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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 千葉県 青少年行政主管課（室）名 環境生活部県民生活・文化課 

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 

○会議・研修会等 
 ・インターネット安全教室・情報モラル教室の実施 

（千葉県、千葉県警察本部、市原市、成田市、銚子市、旭市、南房総市、

柏市、木更津市） 

→ペアレンタルコントロール、フィルタリングの活用の促進や家庭内での

ルール作りに係る講演(千葉県) 

  →青少年が犯罪の被害者又は加害者にならないよう、インターネットの安

全利用を促進するため、出前方式によるネット安全教室の実施 

（千葉県警察本部） 

  →インターネット利用の危険性やルール作りの大切さの講話（市原市） 

  →スマホ、インターネット利用に係る講話等（成田市、旭市） 

  →「正しく使おうＳＮＳ」というテーマで講演を実施（柏市、木更津市） 

 ・非行防止教室の実施（千葉県警察本部） 

  →SNS の危険性やフィルタリング等について説明 

 ・県立高等技術専門校でのＤＶＤ研修（千葉県） 

  →インターネットと人権に係る注意喚起 

 ・学校警察連絡協議会総会及び研修会の開催（我孫子市） 

  →ＳＮＳによる青少年の被害の実態と対策について協議 

 ・少年指導員理事会の開催（我孫子市） 

  →ＳＮＳ利用にかかわる犯罪や特殊詐欺等に関する実態の報告や情報交換 

 ・地区懇談会（教育ミニ集会）への参加（鎌ケ谷市） 

 ・少年補導員新人研修会の実施（市川市） 

  →青少年のインターネット利用に係る内容を含む研修 

 ・青少年相談員研修会の実施（富里市） 

  →内閣府主催の性暴力等被害者支援のためのオンライン研修」 

   若年層予防啓発研修の受講案内 

 ・いすみ市青少年問題協議会の開催（いすみ市） 

  →少年非行の現状に係る講話、各学校・市の取組、令和３年度「青少年の

非行・被害防止全国強調月間」実施について情報共有・意見交換 

 

 

○広報啓発 
 ・文書等による周知や注意喚起（千葉県、市原市、館山市） 

  →「令和３年度夏季休業日における児童生徒の指導について」の送付 

（千葉県） 

  →各学校への情報提供・注意喚起（市原市） 

  →市内の中学校に「青少年の非行・被害防止全国協調月間」と相談窓口に 

ついての周知（館山市） 

 ・児童生徒指導等（鋸南町）  

→終業式後に生活指導の一環として、スマホの適正利用について注意喚起 

 

 ・bayfm「サタデイ・ブレイシング・モーニング」による広報（千葉県） 

  →インターネット利用に係る犯罪被害の実態とフィルタリングサービスを 

利用したペアレンタルコントロール等について放送 

 ・Twitter における児童等の不適切な書き込みに対する広報啓発の実施 

（千葉県警察本部） 

  →Twitter における児童等の不適切な書き込みに対しリプライで広報文等

を貼り付ける広報啓発活動を実施 
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 ・ホームページによる広報（千葉県警察本部、四街道市） 

  →県警ホームページに SNS 等による子どもの被害防止のための保護者向け

のリーフレットや児童・生徒の被害防止のための動画などを掲載し注意

喚起を図る（千葉県警察昆布） 

  →不審者情報の掲載（四街道市） 

 ・千葉テレビ「千葉インフォメーション」による広報 

（千葉県、千葉県警察本部） 

→インターネット利用に係る犯罪被害の実態と家庭でのルール作り等に 

ついて放送 

 ・インターネット安全教室の実施（千葉県、千葉県警察本部）【再掲】 

 ・配布物・掲示物による広報啓発（千葉県、我孫子市、鎌ケ谷市、    

八千代市、習志野市、成田市、四街道市、銚子市、九十九里町、   

木更津市、浦安市、匝瑳市） 

  →インターネット適正利用啓発講演に際してリーフレット「インターネッ

トを正しく安全に利用するために」を配布（千葉県） 

  →オンラインゲーム等について注意喚起（我孫子市） 

  →インターネット利用に係る犯罪被害の実態と、家庭でのルール作り等に

ついて掲載（八千代市、銚子市） 

  →夏休みのしおりに、「インターネット利用に係る子どもの使用実態の把

握と家庭でのルール作り等」について掲載（九十九里町） 

  →青少年補導委員連協広報誌での特集記事として、家庭内でのルール作り

等の内容を掲載（習志野市） 

  →千葉県青少年健全育成条例の改正等について（成田市） 

  →ネットパトロールに関するチラシを各学校に配布（浦安市） 

  →市内３中学校の中学生及び保護者にむけ、インターネットや SNS の利用

の仕方について、学校だより・保護者会で周知（匝瑳市） 

 ・メール配信サービスによる広報（四街道市） 

  →不審者情報の配信 

 ・青少年相談員理事会、役員総会における広報啓発（匝瑳市） 

 

  

○その他 
・ネットパトロールの実施 

（千葉県、市原市、流山市、鎌ケ谷市、船橋市、酒々井町） 

  →県の基準を元にしたネットパトロールの実施。問題のある書き込みに 

ついて各学校に連絡し、削除を含めた指導を依頼。（市原市） 

  →ネット上で公開されているツイッター上を、要項に基づいてパトロール 

を実施する。パトロールの月例報告を市内小中学校及び高等学校に送付

している。なお、問題のある書き込み等があった場合は、随時学校と関

係機関へ報告し、連携を図っている。（流山市） 

  →業者委託による、船橋市学校ネットパトロール等事業の実施（船橋市） 

  →委託業者は中高生が利用しているサイトを対象に、定めた検索キーワー 

ドを使用しパトロールしている。問題のある書き込みがあった場合には 

業者から担当課に詳細の連絡（メール）が入り、各学校に情報提供し 

て、生徒指導に有効に活用している。（酒々井町） 

 

 ・相談事業等の実施（千葉県） 

→ＳＮＳ相談の実施 

 

 ・携帯電話販売店等への立入調査の実施（銚子市） 
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重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○会議・研修会等 
 ・青少年相談員研修会の実施（富里市）【再掲】 
 
 
○広報啓発 
 ・ホームページによる広報（千葉県警察本部）【再掲】 
  →県警ホームページに「ＪＫビジネス」に関する注意喚起や相談窓口に 

ついて掲載 
 ・千葉テレビ「千葉県インフォメーション」による広報 

（千葉県警察本部）【再掲】 
 ・文書等による周知や注意喚起（千葉県）【再掲】 

  →「令和３年度夏季休業日における児童生徒の指導について」の送付 

  →県立高等技術専門校での未成年の飲酒・喫煙及び深夜徘徊に対する 
注意喚起 

 ・配布物・掲示物による広報啓発（成田市）【再掲】 
 ・青少年相談員理事会、役員総会における広報啓発（匝瑳市）【再掲】 

 
 
○その他 
 ・有害環境浄化活動等の実施 
  （千葉県、浦安市、銚子市、大多喜町、八千代市、習志野市、四街道市） 
  →立入調査の実施（千葉県、浦安市、銚子市、大多喜町） 
  →有害図書等の実態調査の実施（八千代市） 
  →青少年育成団体との連携（習志野市） 
   関係法令に則ったカラオケボックス、レンタルビデオ店や漫画喫茶等の

利用について情報共有を図る 
  →公園・通学路上の環境浄化活動の実施（四街道市） 
  →深夜営業店舗に青少年の健全育成活動への協力依頼（四街道市） 
 
 ・児童ポルノ事犯等少年の福祉を害する犯罪に対する積極的な取締り 

（千葉県警察本部） 
 
 ・パトロール等の実施 

（鎌ケ谷市、船橋市、柏市、我孫子市、成田市、富里市、いすみ市） 

  →街頭補導（パトロール）の実施（鎌ケ谷市、船橋市） 

  →市街地巡視（柏市） 
  →市内一斉防犯パトロールの実施（我孫子市） 
  →各地区防犯団体（成田市部会各支部、自主防犯団体、ＰＴＡ等）による 

防犯パトロールの実施や有害看板の監視（成田市） 

  →スクールガイドボランティア等による登下校時の見回り強化（いすみ市） 
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重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○会議・研修会等 
 ・薬物乱用防止教室の実施 

（千葉県警察本部、市原市、成田市、銚子市、旭市、匝瑳市、九十九里町） 

  →薬物乱用防止教室を開催し、薬物使用の危険性等の広報啓発を実施 

（千葉県警察本部） 

  →市内３中学校の中学生及び保護者にむけ、薬物乱用防止について周知

（匝瑳市） 

 

 

○広報啓発 
 ・薬物乱用防止標語コンクールの実施（千葉県） 

・各種メディアを活用した広報啓発の実施（千葉県） 

・文書等による周知や注意喚起（千葉県）【再掲】 

 →「令和３年度夏季休業日における児童生徒の指導について」の送付 

・児童生徒指導等（千葉県、いすみ市）【再掲】 

 →県立高等技術専門校での危険薬物に対する注意喚起（千葉県） 

→小中学校における夏季休業前の児童・生徒指導（いすみ市） 

・薬物乱用防止啓発講演の実施（柏市） 

・配布物・掲示物による広報啓発（浦安市、成田市）【再掲】 

 ・街頭キャンペーンへの参加（銚子市） 

 ・地区懇談会（教育ミニ集会）への参加（鎌ケ谷市）【再掲】 

 

 

○その他 
 ・パトロール等の実施（鎌ケ谷市、習志野市、木更津市）【再掲】 

  →街頭補導による未然防止、早期発見を図る（鎌ケ谷市、習志野市） 

  →青少年補導員によるパトロール及びセンター職員による青色回転灯装着

車によるパトロールを実施（木更津市） 

 ・相談事業等の実施（習志野市、いすみ市）【再掲】 

  →補導相談による窓口の設置（習志野市） 

  →学校指導員、家庭教育指導員及び社会教育指導員による相談 

（いすみ市） 
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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 

 ○会議・研修会等 

 ・インターネット安全教室・情報モラル教室の実施（千葉県）【再掲】 

  →インターネット適正利用啓発講演の中で、インターネットを介した 

青少年の問題行動等をとりあげた 

 ・暴力団排除教室の実施（千葉県） 

 ・非行防止教室の実施（千葉県警察本部）【再掲】 

 ・中学校生徒指導会議の開催（市原市） 

 ・青少年の問題行動に関する連絡会議の開催（市原市） 

 ・市原市青少年補導員連絡協議会理事会の開催（市原市） 

 ・学校警察連絡協議会の開催（流山市） 

  →９地区（中学校区）に分かれ、青少年補導員と教職員、警察署員に 

よる、校内・校外の児童・生徒の様子を中心とした情報交換会 

 ・青少年センター連絡会の開催（習志野市） 

  →補導状況及び不審者情報を提供 

 ・生徒指導担当者会議への参加（習志野市） 

  →補導状況及び不審者情報の提供と学校との情報交換 

 ・地域生徒指導行政担当者協議会への参加（習志野市） 

  →補導状況及び不審者情報の他５市との情報交換 

 ・生徒の健全育成に係る対策会議の開催（成田市） 

 ・小中学校合同生徒指導研修会の実施（成田市） 

 ・社会を明るくする運動の推進（佐倉市） 

  →web 講演会 

 ・佐倉市青少年問題協議会の開催（佐倉市） 

 ・不審者対応研修会（旭市） 

 ・旭市青少年育成小中学校区会議（旭市） 

 ・木更津市青少年補導員連絡協議会理事会の開催（木更津市） 

 

 

○広報啓発 
 ・文書等による周知や注意喚起（千葉県、館山市）【再掲】 

  →「令和３年度夏季休業日における児童生徒の指導について」の送付 

                              （千葉県） 

  →県立高等技術専門校で「夏季休暇中の注意事項」の配布（千葉県） 

   訓練生に対し、薬物や未成年者の喫煙・飲酒の禁止、野外の外出・繁華

街への出入り等について注意喚起 

  →市内の中学校に「青少年の非行・被害防止全国協調月間」と相談窓口に

ついて周知（館山市） 

 ・児童生徒指導等（いすみ市、匝瑳市、九十九里町）【再掲】 

  →小中学校における夏季休業前の児童・生徒指導（いすみ市） 

  →交通指導活動（匝瑳市） 

  →夏季休業中の過ごし方の指導（九十九里町） 

 ・千葉テレビ「千葉県インフォメーション」による広報 

（千葉県警察本部）【再掲】 

 ・体験型防犯講話の実施（千葉県警察本部） 

 ・誘拐防止教室の実施（千葉県警察本部） 

 ・非行防止教室の実施（千葉県警察本部）【再掲】 

 ・配布物・掲示物による広報啓発 

（千葉県、千葉県警察本部、八千代市、四街道市、南房総市）【再掲】 

→インターネット適正利用啓発講演に際してリーフレット「インターネッ 

トを正しく安全に利用するために」を配布（千葉県） 

  →青少年を健全に育てる運動ポスターの配布・掲示（千葉県） 

  →各市町村の補導・パトロール活動の支援として啓発物資の配布（千葉県） 
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→電話 de 詐欺加担抑止パンフレットの中学校への配布 

（千葉県警察本部） 

  →新規補導委員への補導資料の配付（八千代市） 

  →夏季休業中の犯罪や事故防止を目的に、市内小・中・高校にチラシ配布 

                             （南房総市） 

 ・ホームページによる広報（四街道市）【再掲】 

 ・防災無線による子どもの見守り啓発活動（茂原市） 

 

 

○その他 
 ・ネットパトロールの実施（千葉県）【再掲】 
 ・パトロール等の実施（実施機関は下記のとおり）【再掲】 

  →海・浜合同パトロールの実施 

（海上保安庁（千葉海上保安部）、千葉県、館山市、館山警察署） 

   館山湾を訪れる市民・観光客に対するマナー向上等を目的とした 

パトロール 

  →街頭補導（パトロール）活動の実施 

（千葉県警察本部、市原市、野田市、流山市、松戸市、柏市、鎌ケ谷市、

浦安市、八千代市、習志野市、船橋市、四街道市、銚子市、旭市、匝瑳

市、木更津市）【再掲】 

→防犯パトロールの実施 
（成田市、佐倉市、香取市、横芝光町、芝山町、茂原市、君津市、鴨川市）【再掲】 

 ①地区別夜間防犯パトロールの実施（佐倉市） 

 ②青色パトロール車による地域パトロール（香取市） 

 ③防犯協会によるパトロール（芝山町） 

 ④青色回転灯装着車両による広報を活用した夜間パトロール（青少年見

守り隊（夏））の実施（横芝光町） 

 ⑤周南地区青少年を健全に育てる会による夏季防犯パトロールの実施 

（君津市） 

⑥夏休みパトロールの実施（佐倉市） 

⑦スクールガードリーダーによる防犯活動（旭市） 

⑧学校警察連絡委員会による特別パトロール（旭市） 

⑨校外パトロール（登下校時及び夜間）（茂原市） 

⑩地域防犯推進員活動の推進（成田市） 

⑪登下校、各地区行事の見守り活動（匝瑳市） 

 

 ・相談事業等の実施（市原市、茂原市、流山市、いすみ市）【再掲】 

  →各学校との連携（相談・訪問）（市原市） 

  →電話、メール、来所での相談、指導、助言（市原市、茂原市） 

  →青少年相談事業の実施（流山市） 

   青少年やその保護者からの悩み等の相談 

  →学校指導員、家庭教育指導員及び社会教育指導員による相談 

（いすみ市）【再掲】 

 ・市内図書館のヤングアダルトコーナーでの関連図書の展示（船橋市） 

 ・移動えきばんの設置（成田市） 

 ・施設の一部開放による青少年の居場所づくりの実施（四街道市） 
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重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

 

○会議・研修会等 
 ・学校問題解決支援チーム（成田市） 

 ・地区少年センターとの連携（成田市） 

 ・社会を明るくする運動の推進（佐倉市、芝山町）【再掲】 

  →web 講演会（佐倉市） 

  →啓発物品の配布、事業周知（芝山町） 

 ・佐倉市青少年問題協議会の開催（佐倉市）【再掲】 

・青少年センター連絡会の開催（習志野市）【再掲】 

  →他地域との情報交換 

○広報啓発 
 ・文書等による周知や注意喚起（千葉県）【再掲】 

  →「令和３年度夏季休業日における児童生徒の指導について」の送付 

  →県立高等技術専門校で「夏季休暇中の生活について」の配布（千葉県） 

   休暇中の訓練生が非行行動を取らない、犯罪被害者とならないための 

注意文を明記し、訓練生保護者あてに協力をお願いした 

 ・社会を明るくする運動（千葉県警察本部、松戸市、八千代市、成田市、 

鎌ケ谷市、八街市、白井市、富里市、旭市、山武市、東金市、 

大網白里市、白子町）【再掲】 

  →講演会「更生を支える実践について」、市内歩道橋に強化月間横断幕の 

掲示（八千代市） 

→懸垂幕の掲出・ポスター掲示（成田市） 

→市広報誌への掲載や、のぼり旗設置、園児のぬり絵の展示等（山武市） 

→市広報による啓発記事掲載、市役所入り口にのぼり旗を掲示、庁内に 

啓発ポスターを掲示、市内小中学生に啓発物資を配付（東金市） 

  →千葉県作文コンテストの募集、標語の募集、ぬりえ広報活動の実施、 

本庁舎正面に懸垂幕の掲出、行政無線を用いての本運動の周知、庁内に

運動ポスターの掲示（大網白里市） 

  →町内の小中学校を訪問し、啓発活動を実施（白子町） 

 ・相談窓口の広報（四街道市） 

 ・配布物・掲示物による広報啓発（千葉県、匝瑳市、印西市、白井市）【再掲】 

→インターネット適正利用啓発講演に際してリーフレット「インターネッ 

トを正しく安全に利用するために」を配布（千葉県）【再掲】 

  →青少年を健全に育てる運動ポスターの配布・掲示（千葉県）【再掲】 

  →各市町村の補導・パトロール活動の支援として啓発物資の配布 

（千葉県）【再掲】 

  →各小中学校にて保護者等へのパンフレット配布（匝瑳市） 

  →市役所及び市内核施設に青少年の非行・被害防止啓発ポスターの掲示

（印西市） 

  →市内各学校、各センターに九都県市青少年健全育成協働啓発ポスターの 

掲示（白井市） 

○その他 
 ・ネットパトロールの実施（千葉県）【再掲】 
 ・パトロール等の実施（鎌ケ谷市、白井市）【再掲】 

  →街頭補導（パトロール）活動の実施（鎌ケ谷市）【再掲】 

  →市ＰＴＡ連絡協議会による夏季パトロールの実施（白井市） 

 ・相談事業等の実施（市原市、四街道市）【再掲】 

→各学校との連携（相談・訪問）（市原市）【再掲】 

  →来所、電話、訪問での相談の実施（四街道市） 

 ・再犯防止に向けた来所指導(市原市) 

 ・柏市少年補導委員連絡協議会運営委員会への保護司会員の招聘（柏市） 

 ・市内図書館のヤングアダルトコーナーでの関連図書の展示（船橋市） 

 ・不審者情報の提供・掲示（白井市） 

  →市内各学校、各センターに提供・掲示（白井市） 
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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 

○会議・研修会等 
 ・インターネット安全教室・情報モラル教室の実施 

（千葉県、木更津市）【再掲】 

  →インターネット適正利用啓発講演の中で、青少年のインターネットを 

介したいじめについてとりあげた(千葉県)【再掲】 

  →市内小中学校からの依頼に応じて、スマホの使い方やＳＮＳの危険から

身を守るためについての、情報モラル教室を実施（木更津市） 

 ・青少年の問題行動に関する連絡会議の開催（市原市）【再掲】 

 ・市子どもを守るネットワーク実務者会議への参加（習志野市） 

  →子ども部子育て支援課が主催する、中央児童相談所、警察との 

   児童虐待案件等についての連携強化 

 ・生徒指導担当者会議への参加（習志野市）【再掲】 

  →中学校との情報交換及び対応検討 

 ・学校問題解決支援チーム（成田市）【再掲】 

 ・佐倉市青少年問題協議会の開催（佐倉市）【再掲】 

 ・東総地区青少年補導委員連絡協議会の開催（銚子市） 

 ・銚子市いじめ問題対策連絡協議会の開催（銚子市） 

 ・旭市いじめ問題対策連絡協議会の開催（旭市） 

 ・旭市いじめ対策調査委員会の開催（旭市） 

 ・人権教室の実施（九十九里町） 

 ・東金市小・中学校「長欠・教育相談連絡会議」の開催（東金市） 

 ・「子どもと親の相談員」連絡会議の開催（東金市） 

  

 

○広報啓発 
 ・「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」の広報（千葉県） 

 ・「ＳＮＳ相談＠ちば」の広報（千葉県） 

 ・文書等による周知や注意喚起（千葉県、大網白里市、館山市）【再掲】 

  →「令和３年度夏季休業日における児童生徒の指導について」の配布 

                             （千葉県） 

  →各学校に相談窓口の周知徹底依頼（大網白里市） 

  →市内の中学校に「青少年の非行・被害防止全国協調月間」と相談窓口に 

ついての周知（館山市）【再掲】 

 ・児童生徒指導等（千葉県、いすみ市）【再掲】 

  →県立高等技術専門校での広報啓発（千葉県） 

ホームルーム時「夏季休暇中の生活について」の訓練生に対する説明 

学期終業式前講話において全訓練生と指導員に対し、最重点課題及び 

重点課題１～４の説明を行った 

  →小中学校における夏季休業前の児童・生徒指導（いすみ市）【再掲】 

・配布物・掲示物による広報啓発（千葉県、八千代市、芝山町）【再掲】 

→インターネット適正利用啓発講演に際してリーフレット「インターネッ 

トを正しく安全に利用するために」を配布（千葉県）【再掲】 

  →青少年を健全に育てる運動ポスターの配布・掲示（千葉県）【再掲】 

  →各市町村の補導・パトロール活動の支援として啓発物資の配布 

（千葉県）【再掲】 

  →ちば県民だより７月号による「各種相談窓口」の掲載（千葉県） 

→いじめ防止啓発カードの配布（千葉県） 

→ＳＮＳ相談リーフレットの配布（千葉県） 

  →全小中学校へ「夏休みのしおり」を、高校へは掲示用ポスターを配布

し、広報誌には相談窓口を掲載（八千代市） 

  →町広報誌に相談窓口を掲載（芝山町） 

・その他相談窓口広報（浦安市、市川市、八千代市、成田市、四街道市、 

銚子市、芝山町、九十九里町、大網白里市、木更津市） 
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○その他 
・ネットパトロールの実施（千葉県、市原市、酒々井町）【再掲】 

 ・相談事業等の実施（千葉県、いすみ市、柏市、鎌ケ谷市、成田市、 

松戸市、柏市、大網白里市、市原市、船橋市、四街道市、銚子市、 

我孫子市）【再掲】 

 →ＳＮＳ相談の実施（千葉県）【再掲】 

 →学校指導員、家庭教育指導員及び社会教育指導員による相談の実施 

（いすみ市）【再掲】 

→少年、教育相談の実施（柏市、鎌ケ谷市、成田市） 

→家庭教育相談員による電話相談・来所相談（松戸市） 

→やまびこ電話柏相談（柏市） 

→子どもと親の相談員による相談支援（大網白里市） 

→電話、メール、来所、訪問での相談、指導、助言（市原市、船橋市、 

四街道市、銚子市）【再掲】 

  →各学校との連携（相談・訪問）（市原市）【再掲】 

  →いじめについてのアンケートの実施（我孫子市） 

   各小中学校においてアンケートと教育相談の実施 

 ・スクール・サポーターによる学校訪問（千葉県警察本部） 

 ・青少年センターによる前期小学校訪問（船橋市） 

  →市内全ての小学校の訪問を行う、その他要請のあった学校へ訪問支援 

・市内図書館のヤングアダルトコーナーでの関連図書の展示（船橋市） 

・インターネット目安箱の実施（鎌ケ谷市） 

 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 


