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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 山口県 青少年行政主管課（室）名 こども家庭課 

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 

〈県の取組〉 

○児童生徒の夏季休業中の心得について、各市町教委及び県立学校長宛に通

知し、７月休業前の指導を依頼した。 

○インターネット・セイフティー・セミナー 

 開催日：７月 16日 場所：新南陽高等学校 

○夏休み親子ネット教室 

 開催日：７月 27日 場所：山口県警察本部 

 参加者：小学生及び保護者等 53人 

 内 容：ネットの危険性や正しい使い方を学習し、家庭でのルールを決定 

○青少年への情報モラル教室（各署が実施） 

 小学校、中学校及び高等学校において、インターネット利用に係る事件や

トラブル等の事例を紹介した被害防止講話を実施 

 

〈市町の取組〉 

○青少年補導委員幹事会の開催（下関市） 

 インターネット利用、ＳＮＳ利用による被害等の意見交換 

○広報誌による広報（宇部市、防府市、山陽小野田市） 

○啓発作品募集（宇部市） 

 広報紙・ポスター・標語を募集、優秀作品表彰、市内各所での展示 

○児童生徒のインターネット利用に係る性被害の情報交換と防止対策研修

（宇部市） 

○研修会「ネット犯罪やトラブルから子どもたちを守るには！」（宇部市） 

 参加者：40人 

○研修会「子供を取り巻く被害の現状」（宇部市） 

 参加者：15人 

○青少年健全育成市民会議山口支部総会における講演「ネット社会から子ど

もたちを守るために～スマホ・インターネットとの付き合い方～」（山口

市） 

○研修会「スマホとＳＮＳの人権侵害と消費者トラブル～子どもたちを被害

者にも加害者にもしないために～」（萩市） 

○学期末補導連絡協議会・研修会「少年非行の現状について」（岩国市） 

○地区別青少年補導委員研修会における最重点課題の周知・啓発（光市） 

○青少年問題協議会による周知（柳井市） 

○青少年育成センター出前講座「みんなで考えよう！スマホとインターネッ

トの正しい使い方」（周南市） 

 開催日：７月 18日（木） 場所：徳山小学校 

 参加者：児童 97名、保護者 50 名 

○研修会「インターネットと人権」（山陽小野田市） 

○指導班長に対する県青少年健全育成条例の周知（山陽小野田市） 

○生徒指導推進協議会（和木町） 

 園小中連携によるメディアリセットチャレンジの取組、家庭への啓発とル

ールづくりの呼びかけ 

○青少年教育関係者による街頭あいさつ運動（上関町） 

○幟旗の掲出（上関町） 

○生徒指導による夏休み前の事前指導（平生町） 

 熊毛南高等学校、平生中学校 

○青少年のインターネット利用に係る研修を学校・地域で実施（阿武町） 

 

 

県教委 

 

県教委 

 

県警 

 

 

 

県警 
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重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

〈県の取組〉 

○児童生徒の夏季休業中の心得について、各市町教委及び県立学校長宛に通

知し、７月休業前の指導を依頼した。【再掲】 

○有害図書等の実態調査の実施 

○カラオケ店への立入調査 

○庁内関係部署に月間について周知 

 

〈市町の取組〉 

○有害図書等の実態調査の実施（下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、

下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田

市、周防大島町、和木町、田布施町、平生町、阿武町） 

○インターネットカフェ、カラオケボックス店等への立入調査（下関市、宇

部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、

周南市、山陽小野田市） 

○街頭補導活動（下関市、宇部市、山口市、岩国市） 

○青少年健全育成市民会議の開催（下関市） 

○啓発物品・チラシ配布（宇部市） 

○青少協啓発パトロール説明会（山口市） 

○夏季巡回指導（山口市） 

○白ポスト有害図書の回収作業（岩国市、光市、周南市） 

○公園内の安全点検の実施（宇部市、山陽小野田市、平生町） 

○広報誌による広報（山陽小野田市） 
 

 

県教委 

 

県警 

県警 

県健康福

祉部 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

〈県の取組〉 

○児童生徒の夏季休業中の心得について、各市町教委及び県立学校長宛に通

知し、７月休業前の指導を依頼した。【再掲】 

○山口県ＰＴＡ指導者研修会において、啓発チラシ配布 

○薬物乱用防止教室の実施（各署が実施） 

○街頭キャンペーンの実施 

○私立中学校・高等学校における「薬物乱用ダメ。ゼッタイ。教室」の開催 

○薬物乱用防止教室の実施（県内の小・中・高等学校） 

○「ダメ。ゼッタイ。」国際麻薬乱用撲滅ヤングキャンペーンの実施 

 

〈市町の取組〉 

○街頭補導活動（下関市）【再掲】 

○啓発物品・チラシ配布（宇部市）【再掲】 

○広報紙による広報（宇部市）【再掲】 

○啓発作品募集（宇部市）【再掲】 

 広報紙・ポスター・標語を募集、優秀作品表彰、市内各所での展示 

○商業施設での啓発（宇部市） 

○ふれあい運動推進大会において啓発展示（宇部市） 

○街頭キャンペーンの実施（山口市、萩市） 

○啓発活動の実施（防府市） 

○地区別青少年補導委員研修会における最重点課題の周知・啓発（光市）

【再掲】 

 

 

県教委 

 

県教委 

県警 

県警 

県総務部 

県健康福

祉部 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

〈県の取組〉 

○児童生徒の夏季休業中の心得について、各市町教委及び県立学校長宛に通

知し、７月休業前の指導を依頼した。【再掲】 

○第 41 回ふれあい運動推進大会（宇部市等との合同開催） 

 開催日：７月１日 場所：宇部市ときわ湖水ホール 

 内容：非行防止のための作品コンクール表彰式、非行防止ポスター展示等 

 

県教委 

 

県警 
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○第 33 回のびゆく周南っ子少年相談員連絡会会長旗争奪綱引き大会 

 開催日：７月 21日 場所：周南市キリンビバリッジ周南総合 SC 

○自転車盗難被害防止及び非行防止に関する街頭キャンペーンの実施 

○青少年への非行防止教室（各署が実施） 

○街頭補導活動（少年相談員と実施、各署が実施） 

 

〈市町の取組〉 

○広報誌による広報（下関市、宇部市、防府市、下松市、山陽小野田市）

【再掲】 

○啓発物品・チラシ配布（宇部市）【再掲】 

○市役所番号案内表示機による広報（防府市） 

○ＦＭラジオによる広報（防府市） 

○街頭補導活動（下関市、宇部市、防府市、柳井市、周南市、山陽小野田

市、和木町、田布施町）【再掲】 

○花火大会特別補導（山陽小野田市） 

○懸垂幕掲示（下関市、平生町） 

○横断幕「青少年の非行・被害防止全国強調月間」掲示（下松市） 

○青少年健全育成市民会議総会の開催（下関市）【再掲】 

○ふれあい運動推進大会実施（宇部市）【再掲】 

○講演「健全育成なくして社会の未来なし」（宇部市） 

○啓発作品募集（宇部市）【再掲】 

 広報紙・ポスター・標語を募集、優秀作品表彰、市内各所での展示 

○横断幕掲出（宇部市） 

○ポスター掲出（宇部市、平生町） 

○保護司会との情報交換会（宇部市） 

○あいさつ運動（宇部市、山口市、平生町） 

○地域巡回指導（宇部市、山口市） 

○近郷高等学校情報交換会（山口市） 

○夏休み早朝啓発街頭放送（山口市） 

○標語看板作り（山口市） 

○青少協巡回啓発パトロール説明会（山口市）【再掲】 

○小郡地域青少年健全育成連絡協議会（山口市） 

○小郡地域おごおりウィークエンドアドベンチャー（山口市） 

○小郡地域子ども会小学生ドッチビー大会（山口市） 

○徳地地域青少年健全育成大会（山口市） 

○下松市青少年育成協議会における講話「下松市内で子どもが関わった犯

罪」（下松市） 

○学期末補導連絡協議会・研修会（岩国市）【再掲】 

○生徒指導担当者会議等（岩国市、上関町、阿武町） 

○高等学校生徒指導主任研修会（岩国市） 

○中学校生徒指導主任研修会（岩国市） 

○大竹・和木・岩国県境会議（岩国市） 

○地区別青少年補導委員研修会（光市）【再掲】 

○光市校外補導連盟幹事会（光市） 

○「社会を明るくする運動」の啓発活動（光市） 

○周南市青少年育成センター青少年指導員連絡会における研修（周南市） 

○青少年夜間防犯パトロール（平生町） 

 

県警 

 

県警 

県警 

県警 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

〈県の取組〉 

○立ち直り支援活動 

 ①農業体験指導 開催日：７月７日、場所：防府市、参加者：８名 

 ②寂地峡における沢登り 開催日：７月 30 日、参加者：20 名 

 

県警 



（都道府県名：山口県） 

4 

〈市町の取組〉 

○社会を明るくする運動（下関市、山口市、下松市、岩国市、光市、長門

市、柳井市、和木町、上関町、平生町） 

○社明運動ふれあい集会（柳井市） 

○街頭補導活動（下関市）【再掲】 

○花火大会特別補導（山陽小野田市）【再掲】 

○ふれあい運動推進大会（宇部市）【再掲】 

○啓発作品募集（宇部市）【再掲】 

 広報紙・ポスター・標語を募集、優秀作品表彰、市内各所での展示 

○啓発物品・チラシ配布（宇部市）【再掲】 

○補導員と保護司会との情報交換会（宇部市）【再掲】 

○あいさつ運動（宇部市、和木町）【再掲】 

○地域巡回（宇部市）【再掲】 

○第 12 回「社会を明るくする運動」「青少年の非行・被害防止運動」スピ

ーチコンテストの実施（防府市） 

○広報誌による広報（長門市） 

○ショッピングモールに懸垂幕を掲示（長門市） 

○ケーブルテレビによる広報（長門市） 

○ＦＭラジオ放送（長門市） 

○青少年問題協議会（柳井市）【再掲】 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

〈県の取組〉 

○児童生徒の夏季休業中の心得について、各市町教委及び県立学校長宛に通

知し、７月休業前の指導を依頼した。【再掲】 

○弁護士によるいじめ予防教室 

 開催日：７月 10日、場所：宇部工業高等学校 

 開催日：７月 16日、場所：宇部西高等学校 

○ＳＣ・ＳＳＷ・ＦＲアドバイザー連絡会議 

 開催日：７月 29日、場所：山口県庁、内容：事例発表、事例検討等 

 出席者：ＳＣＳＶ（ＳＣ地区理事）、県ＳＳＷエリアＳＶ、市町ＳＳＷリ

ーダー、ＦＲアドバイザー（弁護士、人権擁護委員、民生委員・児童委

員）、市町教育委員会指導主事等 

○青少年への情報モラル教室【再掲】 

○薬物乱用防止教室【再掲】 

○非行防止教室【再掲】 

 

〈市町の取組〉 

○広報誌による広報（下関市、防府市、下松市、岩国市、柳井市）【再掲】 

○街頭補導活動（下関市）【再掲】 

○青少年健全育成市民会議総会の開催（下関市）【再掲】 

○啓発作品募集（宇部市）【再掲】 

 広報紙・ポスター・標語を募集、優秀作品表彰、市内各所での展示 

○補導員と生徒指導担当教員によるいじめについての報告会と研修（宇部

市） 

○地域巡回（宇部市）【再掲】 

○専門家による教育相談（光市） 

 開催日：７月 17日、場所：光市スポーツ館内相談室 

 内容：社会福祉士による教育相談 

○電話相談（光市、山陽小野田市） 

○青少年問題協議会（柳井市）【再掲】 

○少年の主張コンクール周南大会 2019 の実施（周南市） 

○心の支援室（ふれあい相談室）との連携・支援（山陽小野田市） 

○生徒指導推進協議会等（和木町、上関町）【再掲】 

 

県教委 

 

県教委 

 

 

県教委 

 

 

 

県警 

県警 

県警 
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○小中学校への電話相談カードの配布（平生町） 

○たくましく心豊かな阿武町っ子育成連絡協議会（いじめ防止に関する学

校・ＰＴＡ研修会）実施（阿武町） 

※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。 


