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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 岐阜県 青少年行政主管課（室）名 私学振興・青少年課 

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 

・啓発物資による啓発 

（岐阜県、ネット犯罪防止チラシと情報モラルクリアファイルの作成・配

付） 

（羽島市・各務原市・養老町・恵那市・中津川市・飛騨市・白川村、啓発

チラシの配布） 

（北方町、庁舎と町内施設窓口での啓発チラシ及びティッシュの配布） 

（笠松町、各団体代表者へ啓発物品を配付し、啓発のお願い） 

（安八町・多治見市・瑞浪市、啓発クリアファイルの配布） 

 

・広報誌による啓発 

（瑞穂市、広報みずほ７月号に「青少年の非行・被害防止全国強調月間」

について掲載） 

（養老町、事例や情報モラルについて広報誌に掲載） 

（下呂市、広報げろ及びホームページによる周知） 

（可児市・東白川村・御嵩町、少年センターだより等の啓発資料を発行・

全戸回覧） 

 

・放送による啓発 

 （岐阜県、中濃総合庁舎内放送） 

 

○会議・研修会 

・各地域（根尾・本巣・糸貫・真正）生徒指導連絡協議会（本巣市） 

出席者：本巣市内の幼保小中学校生徒指導主事 

内 容：夏休みに向けた青少年の非行・被害対策について 

いじめ防止について 

・青少年育成推進員会・役員会等（垂井町） 

・青少年育成町民会議総会（安八町） 

 出席者：町長・議員・区長等青少年育成関係者 108 名   

内 容：青少年育成町民会議表彰・町民会議事業計画・青少年健全育

成宣言・思いやりのある町づくり運動 

・瑞浪市青少年育成市民会議（瑞浪市） 

出席者：市長・教育長・青少年育成関係者等１００人 

内 容：市ＰＴＡ連合の「家庭のルール」作りの活動に協力 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し、資料配付による啓発 

 

○保護者・青少年への防犯教室等 

・情報モラル教室、情報モラルワークショップの開催 

（海津市、各小中学校対象） 

・「情報モラル教室 in 富加小」を計画（富加町） 

※新型コロナウイルス感染症対策によりテキスト配布のみ 

 

 

○立ち入り・実態調査 

・携帯電話販売店への立入調査 

保護者等に対するフィルタリングの説明状況等の調査 

（岐阜県・岐阜市・山県市・羽島市・大垣市・養老町・美濃加茂市・可児

市・坂祝町・御嵩町・多治見市・土岐市・瑞浪市・高山市・飛騨市・下
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呂市） 

 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○広報啓発 

（岐阜県、庁内放送と広報車による広報・啓発ティッシュの設置） 

（岐阜市・本巣市・高山市、広報紙による広報） 

（岐阜市、横断幕による広報） 

（本巣市、「地域で育てよう もとすの子」7 月青少年の非行・被害防止

全国強調月間の懸垂幕の設置） 

 

 

○立ち入り・実態調査 

・有害図書等取扱店舗、インターネットカフェ、カラオケ店、コンビニエン

スストア等への立入調査 

（岐阜県・岐阜市・羽島市・各務原市・瑞穂市・本巣市・岐南町・笠松

町・大垣市・海津市・養老町・垂井町・関ケ原町・神戸町・輪之内町・

安八町・美濃加茂市・可児市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百

津町・白川町・御嵩町・関市・美濃市・郡上市・多治見市・土岐市・瑞

浪市・恵那市・中津川市・山県市・高山市・飛騨市・下呂市・白川村） 

 

 

〇その他 
・白いポスト投函物回収作業 
（各務原市、白いポストに投函された有害雑誌や有害 DVD 等の回収） 
 

・パトロール 

 （岐阜市、地域パトロール） 

 （本巣市、地域の祭りやイベント終了後に、夜間巡視活動をし「青少年の

非行・被害防止」を呼びかけ巡回） 
（各務原市・神戸町、青色回転灯装着車両による防犯パトロール） 

 （安八町、青少年の見守り活動・下校状況等の把握と指導・公共施設や学

校、子ども園、コンビニを中心とした街頭パトロール） 
 （瑞浪市、夏季特別該当指導「夜間巡回指導」の実施・安全と帰宅の声掛

け活動・ごみ拾い等） 
（中津川市、夜間の巡回パトロール） 

 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

 

○広報啓発 

（岐阜県・大垣市、啓発ポスターを掲示） 

 

〇会議・研修会 

・【再掲】各地域（根尾・本巣・糸貫・真正）生徒指導連絡協議会（本巣

市） 

出席者：本巣市内の幼保小中学校生徒指導主事 

内 容：夏休みに向けた青少年の非行・被害対策について 

いじめ防止について 

 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

・薬物乱用防止講座（海津市・養老町、各小中学校対象） 

 

 

 



 

3 

〇立ち入り・実態調査 

・漫画喫茶、インターネットカフェへの立入調査 

（美濃加茂市・可児市・多治見市） 

 

 

〇その他 

・少年補導員による声掛け活動の実施（多治見市・土岐市・瑞浪市） 

 

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 

・啓発物資による啓発 

（岐阜県・下呂市・中津川市、啓発チラシ・啓発クリアファイル・ティッ

シュの配布） 

（【再掲】笠松町、各団体代表者へ啓発物品を配付し啓発のお願い） 

（神戸町、啓発チラシ・啓発クリアファイルを町内小学校に配布） 

 

・広報誌による啓発 

（笠松町・北方町・高山市・飛騨市・下呂市・白川村、青少年の非行・被

害防止強調月間について掲載） 

（可児市、少年センターだよりを全戸回覧し、前年度の非行の状況につい

て情報提供） 

 

・放送による啓発 

（岐阜県、庁内放送や大型スーパー店内放送による少年の非行防止を訴え

る広報啓発） 

（岐阜県・垂井町、巡回広報・街宣車・広報車による啓発） 

 

・電光表示板による啓発 

（各務原市、青少年の非行・被害防止に関わる啓発メッセージを市内 27

か所の電光表示板に表示） 

 

・ポスター等による啓発 

（岐阜県、庁舎内に強調月間ポスターを掲示） 

（笠松町、青少年の非行被害防止強調月間、社会を明るくする運動につい

て、公民館・役場・駅等に、ポスター・横断幕・のぼり旗を用いて掲

示） 

（【再掲】大垣市、青少年の非行防止ポスターの掲示） 

 

 

〇会議・研修会 

・【再掲】各地域（根尾・本巣・糸貫・真正）生徒指導連絡協議会（本巣

市） 

出席者：本巣市内の幼保小中学校生徒指導主事 

内 容：夏休みに向けた青少年の非行・被害対策について 

いじめ防止について 

 

 

○補導活動等 

・補導活動 

（瑞穂市・養老町・美濃加茂市・八百津町・白川町・御嵩町・中津川市・

高山市、街頭補導活動） 

 ※八百津町はコロナウイルス感染症対策のため HP の掲載により実施 

 ※瑞穂は夏休みの短縮に伴い、8月 17 日と 19 日に実施 
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（中津川市、夜間補導活動） 

（【再掲】多治見市・土岐市・瑞浪市、少年補導員による声掛け活動の実

施） 

 

・パトロール 

（北方町、アピタ北方店内青少年推進員によるパトロール） 

（輪之内町・大野町・可児市・七宗町、青色回転パトロール車による夜間

パトロール） 

（【再掲】安八町、青少年の見守り活動・下校状況等の把握と指導・公共

施設や学校、子ども園、コンビニを中心とした街頭パトロール）  

（恵那市、防犯パトロール） 

（東白川村、夜間巡回活動） 

（瑞浪市、街頭指導・青少年への声掛け） 

 

 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

○広報啓発 

・啓発物資による啓発 

 （本巣市、市内小中学校に社会を明るくする運動「愛の鈴」「ウェットテ

ィッシュ」配布・声かけ運動） 

（【再掲】笠松町、各団体代表者へ啓発物品を配付し、啓発のお願い） 

（七宗町、ティッシュや絆創膏を用いて 4 校の小中学校長・生徒代表に

「社会を明るくする運動」について啓発） 

（白川村、「地域の子どもは地域で育てよう」のチラシと「青少年非行・

被害防止全国強調月間」クリアファイルを村内全戸に配布（白川村） 

（可児市、啓発資材の配布） 

・広報誌による啓発 

（【再掲】笠松町、青少年の非行・被害防止強調月間について、広報誌及

び町内班回覧により啓発） 

（関市・美濃市、「社会を明るくする運動」について掲載） 

 

・放送による啓発 

 （【再掲】垂井町、巡回広報・広報車による啓発） 

 

・ポスター等による啓発 

（【再掲】笠松町、青少年の非行被害防止強調月間、社会を明るくする運

動について、公民館・役場・駅等に、ポスター・横断幕・のぼり旗を用

いて掲示） 

（可児市、市役所玄関及び外壁にのぼりや横断幕を掲示） 

（美濃市、「社会を明るくする運動」懸垂幕と横断幕の設置） 

 

 

〇会議・研修会等 

（山県市、青色回転灯防犯パトロール講習会の実施） 

 

 

〇補導活動等 

（羽島市、早朝・午前・午後・夜間において羽島市専任補導員・市ボラン

ティア補導員で街頭補導活動を行う） 

（【再掲】土岐市・瑞浪市、少年補導員による声掛け活動の実施） 

（【再掲】高山市、街頭補導活動） 
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重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○広報啓発 

・啓発物資による啓発 

（【再掲】笠松町、各団体代表者へ啓発物品を配付し啓発のお願い） 

（養老町、相談窓口の啓発カードを町内全小中学校に配布） 

 

・広報誌による啓発 

（【再掲】笠松町、青少年の非行・被害防止強調月間について、広報誌及

び町内班回覧により啓発） 

（神戸町、広報誌に強調月間や県青少年 SOS センターを掲載） 

（大野町、広報誌に掲載）  

（可児市、少年センターだよりを全戸回覧し可児市の相談窓口を紹介） 

 

・放送による啓発 

（【再掲】岐阜県・垂井町、巡回広報・街宣車・広報車による啓発） 

（岐阜県、飛騨総合庁舎内放送による広報） 

 

・ポスター等による啓発 

（【再掲】笠松町、青少年の非行被害防止強調月間、社会を明るくする運

動について、公民館・役場・駅等に、ポスター・横断幕・のぼり旗を用

いて掲示） 

（関ヶ原町、啓発横断幕の設置） 

 

・「社会を明るくする運動」としての啓発 

（大野町、旗を立て街頭啓発活動） 

（東白川村、保護司等が各学校の教室に出向き呼びかけ） 

 

・相談窓口についての広報（土岐市） 

 

 

〇会議・研修会 

・【再掲】各地域（根尾・本巣・糸貫・真正）生徒指導連絡協議会（本巣

市） 

出席者：本巣市内の幼保小中学校生徒指導主事 

内 容：夏休みに向けた青少年の非行・被害対策について 

いじめ防止について 

 

 

〇補導活動等 

（垂井町、夜間パトロール） 

（土岐市、少年補導員による声掛け活動の実施） 

 

 

〇その他 

・青少年育成町民会議で中学生・高校生に対し、テーマを決め標語作品の募

集をおこなう。（揖斐川町） 

 テーマ：１学年「SNS（メディア）」３学年「思いやり（いじめ）」 

 優秀作品は掲示や掲載等をおこなう 

・補導研修（美濃加茂市） 
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その他 〇少年の主張大会の実施（岐阜県、県内参加市町村） 

 

〇あいさつ運動の推進 

（本巣市・岐南町・北方町・川辺町・御嵩町・中津川市・土岐市） 

（岐南町、広報誌折込チラシでの広報啓発） 

 

〇広報 

（北方町、子どもの安全・安心のためのながら見守りのチラシ配布） 

（垂井町、強調月間・あったかい言葉かけ運動の広報） 

（中津川市、家庭の日の標語の広報） 

（海津市・可児市、相談窓口の広報） 

（瑞浪市、青少年育成活動の啓発マスク配布） 

（池田町・高山市・飛騨市・下呂市・白川村、 

市町村の広報誌で岐阜県のスローガン及び強調月間の周知） 

（大野町・白川村、町民カレンダー・村民カレンダーによる強調月間の周

知） 

 

〇可茂地区青少年育成推進指導員研修会（八百津町） 

  参加者：県青少年育成推進指導員 10 名、八百津町錦津地区推進指導員

1 名、八百津町教委職員 3 名、八百津町教育長、東白川村教委

職員 1名、可茂地区青少年育成専門職 計 17 名 

  内 要：八百津町の青少年育成について 

（町全体の取り組みと錦津地区の取り組みを具体的に説明）  

 

〇地域のおじさんおばさん運動会員登録の啓発（中津川市） 

 

〇交通安全 

・通学路・危険場所の点検（中津川市、関ヶ原町） 

・交通安全指導（養老町） 

・町内小中学校の下校見守り（関ヶ原町） 

 

〇青少年育成町民会議の事業計画のお知らせ 

（揖斐川町、町広報誌、町ケーブルテレビによる） 

 

○７月から１２月にかけて夏休み標語の募集（郡上市） 

テーマ：「命・感謝・思いやり」 

対 象：高鷲町内の小中学生と保護者及び一般 

内 容：夏休み期間中に標語をチラシにて募集 

配布数：児童・生徒２３４人、町内全世帯に配布（９５３戸）                    

表 彰：11 月下旬に上位３名を表彰し、12 月に回覧にて結果を町内へ

通知。入選作品を掲載した標語カレンダー作成。 

 

※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。 


