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令和２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 茨城県 青少年行政主管課（室）名 保健福祉部子ども政策局青少年家庭課 
最重点・重点課題 取組内容 備考 
最重点課題 
ＳＮＳ利用に

係る子供の性

被害等の防止 

○広報啓発周知 
＜啓発資材やポスターの掲示＞ 
・展示スペース，広報コーナー等において，青少年の非行・被害防止に関す

る広報展示（茨城県，つくばみらい市，利根町） 
・青少年の非行・被害防止全国強調月間ポスターを市役所庁舎内に掲示（行

方市） 
・役場庁舎，文化センター，生涯学習センター，図書館へのポスター掲

示（利根町） 
・JR古河駅西口・東口掲示板，庁舎内チラシ・ポスター掲示（古河市） 
＜啓発資材作成，配布，周知＞ 
・夏季における少年の非行・犯罪被害防止対策の推進（茨城県警察本部） 
県教育庁に対する協力依頼 

 小・中・高校生及び保護者対象のチラシを作成し，県教育庁，教育委員     
 会を通じて全児童・生徒及び保護者に対し配布（県内公立小・中・高校， 
 特別支援学校及び私立学校），県警ホームページ，県警ツイッターへのチ

ラシの掲載 
  内容 SNS 被害から自分を守るための３つの約束と家庭内のルール  
     SNS 利用によるトラブル事例 
・首都圏新都市鉄道（つくばエクスプレス）県内６駅（守谷駅，みらい平 

駅，みどりの駅，万博記念公園駅，研究学園駅，つくば駅）の電光掲示に 
て「ストップ・ザ・子供の SNS 利用による性被害等防止」のテロップ（茨 
城県警察本部） 

・関東鉄道常総線守谷駅の電光掲示板にて「ストップ・ザ・子供の SNS 利用 
による性被害等防止」のテロップ（茨城県警察本部） 

・フィルタリング普及啓発チラシの作成，配布（茨城県） 
・啓発パンフレットによる広報（ひたちなか市） 
・各県立高等学校・中等教育学校・中学校へ通知（茨城県） 
「夏季における生徒指導の徹底及び事故防止について」 
ＳＮＳ等を利用して知り合った人には絶対に会いに行かないことを児童生

徒へ注意喚起すること。 
ＳＮＳや無料通話アプリ等の不適切な使用により，不特定多数の人とつな

がってしまうことに起因するトラブルの危険性などについて児童生徒へ注

意喚起すること。 
ＳＮＳ等を介して犯罪被害に遭わないよう児童生徒に指導するとともに，

改めて，保護者に周知，啓発すること。 
・啓発ポスターの掲示依頼（龍ケ崎市） 
市内小中学校へ画像データの配布 

・「子育てふれあいセミナー通信」の配布（龍ケ崎市）  
※家庭教育支援資料の情報提供 
市内小学校低学年の児童をもつ保護者へ配布 

・フィルタリング啓発チラシの配布（つくばみらい市，結城市） 
・青少年の非行・被害防止ポスターを市内小中学校へ配付（下妻市） 
・市内４つの中学校を訪問し，携帯電話の使い方，ＳＮＳ犯罪被害防止につ

いての啓発チラシ・ポケットティッシュを作成し全校生徒に配布した。

（坂東市） 
・八千代町青少年相談員協議会員が図書館において，来館者に青少年の健全

育成への協力を呼びかけ，インターネット利用時におけるフィルタリング

リーフレット及び啓発品を配布する活動を行った。（八千代市） 
＜ホームページ，広報誌等への掲載＞ 
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・県ホームページへの掲載（茨城県） 
・県警ツイッター「子供の SNS 利用による性被害等防止」（茨城県警察本

部） 
・月刊プラザ（茨城版）「子供の SNS 利用による犯罪被害防止」（茨城県警 

察本部） 
・毎日新聞茨城版「子供の SNS 利用による性被害等防止」（茨城県警察本部 
 ） 
・部内向け「広報」「子供の SNS 利用による性被害等防止」（茨城県警察本 

部） 
・広報かみす 7月 15 日号（神栖市） 
「SNS 利用に係る子どもの性被害を防止しましょう」 

・石岡市青少年相談員事務だより（石岡市） 
 近年の青少年のインターネット利用状況調査結果を記載し，どのようなも

のに起因する被害が出ているのか例を挙げている。 
＜テレビ・ラジオ広報＞（茨城県警察本部） 
・IBS ラジオ放送「県警からのお知らせ」「こちら 110 番」（子供の SNS 利

用による性被害等防止とフィルタリング活用促進） 
・NHK 茨城県域データ放送（インターネットの危険性の周知） 
〇「青少年の健全育成に協力する店」の登録活動 
北茨城市，下妻市 

○会議・研修会等 
・行方市学校警察連絡協議会（行方市） 
 行方警察署からインターネット利用に関する被害実例の周知 
・つくばみらい市青少年相談員連絡協議会（つくばみらい市） 
・青少年育成つくばみらい市民会議支部長会議（つくばみらい市） 
○保護者・青少年への防犯教室等 
・茨城県メディア教育指導員の派遣（茨城県） 
 青少年のインターネット安心安全利用に関する出前講座一覧の更新・周知

（茨城県） 
・出前講座「いばらき くらしのセミナー」による啓発（茨城県） 
（石岡市，北茨城市，ひたちなか市，常陸大宮市，かすみがうら市，茨城

町，東海村の小・中学校，特別支援学校）８回 
児童，生徒，学生，保護者，教職員に対する青少年の携帯・インターネッ

ト利用に係る講話等 
・児童・生徒等に対する非行防止教室（茨城県警察本部） 

小・中・高校における SNS 利用による性被害等防止をテーマとした非行防

止教室の開催 
○立ち入り・実態調査 
＜携帯電話販売店への立入調査，フィルタリング依頼活動の実施＞ 
ひたちなか市，那珂市，北茨城市，古河市 

○補導活動 
＜街頭，店舗の巡廻（指導，声かけ等）＞ 
・つくばみらい市青少年相談員青色防犯パトロール（つくばみらい市） 
・筑西市青少年相談員街頭指導活動（筑西市内 月 14 回）（筑西市） 
〇電話・面接相談 
・青少年なんでも電話相談室（筑西市） 

青少年相談員による街頭指導，青少年なんでも電話相談により，ＳＮＳを

介した青少年の被害を防止するための相談業務等を行う。 
重点課題１ 
有害環境への

適切な対応 
 

○「青少年の健全育成に協力する店」の登録活動【再掲】 
茨城県，ひたちなか市，那珂市，北茨城市，石岡市，つくばみらい市，美

浦村，古河市 
○広報啓発周知 
＜ホームページ，広報誌等への掲載＞【再掲】 

 



 

3 

 茨城県警察本部，ひたちなか市 
＜啓発資材作成，配布，周知＞【再掲】 
 茨城県警察本部，ひたちなか市，下妻市 
＜テレビ・ラジオ広報＞【再掲】 
茨城県警察本部（IBS ラジオ放送） 

〇会議・研修会等 
＜青少年相談員地区別会議・研修会＞【再掲】 
つくばみらい市 

〇保護者・青少年への防犯教室等 
・児童・生徒等に対する非行防止教室【再掲】（茨城県警察本部） 
○立ち入り・実態調査 
＜白ポストによる有害図書の回収＞ 
 ひたちなか市，土浦市，古河市 
＜有害環境等の実態把握活動＞ 
 東海村，北茨城市，古河市，結城市 
○補導活動 
＜街頭，店舗の巡廻（指導，声かけ等）＞【再掲】 
 茨城町，石岡市，つくばみらい市，筑西市 
〇夏季における少年の非行・犯罪被害防止対策の推進【再掲】（茨城県警察

本部） 
・少年の福祉を害する犯罪の積極的な取締り及び被害少年の保護 
〇市町村巡回訪問（茨城県） 
・青少年の健全育成，非行・不良行為防止に関して市町村の取組状況の把

握と相互理解 
・有害図書の区分陳列，青少年が利用する携帯電話等へのフィルタリング設

定の啓発活動の依頼 
重点課題２ 
薬物乱用対策

の推進 
 

○広報啓発周知 
＜啓発資材やポスターの掲示＞【再掲】 
茨城県，北茨城市，つくばみらい市 ，利根町 

＜啓発資材作成，配布，周知＞【再掲】 
つくばみらい市，下妻市 

＜ホームページ，広報誌等への掲載＞【再掲】 
茨城県警察本部 

〇「青少年の健全育成に協力する店」の登録活動【再掲】 
北茨城市，石岡市，下妻市 

〇保護者・青少年への防犯教室等 
＜薬物乱用防止教室の実施＞ 
茨城県，茨城県警察本部 

○補導活動 
＜街頭，店舗の巡廻（指導，声かけ等）＞【再掲】 
ひたちなか市 

 

重点課題３ 
不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

○広報啓発周知 
＜啓発資材やポスターの掲示＞【再掲】 
茨城県，潮来市，つくばみらい市，古河市 

＜ホームページ，広報誌等への掲載＞【再掲】 
 茨城県，茨城県警察本部，取手市，ひたちなか市，神栖市，結城市 
＜相談窓口（電話・来所・メール）の広報＞ 
 ひたちなか市，筑西市，取手市 
＜啓発資材作成，配布，周知＞【再掲】 
龍ケ崎市，つくばみらい市，下妻市 

＜テレビ・ラジオ広報＞【再掲】 
茨城県警察本部（IBS ラジオ放送，NHK 茨城県域データ放送） 

〇「青少年の健全育成に協力する店」の登録活動【再掲】 
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北茨城市，常陸大宮市，つくばみらい市，下妻市 
〇会議・研修会等 
＜青少年相談員地区別会議・研修会＞【再掲】 
水戸市，神栖市，つくば市 

〇保護者・青少年への防犯教室等 
＜児童・生徒等に対する非行防止教室＞【再掲】 
 茨城県警察本部 
○補導活動 
＜街頭，店舗の巡廻（指導，声かけ等）＞【再掲】 

茨城県警察本部，水戸市，ひたちなか市，那珂市，大洗町，東海村，日立

市，北茨城市，鉾田市，土浦市，龍ケ崎市，取手市，つくばみらい市，阿

見町，古河市，結城市，筑西市，境町 
〇市町村巡回訪問【再掲】 

茨城県 
〇学校訪問及びあいさつ・声かけ運動 
つくば市 

〇電話・面接相談【再掲】 
筑西市 

重点課題４ 
再 非 行 （ 犯

罪）の防止 
 

○広報啓発周知 
＜啓発資材，ポスター掲示＞【再掲】 
茨城県 

＜啓発資材作成，配布，周知＞【再掲】 
つくばみらい市，下妻市 

＜ホームページ，広報誌への掲載＞【再掲】 
ひたちなか市 

＜社会を明るくする運動＞ 
 水戸市，神栖市，龍ケ崎市，常総市 
＜相談窓口（電話・来所・メール）の広報＞【再掲】 
 ひたちなか市 
〇「青少年の健全育成に協力する店」の登録活動【再掲】 
下妻市 

〇会議・研修会等 
・令和２年度第２回警察本部都教育庁等との連絡会実施（茨城県） 
開催日：７月 14 日 警察本部９階 
内 容：夏季における少年の非行防止・犯罪被害防止対策に関する情報共   

     有 
○補導活動 
＜街頭，店舗の巡廻（指導，声かけ等）＞【再掲】  
鉾田市，取手市，境町 

○立ち直り支援活動（茨城県警察本部） 
・問題を抱え，再非行のおそれある少年に対する電話や面接による助言指導 
 等 
・少年警察ボランティアと協力した農業体験等社会体験活動の実施 

 

重点課題５ 
いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

〇大会実施等 
・市少年の主張大会（ひたちなか市） 
・「少年の主張」県大会への主張文応募 （龍ケ崎市） 
【参加者：城西中学校 作品：２点】 

○広報啓発周知 
＜啓発資材，ポスター掲示＞【再掲】 
茨城県，取手市 

＜啓発資材作成，配布，周知＞【再掲】 
 茨城県警察本部，日立市，取手市，下妻市 
＜ホームページ，広報誌への掲載＞【再掲】 
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ひたちなか市，筑西市 
＜相談窓口の広報＞【再掲】 
 ひたちなか市，筑西市 
〇会議・研修会 
・令和２年度いじめ問題対策連絡協議会開催（茨城県） 
開催日: 7 月 13 日 場所: 笠間市  
出席者: 学校関係，警察、法務、福祉等の関係機関及び団体から計 31 人 
内 容: 社会総がかりでのいじめ根絶に向けて 

・東海村学校・警察連絡協議会及び東海村いじめ対策協議会（東海村） 
開催日：7月 21 日 場所：照沼小学校 
内 容：管内の非行事案の発生状況等を把握するとともに村内小中学校に

おけるいじめ等の実態と学校の問題解決への取組み，また社会へ

求められる対応等について意見交換を実施した。 
・龍の子支援会議の開催（龍ケ崎市） 
 開催日：令和 2年 7月 21 日（火） 
 内 容：市内小中学生の支援について各担当課からの状況報告及び支

援方法の確認。課題の明確化と課題への対応。 
 出席者：教育センター，指導課，教育総務課，文化・生涯学習課， 

こども家庭課 
＜青少年相談員地区別会議・研修会＞【再掲】 
行方市 

○補導活動 
＜街頭，店舗の巡廻（指導，声かけ等）＞【再掲】 
北茨城市 

〇学校訪問及びあいさつ・声かけ運動【再掲】 
 下妻市 
〇電話・面接相談【再掲】 
日立市，古河市，筑西市 

※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「ＳＮＳ利用に係る子供の性被害等の防止」の取組については、内容を簡記すること。 


