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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 石川県 青少年行政主管課（室）名 少子化対策監室子ども政策課 

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 

■広報啓発誌による広報（県、県教委、各市町） 

７月初旬に、ＳＮＳ等利用に係る危険性と家庭でのルール作り、ペアレン

タルコントロール等の重要性等を掲載した啓発誌「親子のホッとネット大作

戦」を、県下の小・中学校、高校生の全保護者、少年補導センターや公民館

等青少年に関わる団体等に配付（147,200 部) 

■市町広報誌による広報（珠洲市） 

 「広報すず」に「青少年の非行・被害防止全国強調月間（主にネット利

用・ペアレンタルコントロールの重要性）」を掲載し、市内全世帯に配付 

■市町広報紙による広報（穴水町） 

 広報紙「ゆずり葉」にスマートフォンの危険性・使用方法等について掲載

し、町内全世帯に配付 

■団体広報による広報（県健民運動推進本部） 

 広報誌「かわら版」に「青少年の非行・被害防止全国強調月間（主にネッ

ト利用等の危険性）」について掲載し、関係機関・団体に配付 

■健全育成リーフレットによる広報（金沢市） 

 ７月初旬に「インターネットの安全利用」「いじめ」「不審者対応」につ

いて記載されているリーフレットを作成、市内小中学校の保護者、関係機

関・団体に配布 

■啓発チラシによる広報（能登町） 

 インターネット利用方法、非行防止等が掲載されている啓発チラシ「なく

そう非行」を町内全小・中学校、公民館、図書館（計 26 箇所）に配付 

■啓発チラシによる広報（白山市） 

 インターネット利用方法、非行防止等が掲載されている啓発チラシ「なく

そう非行」を市役所庁舎内に掲示 

■啓発チラシによる広報（小松市） 

 ７月 21 日、小松市立中海小学校において、保護者面談の際に、携帯電話

等の有害対策及び少年非行の現状と防止策等について掲載した啓発チラシを 

配付 

■啓発ペーパークラフトによる広報（野々市市） 

「メディア機器の使用時間や家庭でのルール作り」をテーマにした啓発ペ

ーパークラフト（メディア機器を保存できる箱となる）「のっティスタン

ド」を作成、市内の保育園、小・中学校に配付 

■Twitter による広報（県警） 

 ７月７，20 日、Twitter「石川県警察人身安全・少年保護対策課」に、

「インターネットの危険性や安全利用、被害防止策等」について投稿 

■YouTube による広報（県警） 

７月 20 日、「YouTube 県警公式チャンネル」に、「インターネットの危

険性や安全利用、被害防止策等」について投稿 

■町ホームページによる広報（能登町） 

 町公式ホームページに「青少年の非行・被害防止全国強調月間」について

掲載（内閣府等関係ＨＰをリンク） 

■町有線放送による広報（能登町） 

町有線放送（文字放送）で「青少年の非行・被害防止全国強調月間」につ

いて放映 

■校内放送による広報（県警） 

 県内各学校等において、「ＳＮＳの危険性やインターネットの安全安心利

用、いじめの防止等」について校内放送を実施 
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■月間ポスターによる広報（県） 

 庁舎内及び石川県青少年総合研修センター、いしかわ子ども交流センター 

に月間ポスターを掲示 

■月間ポスターによる広報（能登町） 

 町内全小・中学校、公民館、図書館、役場庁舎（計 30 箇所）に月間ポス

ターを掲示 

■ポスターによる広報（野々市市） 

「ＮＯネットＮＯゲームＮＯテレビ（毎週水曜日は家族で会話）」を発信 

するポスターを市内の学校、公共施設に掲示 

 

○会議・研修会等 

■石川県青少年育成推進指導員研修会の実施（県、各市町） 

７月 13 日に石川県青少年総合研修センターにおいて、石川県青少年推進

指導員及び市町青少年行政担当者 65 名を招致し、研修会を実施した際に、

月間の取組とＳＮＳ利用等に係る被害状況・防止策等について講話を実施 

■石川県青少年健全育成ブロック会議の実施（県、七尾市、中能登町） 

 ７月９日に田鶴浜地区コミュニティセンターにおいて、石川県青少年育成

推進指導員（七尾・鹿島ブロック）及び市町青少年担当者を招致し、七尾警

察署員を講師に迎え、インターネット利用に係る子どもの犯罪被害の現状と

被害防止についての研修を実施 

■石川県青少年健全育成ブロック会議の実施（県、加賀市、小松市、能美

市、川北町） 

７月 15 日に小松市芦城センターにおいて、石川県青少年育成推進指導員

（南加賀ブロック）、市町青少年担当者及び市育成員を招致し、「インター

ネット利用に係る子どもの犯罪被害の現状と被害防止」及び「少年非行の現

状と少年補導の実施要領」についての研修を実施 

■町青少年育成センター委員会議の実施（中能登町） 

 ７月９日にラピア鹿島において、町青少年育成センター委員及び県青少年

育成推進指導員、七尾警察署、町内学校教諭を招致し、インターネット利用

に係る子どもの犯罪被害の現状及びペアレンタルコントロール等についての

研修を実施 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等 

■高校生非行防止教室の実施（県教委） 

 県立高校 12 校においてインターネット利用等にかかる非行・犯罪被害防

止等の講話を実施 

■防犯教室の実施（県警） 

 県内各小・中・高校においてインターネット利用等に係る被害防止に関す

る防犯教室を実施（金沢中署、金沢東署、金沢西署、大聖寺署、能美署、白

山署、津幡署、羽咋署、七尾署 計 27 回） 

■県政出前講座の実施（県） 

 ７月 19 日に犬丸児童クラブにおいて、各クラブ支援員対象にインターネ

ット利用等に係る子供の犯罪被害の防止等について講話を実施 

■県政出前講座の実施（県） 

 ７月 28 日に犬丸児童クラブにおいて、通所児童対象にインターネット利

用等に係る子供の犯罪被害の防止等について講話を実施 

■授業における教養の実施（小松市） 

 ７月 16 日小松市立向本折小学校において、授業参観日に児童に対してネ

ット依存やインターネット利用等に係る子供の犯罪被害の防止等について授

業を実施 
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■個人面談時における教養（加賀市） 

教育支援センター「のぞみ教室」通室生個人面談時において、「ＳＮＳの 

リスク」等について注意喚起 

 

○インターネット巡視活動 

■インターネットパトロール活動の実施（県教委） 

毎週５回、ネットパトロール（民間企業に依頼）を実施し、不適切な書き

込み等の報告を受け対応 

■インターネット巡視活動の実施（野々市市） 

 育成センター職員が平日毎日ＳＮＳへの投稿を確認し、巡視活動を実施 

■サイバー巡回活動の実施（羽咋市） 

 市職員がＳＮＳ等への投稿を確認するなどサイバー巡回を実施（６回） 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○広報啓発（珠洲市、市広報誌「広報すず」を配付）【再掲】 

○広報啓発（穴水町、町広報紙「ゆずり葉」を配付）【再掲】 

○広報啓発（能登町、「なくそう非行」を配付）【再掲】 

○広報啓発（白山市、「なくそう非行」を掲示）【再掲】 

○広報啓発（県警、7/7,9 Twitter を利用し飲酒、喫煙、深夜外出の禁止

等について投稿） 

○広報啓発（能登町、ホームページへ月間について掲示）【再掲】 

○広報啓発（能登町、有線放送で月間について放映）【再掲】 

 

○立ち入り・実態調査（県・県警・金沢市・白山市・かほく市・津幡町・内

灘町、７月中を県下一斉点検期間とし、書店、ゲームソフト販売店、カラオ

ケ店等に対し、警察官や市町職員、少年補導員等ボランティアによる一斉点

検・実態調査を実施（138 店舗実施）） 

○立ち入り・実態調査（金沢市、タバコ・酒類販売店へ立ち入りし、年齢確

認等の協力依頼を実施） 

 

○巡回・補導活動（加賀市、教育支援センター員による青パトを用いた週１ 

回の市内巡回と駐輪場や店舗の有害環境浄化等の実施） 

○巡回・補導活動（津幡町、7/21 青少年育成センター育成員及び市町職員

による大型店舗等の巡回・有害環境等の確認） 

○巡回・補導活動（白山市、常勤育成センター員等による巡回・補導の実

施：25 回） 

○巡回・補導活動（宝達志水町、青パトによる巡回の実施） 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○広報啓発（穴水町、町広報紙「ゆずり葉」を配付）【再掲】 

○広報啓発（能登町、「なくそう非行」を配付）【再掲】 

○広報啓発（白山市、「なくそう非行」を掲示）【再掲】 

○広報啓発（県警、7/13 Twitter を利用し薬物乱用の防止について投稿） 

○広報啓発（能登町、ホームページへ月間について掲示）【再掲】 

○広報啓発（能登町、有線放送で月間について放映）【再掲】 

○広報啓発（かほく市、市内公共施設における薬物乱用防止啓発ポスターの

掲示） 

○広報啓発（白山市、市役所庁内における薬物乱用防止啓発ポスターの掲示

と募金箱の設置） 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等（県警、金沢中署・大聖寺署・白山署・

津幡署・羽咋署・七尾署・珠洲署が県内各小・中・高校において薬物乱用防

止教室を実施（計 17 回）） 
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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 

○広報啓発（輪島市、非行・被害防止を掲載した新聞折り込みチラシを配

付：市内 10,750 世帯） 

○広報啓発（珠洲市、市広報誌「広報すず」を配付）【再掲】 

○広報啓発（穴水町、町広報紙「ゆずり葉」を配付）【再掲】 

○広報啓発（能登町、「なくそう非行」を配付）【再掲】 

○広報啓発（白山市、「なくそう非行」を掲示）【再掲】 

○広報啓発（小松市、保護者面談時に啓発チラシを配付）【再掲】 

○広報啓発（能登町、ホームページへ月間について掲示）【再掲】 

○広報啓発（能登町、有線放送で月間について放映）【再掲】 

○広報啓発（県警、7/7,9 Twitter で飲酒喫煙等の禁止等について投稿）

【再掲】 

○広報啓発（県警、7/21 Twitter を利用し初発型非行防止について投稿） 

○広報啓発（県警、7/26 Twitter を利用し特殊詐欺への加担（受け子）等

防止について投稿） 

○広報啓発（羽咋市、市内の小学生対象に夏休みの作品として「家族川柳」

を募集） 

○広報啓発（津幡町、町内の小・中学生対象に青少年健全育成に関する標語

を募集） 

○広報啓発（内灘町、非行防止等啓発標語を募集） 

○広報啓発（羽咋市、少年育成センター委員等によるあいさつ運動の実施：

ＪＲ羽咋駅３回） 

○広報啓発（かほく市、7/1,15 市職員・ＰＴＡによる街頭あいさつ運動の

実施） 

○広報啓発（県警、白山署が４高校において、自転車の鍵かけキャンペーン

を実施） 

 

○会議・研修会等（県警・羽咋市、学校警察連絡協議会・非行防止会議の実

施 

○会議・研修会等（津幡町、7/14 青少年育成センター育成員打合せ会議の

実施） 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等（県教委、高校生非行防止教室の実施）

【再掲】 

○保護者・青少年向けの防犯教室等（県警、金沢中署・金沢東署・金沢西

署・大聖寺署・小松署・白山署・津幡署・羽咋署・七尾署・輪島署が県内各

小・中・高校において非行防止教室を実施：計 47 回） 

 

○巡回・補導活動（県警） 

○巡回・補導活動（加賀市）【再掲】 

○巡回・補導活動（津幡町）【再掲】 

○巡回・補導活動（白山市）【再掲】 

○巡回・補導活動（宝達志水町）【再掲】 

○巡回・補導活動（羽咋市、育成員等による巡回・補導活動の実施：３回） 

○巡回・補導活動（金沢市、市内及びその近郊のゲームセンター等において

巡回・補導活動を実施） 

○巡回・補導活動（野々市市、少年育成指導員による街頭巡回・補導活動 

（14 回）及び青パトによる街宣活動（16 回）の実施） 

○巡回・補導活動（内灘町、平日少年育成員による巡回・補導活動を実施） 

○巡回・補導活動（かほく市、平日及び夜間（7/30）に少年愛護指導員によ

る市内巡回・補導活動を実施） 

○巡回・補導活動（志賀町、平日補導員による巡回・補導活動を実施） 
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重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

 

○広報啓発（川北町、町広報誌「広報かわきた」に掲載、全世帯へ配付） 

○広報啓発（能登町、「なくそう非行」を配付）【再掲】 

○広報啓発（白山市、「なくそう非行」を掲示）【再掲】 

○広報啓発（能登町、ホームページへ月間について掲示）【再掲】 

○広報啓発（能登町、有線放送で月間について放映）【再掲】 

○広報啓発（県警、7/27 Twitter を利用し非行等に関する相談窓口につい

て投稿） 

○広報啓発（羽咋市、ＪＲ羽咋駅において羽咋保護区保護司会及び市職員が 

「社会を明るくする運動」のぼり旗を掲出、再非行防止の街頭キャンペーン 

を実施） 

 

○会議・研修会等（県教委、7/21 生徒指導サポーターミーティングを実

施） 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等（県教委、高校生非行防止教室の実施）

【再掲】 

○保護者・青少年向けの防犯教室等（県警、県内小・中・高校において非行

防止教室を計 47 回実施）【再掲】 

 

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（能登町、「なくそう非行」を配付）【再掲】 

○広報啓発（白山市、「なくそう非行」を掲示）【再掲】 

○広報啓発（穴水町、町広報紙「ゆずり葉」を配付）【再掲】 

○広報啓発（県健民運動推進本部・広報誌「かわら版」を配付）【再掲】 

○広報啓発（金沢市、健全育成リーフレットを配付）【再掲】 

○広報啓発（野々市市、ネットモラル啓発「卓上のぼり旗」及び「看板」を

市役所窓口に設置） 

○広報啓発（能登町、町内小・中学校９校で「いじめ 110 番」のポスターを

掲示） 

○広報啓発（羽咋市、「子どもと保護者の相談電話」を実施、ポスターを掲

示） 

○広報啓発（能登町、ホームページへ月間について掲示）【再掲】 

○広報啓発（能登町、有線放送で月間について放映）【再掲】 

○広報啓発（県警、7/15,19 Twitter を利用しいじめ等に関する相談窓口

について投稿） 

○広報啓発（県警、県内各学校において校内放送を実施）【再掲】 

○広報啓発（野々市市、小・中学生対象に「いじめ防止標語」を募集、優秀

作品のポスターを作成し学校・各施設等において掲示） 

○広報啓発（野々市市、小・中学生対象に「ネットモラル標語」を募集、優

秀作品のポスターを作成し学校・各施設等において掲示） 

○広報啓発（能美市、市内の小学校５年生を対象に「青少年健全育成標語」

を募集） 

○広報啓発（羽咋市、少年育成センター員及び家庭教育推進協議会員が、市

内の学校において相談電話周知カード入りのポケットティッシュを児童等に

配付） 

○広報啓発（能美市、月１回、市内各小・中学校において児童等によるあい

さつ運動を実施） 

 

○会議・研修会等（県・各市町、石川県青少年育成推進指導員研修会におい

ていじめ・不登校等の現状と対策等の研修）【一部再掲】 

○会議・研修会等（県教委、生徒指導サポーターミーティングの実施）【再

掲】 

○会議・研修会等（県教委、7/26 教員及び関係団体職員対象の自殺予防教

育実践講座を開催） 
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※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 

○会議・研修会等（県教委、7/29 県委嘱のいじめ対応アドバイザー等を対

象にいじめ問題フォーラムを開催） 

○会議・研修会等（金沢市、金沢地区高等学校生徒指導連絡協議会を開催）

○会議・研修会等（七尾市・羽咋市・宝達志水町・中能登町・七尾署・羽咋

署、七尾鹿島羽咋地区高等学校生徒指導連絡協議会を開催） 

 

○保護者・青少年への防犯教室等（県警、金沢中署・金沢東署・金沢西署・

白山署・津幡署・七尾署・輪島署が県内各小・中・高校においていじめに関

する防犯教室を実施（計 15 回））【一部再掲】 

 

○巡回・補導活動（県教委、インターネットパトロールの実施）【再掲】 

○巡回・補導活動（野々市市、インターネット巡視の実施）【再掲】 

○巡回・補導活動（羽咋市、サイバー巡回の実施）【再掲】 


