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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 福岡県 青少年行政主管課（室）名 青少年育成課 

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 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」の啓発ポスターを作成し，庁舎 

内に掲示するとともに「青少年を見守る店（631 店舗）」に配布（福岡

市） 

○少年愛護パトロール員研修会を開催（福岡市） 

○地域の協議会等に出席し，スマートフォン等普及によるトラブル，自画撮 

り被害，サイバー補導員について説明（福岡市） 

○携帯電話販売店への立入調査を実施し、保護者等に対するフィルタリング

の説明状況等の調査（福岡県、各市町村） 

○イベントの実施（福岡県） 

 開催日：7月 28 日 場所：イオンモール直方 

内容：防犯ショー、ゆるキャラとのお約束、防犯ブザー・ＡＶ出演強要被

害予防啓発チラシの配布、防犯ブザーデコレーション教室、白バイ乗車体

験（福岡県生活安全課） 

○社会を明るくする運動推進大会開催（大川市） 

○青少年健全育成大会開催（古賀市） 

○青少年問題協議会開催（中間市、うきは市、香春町） 

○青少年指導員会開催（八女市、福津市、須恵町、粕屋町、福智町） 

○子ども会育成会連絡協議会の実施（須恵町） 

○三月間町民のつどい開催（新宮町） 

○広報誌による啓発（久留米市、田川市、大川市、古賀市、糸島市、岡垣

町、糸田町） 

○ネット利用による非行・被害事例及び予防策についてチラシを作成し配布

（久留米市、飯塚市、小郡市） 

○駅でのビラ、ティッシュ配布による啓発活動（行橋市） 

○中学生参加によるインターネット適正利用・万引き防止等啓発キャンペー

ン街頭啓発活動（筑紫地区安全安心まちづくり推進協議会 少年非行防止

分科会）（春日市） 

○筑紫地区内の各市の商業施設等において、中学生がインターネット利用に

係る性被害、万引き防止等についてのリーフレット、薬物乱用防止のポケ

ットティッシュを配布（春日市） 

○「インターネット利用マナー向上」につながる標語を募集、保護者にイ

ンターネット適正利用のリーフレットを配布（春日市） 

○市内大型店舗において、市内中学校の生徒 14 名と少年相談員４名による

「インターネット適正利用キャンペーン」・「万引き防止啓発」を同時実

施（大野城市） 

○全中学１年生に夏休みの課題として、｢ネット利用マナー｣の標語募集（大

野城市） 

○インターネット適正利用・万引き防止等キャンペーンに伴う街頭啓発（太

宰府市）） 

○福岡都市圏青少年育成キャンペーンポスターを町内小・中学校に配布し、

各学校で掲示するとともに、啓発・取組の強化を図る（篠栗町） 

○啓発リーフレット及び花の種を配布する街頭啓発を実施 (啓発物全 1,460

個)（鞍手町） 

○啓発ポスターの掲示（築上町） 

○地域懇談会による啓発（久留米市） 

○家庭教育支援の助成：校区青少年育成団体が主催又は共催の研修会等にお

ける助成（久留米市） 

○田川市まちぐるみ子ども安全連絡会議（田川市） 
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○中間市少年相談センター補導員会議における研修会（折尾警察署少年課及

び生活安全課による講話）（中間市） 

○青少年健全育成講演会の開催（大木町） 

○保護者向けインターネット非行・被害防止講話の実施（久留米市） 

○中学生対象のインターネット非行・被害防止講話の実施（久留米市） 

○子育て支援講座の実施（内容：スマホ・ケータイ安全教室（直方市） 

○保護者への福岡県青少年健全育成条例改正の周知（児童ポルノ等）、市内

中学校の保護者会にて福岡県発行チラシ（性被害）の配布（田川市） 

○インターネット利用マナー標語の募集筑紫地区統一（中学校 1 年生対象）

（太宰府市） 

○インターネットの適切な利用について掲載・青少年の非行・被害防止全国

強調月間広報啓発ポスターの掲示（宇美町） 

○福岡都市圏青少年育成キャンペーンポスターの掲示（宇美町） 

○万引き防止・インターネット適正利用啓発キャンペーン（筑紫野市） 

○生徒のネット非行及び犯罪被害防止啓発教材の活用（大任町） 

○立入調査時における要望書の配布（苅田町）【再掲】 

○児童に対する犯罪被害防止啓発活動（上毛町） 

重点課題１ 

有害環境への適

切な対応 

 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発ポスターを作成・掲示・配

布（福岡市）【再掲】 

○街頭指導等のパトロールを実施（福岡市、柳川市、行橋市、大野城市、太

宰府市、新宮町、岡垣町、小竹町、大木町） 

○県青少年健全育成条例に基づく立入調査（福岡県、各市町村） 

○白いポストによる有害図書類の回収（久留米市、飯塚市、大川市、中間

市、太宰府市、篠栗町、小竹町） 

○懸垂幕掲示（福岡県、柳川市） 

○三市一町広域一斉パトロール（福津市） 

○ＷＥ ＬＯＶＥ おおとう実施（大任町） 

○町広報誌（７月号）による啓発（糸田町） 

○駅でのビラ、ティッシュ配布による啓発活動（行橋市）【再掲】 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発ポスターを市内中学校に配

付（小郡市） 

○インターネット適正利用、万引き防止等啓発キャンペーン街頭啓発活動

（春日市） 

○広報あさくら７月１日号で市内全戸へ強調月間の周知・市役所庁舎に懸垂

幕及び横断幕を設置し協調月間名の掲出（朝倉市） 

○青少年の非行・被害防止全国強調月間広報啓発ポスターの掲示（宇美町）

【再掲】 

○街頭補導活動（行橋市） 

○福岡都市圏青少年育成キャンペーンポスターの掲示（宇美町）【再掲】 

○万引き防止・インターネット適正利用啓発キャンペーン（筑紫野市） 

○青少年問題協議会の実施（うきは市）【再掲】 

○青少年指導員会代表者会の実施（須恵町）【再掲】 

○青少年問題協議会（桂川町） 

○立入調査時における要望書の配布（苅田町）【再掲】 

○広報紙による広報（吉富町） 

○子どもを見守る運動の実施（吉富町） 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策の

推進 

 

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動等啓発活動実施（福岡県、県内 19ヵ所） 

○大学生に対する薬物乱用防止講演会開催（福岡県） 

○青少年への防犯教室等（北九州市） 

○街頭キャンペーンによるチラシ配布等による啓発（福岡市、久留米市、飯

塚市、那珂川市） 
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○筑紫地区安全安心まちづくり推進協議会開催（春日市） 

○ポスター、チラシを活用した啓発（古賀市） 

○街頭啓発キャンペーン（那珂川市）【再掲】 

○青少年の非行・被害防止全国強調月間広報啓発ポスターの掲示（宇美町）

【再掲】 

○福岡都市圏青少年育成キャンペーンポスターの掲示（須恵町） 

○地域の協議会等に出席し，県内のシンナー・大麻・覚醒剤の検挙数につい 

て説明（福岡市）【再掲】 

○薬物乱用防止教室の実施（市内小学校高学年を対象に実施）（久留米市） 

○「市青少年指導員会 定例会」（福津市）【再掲】 

○青少年問題協議会第 1回会議実施（芦屋町） 

○補導活動実施（芦屋町） 

○社会を明るくする運動実施（香春町） 

○町広報誌（７月号）による啓発（香春町）【再掲】 

○薬物乱用防止教室（大任町） 

○夏季一斉夜間補導パトロールの実施（筑紫野市） 

重点課題３ 

不良行為及び初

発型非行（犯

罪）等の防止 

○市内の小・中学校において、非行防止・青少年の薬物乱用防止ついての非

行防止教室実施（北九州市）【再掲】 

○小学校・中学校の長期休暇において、青少年の深夜はいかいや非行防止を

目的とした、声かけ深夜パトロールの実施（北九州市） 

○青色灯パトロール巡回（中間市、朝倉市、宗像市） 

○夏まつりにおける巡回パトロールの実施（篠栗町） 

○夜間パトロールの強化、ジョギンググループによる夜間の防犯・みまもり

パトロールの実施（篠栗町） 

○町内みまもり隊（２５０名）による「あいさつ・声かけ運動」の実施（篠

栗町） 

○青少年指導員、少年補導員による巡回パトロール（志免町） 

○青少年指導員による夜間の青色回転パトロールの実施（須恵町） 

○地域安全パトロール（遠賀町） 

○夜間巡回パトロール（柳川市、筑前町、みやこ町） 

○街頭補導活動（北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、柳川

市、八女市、行橋市、小郡市、太宰府市、福津市、宮若市、嘉麻市、糸島

市、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、小竹町、大刀洗

町、大木町、大任町、築上町） 

○社会を明るくする運動の実施（福岡市） 

○ＴＶモニターやホームページによる広報，懸垂幕の掲示（福岡市） 

○地域の協議会等にて非行状況について説明。（福岡市）【再掲】 

○啓発物資（標語入りウェットティッシュ）の製作及び各校区への配布。 

（福岡市） 

○区青少年健全育成研修会の実施（福岡市） 

○相談窓口（ヤングテレホン）の広報（大牟田市） 

○青少年健全育成市民大会の実施（久留米市） 

○広報啓発（久留米市、篠栗町、糸田町、吉富町）【再掲含む】 

○中学生参加によるインターネット適正利用、万引き防止等啓発キャンペー

ン街頭啓発活動（春日市）【再掲】 

○インターネット適正利用・万引き防止等キャンペーンに伴う街頭啓発（太

宰府市）【再掲】 

○ポスター、チラシを活用した啓発（古賀市）【再掲】 

○横断幕の掲示（市内３ヶ所）（糸島市） 

○街頭啓発キャンペーン（那珂川市）【再掲】 

○相談ダイヤルカードの配布（岡垣町） 

○下校時の見回り活動（香春町） 
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○青少年補導員会、研修会、街頭・夜間補導、子ども見守り隊下校時パトロ

ール（桂川町） 

○保護者・青少年への防犯教室等（市内小学校を対象に非行防止教室を実

施）（久留米市） 

○青少年の非行・被害防止キャンペーン（田川市） 

○懸垂幕掲示（柳川市、岡垣町）【再掲】 

○社会を明るくする運動推進大会開催（大川市、築上町）【再掲含む】 

○「青少年の非行・被害防止に取り組む行橋市推進大会」開催（行橋市） 

○「ふるさとみまわり隊」街頭パトロール（中間市） 

 （自治会ごとのボランティアによる街頭パトロール） 

○令和元年度中間市青少年問題協議会の開催（中間市）【再掲】 

○ボランティアリーダー研修会参加（大野城市） 

○青少年問題協議会の実施（うきは市）【再掲】 

○青少年育成指導員校区代表者会議の開催（糸島市、須恵町、粕屋町）【再

掲含む】 

○青少年問題協議会第 1回会議実施（芦屋町） 

○川崎町児童生徒校外補導委員連絡協議会総会、定例会の実施（川崎町） 

○万引き防止・インターネット適正利用啓発キャンペーン（筑紫野市）【再

掲】 

○「市青少年指導員会 定例会」（福津市）【再掲】 

○青少年ボランティアバンクの実施（筑前町） 

○中学生ボランティアガイドの実施（筑前町） 

○スポーツ少年団奉仕活動の実施（筑前町） 

○街頭啓発活動（福津市） 

○街頭補導活動（大木町） 

○夜間巡回パトロール（筑前町）【再掲】 

○指導者研修会の実施（福智町）【再掲】 

○不審者から子供達を守るパトロール（苅田町） 

○子どもを見守る運動の実施（吉富町）【再掲】 

○町少年補導員による町内の見回り（上毛町） 

○青少年健全育成町民会議開催（上毛町、築上町） 

○青少年指導員研修会の実施（粕屋町）【再掲】 

○指導者研修会の実施（福智町）【再掲】 

重点課題４ 

再非行（犯罪）

の防止 

 

○社会を明るくする運動（福岡市）【再掲】 

○相談窓口（ヤングテレホン）の広報（大牟田市）【再掲】 

○一斉該当補導活動（大牟田市）【再掲】 

○非行少年立ち直り支援活動（久留米市） 

○少年サポートセンターでの相談窓口の開設（飯塚市） 

○少年相談センターでの電話相談及び面接の実施（飯塚市） 

○青少年指導員による夜間の青色回転パトロールの実施（須恵町）【再掲】 

○社会を明るくする運動推進大会の開催（小郡市、筑紫野市、春日市、大野

城市、太宰府市、福津市、大木町、みやこ町） 

○筑紫野市青少年連絡会開催（筑紫野市） 

○インターネット適正利用・万引き防止等キャンペーンに伴う街頭啓発（太

宰府市）【再掲】 

○ポスター、チラシを活用した啓発（古賀市）【再掲】 

○広報誌による啓発（篠栗町、糸田町、吉富町）【再掲】 

○街頭啓発の実施（新宮町、大木町） 

○青少年問題協議会の開催（中間市、うきは市、芦屋町）【再掲】 

○筑紫地区安全安心まちづくり推進協議会少年非行防止分科会 ボランティ

アリーダー研修 実体験を踏まえた立ち直り支援（春日市） 

○街頭補導活動（行橋市）【再掲】 
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○補導活動（芦屋町）【再掲】 

○青少年非行防止・防犯スクラム作戦の実施（那珂川市） 

○青少年指導員会代表者会の実施（須恵町）【再掲】 

○青少年指導員研修会の実施（粕屋町）【再掲】 

○教育関係者・保護司会懇談会（桂川町） 

○不審者から子供達を守るパトロール（苅田町）【再掲】 

○安心安全パトロール（苅田町） 

○夜間自主パトロール（苅田町） 

○子どもを見守る運動の実施（吉富町）【再掲】 

重点課題５ 

いじめ・暴力行

為等の問題行動

への対応 

○街頭補導活動（北九州市）【再掲】 

○地域の協議会等に出席（福岡市）【再掲】 

○青少年健全育成弁論大会（大牟田市） 

○相談窓口（ヤングテレホン等）の広報（大牟田市、久留米市、福津市） 

○市家庭児童相談室での「子どもなんでも相談」の実施（飯塚市） 

○「少年の主張大会」の開催（飯塚市） 

○相談等についての市ホームページ及び子育てガイドブックによる広報（飯

塚市） 

○「社会を明るくする運動」推進大会の開催（大川市）【再掲】 

○ポスターによる広報（飯塚市） 

○ポスター、チラシを活用した啓発（古賀市）【再掲】 

○相談ダイヤルカードの配布（岡垣町）【再掲】 

○青少年問題協議会の開催（中間市、うきは市、志免町）【再掲】 

○筑紫野市教育力向上一斉研修会（児童生徒の安全・安心の確保について、

事例に基づくパネルディスカッション）（筑紫野市） 

○子どもたちの「いのち」を守る研修会を開催（大野城市） 

○「子どもの安全安心セミナー」開催（宗像市） 

○人権問題研修会を実施（那珂川市） 

○青少年健全育成講演会（志免町） 

○「三月間町民のつどい」実施（新宮町） 

○青少年指導員会代表者会の実施（須恵町）【再掲】 

○第 42 回「子育てを考える地域懇談会」（桂川町） 

○「少年の主張」大会の準備（香春町） 

○保護者・青少年への防犯教室等（篠栗町） 

○「長期休業日における生徒指導上の留意点」等を配布し、各学校において

休業日前にホームルーム活動・学級活動及び学年集会、全校集会等にて指

導を依頼（福岡県教育庁） 

○相談対応（春日市 春日市定例人権（悩みごと）相談 人権擁護委員がい

じめ、部落差別、女性、障がい者、高齢者、外国人への差別など、さまざ

まな人権相談に関する相談の受付）（春日市） 

○群市少年の主張大会へ参加（行橋市） 

○いじめアンケートの実施（毎月）（大任町） 

○朝の声かけ運動（苅田町） 

○第 49 郡市少年の主張弁論大会（苅田町） 

 

 

※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。 


