
 

1 

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 新潟県 青少年行政主管課（室）名 子ども家庭課 

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 

・SNS 啓発リーフレットを、学校等関係機関へ配布（県） 

・安全・安心なまちづくりの活動を展開している事業所団体、地域団体等で

構成する「新潟県犯罪のない安全・安心まちづくり推進協議会」で毎月発

行している協議会ニュースでの広報（県） 

・新潟北高校において、内閣府発行の「保護者向け普及啓発リーフレット」 

 を全校生徒に配付し、保護者への情報共有・注意喚起を行った。（県教育 

 庁） 

・柏崎常盤高校等において、PTA 会報や学年通信等で、インターネット利用 

 に係る犯罪被害防止について注意喚起を行った。（県教育庁） 

・ＦＭ新潟ラジオスポット「県からのお知らせ」において、ＳＮＳ利用によ

る子供の犯罪被害等の防止を広報（県警察本部） 

・県警ホームページにインターネット利用による子供の犯罪被害等防止に関

する広報啓発資料を掲載（県警察本部） 

・YouTube 県警公式チャンネルで、児童・生徒向け動画「インターネットト

ラブル防止教室」を公開し、子供の犯罪被害等の防止を広報（県警察本

部） 

・新潟市のホームページにキャンペーンの内容と啓発ポスターのデザイン画

の掲載、啓発標語・ポスター募集 など（新潟市） 

・啓発ちらしを市内小学 5 年、中学 2 年に配布（約 2 万枚）、市内繁華街で

啓発グッズを配布（約 1,500 セット）（新潟市） 

・県の実施方針等関係文書を市内小中学校へ配信、防止の呼びかけ（長

岡市） 

・啓発ポスターの掲示（長岡市、三条市、柏崎市、燕市、妙高市、五泉

市、弥彦村 

・強調月間の内容を表示したクリアファイルを作成し、市内小中学生全員 

及び関係団体へ配布した（三条市） 

・市内６カ所に強調月間の周知のぼり旗を作成し、設置した。（三条市） 

・燕三条 FM において、協調月間の周知 CM 及び三条市の情報提供コーナーで

強調月間の内容について放送を行った。（三条市） 

・市内の量販店の入り口で、ネットトラブル防止の呼びかけ及び啓発ティッ

シュの配布。（柏崎市） 

・青少年育成センターが発行する「育成見附」で強調月間を周知（見附市） 

・7 月 15 日「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に合わせて「村上市

では各地区市民会議と統一活動を行う」が、コロナウイルス拡大予防のた

め村上市全戸啓発リーフレットを回覧実施（村上市） 

啓発リーフレット内容： 

① インターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止「守りたい大切の誰か」 

② 薬物乱用防止「NO DRUG」 

・広報おしらせばんにおいて、インターネット利用による犯罪防止の文言を

掲載（糸魚川市） 

・町立学校の児童生徒（小 5・中 2）を対象に、メディア使用についての認

識を深めるため「家庭でのメディアコントロール」標語募集を学校・保護

者を通して依頼（聖籠町） 

・啓発チラシを小学生、中学生の全家庭に配布、村内回覧板にて回覧（弥彦

村） 

・広報紙において「青少年の非行・被害防止全国強調月間」の周知を行

った（津南町） 
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・青少年育成関川村民会議会報「いくせい」の配布（関川村） 

 内容（抄） 

① 全国強調月間の告知（重点事項など） 

② 県民サポーター募集の告知 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等 

・新潟工業高校において、生徒指導主事、NEIN 運用主任教員によるネット

モラル育成指導、技術指導を行った。（県教育庁） 

・長岡明徳高校等において、警察職員を講師として招聘し、全校生徒を対象

に、インターネット利用に係る犯罪被害等の防止についての講演会を実施

した。（県教育庁） 

・新潟聾学校において、e－ネットキャラバン講座を利用し、保護者対象の

研修を実施した。（県教育庁） 

・佐渡中等教育学校において、弁護士を講師として招聘し、学年行事として

「親と子のスマホトラブル学習会」を行った。（県教育庁） 

・各学校において、インターネット利用に係る防犯講話を実施   83 回 

（県警察本部） 

・市青少年育成委員会による高校訪問 

７月 14 日（水）15 日（木）に市内高校４校・津南中等高等学校に夏休み

前に生徒の規範意識啓発の依頼、情報交換（いじめ・飲酒・喫煙・夜間徘

徊・ＳＮＳなど）（十日町市） 

・夏休み前（７月中）に中学校ごとに全校生徒に対して SNS の危険性や

利用の仕方を指導（妙高市） 

・夏休み前、各小・中学校において安全教室を実施（上越市） 

・中学校において「インターネットの危険性」について、講話の実施（田上

町） 

 

○会議・研修会等 

・市内小中学校で夏休み前に、スマホやインターネットの利用に係る啓

発、講演会、道徳での授業などを実施（長岡市） 

・青少年補導委員会議と研修会の開催（燕市） 

日時：令和 3年 7月 5日 

対象：青少年育成センター職員、青少年補導委員 

講師：燕警察署生活安全課係長  

（研修会の中で、燕市での事例報告、注意点の指導をいただいた。） 

・令和３年７月１５日、田上町青少年問題協議会を開催し、アウトメディア

ウィークについての取り組みを協議した。また県警本部、少年課担当より

「インターネットから子どもたちを守るために」と題し、講話をしていた

だいた。（田上町） 

・育成指導員会の開催（湯沢町） 

 

○その他 

・Twitter 上の児童や誘引者による不適切な書き込みに対して注意喚起

のメッセージを送信  108 件（県警察本部） 

・携帯電話業者に対して、ＳＮＳ利用に起因する性被害の現状を説明し、フ

ィルタリングの利用率の向上を依頼（県警察本部） 

・「万引き防止」「インターネットの正しい使い方」に係る標語・ポスター

の募集、優秀作品の選考・表彰（新潟市） 
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重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

〇広報啓発 

・新潟翠江高校等において、全校集会において、夜間の駅前や有害店舗など 

 注意を要する箇所を具体的に挙げて注意喚起をした。（県教育庁） 

・高田農業高校等において、夏季休業前に保護者向けに注意喚起文書を配付

した。（県教育庁） 

・市政だよりへの掲載、保護者へ青少年健全育成に対するチラシを配布（三

条市） 

・青少年育成センターが発行する「育成見附」で強調月間を周知（見附市）

【再掲】 

 

○会議・研修会等 

・青少年補導委員会議と研修会の開催（燕市）【再掲】 

日時：令和 3年 7月 5日 

対象：青少年育成センター職員、青少年補導委員 

講師：燕警察署生活安全課係長 様 

（研修会の中で、燕市での事例報告、注意点の指導をいただいた。） 

 

○補導活動 

・平時に行っている街頭育成活動について、青少年の非行・被害防止の観点

を強化して活動（見附市） 

○その他 

・少年警察ボランティアとの協働による酒類販売店、たばこ販売店に対する

協力要請（販売時の年齢確認の徹底）（県警察本部） 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○広報啓発 

・安全・安心なまちづくりの活動を展開している事業所団体、地域団体等で

構成する「新潟県犯罪のない安全・安心まちづくり推進協議会」で毎月発

行している協議会ニュースでの広報（県）【再掲】 

・７月６日から８月１日まで、新潟県立図書館で薬物乱用防止の特別展示コ

ーナーを設け、県民に薬物防止を周知・啓発した。具体的には、薬物乱用

防止リーフレット、ポスター、薬物のリスクに係る本を特別コーナーに設

置し、県民が薬物の危険について学べるようにした。（県教育庁） 

・県少年自然の家等県の青少年社会教育関係機関に薬物乱用防止リーフレッ

トを設置し、県民に薬物防止を周知・啓発した。（県教育庁） 

・佐渡中等教育学校等において、新潟県薬物乱用対策推進本部や厚生労働省

作成のリーフレットを全校生徒及び職員に配付した。（県教育庁） 

・長岡高校において、ＳＮＳから迫る薬物の危険に関するポスターを掲示し

た。（県教育庁） 

・YouTube 県警公式チャンネルで、児童・生徒向け動画「薬物乱用防止教

室」を公開し、薬物乱用防止を広報（県警察本部） 

・YouTube 県警公式チャンネルで、新潟県ラグビー高校選抜チームによる薬

物乱用防止メッセージ動画を公開し、薬物乱用防止を広報（県警察本部） 

・7 月 15 日「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に合わせて「村上市

では各地区市民会議と統一活動を行う」が、コロナウイルス拡大予防のた

め村上市全戸啓発リーフレットを回覧実施（村上市）【再掲】 

啓発リーフレット内容： 

① インターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止「守りたい大切の誰か」 

② 薬物乱用防止「NO DRUG」 

・公共施設に薬物乱用防止ポスターを設置（阿賀野市） 

・青少年育成胎内市民会議委員による啓発ポスターの掲示、パンフレット配 

 布（魚沼市） 

 

〇保護者・青少年向けの防犯教室等 
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・新潟東高校等において、外部機関職員（税関職員・警察職員）を講師とし

て招聘し、全校生徒を対象に、薬物乱用防止講演会を実施した。（県教育

庁） 

・各学校において、薬物乱用防止講話を実施    50 回（県警察本部） 

・市内中学校において、長岡市保護司会と連携し、薬物乱用防止教室を

開催（長岡市） 

・薬物乱用防止教室の実施（夏休み前、各小・中学校）（上越市） 

 

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 

・「青少年の非行・被害防止全国強調月間」の横断幕掲揚（県） 

・新潟翠江高校等において、飲酒喫煙や万引き等の不良行為や初発型非行の

防止、啓発を行う文書を配付した。（県教育庁） 

・三条商業高校等において、全校集会において、不良行為及び初発型非行等

の防止について、注意喚起を行った。（県教育庁） 

・YouTube 県警公式チャンネルで、児童・生徒向け動画「非行防止教室」を

公開し、非行防止を広報（県警察本部） 

・新潟市のホームページにキャンペーンの内容と啓発ポスターのデザイン画

の掲載、啓発標語・ポスター募集 など（新潟市）【再掲】 

・「万引き防止」「インターネットの正しい使い方」に係る標語・ポスター

の募集、優秀作品の選考・表彰（新潟市）【再掲】 

・啓発ちらしを市内小学 5 年、中学 2 年に配布（約 2 万枚）、市内繁華街で

啓発グッズを配布（約 1,500 セット）（新潟市）【再掲】 

・市内小中学校及び希望自治会等へのぼり旗の配布（魚沼市） 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等 

・市青少年育成委員会による小中学校訪問と全保護者向け啓発チラシ配布依

頼、高校訪問、（十日町市） 

 

○補導活動 

・高田南城高校等において、警察職員等と協働で、街頭補導活動を行った。

（県教育庁） 

・県内各地において、警察官、スクールサポーター、少年警察ボランティア

等で連携した街頭補導活動を実施（県警察本部） 

・市青少年育成委員による街頭パトロール及び各学校ＰＴＡとの合同パトロ

ール実施（十日町市） 

・市青少年育成市民会議による店舗巡回・万引き防止ポスター掲示依頼（十

日町市） 

・通年 8 班に分けて 24 名の育成委員による小・中・高校生の非行予防パト

ロール（村上市） 

・河川巡視（水泳危険個所等）週２～３回（五泉市） 

・市青少年育成センター指導員による「愛の呼びかけ巡回指導」を行った。

（阿賀野市４地区を８班２５名で、青色回転灯パトロール車による指導や声 

 かけを展開した。）（阿賀野市） 

 

○その他 

・「万引き防止ステッカー」を市内コンビニエンスストア、各種店舗に配布

（約 1,000 枚）し、万引きの撲滅と青少年の見守りを依頼（新潟市） 

 

重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

 

○広報啓発 

・新潟北高校において、夏休みの過ごし方について文書を配付し、その中で

「再非行の防止」について、生徒、保護者への広報啓発を行った。（県教育 

 庁） 
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・「青少年の非行・被害防止全国強調月間」垂れ幕掲揚（湯沢町） 

・社会を明るくする運動と連携した広報活動（粟島浦村） 

（のぼり旗設置及びチラシ配布） 

○補導活動 

・平時に行っている街頭育成活動について、青少年の非行・被害防止の観点

を強化して活動（見附市）【再掲】 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

〇広報啓発 

・新潟江南高校等において、いじめ事案に対する学校内外の相談窓口につい

て周知した。（県教育庁） 

・青少年へのいじめ防止等の非行防止教室 68 回（県警察本部） 

・新潟県の実施方針等関係文書を市内小中学校へ配信、防止の呼びかけ

（長岡市）【再掲】 

・市のホームページで「いじめ、不登校相談電話」の利用について広報し

た。（柏崎市） 

・「若者相談窓口」の周知（市 HP・広報上越・チラシの配布）（上越市） 

・懸垂幕の掲揚（関川村） 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等 

・新潟工業高校において、スクールロイヤー事業を活用して、いじめ予防教

育を実施した。（県教育庁） 

・長岡明徳高校において、全校集会時、ＳＮＳから始まるいじめについて考

えさ、問題点や改善点を考え話し合うグループワークを行った。（県教育

庁） 

・夏休み前、各小・中学校において安全教室を実施（上越市）【再掲】 

 

○その他 

・新潟北高校等において、学校生活アンケートを実施し、いじめ・暴力行為

等の問題行動の早期発見に努めた。（県教育庁） 

 

 

 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 


