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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 長野県 青少年行政主管課（室）名 県民文化部次世代サポート課 

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 

〇広報啓発 

・街頭啓発活動（「信州あいさつ運動」を含む） 

  実施日：７月１日（県下一斉街頭啓発日）又は各市町村が設定した日 

  場所：佐久市、佐久穂町、立科町、上田市、茅野市、富士見町、南箕輪

村、阿南町、木祖村、生坂村、大町市、白馬村、長野市、坂城

町、高山村、信濃町 

実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、更生保護女性会、ＰＴ

Ａ、ボランティア団体等 

内容：月間の呼び掛け、啓発物品（リーフレット、ポケットティッシ

ュ）の配布、あいさつ等の声掛け 

 

・リーフレットの印刷 

  作製者：長野県 

内容：「ＳＮＳ利用に係る子どもの性被害防止」のほか「万引き等

の非行防止」と「各種相談窓口」を掲載したリーフレットを印

刷（21,500 枚）し、地域振興局及び市町村を通じて配布 

 

・ホームページ、広報誌、回覧板、有線放送、ケーブルテレビ、防災放送、

広報車による広報 

  実施者：長野県、地域振興局（上田、松本、北アルプス）、佐久穂町、

軽井沢町、御代田町、上田市、東御市、茅野市、駒ケ根市、箕

輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、下條村、売木村、天龍村、

豊丘村、大鹿村、木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、大桑

村、安曇野市、朝日村、筑北村、大町市、池田町、長野市、須

坂市、高山村、飯綱町、中野市、山ノ内町 

 

・懸垂幕、横断幕、のぼり旗、立て看板、ポスターの掲出、窓口等への啓発

物品の備付け 

  実施者：長野県、地域振興局（佐久、上田、諏訪、上伊那、南信州、木

曽、松本、北アルプス、長野、北信）、佐久市、上田市、東御

市、諏訪市、下諏訪町、駒ヶ根市、南箕輪村、中川村、天龍

村、豊丘村、木曽町、上松町、木祖村、松本市、塩尻市、安曇

野市、大町市、松川村、白馬村、長野市、坂城町、飯山市、山

ノ内町 

 

・小・中・高等学校への啓発物品等の配布 

  実施者：地域振興局（佐久、南信州）、川上村、軽井沢町、御代田町、

青木村、茅野市、売木村、豊丘村、上松町、大桑村、塩尻市、

中野市 

  内容：県が作成したリーフレットやポケットティッシュを学校を通じて

配付 

 

〇会議 

・「青少年健全育成協議会・防犯指導員等防犯関係者合同会議」 

（7月 15 日、売木村） 

  強調月間の実施に関する説明と関係団体の情報交換（出席者 32 名） 
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・「青少年健全育成連絡協議会」（7月 15 日、天龍村） 

  関係団体の情報交換（出席者 13 名） 

 

・「青少年健全育成推進会議」（筑北村） 

  子どもの性被害防止と非行防止について（出席者 23 名） 

 

〇研修会 

・講話（7月 3日、上田市） 

  テーマ：「情報モラル、性被害防止について」 

講師：公民館職員 

参加者：100 名（中学生） 

 

・講話（7月 16 日、駒ケ根市） 

  テーマ：「青少年の非行状況と街頭補導活動について」 

講師：駒ケ根警察署員 

参加者：32 名（青少年育成委員） 

 

・出前講座（7月 1日、長野市（信更中学校）） 

  テーマ：「SNS 利用に係る子どもの性被害等の防止」 

  参加者：53 名（中学生、保護者、教職員） 

 

・出前講座（7月 10 日、長野市（七二会中学校）） 

  テーマ：「SNS 利用に係る子どもの性被害等の防止」 

  参加者：42 名（中学生、保護者、教職員） 

 

・講話（県内の小・中・高等学校 50 校） 

  講師：警察署員、スクールサポーター 

  内容：情報モラル教育として SNS 利用時の注意点等について講演 
 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

〇広報啓発 

・【再掲】街頭啓発活動（「信州あいさつ運動」を含む） 

  実施日：７月１日（県下一斉街頭啓発日）又は各市町村が設定した日  

  場所：佐久市、佐久穂町、立科町、上田市、茅野市、富士見町、南箕輪

村、阿南町、木祖村、生坂村、大町市、白馬村、長野市、坂城

町、高山村、信濃町 

実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、更生保護女性会、ＰＴ

Ａ、ボランティア団体等 

内容：月間の呼び掛け、啓発物品（リーフレット、ポケットティッシ

ュ）の配布、あいさつ等の声掛け 

 

・【再掲】リーフレットの印刷 

  作製者：長野県 

内容：「ＳＮＳ利用に係る子どもの性被害防止」のほか「万引き等

の非行防止」と「各種相談窓口」を掲載したリーフレットを印

刷（21,500 枚）し、地域振興局及び市町村を通じて配布 

 

・【再掲】ホームページ、広報誌、回覧板、有線放送、ケーブルテレビ、防

災放送、広報車による広報 

  実施者：長野県、地域振興局（上田、松本、北アルプス）、佐久穂町、

軽井沢町、御代田町、上田市、東御市、茅野市、駒ケ根市、箕

輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、下條村、売木村、天龍村、

豊丘村、大鹿村、木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、大桑
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村、安曇野市、朝日村、筑北村、大町市、池田町、長野市、須

坂市、高山村、飯綱町、中野市、山ノ内町 

 

 

・【再掲】懸垂幕、横断幕、のぼり旗、立て看板、ポスターの掲出、窓口等

への啓発物品の備付け 

  実施者：長野県、地域振興局（佐久、上田、諏訪、上伊那、南信州、木

曽、松本、北アルプス、長野、北信）、佐久市、上田市、東御

市、諏訪市、下諏訪町、駒ヶ根市、南箕輪村、中川村、天龍

村、豊丘村、木曽町、上松町、木祖村、松本市、塩尻市、安曇

野市、大町市、松川村、白馬村、長野市、坂城町、飯山市、山

ノ内町 

 

・【再掲】小・中・高等学校への啓発物品等の配布 

  実施者：地域振興局（佐久、南信州）、川上村、軽井沢町、御代田町、

青木村、茅野市、売木村、豊丘村、上松町、大桑村、塩尻市、

中野市 

  内容：県が作成したリーフレットやポケットティッシュを学校を通じて

配付 

 

〇街頭活動 

・有害環境チェック活動・青少年健全育成協力店参加依頼 

  実施者：軽井沢町、上田市、東御市、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪

町、原村、辰野町、箕輪町、南箕輪村、中川村、下條村、木曽

町、白馬村 

  内容：地域の店舗等を巡回して、青少年に有害な環境の点検と、改善要

望を行い、併せて青少年の健全育成・非行防止活動を実践する協

力店への参加を依頼 

 

・啓発チラシの配付 

実施者：須坂市 

実施日：7月 1日 

内容：有害自動販売機が設置されている地域を対象として、有害自動

販売機撤去運動に関するチラシを全戸配付 

 

〇会議 

・「学校警察関係諸団体連絡協議会」（7月 28 日、富士見町） 

  学校と警察の連携、各学校の活動状況等について情報交換 

（出席者 14 団体 30 名） 

 

・【再掲】「青少年健全育成連絡協議会」（7月 15 日、天龍村） 

  関係団体の情報交換（出席者 13 名） 

 

・「青少年健全育成協議会」（6月 29 日、豊丘村） 

  少年非行について（出席者 20 名） 

  

〇研修会 

・【再掲】講話（7月 16 日、駒ケ根市） 

  テーマ：「青少年の非行状況と街頭補導活動について」 

講師：駒ケ根警察署員 

参加者：32 名（青少年育成委員） 
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重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

〇広報啓発 

・【再掲】街頭啓発活動（「信州あいさつ運動」を含む） 

  実施日：７月１日（県下一斉街頭啓発日）又は各市町村が設定した日    

  場所：佐久市、佐久穂町、立科町、上田市、茅野市、富士見町、南箕輪

村、阿南町、木祖村、生坂村、大町市、白馬村、長野市、坂城

町、高山村、信濃町 

実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、更生保護女性会、ＰＴ

Ａ、ボランティア団体等 

内容：月間の呼び掛け、啓発物品（リーフレット、ポケットティッシ

ュ）の配布、あいさつ等の声掛け 

 

・【再掲】リーフレットの印刷 

作製者：長野県 

内容：「ＳＮＳ利用に係る子どもの性被害防止」のほか「万引き等

の非行防止」と「各種相談窓口」を掲載したリーフレットを印刷

（21,500 枚）し、地域振興局及び市町村を通じて配布 

 

・【再掲】ホームページ、広報誌、回覧板、有線放送、ケーブルテレビ、防

災放送、広報車による広報 

  実施者：長野県、地域振興局（上田、松本、北アルプス）、佐久穂町、

軽井沢町、御代田町、上田市、東御市、茅野市、駒ケ根市、箕

輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、下條村、売木村、天龍村、

豊丘村、大鹿村、木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、大桑

村、安曇野市、朝日村、筑北村、大町市、池田町、長野市、須

坂市、高山村、飯綱町、中野市、山ノ内町 

 

・【再掲】懸垂幕、横断幕、のぼり旗、立て看板、ポスターの掲出、窓口等

への啓発物品の備付け 

  実施者：長野県、地域振興局（上田、諏訪、上伊那、南信州、木曽、松

本、北アルプス、長野、北信）、佐久市、上田市、東御市、諏

訪市、下諏訪町、駒ヶ根市、南箕輪村、中川村、天龍村、豊丘

村、木曽町、上松町、木祖村、松本市、塩尻市、安曇野市、大

町市、松川村、白馬村、長野市、坂城町、飯山市、山ノ内町 

 

・【再掲】小・中・高等学校への啓発物品等の配布 

  実施者：地域振興局（佐久、南信州）、川上村、軽井沢町、御代田町、

青木村、茅野市、売木村、豊丘村、上松町、大桑村、塩尻市、

中野市 

  内容：県が作成したリーフレットやポケットティッシュを学校を通じて

配付 

 

〇研修会 

・【再掲】講話（7月 16 日、駒ケ根市） 

  テーマ：「青少年の非行状況と街頭補導活動について」 

講師：駒ケ根警察署員 

参加者：32 名（青少年育成委員） 

 

・薬物乱用防止教室の開催 

  講師：警察署員 

  内容：薬物乱用防止に関する講話（月間中５回開催） 
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重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

〇広報啓発 

・【再掲】街頭啓発活動（「信州あいさつ運動」を含む） 

  実施日：７月１日（県下一斉街頭啓発日）又は各市町村が設定した日     

  場所：佐久市、佐久穂町、立科町、上田市、茅野市、富士見町、南箕輪

村、阿南町、木祖村、生坂村、大町市、白馬村、長野市、坂城

町、高山村、信濃町 

実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、更生保護女性会、ＰＴ

Ａ、ボランティア団体等 

内容：月間の呼び掛け、啓発物品（リーフレット、ポケットティッシ

ュ）の配布、あいさつ等の声掛け 

 

・【再掲】リーフレットの印刷 

  作製者：長野県 

内容：「ＳＮＳ利用に係る子どもの性被害防止」のほか「万引き等

の非行防止」と「各種相談窓口」を掲載したリーフレットを印

刷（21,500 枚）し、地域振興局及び市町村を通じて配布 

 

・【再掲】ホームページ、広報誌、回覧板、有線放送、ケーブルテレビ、防

災放送、広報車による広報 

  実施者：長野県、地域振興局（上田、松本、北アルプス）、佐久穂町、

軽井沢町、御代田町、上田市、東御市、茅野市、駒ケ根市、箕

輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、下條村、売木村、天龍村、

豊丘村、大鹿村、木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、大桑

村、安曇野市、朝日村、筑北村、大町市、池田町、長野市、須

坂市、高山村、飯綱町、中野市、山ノ内町 

 

・【再掲】懸垂幕、横断幕、のぼり旗、立て看板、ポスターの掲出、窓口等

への啓発物品の備付け 

  実施者：長野県、地域振興局（佐久、上田、諏訪、上伊那、南信州、木

曽、松本、北アルプス、長野、北信）、佐久市、上田市、東御

市、諏訪市、下諏訪町、駒ヶ根市、南箕輪村、中川村、天龍

村、豊丘村、木曽町、上松町、木祖村、松本市、塩尻市、安曇

野市、大町市、松川村、白馬村、長野市、坂城町、飯山市、山

ノ内町 

 

・【再掲】小・中・高等学校への啓発物品等の配布 

  実施者：地域振興局（佐久、南信州）、川上村、軽井沢町、御代田町、

青木村、茅野市、売木村、豊丘村、上松町、大桑村、塩尻市、

中野市 

  内容：県が作成したリーフレットやポケットティッシュを学校を通じて

配付 

 

〇街頭活動 

・街頭補導 

  実施者：佐久市、立科町、岡谷市、諏訪市、麻績村、松川村、大町市、

長野市、須坂市、飯山市 

 

〇会議 

・【再掲】「学校警察関係諸団体連絡協議会」（7月 28 日、富士見町） 

  学校と警察の連携、各学校の活動状況等について情報交換 

（出席者 14 団体 30 名） 
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・【再掲】「青少年健全育成協議会・防犯指導員等防犯関係者合同会議」

（7月 15 日、売木村） 

  強調月間の実施に関する説明と関係団体の情報交換（出席者 32 名） 

 

・「青少年健全育成協議会」（7月 22 日、大鹿村） 

  夏休み中の児童生徒の指導について（出席者 10 名） 

 

・【再掲】「青少年健全育成推進会議」（筑北村） 

  子どもの性被害防止と非行防止について（出席者 23 名） 

・「青少年懇談会」（7月 30 日、大町市） 

  テーマ：「青少年の非行・被害の現状について」 

講師：大町警察署生活安全課長 

 

〇研修会 

・【再掲】講話（7月 16 日、駒ケ根市） 

  テーマ：「青少年の非行状況と街頭補導活動について」 

講師：駒ケ根警察署員 

参加者：32 名（青少年育成委員） 

 

・非行防止教室の開催 

  講師：警察署員、スクールサポーター、少年警察補導員 

  内容：万引き防止対策として、夏休み前に小・中・高等学校において、

非行防止のための講話や紙芝居を上演（月間中 156 回開催） 

 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

〇広報啓発 

・【再掲】街頭啓発活動（「信州あいさつ運動」を含む） 

  実施日：７月１日（県下一斉街頭啓発日）又は各市町村が設定した日    

  場所：佐久市、佐久穂町、立科町、上田市、茅野市、富士見町、南箕輪

村、阿南町、木祖村、生坂村、大町市、白馬村、長野市、坂城

町、高山村、信濃町 

実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、更生保護女性会、ＰＴ

Ａ、ボランティア団体等 

内容：月間の呼び掛け、啓発物品（リーフレット、ポケットティッシ

ュ）の配布、あいさつ等の声掛け 

 

・【再掲】リーフレットの印刷 

作製者：長野県 

内容：「ＳＮＳ利用に係る子どもの性被害防止」のほか「万引き等

の非行防止」と「各種相談窓口」を掲載したリーフレットを印

刷（21,500 枚）し、地域振興局及び市町村を通じて配布 

 

・【再掲】ホームページ、広報誌、回覧板、有線放送、ケーブルテレビ、防

災放送、広報車による広報 

  実施者：長野県、地域振興局（上田、松本、北アルプス）、佐久穂町、

軽井沢町、御代田町、上田市、東御市、茅野市、駒ケ根市、箕

輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、下條村、売木村、天龍村、

豊丘村、大鹿村、木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、大桑

村、安曇野市、朝日村、筑北村、大町市、池田町、長野市、須

坂市、高山村、飯綱町、中野市、山ノ内町 
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・【再掲】懸垂幕、横断幕、のぼり旗、立て看板、ポスターの掲出、窓口等

への啓発物品の備付け 

  実施者：長野県、地域振興局（上田、諏訪、上伊那、南信州、木曽、松

本、北アルプス、長野、北信）、佐久市、上田市、東御市、諏

訪市、下諏訪町、駒ヶ根市、南箕輪村、中川村、天龍村、豊丘

村、木曽町、上松町、木祖村、松本市、塩尻市、安曇野市、大

町市、松川村、白馬村、長野市、坂城町、飯山市、山ノ内町 

 

・【再掲】小・中・高等学校への啓発物品等の配布 

  実施者：地域振興局（佐久、南信州）、川上村、軽井沢町、御代田町、

青木村、茅野市、売木村、豊丘村、上松町、大桑村、塩尻市、

中野市 

  内容：県が作成したリーフレットやポケットティッシュを学校を通じて

配付 

 

・【再掲】「青少年懇談会」（7月 30 日、大町市） 

  テーマ：「青少年の非行・被害の現状について」 

講師：大町警察署生活安全課長 

 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

〇広報啓発 

・【再掲】街頭啓発活動（「信州あいさつ運動」を含む） 

  実施日：７月１日（県下一斉街頭啓発日）又は各市町村が設定した日   

  場所：佐久市、佐久穂町、立科町、上田市、茅野市、富士見町、南箕輪

村、阿南町、木祖村、生坂村、大町市、白馬村、長野市、坂城

町、高山村、信濃町 

実施者：長野県、教育委員会、警察、保護司、更生保護女性会、ＰＴ

Ａ、ボランティア団体等 

内容：月間の呼び掛け、啓発物品（リーフレット、ポケットティッシ

ュ）の配布、あいさつ等の声掛け 

 

・【再掲】リーフレットの印刷 

作製者：長野県 

内容：「ＳＮＳ利用に係る子どもの性被害防止」のほか「万引き等

の非行防止」と「各種相談窓口」を掲載したリーフレットを印

刷（21,500 枚）し、地域振興局及び市町村を通じて配布 

 

・【再掲】ホームページ、広報誌、回覧板、有線放送、ケーブルテレビ、防

災放送、広報車による広報 

  実施者：長野県、地域振興局（上田、松本、北アルプス）、佐久穂町、

軽井沢町、御代田町、上田市、東御市、茅野市、駒ケ根市、箕

輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、下條村、売木村、天龍村、

豊丘村、大鹿村、木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、大桑

村、安曇野市、朝日村、筑北村、大町市、池田町、長野市、須

坂市、高山村、飯綱町、中野市、山ノ内町 

 

・【再掲】懸垂幕、横断幕、のぼり旗、立て看板、ポスターの掲出、窓口等

への啓発物品の備付け 

  実施者：長野県、地域振興局（上田、諏訪、上伊那、南信州、木曽、松

本、北アルプス、長野、北信）、佐久市、上田市、東御市、諏

訪市、下諏訪町、駒ヶ根市、南箕輪村、中川村、天龍村、豊丘

村、木曽町、上松町、木祖村、松本市、塩尻市、安曇野市、大

町市、松川村、白馬村、長野市、坂城町、飯山市、山ノ内町 
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・【再掲】小・中・高等学校への啓発物品等の配布 

  実施者：地域振興局（佐久、南信州）、川上村、軽井沢町、御代田町、

青木村、茅野市、売木村、豊丘村、上松町、大桑村、塩尻市、

中野市 

  内容：県が作成したリーフレットやポケットティッシュを学校を通じて

配付 

 

〇会議 

・【再掲】「学校警察関係諸団体連絡協議会」（7月 28 日、富士見町） 

  学校と警察の連携、各学校の活動状況等について情報交換 

（出席者 14 団体 30 名） 

 

・【再掲】「青少年健全育成協議会・防犯指導員等防犯関係者合同会議」

（7月 15 日、売木村） 

   強調月間の実施に関する説明と関係団体の情報交換（出席者 32 名） 

・「松本市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会」 

（7月 31 日、松本市） 

  関係機関、団体の連携を図るため、情報共有と協議の実施 

 

・【再掲】「青少年懇談会」（7月 30 日、大町市） 

  テーマ：「青少年の非行・被害の現状について」 

講師：大町警察署生活安全課長 

 

〇研修会 

・【再掲】講話（7月 16 日、駒ケ根市） 

  テーマ：「青少年の非行状況と街頭補導活動について」 

講師：駒ケ根警察署員 

参加者：32 名（青少年育成委員） 

 

※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。 

※各項目の取組は必須ではなく、各自治体において実情に応じた効果的な取組を行うこと。 


