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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 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 
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 
＜啓発資材作成、掲示等＞ 
・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、水戸市、高萩市、大子町、石岡市、つくば市、

つくばみらい市、利根町） 
・安全なまちづくり推進会議を構成する４０機関・団体へ、会員等への周知

を依頼（茨城県） 
・令和３年７月６日付け高教第９２７号「夏季における生徒指導の徹底及び

事故防止について」の通知（各市町村立教育委員会教育長、各県立学校

長、各教育事務所長あて）（茨城県） 
内容：携帯電話・スマートフォン等の使用及びインターネットの適切な利 

用について、学校が児童生徒に注意喚起するよう通知 
・夏季における少年の非行・犯罪被害防止対策の推進（県教育委員会等に対

する協力依頼）（茨城県警察本部） 
内容：小・中・高校生及び保護者対象のチラシを作成し、県教育委員会等 

を通じ、県内全児童・生徒及び保護者に配布（県内公立小・中・

高校、特別支援学校及び私立学校） 
・茨城県警察大学生サポーターによる子供のＳＮＳ被害防止のための啓発ポ

スター計４,０００枚を作成し、市町村防犯協会や教育委員会を通じて県

内学校等に配付（県内公立小・中・高校、特別支援学校及び私立学校等）

（茨城県警察本部） 
・県内２７警察署による自画撮り被害防止等に係るリーフレットの児童生

徒、保護者等への配布及び市町村ホームページ等への掲載依頼（茨城県警

察本部） 
・キャンペーン（茨城県警察本部） 

ＪＲ後台駅・大宮駅において、高校生等約２５０名にチラシ等を配付 
・啓発ポスター、チラシ等の配布（大子町、つくばみらい市、結城市、下妻

市） 
・青少年団体への啓発依頼（大子町） 
・啓発ポスターの掲示依頼（画像データの配布）（龍ケ崎市） 
 依頼日：令和３年７月２日（金） 
 対 象：市内小中学校 17 校 
 内 容：７月は青少年の非行・被害防止全国強調月間 
     「インターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止」 
     ～ペアレンタルコントロールによるフィルタリング等の推進～ 
・「子育てふれあいセミナー通信」の配布 ※家庭教育支援資料の情報提供

（龍ケ崎市） 
配布日：令和３年７月１６日（金） 

 対 象：市内小学校低学年の児童をもつ保護者  1034 名 
 内 容：「メディアと上手に付き合う力」「脳とメディア」 
     「メディアの視聴はルールをつくって」 
・市内４つの中学校を訪問し、ＳＮＳ犯罪被害防止についての啓発ティッ

シュを作成し全校生徒に配布した。また、各学校長に夏休み中のＳＮＳト

ラブルについて指導していただくよう依頼した。（坂東市） 
＜ホームページ、広報誌、ＳＮＳ等への掲載＞ 
・ホームページへの掲載（茨城県、利根町） 
・安全なまちづくり情報ツイッターへ掲載（茨城県） 
・夏季における少年の非行・犯罪被害防止対策の推進（県警ホームページ、
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県警ツイッターへのチラシ等の掲載）（茨城県警察本部） 
 内容：「インターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止」「親子間の 

ルールづくり、フィルタリング・ペアレンタルコントロール機能 
の活用」「自画撮り被害防止」等 

・ＩＢＳラジオ放送「ラジオ県だより」「県警からのお知らせ」「こちら１

１０番」において「夏休みにおける少年の非行・犯罪被害防止と有害環境

浄化」をテーマとした広報啓発（インターネット利用に係る子供の性被害

防止等）（茨城県警察本部） 
・ＮＨＫ茨城県域データ放送による啓発（インターネットの危険性等）（茨

城県警察本部） 
・ユーチューブの茨城県警察公式チャンネル、ＪＲ水戸駅南口前Ｃｏｍｂｏ

×３１０ビル設置の街頭ビジョンにおいて、インターネット利用に係る子

供の犯罪被害等の防止に関する広報啓発動画の配信等（茨城県警察本部） 
・毎日新聞茨城版（朝刊）への広報文掲載（インターネット利用に係る子供

の犯罪被害等の防止等）（茨城県警察本部） 
・市の広報紙「広報かみす」７月１日号に、「７月は青少年の非行・被害防

止全国強調月間です」として、ＳＮＳ利用に係る子どもの犯罪被害防止の

記事を掲載。（神栖市） 
・市の広報紙「広報かみす」７月１５日号に、「青少年の自画撮り被害を防

ぎましょう」として、自画撮り被害防止の記事を掲載。（神栖市） 
・青少年相談員事務だよりにおいて、「ＳＮＳ利用におけるトラブルについ

て」わいせつ関連情報や薬物関連情報の違法情報について記載し、青少年

の犯罪被害等の防止について、周知・啓発を図った。（石岡市） 
・青少年の健全育成のための社会環境浄化活動（八千代町） 
実施日：令和３年７月１７日（土）・１８日（日） 
場 所：八千代町立図書館 
内 容：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

年の健全育成のための社会環境浄化への協力をよびかけ、リーフ

レット（県青少年の健全育成関係・インターネット利用時におけ

るフィルタリング関係）及び啓発品を配布する活動を行った。 
※例年は、大型スーパー（２店舗）において来客者を対象として

いるが、今年度は、前年度に続き、新型コロナウイルス感染拡大

を考慮して、町立図書館で実施した。 
＜市町村担当課への活動推進依頼＞ 
・令和３年７月１日施行の「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」一部

改正（自画撮り被害防止）の普及啓発活動（茨城県） 
内容：常陸太田合同庁舎１階の広報コーナーに、条例改正チラシを掲出し

た。また、管内市町青少年行政担当課等訪問時に普及啓発を依頼した。 
・パンフレット等を活用し被害防止のための啓発活動推進の依頼（茨城県） 
・青少年が利用する携帯電話等へのフィルタリング設定について啓発活動推 
進の依頼（茨城県） 

○会議・研修会等 
・本年度作成したＰＴＡ指導者研修資料を各団体で利用できるよう県教育委

員会ホームページに掲載した。（茨城県） 
内容：例年、茨城県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会では、地区 

別研修会を実施しているが、新型コロナウイルス感染拡大に地区別

研修会は中止となり、各団体が資料を活用した研修会を実施した。 
 内容：県西管内各市町の青少年担当、新任青少年相談員を対象としたイン

ターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止等についての研修 
・「子どもを守るためのフィルタリング」に関する説明（那珂市） 
 実施日：７月２０日 青少年育成那珂市民会議 育成部会 
 内 容：会議に参加している高齢者や保護者に対してインターネット安全
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利用啓発の実施 
・青少年相談員研修会の実施（小美玉市） 

内容：講師を招き、インターネットやＳＮＳの利用等に関する研修を開催 
・青少年相談員連絡会議全体会（研修会）の実施（茨城町） 
開催日：令和３年７月１０日 午後２時 
場 所：茨城町駒場庁舎２階会議室５－１ 
参加者：茨城町青少年相談員 １８名  事務局 ２名 
テーマ：「スマホ世代の子どもたちとどう向き合うか 
             ～おとなの知らない子どもの世界～」 
講 師：石川 結貴 先生（作家/ジャーナリスト） 
内 容：茨城町青少年相談員連絡会の全体会議終了後、約１時間の講演動

画を視聴し、インターネット使用時の注意点や犯罪被害防止につ

いて研修した。 
・青少年相談員に対する勉強会（定例会内）（高萩市） 
・行方市学校警察連絡協議会（行方市） 
開催日:７月１５日 場所: 北浦公民館  
出席者:教育長、行方警察署長、市内小中学校・高校校長、教育委員会他 
内 容:インターネット利用をめぐる子供の犯罪被害の現状と被害防止対

策及び情報交換について（内容について、各学校及び保護者、各

団体への情報周知） 
・青少年を育てる石岡市民の会において、会長・事務局で石岡警察署（生活 

安全課）を訪問し、活動状況を報告するとともに子供の犯罪被害等の防止

について協力依頼を行った。（石岡市） 
・会議・研修会等でのインターネット安全利用啓発講話（古河市） 

各種研修会や会議等の冒頭に５分程度の時間を設定し、青少年健全育成関

係者による啓発講話と啓発資料の配付。 
①開催日：７月１９日 場所：古河市 青少年のための古河市民会議 
出席者：常任理事 
内 容：インターネット安全利用啓発（講話とチラシ等配付） 

②開催日：７月２８日 場所：古河市 古河市防犯協会女性部会議 
出席者：部員 
内 容：インターネット安全利用啓発（講話とチラシ等配付） 

③開催日：７月２９日 場所：古河市 高校生会ダンデライオン会議 
出席者：会員 
内 容：インターネット安全利用啓発（講話とチラシ等配付） 

○保護者・青少年向けの防犯教室等 
・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） 
・児童・生徒等に対する非行防止教室（茨城県警察本部） 

内容：小・中・高校等において、インターネット利用に係る犯罪被害等の 
防止をテーマとした非行防止教室を開催 

・コミセン等において青少年相談員によるインターネット利用に係る子供の

犯罪被害等の防止についての説明等（ひたちなか市） 
・家庭教育学級においてインターネット利用にかかる子供の犯罪被害の防止

を啓発する動画を配信（つくば市） 
・保護者・青少年向けの防犯教室（かすみがうら市） 
 開催日：７月１３日 
 出席者：中学１・２年生とその保護者 
 内 容：市立下稲吉中学校において、県のメディア教育指導員による、イ

ンターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止についての講話

等（オンライン開催） 
・保護者向けのインターネット利用による犯罪被害等防止の講話（八千代
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町） 
実施日：①令和３年７月 ６日（火）八千代第一中学校 

     ②令和３年７月１５日（木）東中学校 
内 容：中学校 1 年生の保護者を対象に、家庭教育学級において、社会教

育指導員及び青少年相談員により、インターネット利用に係る子

供の犯罪被害等の防止についての講話を実施。啓発用リーフレッ

トを配付した 
○立入り・実態調査 
＜携帯電話販売店等への立入り調査、フィルタリング依頼の実施＞ 
・県内２７警察署による携帯電話販売事業者等への立ち寄り、チラシを活用

したフィルタリングの利用促進要請（茨城県警察本部） 
・青少年相談員による店舗訪問（ひたちなか市、石岡市） 
・携帯電話販売店への立入り、保護者等に対するフィルタリングの説明状

況、フィルタリングの設定状況の調査（常陸大宮市） 
・「青少年の健全育成に協力する店」登録推進活動の一環として携帯電話販

売店への訪問（つくば市） 
・コンビニ等の青少年が訪れる店舗を訪問し、インターネット安全利用の啓

発を図る。（古河市） 
・特別青少年相談員による市内携帯電話会社訪問（下妻市） 
 実施日：７月１５日（木）、１６日（金） 
 場 所：市内携帯電話会社（ドコモ下妻店、イオンモールドコモショップ

下妻店、イオンモールソフトバンク下妻店） 
 内 容：①子どもの犯罪被害防止への協力依頼及び啓発活動 

②フィルタリングの利用状況の確認及び利用促進 
     ③「青少年の健全育成に協力する店」への協力依頼 
○補導活動 
＜街頭、店舗の巡廻（指導、声かけ等）＞ 
・サイバーパトロール及び少年相談活動（茨城県警察本部） 

内容：サイバーパトロール及び少年相談活動等を通じたインターネット利

用に係る子供の犯罪被害に係る情報の入手と捜査に基づく取締り及びツ

イッターを対象としたＳＮＳに起因する子供の性被害防止のための不適切

な書き込みに対する注意喚起。 
・筑西市青少年相談員街頭指導活動（筑西市内 本年７月：１３回）（筑西

市） 
○「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、常

総市） 
〇電話・面接相談  
・青少年なんでも電話相談（筑西市青少年センター）（筑西市） 
・「インターネット有効活用」に関する標語募集（青少年育成筑西市民の会

事業）市内小学４年生～中学３年生対象（筑西市） 
 内容：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、イ

ンターネット利用に係る青少年の被害を防止するための相談業務等

を行う。また、小学４年生～中学生に、インターネットの良い点・

悪い点を考える機会を提供するため、標語の募集を行う。 
・こども電話相談カード配布（携帯電話・ＳＮＳのトラブル）（市立全小中 

学校）（取手市） 
重点課題１ 
有害環境への

適切な対応 
 

○広報啓発 
＜啓発資材作成、掲示等＞【再掲】 

茨城県、茨城県警察本部、大子町、つくば市、利根町、下妻市、八千代町 
＜ホームページ、広報誌、ＳＮＳ等への掲載＞【再掲】 

茨城県、茨城県警察本部、神栖市 
＜市町村担当課への活動推進依頼＞【再掲】 
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茨城県 
＜社会を明るくする運動＞ 

ひたちなか市 
〇会議・研修会等 
・本年度作成したＰＴＡ指導者研修資料を各団体で利用できるよう県教育委

員会ホームページに掲載した。（各団体が資料を活用した研修会を実施） 
【再掲】（茨城県） 

・新任青少年相談員研修会（書面研修）の実施（県西地区１０市町対象）

【再掲】（茨城県） 
・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） 
〇保護者・青少年向けの防犯教室等 
・児童・生徒等に対する非行防止教室【再掲】（茨城県警察本部） 
○立入り・実態調査 
＜携帯電話販売店等への立入り調査、フィルタリング依頼の実施＞ 

古河市 
＜有害環境等の実態把握活動＞ 
茨城県警察本部、北茨城市 

＜白ポストによる有害図書の回収＞ 
土浦市 

○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、かすみがうら市、つくば市、つくばみらい市、常総市、

筑西市 
○「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、高萩市、北茨城市、大子町、潮来市、石

岡市、つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市、下妻市 
○「青少年を育てる下妻市民の会」「下妻市青少年相談員連絡会」による社

会環境整備活動の実施及び危険箇所の集約（下妻市） 
 実施日：６月２０日（日）、２７日（日） 
 危険箇所集約期間：実施日から７月３１日 
 場 所：市内小学校区内 
 内 容：①通学路や子供たちの公園等の遊び場の危険箇所のチェック 
     ②電柱に設置されている有害広告物の撤去 
     ③青少年に好ましくない環境の点検 

重点課題２ 
薬物乱用対策

の推進 
 

○大会実施 
開催日:令和３年７月３日 （ひたちなか市） 
場 所: ひたちなか市ふれあい交流館 
大会名称：第７１回“社会を明るくする運動”講演会 
出席者: 市長、市議会議長、教育長、保護司、民生委員・児童委員、青少

年相談員、その他青少年育成関係者等１５０人 
内 容: 「ダルクからのメッセージ」薬物の恐ろしさや茨城ダルクの活動

内容等について（講師：茨城ダルク代表 岩井 喜代仁） 
○広報啓発 
＜啓発資材作成、掲示等＞【再掲】 
茨城県、茨城県警察本部、つくばみらい市、利根町、石岡市 

＜ホームページ、広報誌、ＳＮＳ等への掲載＞【再掲】 
茨城県、茨城警察本部、利根町 

＜市町村担当課への活動推進依頼＞【再掲】 
茨城県 

＜社会を明るくする運動＞【再掲】 
ひたちなか市 

〇保護者・青少年向けの防犯教室等 
・薬物乱用防止教室の実施（茨城県、茨城県警察本部、常総市） 
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○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、城里町、土浦市 
○「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 

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 
＜啓発資材作成、掲示等＞【再掲】 

茨城県、茨城県警察本部、つくばみらい市、利根町、下妻市 
＜ホームページ、広報誌、ＳＮＳ等への掲載＞【再掲】 
茨城県、茨城県警察本部、取手市、結城市 

＜社会を明るくする運動＞【再掲】 
ひたちなか市 

〇会議・研修会等 
・本年度作成したＰＴＡ指導者研修資料を各団体で利用できるよう県教育委

員会ホームページに掲載した。（各団体が資料を活用した研修会を実施）

【再掲】（茨城県） 
・新任青少年相談員研修会（書面研修）の実施（県西地区１０市町対象）

【再掲】（茨城県） 
・青少年相談員地区別研修会（水戸市） 
〇保護者・青少年向けの防犯教室等 
・児童・生徒等に対する非行防止教室【再掲】（茨城県警察本部） 
○立入り・実態調査 
＜有害環境等の実態把握活動＞【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、城里町、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、下妻市、筑西市 
○「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、常陸大宮市、つくばみらい市、下妻市 
○市町村担当課への活動推進依頼【再掲】 

茨城県 
〇学校訪問及びあいさつ・声かけ運動 
龍ケ崎市 

○電話・面接相談【再掲】 
筑西市 

 

重点課題４ 
再非行(犯罪)

の防止 
 

〇大会実施 
 開催日:７月３日 （ひたちなか市） 
場所: ひたちなか市ふれあい交流館 
大会名称：第７１回“社会を明るくする運動”講演会 
出席者: 市長、市議会議長、教育長、保護司、民生委員、青少年育成関係

者等１５０人 
内 容: 講演「ダルクからのメッセージ」薬物の恐ろしさや茨城ダルクの

活動内容等について（講師 茨城ダルク代表 岩井 喜代仁） 
○広報啓発 
＜啓発資材作成、掲示等＞【再掲】 
茨城県、茨城県警察本部、ひたちなか市、つくばみらい市、利根町 

＜ホームページ、広報誌、ＳＮＳ等による掲載＞【再掲】 
茨城県警察本部、利根町、城里町 

＜社会を明るくする運動＞【再掲】 
水戸市、ひたちなか市、日立市、龍ケ崎市、常総市 

〇会議・研修会等 
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・行方市学校警察連絡協議会（行方市） 
開催日:７月１５日 場所: 北浦公民館  
出席者:教育長、行方警察署長、市内小中学校・高校校長、教育委員会他 
内 容:子供の犯罪被害の現状と被害防止対策及び情報交換 
（内容について、各学校及び保護者、各団体への情報周知） 

〇保護者・青少年向けの防犯教室等 
・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、城里町、鉾田市、取手市、下妻市 

○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 
 等及び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 

○広報啓発 
＜啓発資材作成、掲示等＞【再掲】 
取手市、つくばみらい市、利根町 

＜ホームページ、広報誌、ＳＮＳ等掲載＞【再掲】 
茨城県、茨城県警察本部、筑西市 

＜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 

＜社会を明るくする運動＞【再掲】 
水戸市、 

〇会議・研修会等 
・本年度作成したＰＴＡ指導者研修資料を各団体で利用できるよう県教育委

員会ホームページに掲載した。（各団体が資料を活用した研修会を実施）

【再掲】（茨城県） 
・茨城県いじめ問題対策連絡協議会の実施（茨城県） 
日時：７月５日（月）１３：３０～１５：３０ 
内容：いじめの防止等に関する社会総がかりでの取組について協議し、連

携を図った 
・いじめ未然防止教員研修会の実施（茨城県） 
日時：７月１２日（月）１３：３０～１６：３０ 
内容：いじめの未然防止に資するための授業づくり研修 

・新任青少年相談員研修会（書面研修）の実施（県西地区１０市町対象）

【再掲】（茨城県） 
・行方市いじめ問題対策協議会（行方市） 

会議内容：関係機関からの指導等 
講演会の実施：（いじめの事前防止と認知した際に学校がすべきこと～法

律の立場から～） 
・「いじめ問題対策連絡協議会」を開催し、警察、児童相談所等の関係機関

と情報共有を図った。（石岡市） 
・龍の子支援会議の開催（龍ケ崎市） 
 開催日：令和３年７月２１日（水） 
 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 
・人権教育講演会（つくばみらい市） 
〇保護者・青少年向けの防犯教室等 
・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】 
城里町、北茨城市 
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〇電話・面接相談【再掲】 
日立市、取手市、古河市、筑西市 

○「少年の主張」県大会への主張文応募（龍ケ崎市） 
【参加校：城西中、中根台中 作品：各２点】 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 


