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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 東京都 青少年行政主管課（室）名 都民安全推進本部  

総合推進部若年支援課 

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 

○対策講座の開催 

児童や保護者等を対象とし、ネット利用に起因する犯罪被害に遭わないよう

ペアレンタルコントロールなどの防止策を伝える講座を開催（東京都） 

○生活指導主任連絡会等の実施（中央区、豊島区、江戸川区） 

○学校の保護者対象の情報モラル研修等実施（大田区） 

○各校（園）において、性被害の防止を図るため、「考えよう！いじめＳＮ

Ｓ＠ＴＯＫＹＯ」等を活用した情報モラル指導を全校実施（豊島区） 

○青少年健全育成を担う青少年対策地区委員会の会長会において「インター

ネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止」をテーマに、ペアレンタルコン

トロールによる対応の必要性について情報提供を行った。（足立区） 

○教職員対象の情報モラル研修の実施（江戸川区） 

○若手教員育成研修（江戸川区） 

○生活指導連絡協議会（江戸川区） 

○長期休業中の生活指導についての通知（江戸川区） 

○青少年を取り巻く問題の 1 つとして都や警察署などから得た情報をもとに

青少年健全育成を担う青少年対策地区委員会、青少年育成指導員会、青少年

問題協議会に対し情報提供を実施。（八王子市） 

○青少年問題協議会（立川市） 

都青少年問題協議会での第 32 期答申内容について各委員への周知を実施 

○青少年健全育成の各地区委員会開催時に本協調月間の趣旨等を課題として

共有（立川市） 

 

■広報啓発 

○広報印刷物等でのネット利用に係る犯罪被害等の防止啓発（東京都） 

○ペアレンタルコントロールによる対応の推進 

区内各警察署がネット情報などに起因するトラブルを防止するため、フィル

タリング機能設置義務の説明を積極的に実施（千代田区） 

○区市町村広報誌による広報（中央区、墨田区、豊島区、立川市、青梅市、

昭島市、東村山市、東大和市、瑞穂町、奥多摩町、大島町） 

○ポスターの掲示（中央区、国分寺市、東大和市、あきる野市、神津島村） 

○港区独自の 1人 1台のタブレット端末の利活用ルールである「MINATO×タ

ブレットルール」の策定及び周知（リーフレットの配布及び電子データでタ

ブレット端末へ配信）（港区） 

○各学校における「セーフティ教室」「非行被害防止教室」等のセーフティ

教育の実施（中央区、新宿区、目黒区、大田区、江戸川区、御蔵島村） 

○情報モラル教育の実施（新宿区） 

内容：児童、生徒が安全に関する情報および情報モラルについての正しい

知識を学ぶことで、適切な判断を行い、自らの安全のための行動に結びつけ

るようにするとともに、家庭での GIGA 端末使用についてのルールの重要性

を理解し、保護者とともに家庭でのルール作りを推進できるようにする。 

○区市町村のホームページにおける啓発（台東区、墨田区、足立区、府中

市、調布市、武蔵村山市、瑞穂町） 

○チラシ、リーフレット等による啓発（渋谷区、八王子市、青梅市、府中

市、昭島市、調布市、福生市、奥多摩町、新島村、神津島村、御蔵島村） 

○支援者向けメールマガジンにて協調月間周知（豊島区） 

○ＳＮＳ練馬区ルールリーフレットの配布（練馬区） 
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内容：区内小中学校に在籍する全児童生徒にリーフレットを配布し、保護

者向けにインターネットにつながるすべての電子機器に、フィルタリングや

セキュリティソフトを付け、安心して活用できるように啓発 

○「ＳＮＳ東京ルール」「ＳＮＳ学校ルール」等の取組推進（江戸川区、稲

城市） 

○ＨＰに、ＳＮＳトラブルを受けた際の相談窓口として「東京こどもネッ

ト・ケータイヘルプデスク」を紹介（昭島市） 

○内閣府ホームページの周知（調布市、武蔵村山市） 

○横断幕の掲出（東村山市） 

○小・中学校の代表児童、生徒による「SNS ふっさっ子ルール」の策定（福

生市） 

○安全指導及び生活指導の実施（清瀬市、稲城市） 

○タブレット端末活用のルールの周知と適切な使用方法についての理解啓発

（稲城市） 

 

■相談窓口の運営 

○ネットトラブル相談を受け付け、解決策としてペアレンタルコントロール

機能の紹介などを実施（東京都） 

 

■アプリケーションの推奨 

○ＡＩやペアレンタルコントロールによる自画撮り被害防止に資する「ＴＯ

ＮＥカメラ」を東京都において推奨（東京都） 

 

 

■その他の取組 

○サイバーパトロール等の取組 

区内各警察署がサイバーパトロール活動を強化し、福祉犯被害の防止に努め

ている。（千代田区） 

○児童・生徒に配備した 1人 1台のタブレット端末への一律での使用制限時

間の設定（使用制限時間は午後１１時から午前５時まで。）（港区） 

 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

■会議・研修会等 

○生活指導主任連絡会等の実施（中央区、江戸川区） 

○セーフティ教室の実施（港区、江戸川区） 

○長期休業中の生活指導についての通知（江戸川区）【再掲】 

○青少年健全育成の各地区委員会開催時に本協調月間の趣旨等を課題として

共有（立川市）【再掲】 

 

 

■広報啓発 

○区市町村広報誌による広報（中央区、墨田区、足立区、青梅市、東大和

市、奥多摩町） 

○ポスターの掲示（中央区、国分寺市、東大和市、神津島村） 

○区のホームページにおける啓発（台東区、墨田区） 

○健全育成への協力店加入要請活動・協力依頼等（練馬区、青梅市、府中

市、昭島市） 

○青少年育成環境一斉クリーン活動（八王子市） 

〇横断幕等の掲出（青梅市、府中市、あきる野市） 

○啓発チラシの作成および配布（青梅市、奥多摩町） 

○生活指導の実施（稲城市）【再掲】 
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■立入・実態調査等 

○図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けをしている自動販売機の実態

調査（東京都） 

○書店等販売店への不健全図書類の立入調査（東京都） 

○深夜立入制限施設への実態調査及び立入調査（東京都） 

○有害図書・ソフトの区分陳列の状況の調査（千代田区、大田区、昭島市、

東村山市、東久留米市） 

○各地区青少年育成委員会によるパトロール活動（墨田区、江東区、杉並

区、府中市、清瀬市、あきる野市） 

○夜間環境実態調査（江東区） 

○地域環境実態調査（品川区） 

○有害図書・DVD 等の回収（三鷹市） 

 

■その他の取組 

○不健全な図書類等の指定（東京都） 

〇各保護司・更生保護女性会会員が町会活動等を通して行う地域現状の共有

化とみまもりなどへの協力を要請（台東区） 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

■会議・研修会等 

○青少年を取り巻く問題の 1 つとして都や警察署などから得た情報をもとに

青少年健全育成を担う青少年対策地区委員会、青少年育成指導員会、青少年

問題協議会に対し情報提供を実施（八王子市）【再掲】 

○青少年補導連絡会委員研修会（立川市） 

 内容：薬物乱用防止について 

○青少年健全育成の各地区委員会開催時に本協調月間の趣旨等を課題として

共有（立川市）【再掲】 

○昭島市薬物乱用防止推進協議会委員としての活動（昭島市） 

○薬物乱用防止推進指導員での今後の啓発活動会議（清瀬市） 

 

■広報啓発 

○地域団体キャンペーン等（東京都） 

【「ダメ。ゼッタイ。」普及運動】（6/20～7/19） 

関係行政機関及び関係民間団体等にリーフレット及びポスターの配布を行

うとともに、協力団体の店頭でのポスター掲示及び国連支援募金箱の設置等

の協力要請を行った。都ホームページや都広報誌等の様々な媒体を活用し、

薬物乱用防止に関する啓発を行った。 

○インターネット動画広告（東京都） 

 Twitter プロモツイート 

Google TrueView インストリーム  

○学校における薬物乱用防止教育の実施（千代田区、中央区、港区、新宿

区、目黒区、大田区、豊島区、練馬区、江戸川区、福生市、清瀬市、稲城

市、御蔵島村） 

○区市町村ホームページにおける周知・啓発活動（千代田区、台東区、墨田

区、調布市） 

○区市町村広報誌による広報（中央区、墨田区、目黒区、青梅市、小平市。

東大和市、武蔵村山市、奥多摩町） 

○ポスターの掲示（中央区、台東区、三鷹市、青梅市、国分寺市、東大和

市、清瀬市、稲城市、あきる野市、神津島村、御蔵島村） 

○区役所での懸垂幕の掲示（台東区） 

〇啓発イベント、パネル展示、模造麻薬見本展示、リーフレット等の啓発品

配布等（台東区、町田市、小平市、狛江市、稲城市、新島村、神津島村、御

蔵島村） 
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〇スポーツ大会実施と啓発品の配布（品川区） 

○薬物乱用防止標語・ポスターの募集（大田区） 

○セーフティ教室、防犯教室等の実施（練馬区、江戸川区、新島村） 

 

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 

○対策講座の開催（東京都）【再掲】 

○学校における非行防止教室の開催等の取組 

セーフティ教室を開催し、警視庁職員をはじめとする専門家の指導で、児

童・生徒が非行防止・犯罪被害防止の具体的方法を学んでいる。（千代田

区） 

○生活指導主任連絡会等の実施（中央区、品川区、豊島区、練馬区、江戸川

区） 

○“社会を明るくする運動”行事の開催（港区） 

○青少年問題協議会の開催（大田区） 

○青少年地区協議会の開催（北区） 

○非行のない明るい街づくり赤羽連絡協議会（北区） 

○長期休業中の生活指導の実施（江戸川区、清瀬市） 

○生活指導連絡協議会【再掲】（江戸川区） 

 ※所管警察・区児童相談所との情報共有・連携強化 

○青少年を取り巻く問題の 1 つとして都や警察署などから得た情報をもとに

青少年健全育成を担う青少年対策地区委員会、青少年育成指導員会、青少年

問題協議会に対し情報提供を実施（八王子市）【再掲】 

○青少年健全育成の各地区委員会開催時に本協調月間の趣旨等を課題として

共有（立川市）【再掲】 

○部会開催（青少年対策地区委員会委託事業）（府中市） 

○青少年問題協議会において「昭島市における非行少年等の概況」を作成し

会議で情報共有するとともに、関連機関等へ配布（昭島市） 

 

■広報啓発 

○「万引き防止啓発リーフレット」の活用による万引き防止の啓発（都内全

小・中学校に配布、学校の実態に応じた授業等での活用）（東京都） 

○区市町村広報誌による広報（中央区、港区、台東区、墨田区、荒川区、足

立区、立川市、青梅市、昭島市、東大和市、あきる野市、奥多摩町） 

○区市町村ホームページによる広報（台東区、墨田区、荒川区、足立区、昭

島市、調布市） 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」や「社会を明るくする運動」等

の標語・ポスターの掲示（中央区、港区、台東区、荒川区、青梅市、昭島

市、国分寺市、東大和市、あきる野市） 

○〝社会を明るくする運動″資材配布による広報活動（台東区） 

○保護司会会報誌による広報（台東区） 

〇中学校での〝社会を明るくする運動″広報活動（中学生等に啓発物品を配

布）（台東区） 

○防犯少年野球大会（品川区） 

○区内小・中学校において非行被害防止教室（万引き・自転車の正しい乗り

方や不審者侵入対応訓練、地域安全マップづくり・夏休み期間中における非

行被害防止講話）を実施（目黒区） 

○セーフティ教室（江戸川区）【再掲】 

○非行防止等啓発チラシ、パンフレット等の配布（武蔵野市、青梅市、奥多

摩町、神津島村） 

○横断幕の掲出（青梅市）【再掲】 

○24 時間営業の店舗(インターネットカフェ・漫画喫茶・カラオケボック

ス)の事業者に対し、青少年の深夜の立ち入り制限についての協力を依頼
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（東久留米市） 

 

■立入・実態調査等 

○各地区青少年育成委員等によるパトロール活動（墨田区、江東区、杉並

区、立川市、三鷹市、福生市、東久留米市、稲城市、あきる野市、神津島

村） 

○子ども達の安心安全の確保を目的とした「ながら見守り」活動等、地区ご

との見回りの実施。（東久留米市） 

 

■その他の取組 

〇児童館における青少年の居場所づくり、青少年の放課後の居場所づくり

（福生市） 

○不登校児童、生徒等への対応や生活指導補助について、各学校に家庭と子

どもの支援員及びアドバイザリースタッフの適宜派遣、必要な支援の提供

（福生市） 

 

重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

 

■会議・研修会等 

○“社会を明るくする運動”行事の開催（港区、新宿区、品川区、大田区、

北区） 

○青少年問題協議会の開催（大田区） 

○長期休業中の生活指導についての通知（江戸川区）【再掲】 

○生活指導連絡協議会（江戸川区）【再掲】 

○生活指導主任連絡協議会（江戸川区）【再掲】 

○青少年健全育成の各地区委員会開催時に本協調月間の趣旨等を課題として

共有（立川市）【再掲】 

 

■広報啓発 

○区ホームページに「千代田区再犯防止計画」の記事を掲載し、啓発に努め

ている。（千代田区） 

○区市町村広報誌による広報（東京都、港区、新宿区、墨田区、北区、荒川

区、練馬区、青梅市、昭島市、東大和市、稲城市、あきる野市、奥多摩町、

大島町） 

○区市町村ホームページによる広報（台東区、墨田区、大田区、荒川区、板

橋区、練馬区、昭島市、調布市、武蔵村山市） 

○“社会を明るくする運動”標語・懸垂幕・ポスター・広告等の掲示（港

区、新宿区、台東区、江東区、目黒区、大田区。渋谷区、北区、練馬区、八

王子市、青梅市、日野市、稲城市） 

○“社会を明るくする運動”広報物を配布（新宿区、渋谷区、板橋区、青梅

市、狛江市、稲城市） 

○“社会を明るくする運動”街頭広報活動（品川区、北区、福生市） 

○“社会を明るくする運動”広報誌の作成・配布（大田区） 

○パネル展、啓発展示等の実施（大田区、練馬区、八王子市、立川市、日野

市、狛江市） 

○ポスターの掲出（荒川区、国分寺市、東大和市、あきる野市） 

○社会を明るくする運動 作文コンテスト、庁内放送により活動主旨を周知

（豊島区） 

○社会を明るくする運動（江戸川区、三鷹市、小金井市、羽村市） 

○セーフティ教室【再掲】（江戸川区） 

〇安全指導及び長期休業中における生活指導の実施（市立小・中学校）（清

瀬市）【再掲】 

○啓発チラシの配布（奥多摩町）【再掲】 
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■立入・実態調査等 

○各地区青少年育成委員によるパトロール活動（墨田区、あきる野市、神津

島村） 

 

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 

○校外生活指導連絡協議会及びいじめ問題対策委員会（書面開催）（中央

区） 

○健全育成推進委員会の開催（目黒区） 

○青少年問題協議会の開催（大田区） 

○若手教員育成研修（江戸川区）【再掲】 

○長期休業中の生活指導についての通知（江戸川区）【再掲】 

○生活指導主任連絡協議会、研修等の実施（豊島区、江戸川区、三鷹市） 

○青少年を取り巻く問題の 1 つとして都や警察署などから得た情報をもとに

青少年健全育成を担う青少年対策地区委員会、青少年育成指導員会、青少年

問題協議会に対し情報提供を実施（八王子市）【再掲】 

○青少年健全育成の各地区委員会開催時に本協調月間の趣旨等を課題として

共有（立川市）【再掲】 

○昭島市いじめ防止協議会委員の活動として、情報を各地区で共有（昭島

市） 

 

■広報啓発 

○相談窓口の周知（中央区、清瀬市、多摩市） 

○SOS の出し方に関する教育の実施（新宿区、稲城市） 

○区市町村ホームページによる広報（台東区、墨田区、昭島市、調布市、小

金井市） 

○区市町村広報誌による広報（墨田区、青梅市、昭島市、東大和市、奥多摩

町） 

○チラシ、パンフレット等による啓発（渋谷区、青梅市、昭島市、小金井

市、新島村、神津島村） 

○相談窓口の広報やポスターの掲示（荒川区、青梅市、国分寺市、東大和

市、あきる野市、神津島村） 

○いじめに関する授業、学校での指導（江戸川区、神津島村、御蔵島村） 

○学校いじめ防止基本方針の見直し・改善（江戸川区） 

○八王子市青少年健全育成基本方針令和３年度重点目標リーフレットにおい

て重点目標にいじめ対策として「みんなでつないでいこう 思いやりの心」

を掲げ、を市内小・中・高等学校、各施設へ配付・周知（八王子市） 

○府中市青少年うめちゃん相談ナビＬＩＮＥカードの配布（府中市） 

○道徳授業地区公開講座の開催（福生市） 

○「道徳科年間指導計画」の作成、週１時間の道徳の授業の計画的実施（福

生市） 

〇安全指導及び生活指導の実施（清瀬市、稲城市） 

○道徳教育・人権教育の充実（稲城市） 

○セーフティ教室、防犯教室の実施（新島村、神津島村） 

 

■支援の活用 

○スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー，スクールライフ・

サポーター等の派遣・支援等（千代田区、港区、福生市、神津島村、御蔵島

村） 

○「チルドレン・サポートチーム派遣（スクールソーシャルワーカー・臨床

心理士・退職校長・指導主事）」（江戸川区） 

○いじめ発見・対応、いじめ防止のための実践プログラム（江戸川区） 

○学級指導補助員の派遣（江戸川区） 
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○「エンカレッジルーム」の活用（江戸川区） 

○関係機関との連携（福生市、神津島村） 

 

■相談窓口の運営 

○様々なＳＯＳの受け止めに係る相談窓口における対応の充実とその周知 

児童･生徒自身が受けているいじめについて、学校の先生・友達・保護者に

も相談できないケースに対しての手立ての一つとして「いじめ・悩み相談レ

ター用封筒」を全児童・生徒に配布し、教育委員会宛てに送付してもらい対

応している。また、いじめに関する子どもたちからの相談に迅速に対応でき

るよう、区専用の「いじめ・悩み相談ホットライン」を２４時間３６５日対

応として、子どもたちのＳＯＳをキャッチし、早期対応を図っている。（千

代田区） 

〇各種相談窓口の充実（福生市） 

 

■立入・実態調査等 

○アンケート、実態調査の実施（港区、目黒区、練馬区、江戸川区、福生

市、清瀬市） 

○環境浄化パトロール（杉並区） 

 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 


