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令和３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 青森県 青少年行政主管課（室）名 青少年・男女共同参画課 

最重点・重点課題 取組内容 備考 

最重点課題 

ペアレンタル

コントロール

等によるイン

ターネット利

用に係る子供

の犯罪被害等

の防止 

○広報啓発 

○広報紙、県立病院サイネージ、ラジオ番組での広報啓発（青森県警察本部

少年女性安全課） 

○令和３年度「青少年のネットセーフティ向上推進事業」（青森県環境生活

部青少年・男女共同参画課、青森県警察本部少年女性安全課） 

 ・啓発キャンペーン実施 

 ・ＳＮＳでの広告配信、ランディングページ公開 

（Twitter,Facebook,Instagram,YouTube,LINE,TikTok） 

 ・未就学児保護者向け啓発（ポスター、リーフレット） 

 

○会議・研修会等 

○令和３年度「安全・安心なネット利用勉強会」（青森県警察本部少年女性

安全課） 

 ・主催 

  青森県警察本部少年女性安全課 

 ・対象 

  少年非行防止リトルＪＵＭＰチーム員（小学５・６年生）及び少年警察

ボランティア等 

 ・開催日等 

  ７月 23 日（金）下北文化会館（むつ市） 出席 10 人 

  ７月 29 日（木）青森市教育研修センター（青森市） 出席 47 人 

 ・内容 

  ＳＮＳでのやりとり等を題材とした演習を通じて、ネットモラルやリテ

ラシーを身につけることを目的とした参加型研修。 

○青森県警察本部少年女性安全課主催「安全・安心ネット利用勉強会」への

出席（青森県少年警察ボランティア連絡協議会） 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等 

○各校情報モラル教室における警察職員による講話（青森県警察本部少年女

性安全課） 

・県内 23 校 

○警察職員によるインターネット利用に係る青少年の犯罪被害防止講話の実

施（青森県警察本部保安課サイバー犯罪対策室） 

・7月 1日 弘前市立豊田小学校 

・7月 5日 東北町立上北中学校 

・7月 9日 高校 PTA 連合会東青地区協議会（青森市、保護者向け） 

・7月 12,13 日 田舎館村立田舎舘小学校 

・7月 14 日 平川市立平賀東中学校 

・7月 19 日 弘前市立致遠小学校 

・7月 20 日 弘前市立第一中学校（ボランティア大学生による講話） 

・7月 20 日 六ヶ所村立第一中学校 

○情報モラル教室を開催し、SNS・ネットトラブルの現状、保護者が知っ

ておくべき情報モラル等について説明した。（青森市） 

 ・7/8  造道中学校（生徒・教職員対象～web 開催） 

 ・7/9  合浦小学校（児童・教職員対象） 

 ・7/12 北中学校（生徒・教職員対象～web 開催） 

 ・7/15 浪打中学校（生徒・教職員・保護者対象～web 開催） 

・7/19 筒井中学校（生徒・教職員対象） 
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・7/20 三内中学校（生徒・教職員対象） 

◯保護者・青少年向けの防犯教室等～小・中学校に対するネット情報モラル

教育支援のための講師派遣（八戸市） 

 ・期間中、希望があった小学校３校、中学校４校に対し、民間の講師を派

遣。インターネットの危険性や犯罪被害の防止等について講話。 

・八戸市教育委員会から適応指導教室に講師を派遣。不登校等の課題を抱

える通室生とその保護者に対し、インターネットの危険性や犯罪被害の

防止等について講話。 

○保護者・青少年向けの防犯教室等（横浜町） 

 ①・開催日 令和３年７月２日（金） 

  ・場 所 横浜中学校 

  ・出席者 中学生、教職員、保護者等 

  ・内 容 情報通信機器を介した情報モラルの向上やトラブル防止

を目的に、生徒や保護者等へ啓発の機会として講演会を

実施 

 ②・開催日 令和３年７月９日（金） 

  ・場 所 横浜小学校 

  ・出席者 小学生、教職員、保護者、地域住民 

  ・内 容 講演内容「インターネットやゲームと上手につき合おう」 

 

○立入り・実態調査 

○ネットパトロール員がインターネット上の各種サイト等の見守り及び

削除依頼を実施した。（青森市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校参観

日に実施 

 

 

 

 

 

 

小学校参観

日に実施 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○広報啓発（青森県警察本部少年女性安全課、広報紙・県立病院サイネー

ジ・ラジオ番組での広報啓発）【再掲】 

 

○立入り・実態調査（青森市、ゲームセンターやカラオケボックスに立

ち寄り、深夜において、保護者が同伴する場合を除き、青少年を客と

して立ち入らせないよう要請した。） 
○立入り・実態調査（青森県青少年・男女共同参画課、図書類等収納自

動販売機の立入調査） 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○広報啓発（青森県警察本部少年女性安全課・青森県少年警察ボランティ

ア連絡協議会、警察署及び少年非行防止ＪＵＭＰチーム等と連携した街

頭キャンペーンへの参加） 

 

○会議・研修会等（三沢市、７月２７日（火）三沢市内小中学校養護教諭部

会において、薬物防止教室の実施と児童生徒の睡眠や望ましい生活習慣の

理解を促す「眠育のススメ」事業の推進。） 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等（青森県警察本部少年女性安全課、県内

16 校において、各校薬物乱用防止教室における警察職員による講話） 

○保護者・青少年向けの防犯教室等（青森市、薬物乱用防止教室を開催し、

覚醒剤・大麻・危険ドラッグ等の危険性や有害性、断る勇気の大切さにつ

いて説明した。） 

 ・7/7 新城中学校（生徒・教職員対象） 

◯保護者・青少年向けの防犯教室等（八戸市、中学校での薬物乱用防止教室

開催） 

・八戸市教育委員会から講師を派遣し、市内中学校１校において薬物乱用

防止教室を開催。 

○保護者・青少年向けの防犯教室等（三沢市、中学校において、合同サポー
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トチームＳＴＥＰＳを活用した薬物乱用防止教室の実施。） 

・7/6 三沢市立堀口中学校 

 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

○大会実施（八戸市、「さわやか八戸あいさつ運動」決起大会） 

・大会では、あいさつを通じての青少年の健全育成や非行防止を参加者

60 名で確認。 

 

○広報啓発（青森県青少年・男女共同参画課、県庁舎への強調月間啓発

看板の設置） 

○広報啓発（青森県警察本部少年女性安全課・青森県少年警察ボランティ

ア連絡協議会、警察署及び少年非行防止ＪＵＭＰチーム等と連携した街

頭キャンペーン）【再掲】 

○広報啓発（青森県警察本部少年女性安全課・青森県少年警察ボランティ

ア連絡協議会、警察署及び少年非行防止ＪＵＭＰチーム等と連携した万

引き防止広報グッズ作成・展示・配布 

○広報啓発（青森県警察本部少年女性安全課、少年非行防止啓発ポスターの

作成・配布） 

 ・作成：青森県警察本部少年女性安全課 

 ・内容：少年非行防止ＪＵＭＰチーム員をモデルとした啓発ポスターを 

  3,000 枚作成・配布 

○広報啓発（青森県少年警察ボランティア連絡協議会、「万引き防止ポケ

ットティッシュ」の作成・広報） 

・当会において 16,100 個作成。７月中、県内 18 地区少年警察ボランティ

アへ配布し、広報活動に使用） 

○広報啓発（青森市、犯罪被害防止のため、青森市メールマガジンを活用し

て、子供対象の不審者情報等を配信し、市民に注意喚起した。 

○広報啓発（青森市、庁内に万引き防止壁新聞・万引き防止啓発マニュアル

冊子を掲示した。） 

 

○会議・研修会等（青森市、7/2 青森市中学校生徒指導連絡協議会に出席し

た。   

○会議・研修会等（青森市、7/9 浪岡地区生徒指導・いじめ防止部会に出席

した。 

○会議・研修会等（三沢市、7/14 三沢市豊かな心を育てる生徒指導研究推

進協議会において、市内各小中学校生徒指導主任・主事及び関係機関等

（三沢警察署、七戸児童相談所）が参加し、連携強化を図った。） 

○会議・研修会等（横浜町、7/19 青少年の健全育成や非行防止、事件、事

故、トラブルに巻き込まれないよう、各団体、関係機関、地域等で情報共

有し、連携していけるよう、青少年問題協議会を開催） 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等（青森県警察本部少年女性安全課、県内

26 校各校非行防止教室における警察職員による講話） 

 

○補導活動（青森県少年警察ボランティア連絡協議会、県内各地区での

街頭補導活動） 

○補導活動（青森市、青森市少年指導委員と連携し、街頭補導活動を実施し

た。） 

・7/1 （午後） 駅・公園 

・7/8 （午後） 市民センター・店舗・公園・ゲームセンター 

・7/16（午後） 店舗・駅・公園 

・7/21（午後/夜間） 市民センター・ゲームセンタ・公園・駅 
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・7/27（午前/夜間） 駅・公園・ゲームセンター・ボウリング場 

◯補導活動（八戸市、八戸市少年指導員による街頭指導） 

 月間中、青少年の非行防止を目的に、八戸市少年指導員 35 名により 14 回

の街頭指導を実施。 

○補導活動（十和田市、青少年補導委員による市内巡回補導業務を４回実

施。） 

重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

○補導活動（青森市、個々の少年の問題状況に応じたケースカンファレンス

を行い、必要な支援を行った。） 

 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○コンクール実施（青森県教育庁生涯学習課、いじめ防止キャンペーン推進

事業） 

・いじめ防止標語コンクール  ［募集期間 6/7～8/31］ 

 

○広報啓発（青森県警察本部少年女性安全課、相談窓口（少年サポートセン

ター）の広報啓発活動） 

○広報啓発（青森市、7/30 を「少年相談の日」に設定した。） 

 ・7/15 発行の「広報あおもり」に相談窓口や相談日を掲載し、市民に周

知した。 

○広報啓発（新郷村、夏季休暇中の子どもたちへの注意喚起及び住民への情

報発信のため、会議の内容をチラシにまとめて、7/13 に村内全戸へ配布

した。） 

◯広報啓発（八戸市、広報紙「かがみ」の発行） 

 八戸市教育委員会が青少年の健全育成のために年２回発行している広報紙

「かがみ」において、学校内の非行問題等に対応する「青森県警察スクー

ルサポーター」を紹介。 

 

○会議・研修会等（青森県警察本部少年女性安全課、令和３年度「安全・安

心なネット利用勉強会」）【再掲】 

○会議・研修会等（青森県少年警察ボランティア連絡協議会、青森県警察

本部少年女性安全課主催「安全・安心ネット利用勉強会」への出席）【再

掲】 

○会議・研修会等（新郷村、7/6 令和３年度第１回新郷村青少年育成連絡会

議） 

・出席者：２１名 

・小中学校、保育園、警察署、PTA、子ども会、青少年健全育成推進員、

交通安全協会支部、村教育振興協議会等の青少年育成に係る各団体の代

表者を参集して、コロナ禍で増加したインターネットトラブル・いじめ

等の問題について、課題・対策等の意見交換会を実施した。 

○会議・研修会等（三沢市、7/14 三沢市豊かな心を育てる生徒指導研究推

進協議会において、市内各小中学校生徒指導主任・主事及び関係機関等

（三沢警察署、七戸児童相談所）が参加し、各校の問題行動への対応につ

いて情報交換を行った。）【再掲】 

○会議・研修会等（三沢市、7/12 三沢市いじめ防止対策審議会において、

市内小中学校のいじめ未然防止への取組やいじめ問題への取組状況につい

て専門的知見から審議員が審議を行った。） 

 

○補導活動（青森市、ネットパトロール員が、インターネット上の不適切な

投稿を発見し、学校に情報提供した。） 

 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 

 


