
（別記様式） 

 

令和元年度「夏の青少年非行・被害防止県民運動期間」実施報告書 

 

 
（機関・団体名： 香川県  担当者職氏名： 主任 嶋田和人 ） 

最重点・重点課題 取組内容 

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 

○ 会議、研修会等の実施 

・13 歳の自律教室（香川県） 

実施校：公立中学校 12 校（中学生 約 1,700 人） 

   内 容：中学１年生対象の教室（ネット犯罪及び被害等の事例を挙

げながら、法や社会のルール、モラルを自ら守ることを通

じて、非行防止及び犯罪被害防止意識の高揚を図る。） 

 

・小・中学校生徒指導担当教員連絡協議会（香川県） 

開催日：８月 20日 場 所：丸亀市 

参加者：公立小・中学校の生徒指導担当教員ほか 約 210 人 

内 容：教員対象の研修（問題行動等の生徒指導上の課題等に関す

る説明及び児童を取り巻くサイバー犯罪の現状（児童生徒

の自撮り写真による性被害や SNS 等に起因する性被害等含

む）並びに最近の少年非行の傾向と保護者対応等に関する

講演により知識、技能を高める。） 

 

・サイバー犯罪、ネットトラブル等について講話（香川県） 

  対 象：県内中学校、高校等 

内 容：⑴携帯電話・スマートフォンの所持率等 

⑵ネットトラブルの実態（被害・加害者） 

⑶SNS・無料通信アプリ・出会い系サイトに潜む危険 

⑷トラブルに対する対応策  

 

・スクールサポーターによる非行防止教室（香川県） 

対象：県内小・中学校 

 

・情報モラル教育推進事業(出前授業)の実施（高松市） 

 対 象：小学４年生を対象に 15校実施 

 内 容：インターネットの危険性について周知、保護者向け啓発リ

ーフレットの配布、家庭でのルール作りの促進、ネット依

存やゲーム障害への注意喚起 

 

・少年育成委員連絡協議会夏季研修会の実施（高松市） 

主 催：市少年育成委員連絡協議会 

テーマ：「スマホ社会を生きる子どもたち～私たち大人に出来るこ

とは？～」（参加者：142 人） 

 

・少年育成センター運営協議会を開催（坂出市） 

開催日：７月 26日 場所：坂出市 

内 容：坂出警察署生活安全課よりインターネット利用に係る子供

の性被害の防止等の現状について説明を受け、意見交換 

    参加者：21 人 

 

・地区座談会で周知、啓発（観音寺市） 

・さぬき・東かがわ地区高校定例会の実施（さぬき市） 



・小・中・高等学校生徒指導主事警察等連絡会の実施（さぬき市） 

   開催日: ８月１日 場所: さぬき市津田公民館 

参加者: 市内小・中・高等学校生徒指導担当者、教育長、教育委員会学

校教育課長、主幹、指導主事、スクールソーシャルワーカー・

市少年育成センター職員計 30人 

内 容：警察署生活安全課による講話 

「ネット被害の現状と対策について」 

 

・補導員研修会の実施（三豊市） 

内 容：警察署員によるインターネット犯罪に関する講話や各地区

の実態等の意見交換 

・三豊・観音寺地区中学校生徒主事定期研修会の実施（三豊市） 

・常駐補導員研修会での状況報告及び被害防止の喚起（三豊市） 

 

・小・中・高生徒指導連絡会（土庄町） 

   開催日：７月２日 場所：土庄町 

   参加者：警察、少年警察補導員、各学校生徒指導主事、育成センタ

ー補導主事等 

   内 容：子どもたちの現状（様子）について (ネットでのトラブ

ル、いじめ問題など)、夏季休業中の生活について 

 

・夏の青少年非行防止対策協議会の開催（三木町） 

・学校・家庭・地域連携推進会議の開催（三木町） 

 

・青少年育成連絡協議会の開催（直島町） 

開催日：６月 25日 場所：直島町役場 

参加者：教育委員会２人、青少年育成連絡協議会指導員１４人 

       警察官１人、少年警察補導員１人 

 

 ・民生委員児童委員連絡協議会での現状報告と啓発および協議 

（綾川町） 

・警察署生活安全課職員との情報交換（綾川町） 

 

・小中高連絡協議会の開催（多度津町） 

 開催日：7月 11 日 場所：多度津町 

参加者：中讃サポートセンター・警察署・交番所長・小中高生徒指

導担当者・教育委員会主事・育成センター所員 12 人 

内 容：トラブルや犯罪被害にあわないためのインターネット利用

についての学習と効果的な啓発活動について・各校での実

践例 

・中学校における生徒指導委員会の実施（多度津町） 

参加者：管理職・学校生活指導員（法務監）・学校サポート先生

（SST）・生徒指導主事・各学年生徒指導担当者・教育相談

担当者・育成センター所員 9人 

内 容：インターネットの利用について 

・ネットトラブルと性教育に関する研修会の開催（まんのう町） 

実施校：まんのう町立満濃中学校 

 

○ 広報・啓発活動の実施 

・家族でチャレンジ！「ノーメディア」、情報モラル教育推進事業、

「家族で守ろう！わが家のルール」の取組み実施（高松市） 

・育成だより「かめっこ」による啓発活動（市内小・中・高校等へ配

布）＜インターネットかしこく安全に使うために その３＞（丸亀



市） 

・広報誌による広報（さぬき市、東かがわ市、綾川町、琴平町、まんのう

町） 

・リーフレットによる広報啓発（三豊市、小豆島町、三木町） 

・通知文「夏季休業中の生徒指導等について」の発出（香川県） 

・相談支援センターと連携した教育相談活動（宇多津町） 

・ネットトラブル防止にかかるＤＶＤ貸出活動（まんのう町） 

 

○ 立ち入り・実態調査 

・携帯電話販売店へのフィルタリング依頼活動の実施 

（香川県、三木町） 

重点課題１ 

有害環境への適切な対

応 

○ 有害図書等の回収・実態調査 

白ポストによる有害図書類の回収（高松市、丸亀市、坂出市、善通寺

市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三

木町、宇多津町、綾川町、多度津町、まんのう町） 

○ 風俗営業所への立ち入り（香川県） 

○ 地下道の清掃（三木町） 

○ 通知文「夏季休業中の生徒指導等について」の発出【再掲】 

（香川県） 

○ 小中高連絡協議会の開催【再掲】（多度津町） 

重点課題２ 

薬物乱用対策の推進 

○ 薬物乱用防止教室の実施（香川県） 

   対象：県内中学校、高校等 

 

○ 街頭キャンペーンの実施 

 ・「第 69 回社会を明るくする運動」街頭啓発パレード（香川県） 

   開催日：７月１日 場所：高松市中央商店街北三町ドーム 

 ・三豊市薬物乱用防止高瀬駅前キャンペーン、未成年者喫煙防止キャン

ペーン（香川県、三豊市） 

開催日：７月５日 

 ・「麻薬・覚せい剤乱用防止」啓発パレード（香川県） 

開催日：７月７日 場所：高松市仏生山町 

 ・薬物乱用防止キャンペーン（土庄町、小豆島町） 

・キャンペーン及び広報車による街頭活動の実施（インターネット利

用・万引き防止・薬物乱用についてのチラシ配布）（さぬき市） 

開催日:８月２日 場所: 市内量販店 

参加者:市内中学校生徒会、各校教諭、さぬき警察署員、更生保護女

性会、市少年育成センター職員含め 18 人 

内 容:店頭にてキャンペーン及び広報車による街頭活動の実施 

 

○ 薬物乱用防止啓発ポスターの掲出（坂出市、宇多津町、綾川町） 

 

○ 会議、研修会の実施 

 ・さぬき・東かがわ地区高校定例会【再掲】（さぬき市） 

・薬物乱用防止対策連絡協議会（土庄町） 

  開催日：７月９日 場所：小豆総合事務所 

 

○ 不審者情報等によるＦＡＸ配信（さぬき市） 

○ 中学生の一日補導員活動の実施（さぬき市） 

○ 日々の補導活動として通常巡回【再掲】（さぬき市） 

○ 広報誌による啓発活動【再掲】（さぬき市） 

○ 薬物乱用防止チラシ・ポケットティッシュ等を来場者に配布（琴平

町）日時：８月 31 日 場所：こんぴら夏夜市会場 



○ 県リーフレットの活用による広報啓発活動（まんのう町） 

○ 通知文「夏季休業中の生徒指導等について」の発出【再掲】 

（香川県） 

重点課題３ 

不良行為及び初発型非

行（犯罪）等の防止 

○大会の実施 

 ・かがわマナーアップリーダーズサミット 2019（香川県） 

   開催日：８月１日 場所：香川県警察本部 

参加者：中学生 60 人、教員 12 人、警察関係者 21 人 

   内 容：⑴少年非行の現状及びマナーアップリーダーズ活動の説明 

⑵グループ協議「これからのマナーアップリーダーズ活動 

の計画」 

       ⑶発表及び交流 

 

○広報啓発車での巡回（高松市、丸亀市、三豊市、観音寺市、さぬき市、

三木町） 

 

○会議、研修会等の実施 

 ・非行防止教室、防犯教室の実施（香川県） 

   対象：県内小中学校 

 ・スクールサポーターによる非行防止教室【再掲】（香川県） 

・13 歳の自律教室【再掲】（香川県） 

・令和元年度小・中学校生徒指導担当教員連絡協議会【再掲】（香川

県） 

・地区定例情報交換会、万引き防止対策推進協議会への加盟促進活動（新

規加盟コンビニ 17 店舗）の実施（丸亀市） 

 ・非行防止研修会の実施（観音寺市） 

・さぬき・東かがわ地区高校定例会【再掲】（東かがわ市） 

・地区育成委員研修会（土庄町、小豆島町） 

   開催日：７月９日 場所：土庄町 

   参加者：地区育成委員、小・中・高ＰＴＡ役員、小豆警察、 

       育成センター補導主事、各学校校長・生徒指導主事等  

・夏の青少年非行防止対策協議会【再掲】（三木町） 

・学校・家庭・地域連携推進会議【再掲】（三木町） 

・公開ケース研究会の実施（多度津町） 

開催日：7月 25 日 場所：多度津町 

参加者：保護司、民生児童委員、教育委員会、町内小中教員、警

察、少年育成センター補導員等 

 

○キャンペーンの実施 

・各種犯罪・万引き防止キャンペーン（香川県） 

  場 所：県内各市町 

・万引き防止及びノーメディア街頭キャンペーン（高松市） 

場 所：量販店等 内容：各校区・地区にステッカー・クリアファ

イル・ティッシュ・のぼりを配布 

 

・瀬戸大橋パレード街頭キャンペーン（坂出市） 

   開催日：8月 3日 場所：坂出市 

参加者：県警音楽隊・警察・補導員・校区会議・少年を守る母の

会・保護司会等 120 名 

内 容：万引き防止啓発横断幕や県民運動の幟を掲げ啓発 

 

・少年を守る母の会街頭キャンペーン（坂出市） 

  開催日：７月 11 日 場所：坂出市内 

参加者：保護司会・更生保護女性会・少年を守る母の会・育成セン



ター職員 計 40 人の参加。啓発チラシ・啓発グッズ 200 個

配布 

・小豆地区夏の青少年非行・被害防止キャンペーン（土庄町、小豆島

町） 

   開催日：７月 30日、８月 1日 

   参加者：警察、少年警察補導員連絡協議会、保護司会、 

       更生保護女性会、保健所、青少年育成関係者等 

 

・夏の防犯キャンペーン、万引きキャンペーン参加（宇多津町） 

   開催日：8月 23 日 場所：宇多津町 

 出席者：警察署生活安全課、警察補導員 

 

・「万引き防止キャンペーン」の実施（綾川町） 

開催日：８月６日 場所：イオンモール綾川 

 

○広報・啓発活動の実施 

・県内インターネットカフェ、漫画喫茶、ボーリング場、カラオケボッ

クス、ビリアード場、映画館等の興業所に対し、深夜外出の制限に関

する依頼文を送付し、取組の協力依頼を実施（香川県） 

・コンビニ広報「深夜外出の制限」チラシ設置 県内ファミリーマート 1 

28 店舗、セブンイレブン 101 店舗、イオン４店舗、マックスバリュ６

店舗、マルナカ７店舗（香川県） 

・教育委員会、警察本部、知事部局、関係機関に対し、運動期間におけ

る取組依頼（通知）を実施（香川県） 

・万引き防止パンフレット(保護者啓発用)を市内小学校へ配布（高松

市） 

・万引き防止のぼり設置（市内スーパー、量販店、書店）、万引き防止

チラシの作成・配布（観音寺市） 

・市内コンビニ店舗等を対象に、警察官と合同で万引き防止のチラシ配

布（香川県、さぬき市） 

・広報誌「みき」による広報（三木町） 

・広報紙（広報あやがわ・育成だより）による広報（綾川町）【再掲】 

・啓発用パンフレット等の配布および公民館等への設置（綾川町） 

 

○街頭補導の実施（坂出市、善通寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、

土庄町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町） 

 

○巡回・パトロールの実施 

・県内夏祭り当での特別補導の実施（香川県） 

・海浜パトロールや夏祭り等、夜間のイベント時の巡回（さぬき市） 

・大型量販店等を対象に合同補導・パトロールを実施（三豊市、観音寺

市） 

 ・小・中・高生徒指導主事、警察署生活安全課との合同パトロールの実

施（土庄町、小豆島町）・ 

・地区育成委員による夜間パトロールの実施（夏祭り・夏季休業中）

（土庄町、小豆島町） 

・防犯パトロールの実施（直島町） 

・生徒の登校時、各学校門前での朝のあいさつ運動(宇多津町) 

参加者：育成指導員、地域の方々(宇多津町) 

 

○青少年対象の教室の実施 

・わくわく体験交流キャンプ（香川県） 

開催日：８月 16 日～19日 ３泊４日 場所：高松市 



   参加者：公募により、小学４年から６年生の児童生徒 32 人 

内 容：県内の大学生等の青少年リーダー16 人、ボーイスカウトとテン

ト泊等を実施、参加児童の健全育成を図るもの。 

 

・六口島体験キャンプ（岡山県、香川県） 

   開催日：８月９日～11日 場所：岡山県青少年の島「六口島」 

   参加者：香川県の児童８人 岡山県の児童 12 人（公募） 

内 容：瀬戸内海に浮かぶ自然豊かな青少年の島で、２泊３日のキャン

プを行い、県や地域の枠を越えた友情と交流を育むことによ

り、参加児童の健全育成を図るもの。 

 委託先：NPO 法人自然体験活動支援センター 

 

・ふるさと体験ツアー（香川県） 

   開催日：７月 24日 場所：高松市 

   参加者：県内の小学校４～６年生 25名（公募抽選） 

内 容：ふるさと香川の産業などを学び、体験することにより、参加児

童の健全育成を図るもの。 

重点課題４ 

再非行（犯罪）の防止 

○社会を明るくする運動（高松市、丸亀市、坂出市、東かがわ市、三豊

市、三木町、琴平町） 

 

○会議、研修会等の実施 

・13 歳の自律教室【再掲】（香川県） 

・令和元年度小・中学校生徒指導担当教員連絡協議会【再掲】（香川

県） 

・非行防止定例会、地区定例情報交換会の実施（丸亀市） 

・非行防止研修会【再掲】（観音寺市） 

・小・中・高生徒指導連絡会【再掲】（土庄町） 

・地区育成委員研修会【再掲】（土庄町） 

・青少年育成町民会議総会（宇多津町） 

開催日：7月 6日 場所：宇多津町 

参加者：各学校・PTA・各種団体会員・地域住民 

 ・中讃地区定例情報交換会（多度津町、善通寺市） 

 ・常駐補導員会（琴平町、まんのう町） 

 

○キャンペーンの実施 

・少年を守る母の会街頭キャンペーン【再掲】（坂出市） 

  開催日：７月 11 日 場所：坂出市内 

参加者：保護司会・更生保護女性会・少年を守る母の会・育成セン

ター職員 計 40 名の参加。啓発チラシ・啓発グッズ 200 個

配布 

 ・小豆地区夏の青少年非行・被害防止キャンペーン【再掲】（土庄町） 

・「万引き防止キャンペーン」の実施【再掲】（綾川町） 

開催日：８月６日 場所：イオンモール綾川 

 

○広報・啓発活動の実施 

 ・広報車による啓発活動【再掲】（さぬき市） 

 

○巡回・パトロールの実施 

・海浜パトロール、夏祭り等、夜間のイベント時の巡回【再掲】（さぬ

き市） 

・過去に発生した危険行為や問題行動(飲酒・喫煙・性犯罪等)場所に対

する重点パトロール（三豊市） 

○立ち直り支援活動の実施（香川県） 



重点課題５ 

いじめ・暴力行為等の

問題行動への対応 

○会議、研修会等の実施 

・13 歳の自律教室、令和元年度小・中学校生徒指導担当教員連絡協議会

【再掲】（香川県） 

・中学校生徒弁論大会・少年の主張香川県大会を実施（７月 10 日）（香

川県、三木町） 

・「いじめゼロ子どもサミット実行委員養成セミナー」（香川県） 

   開催日：８月 22日 場所：高松市 

   参加者：小・中学生、教員等約 80人 

   内 容：３年に１度のサミット（次期開催は 2021 年）に向けて実行

委員となる児童生徒の育成を目的とした児童生徒主体によ

るいじめ防止対策の取組（子ども企画会議、街頭アンケー

ト等） 

・スクールソーシャルワーカー（SSW）等月例研修会（香川県） 

   開催日：７月 19日、８月 26 日 場所：高松市 

   参加者：SSW 等 各日約 30人 

   内 容：SSW 対象の研修 

       （事例検討、グループ演習、SST との意見交換等） 

・スクールサポートチーム（SST）連絡協議会（香川県） 

  開催日：７月 20 日  場所：高松市 

   参加者：SST メンバー 約 20 人 

   内 容：SST 対象の研修（暴力行為の状況説明、SST の経験談発表、

SSW との意見交換等） 

・スクールサポーターによる非行防止教室【再掲】（香川県） 

・経年経験者研修や職務研修における指導主事等の講話（香川県） 

・さぬき・東かがわ地区高校定例会【再掲】（さぬき市） 

 ・三豊市いじめ問題対策連絡協議会 

開催日：７月 12日 場所：三豊市役所 

 ・小中高生徒指導連絡会、地区育成委員研修会【再掲】（土庄町） 

 ・土庄町虐待防止等ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会を開催（土庄町） 

・サポートチームの連携協議会の開催（宇多津町） 

   開催日：７月４日 場所：宇多津町 

   参加者：町内各小・中学校、各団体（育成センター・保健福祉課 

・坂出警察署、町主任児童委員） 

・小・中・高連絡協議会、中学校における生徒指導委員会【再掲】（多

度津町） 

 

○広報・周知啓発の実施 

・相談窓口「こどもスマイルテレホン」の広報、相談カードを市内小中

高へ配布（高松市） 

・ストップいじめ！キャンペーン（啓発物の配布）（32 人）（丸亀市） 

・相談チラシ配布（善通寺市） 

・広報車による啓発活動【再掲】（さぬき市） 

・相談窓口の広報（土庄町、三木町、綾川町、琴平町） 

・悩み相談カード・教育支援センターチラシでの広報(多度津町)【再

掲】 

・少年を守る母の会街頭キャンペーン【再掲】（坂出市） 

  開催日：７月 11 日 場所：坂出市内 

参加者：保護司会・更生保護女性会・少年を守る母の会・育成セン

ター職員 計 40 人の参加。啓発チラシ・啓発グッズ 200 個

配布 

○巡回・パトロールの実施 

・海浜パトロール、夏祭り等、夜間のイベント時の巡回【再掲】（さぬ

き市） 



その他 ○懸垂幕掲出（高松市、坂出市、観音寺市、土庄町、小豆島町、三木町、

琴平町、多度津町） 

○不審者対応訓練、通学路見守り活動（香川県） 

○青少年健全育成活動の実施 

 ・少年育成センター広報誌「はぐくみ」作成(市内幼少中高及び関係機関

へ配布) 、第 23 回高松市青少年健全育成「市中パレード」の実施(主

催：市青少年健全育成市民会議 参加人数：171 人)（高松市） 

・各地区健全育成活動への協力(研修会講師) （高松市） 

・青少年健全育成推進協議会研修会・総会及び 少年を守る会・総会の 

実施（テーマ：虐待といじめの予防について 延べ 80 人）（丸亀市） 

・不審者対策「いかのおすし」看板の更新（市内小学校５校） 

（坂出市） 

・香川県少年育成センター連絡協議会「東かがわ大会」、講演会（共

催）「ネット依存ゲーム障害を考えるためのヒント」講師 海野 順 

三光病院院長（東かがわ市） 

・青少年健全育成市民会議スポーツふれあい事業（三豊市） 

 開催日：８月 16 日（金）場所：三豊市総合体育館 

内 容：香川ファイブアローズによるバスケット指導、市内小中学

生 109 人参加 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と表示して記載してください。 

※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

簡記してください。特に各市町での独自性や特徴的な取組と考えられるものは必ず記載してください。 

 


