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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 福井県 青少年行政主管課（室）名 安全環境部 県民安全課 

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 

○メールマガジン・ツィッターによる啓発（県） 

 定期的に学校、関係機関に対して、メルマガ・ＳＮＳ（ツィッター）

により情報を発信するとともに、県民安全課のＨＰにアップ。１年間に

４８回配信予定。 

○ネット安全安心ふくい研修会の実施 

・日時・場所 

  福井会場：令和３年７月１０日（土）福井県生活学習館（福井市） 

  嶺南会場：令和３年７月１１日（日）プラザ萬象（敦賀市） 

・内容 

 映像講演「スマホ世代の子どもとどう向き合うか 

      ～おとなの知らない子どもの世界」 

 講師：ジャーナリスト 石川結貴氏 

・参加者数 ２会場 計 ２３９名 

○フィルタリング利用状況調査（県） 

 県内の携帯電話販売店に対し、青少年が使用者となるスマートフォン

の契約時のフィルタリング利用状況を調査。 

 調査期間：６月１４日～２１日 

○情報モラル講演会の実施依頼（県） 

年度初めに、各県立高等学校に対し、情報モラル講演会を必ず 1 年生

を含め年 1 回実施するよう依頼。複数の高校が夏季休業前の７月に、２

校が警察の協力を得て講演会を実施。他の学校については、年度内に計

画。 

○家庭教育通信リーフレット「お子様がインターネットを上手に利用す

るために知ってほしいこと」による啓発（県） 

 ・小学３年生、５年生、中学１年生の保護者に配付。 

○夏季休業中における生徒の指導（県） 

夏季休業中における生徒の指導について、県立学校へ文書で通知。休

業中は、ゲーム機や携帯電話・スマートフォン等の通信機器を利用する

時間が増加することが懸念されることから、インターネット通信の使い

方等についての事前指導や、家庭での通信機器の利用に関するルール作

り等の活動を推進するよう依頼。 

○「夏季休業中における生活について」による啓発（県） 

 ・市町教育委員会、公立小・中学校、幼稚園、南越地方教育委員会連

絡協議会、嶺南教育事務所、教育総合研究所、特別支援教育センタ

ーに通知 

 ・各公立小・中学校においては、本通知をもとに各学校で便りを作成

し、夏季休業前に生徒に配付・指導を行う。 

○福井県警察による広報啓発活動 

 ・ラジオ広報番組に出演し、ＳＮＳに潜む危険性、少年の非行等につ

いて広報啓発を実施（警察本部） 

 ・管内の各学校に赴き、生徒に対し、SNS を始めとしたインターネッ

ト利用にかかるトラブル防止の啓発活動を実施（警察本部、各警察

署） 

 ・朝のラジオ体操の会場や管内道の駅における啓発活動、スポーツ少

年団員の児童に対する啓発活動を実施（大野署） 

 ・地元ケーブルテレビに出演し、啓発活動を実施（越前署） 
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○福井県警察による会議、研修等 

 ・児童・生徒問題行動地域対策会議において、ＳＮＳ等に起因する被

害児童の現状を説明するとともに、児童・生徒に対するインターネ

ットの適切な利用、フィルタリング設定の指導を依頼（大野署） 

 ・青少年問題協議会において、ＳＮＳ等に起因する被害児童の現状を

説明するとともに、児童・生徒に対するインターネットの適切な利

用、フィルタリングの指導を依頼（大野署） 

 ・青少年愛護センター運営委員会において、ＳＮＳ等に起因する被害

児童の現状を説明するとともに、児童・生徒に対するインターネッ

トの適切な利用、フィルタリングの指導を依頼（大野署、勝山署） 

 ・市の生徒指導主事会において、地区保護司会、各小中高の教員に対

し、SNS に起因する犯罪情勢、SNS による被害児童の現状、夏休み中

の非行少年や不良行為少年の現状、フィルタリング設定の必要性を

説明（勝山署） 

○福井県警察によるその他の活動等 

 ・管内の中学、高校の生徒保護者向け犯罪被害対策資料を作成（敦賀

署） 

・少年警察協助員が管内中学校へ非行防止標語チラシを配布（小浜

署） 

○保護者、指導者に対するペアレンタルコントロール推進活動 

（福井市） 

 ・情報モラル講習会（保護者・指導者向け） 

   小学校１校，２回 中学校２校，２回実施。 

（うち中学校１校１回は、小中学校合同研修会で、教員５４人が参加） 

○「親子のルールづくり」の推進（福井市） 

 ・情報モラル講習会（児童・生徒向け） 

   小学校１４校，３１回 中学校７校，８回 実施。（殿下小中学

校は中学校に計上） 

内容：子どもたちがインターネットを起因としたトラブルに巻き込まれ

ることのないように、ネット上の危険性と適正利用に関する講習会

を開催している。 

   保護者に対し、ルールが守られなかった場合の対応についても予

め家庭内で話し合って決めておくことの重要性や、有害サイトの閲

覧を制限するフィルタリングソフトの導入を呼びかけている。 

○啓発チラシ「夏休みのしおり」による広報（敦賀市） 

○補導員連絡協議会研修会開催（R3.6.18 敦賀市福祉総合センター） 

 出席者：敦賀市少年愛護センター補導員 

 内容：講演（敦賀市立気比中学校 講師 山本 功先生 

最近のＳＮＳトラブルの事例等について） 

○会議・研修会の実施（大野市、勝山市） 

  開催日 ７月２９日（木） 

  愛護センター運営委員会の実施 

  出席者 所長、愛護センター運営委員２０名ほか 計２７名 

  ２市（大野市、勝山市）、警察から、管内の補導状況（ＳＮＳによ 

る性犯罪被害を含む）の報告と注意を受ける。 

○街頭補導出務活動（坂井市） 

 実施日：７月１日～７月３１日 

 内 容：坂井市青少年愛護センター補導員の街頭補導活動による青少

年へのネット非行・被害防止の声かけ活動の実施。 

○広報啓発活動（坂井市） 
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 開催日：７月１７日（土） 

場 所：坂井市内量販店「プラント２坂井」「三国イーザ」店頭 

 内 容：「自画撮り」「ネットイタズラ」防止などを掲載するリーフ

レットを一般市民に配布し非行・被害防止啓発に努めた。 

○「あいごメール」による広報活動（坂井市） 

  内容：坂井市あいごメール会員への送信 

  「リュウピーネット」や「青少年のネット非行・被害対策情報」の 

   伝達による子ども達の性被害防止並びに「愛の一声」活動の推進 

○あわら市生徒指導主事連絡会の実施（あわら市） 

  ７月８日 あわら市役所 正庁にて開催 

○青少年健全育成チラシ「シグナル」発行・配布（あわら市） 

  ７月１５日 市内各小中学校児童・生徒 

○越前市青少年問題協議会の開催（越前市） 

開催日 ：７月１３日（水） 

出席者 ：市長、市議会議長、警察署長、小中高学校長、関係 

機関・団体代表者等２４名 

  内 容 ：本年度の重点取組みを 

「青少年をネットの被害から守る」取組み 

「青少年を犯罪被害・児童虐待から守る」取組みとした。 

○広報啓発活動（鯖江市、越前市、池田町、越前町、南越前町） 

各小・中学校生徒・保護者用に夏休みのしおりを作成した。 

鯖江市の施設でサークル活動する小学生児童に対し、ＳＮＳに起因

する犯罪や被害状況、フィルタリングの設定および家庭でのルール作

りに関するリーフレットを配布し、インターネット利用に係る被害防

止を呼び掛けた。 

インターネットの危険性についてのパンフレットを啓発グッズと共

に越前町内図書館３館と公民館、越前市生涯学習センターにて配布を

行った。 

○動画視聴会（池田町） 

ＹｏｕＴｕｂｅ「ＩＰＡ Ｃｈａｎｎｅｌ」 

 「はじめまして、ペアコです。～親と子のスマホの約束～」視聴会 

○研修会実施（動画配信）（永平寺町） 

配信期間：７月２１日から９月１日まで 

対象者：青少年愛護センター運営委員２０名、補導員６９名 

動画形態：Youtube による限定公開配信 

内容：福井警察署員による講演 

テーマ：青少年のインターネット・SNS の使い方についての現状、

対策についての研修等 

○広報活動（永平寺町） 

生涯学習だより seed に意識喚起の記事を掲載 

○啓発グッズの配布（おおい町） 

 ウェットティッシュの配布（青少年健全育成標語の印字あり） 

○啓発グッズの配布（高浜町） 

 ウェットティッシュの配布（フィルタリング設定についての印字あ

り） 

○青少年育成若狭町民会議常任委員会・愛護センター運営委員会（若狭

町） 

 開催日：７月７日（水） 

 出席者：青少年育成若狭町民会議常任委員会・愛護センター運営委員 

 内 容：青少年に関するＳＮＳ被害やインターネットトラブルの情報 
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共有、注意喚起 

○愛護センター補導員会（若狭町） 

 開催日 ７月１５日（木） 

 出席者：愛護センター補導員 

 内 容：青少年に関するＳＮＳ被害やインターネットトラブルの情報 

共有、注意喚起 

 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○インターネットカフェ店への立入調査（県、鯖江市） 
 他県での監禁事件を受けて、インターネットカフェ店に対し、県条例

に基づき立入調査を実施し、青少年の深夜における立入り禁止について

啓発を行った。 
○夏季休業中における生徒の指導について、県立学校へ文書で通知

（県）【再掲】 

○「夏季休業中における生活について（通知）」による啓発（県）【再

掲】 

○関係機関と連携し、少年らの溜まり場となるような施設において巡回

活動を実施（福井南署、鯖江署） 

○管内の風俗店に対する立ち入りを実施し、１８歳未満の来店がないか

を調査するとともに、店舗に対して今後の協力を依頼（福井南署、大野

署） 

○管内のカラオケ店、ゲームセンター、パチンコ店等に対する指導を実   

施（あわら署、敦賀署） 

○防犯団体連絡協議会とともに、パトロール出発式の実施後に各団体と

ともに量販店において防犯グッズの配布、店内見回りを実施（鯖江署） 

○有害環境浄化活動 

白いポストによる有害図書の回収・廃棄（福井市、敦賀市、坂井市、鯖

江市、越前市、池田町、越前町、南越前町） 

○街頭補導活動、防犯パトロールの実施（鯖江市、越前市、池田町、越前

町、南越前町、若狭町） 

 補導委員による愛の一声活動、青色回転灯装備車による防犯パトロールを

通し、管内の有害環境調査を実施した。 

○広報啓発（鯖江市、越前市、池田町、越前町、南越前町） 

各小・中学校生徒・保護者用に夏休みのしおりを作成した。【再掲】 

○協力依頼（鯖江市、越前市、池田町、越前町、南越前町） 

 管内のコンビニや量販店等へ立ち寄り、非行防止等に関する協力依頼を実

施した。 
 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○夏季休業中における生徒の指導について、県立学校へ文書で通知

（県）【再掲】 

○薬物乱用防止教室の実施、啓発資材の配布、薬物乱用防止啓発パネルの 

展示（県） 

○県内の学校（公私国立）に、学校保健に関する所管事項説明において、薬

物乱用防止教室の開催に触れ、中学校、高等学校は年 1 回の開催、小学校は

開催に努めるよう再周知した。（県） 
○広報活動（警察本部、各警察署） 
各学校に赴き、生徒に対し、薬物使用、乱用の危険性を説明し、薬物
を安易な気持ちで入手、使用しないよう広報活動を実施 

○薬物乱用講義（越前署） 
管内の大学に赴き、薬物乱用講義を実施 

○啓発グッズの配布（鯖江署） 

防犯団体連絡協議会とともに、パトロール出発式の実施後に各団体と
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ともに量販店において薬物乱用に関するチラシを配布 

○越前市青少年問題協議会の開催（越前市）【再掲】 

○広報啓発活動（鯖江市、越前市、池田町、越前町、南越前町） 

 「薬物乱用」に関する記事を掲載した広報誌の発行 

○青少年向けの防犯教室等の実施（高浜町） 

 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

○「青少年の非行被害防止のための一斉補導活動等出発式」（県、警察

本部、福井署、福井市、青少年育成福井県民会議） 

 実施日  ７月２０日（火） 

 実施場所 県庁前広場 

 期間（一斉補導活動の実施） ７月２０日から８月１９日まで 

○夜間巡回補導活動の実施（県） 

  実施期間 ７月２０日から９月１９日まで 

  内容 警備会社への委託により、県下で夜間のパトロールを実施 

○夏季休業中における生徒の指導について、県立学校へ文書で通知

（県）【再掲】 

○「夏季休業中における生活について（通知）」による啓発（県）【再

掲】 

○終業式にあわせてワンポイント非行防止教室を実施（警察本部） 

○夏休みにおける県下一斉補導活動を実施（警察本部、各警察署） 
○児童・生徒問題行動地域対策会議にて、不良行為少年・非行少年の現
状を説明するとともに、児童・生徒への指導を依頼（大野署）【再
掲】 

○管内の各学校に赴き、金沢税務署担当者等とともに、未成年者の飲酒

防止等を呼び掛け（大野署、勝山署） 

○管内の各学校に赴き、非行防止教室を実施し、万引きや自転車盗等初

発型非行の防止を説明（勝山署、鯖江署） 

○青少年市民会議育成部会等とともに、管内の書店とコンビニエンスス

トア全店を巡回（勝山署） 

○青少年愛護センター運営委員会員に対し、自転車盗や万引き等初発型

非行の防止について説明（勝山署）【再掲】 

○防犯団体連絡協議会とともに、パトロール出発式の実施後に各団体と

ともに量販店において防犯グッズの配布、店内見回りを実施（鯖江

署）【再掲】 

○地元ケーブルテレビに出演し、啓発活動を実施（越前署） 

○管内の高校、付属中学校の生徒保護者向け犯罪被害対策資料を作成

（敦賀署） 

○花火大会開催に伴う補導活動を実施（小浜署） 

○補導巡視活動（福井市、敦賀市、坂井市、あわら市、鯖江市、越前

市、池田町、越前町、南越前町、永平寺町、おおい町、高浜町、若狭

町） 

○のぼり旗設置による非行防止啓発活動（坂井市） 

 実施日：７月１日～７月３１日 

 内 容：坂井市内のＪＲ、えちぜん鉄道、丸岡バスターミナルの各駅

舎および当愛護センターに非行防止のぼり旗を設置 

○坂井市青少年愛護センター運営委員会（坂井市） 

 実施日：７月１日(木)１９時～２０時 

 場 所：坂井市 東十郷コミュニティセンター多目的ホール 

 内 容：青少年に関わる関係機関代表者による青少年の非行・被害防

止に関わる問題点などの討議、年度実績報告及び実施計画 
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ほか 

○各中学校区生徒指導部会（坂井市） 

実施日：７月８日坂井中校区 15:30～16:30 木部小学校 

 実施日：７月９日春江中校区 15:30～16:30 春江西小学校 

実施日：７月２０日丸岡中校区（夏休み生活データ送付） 

内 容：生徒指導の現状と SNS 問題点・夏休みのすごし方について 

○「あいごメール」による広報活動（坂井市）【再掲】 

○青少年健全育成チラシ「シグナル」発行・配布（あわら市）【再掲】 

○越前市青少年問題協議会の開催（越前市）【再掲】 

○広報啓発活動（南越前町） 

 今庄小学校、湯尾保育所にのぼり旗を設置 

○研修会の実施（動画配信）（永平寺町）【再掲】 

○補導員研修会実施（おおい町） 

 ７月１６日（金） 

出席者：２７名参加 

内容：県内の動向、補導活動にあたっての方法や心構え 

○わんわんパトロール（おおい町） 

 内容：犬の散歩時間を小中学生の登下校時間に合わせてもらい散歩とパト

ロールを同時に行う 

○青少年向けの非行防止教室（ひまわり教室）（高浜町） 

 

重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

 

○児童・生徒問題行動地域対策会議にて、不良行為少年・非行少年の現

状を説明するとともに、児童・生徒への指導を依頼（大野署）【再

掲】 

○中学校の生徒間のつきまとい事案につき、福井県学校・警察連携制度

を活用して中学校、教育委員会と連携して継続対応し、加害者である

生徒・保護者への指導、学校内での隔離措置を実施（大野署） 
○生徒指導主事連絡協議会が開催され、教育委員会や教員、愛護センタ
ー等と情報共有を図り、再非行防止、いじめ問題についての指導 

（鯖江署） 
○管内の高校 PTA 生活指導合同委員会における PTA に対する講話（ネッ
ト、非行防止、いじめ）（鯖江署） 

○少年サポート室（敦賀分室）との非行少年にかかる情報の共有（敦賀

署） 

○街頭補導出務活動（坂井市、あわら市）【再掲】 

○広報啓発活動（坂井市）【再掲】 

○のぼり旗設置による非行防止啓発活動（坂井市）【再掲】 

○「あいごメール」による広報活動（坂井市）【再掲】 

○坂井市青少年愛護センター運営委員会（坂井市）【再掲】 

○青少年健全育成チラシ「シグナル」発行・配布（あわら市）【再掲】 

○社会を明るくする運動（鯖江市、越前市、池田町、越前町、南越前

町、高浜町） 

 保護司会による市町内巡回のアナウンス、のぼり旗や看板を各所に設置 

 

 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○夏季休業中における生徒の指導について、県立学校へ文書で通知

（県）【再掲】 

○「夏季休業中における生活について（通知）」による啓発（県）【再

掲】 

○各学校に赴き、夏休みにおける SNS の適切な使用によるいじめ・暴力

行為の防止を説明（警察本部、各警察署） 
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○相談活動（福井市） 

  ７月の受理件数１３件 

内容：電話（ヤングテレホン）・メール・面接による相談 

○ネットパトロール（福井市） 

  ７月の検知件数２件 

内容：インターネット上のトラブルの早期発見と被害拡大防止を目

的として、市内の児童・生徒を対象としたネットパトロール

を実施。SNS 等の投稿を検索・監視している。 

○大野市いじめ問題対策連絡協議会にて、大野市のいじめの現状、重大

事態への対応、暴力行為等の問題行動への対応、いじめ防止にかかる

情報共有、有事の際の通報依頼、協力依頼を実施（大野署） 
○生徒指導主事連絡協議会が開催され、教育委員会や教員、愛護センタ
ー等と情報共有を図り、再非行防止、いじめ問題について指導を実施
（鯖江署）【再掲】 

○管内の高校 PTA 生活指導合同委員会における PTA に対する講話（ネッ

ト、非行防止、いじめ）（鯖江署）【再掲】 

○地元ケーブルテレビに出演し、啓発活動を実施（越前署）【再掲】 

○各中学校区生徒指導部会（坂井市）【再掲】 

○街頭補導出務活動（坂井市）【再掲】 

○坂井市青少年愛護センター運営委員会（坂井市）【再掲】 

○あわら市生徒指導主事連絡会の実施（あわら市）【再掲】 

○青少年健全育成チラシ「シグナル」発行・配布（あわら市）【再掲】 
○越前市青少年問題協議会の開催（越前市）【再掲】 

○クリアフォルダの配布（鯖江市、越前市、池田町、越前町、南越前町） 

管内の小・中学校および高校等に、ヤングテレフォン（相談電話）ＰＲ用

グッズを配布し、相談電話の周知を行った。 

○啓発アニメーション視聴会（池田町） 

  「桃色のクレヨン」 

○各学校におけるいじめ対策委員会の開催（若狭町） 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 


