ＳＯＳミニレターの実施（川西市） 

・相談窓口の広報（川西市、加古川市、高砂市、明石市、小野市、姫路市、

上郡町） 

・｢いじめ防止対策改善基本５か年計画｣の推進（加古川市） 

・キャンペーンの実施（明石市） 

 

〇会議・研修会等 

・青少年問題協議会参加（但馬県民局、猪名川町【再掲】） 

・生徒指導連絡協議会（加古川市、上郡町、佐用町、南あわじ市）（西播磨

県民局、赤穂市【再掲】） 

・学警連絡会参加（上郡町、豊岡市）（赤穂市【再掲】） 

・子供支援会議（丹波県民局、丹波篠山市） 

・いじめ対応地域ネットワーク会議(神戸市､加西市)(淡路県民局【再掲】） 

・地域ＤＶ防止ネットワーク会議（淡路県民局） 

・教育委員会事務局研修会等（神戸市） 

・ケース会議（宝塚市、加西市） 

・学校・青少年補導委員連絡会議（宝塚市【再掲】） 

・青少年健全育成推進協議会等（加古川市、稲美町【再掲】） 

・｢おもいやり標語｣の受賞者選出（高砂市） 

・不登校対策委員会（赤穂市） 

・児童養護施設連絡会の実施（上郡町） 

 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

・保護者会等合同研修会（丹波県民局） 

・いじめ防止人形劇の実施（明石市） 

・いじめ防止啓発作品の募集（明石市） 

 

○補導活動（丹波県民局、明石市） 

※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。 


