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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 山梨県 青少年行政主管課（室）名 生涯学習課 

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

○「青少年の非行・被害防止強調月間」冊子作成・送付（全県）

○大会実施

・さわやか講演会（甲州市）

開催日: ６月３０日 場所: 甲州市民文化会館ホール

出席者: 青少年育成甲州市民会議役員、市内小中学校 PTA役員・PTA会員

市内小中学校教職員、各地区育成会長・育成推進員、保護司会・

更生保護女性会、市内ライオンズクラブ、市内各区長・民生児童

委員公民館長 

内 容: 講演（ペアレンタルコントロールの項目を取り上げ説明し家庭で

の協力を要請） 

県青少年総合対策本部作成「令和３年度夏の青少年生活指導の

手引」配布 

・南アルプス GIGAスクール「情報モラル教育」講演会（南アルプス市）

開催日：7月 27日～9月 30日

対象 ：南アルプス市在住の保護者

内容 ：情報モラルについて「子どもとネットの付き合い方」と題し

youtubeにて事前に録画した講演会を期間限定で配信。 

○広報啓発

・「市民会議だより」第 100号 ７月１日発行

「青少年だより」第 101号 ７月１日発行（大月市）

＊7月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」として、様々な活動 

の展開を行っていることを、市民、保護者、児童生徒に知らせた。 

・「無関心ではいられない 子どものネット依存」配布

「ネットの危険からお子様を守るために 今、保護者ができること」配布

「スマホ時代のキミたちへ」配布（韮崎市）

・青少年育成富士川町民会議の役員へ事務局で作成した「地域ぐるみで青少

年の健全育成を！」のチラシを送付し、町民会議の活動について理解を求

めた。また、内閣府からの「青少年の非行・被害防止対策リモートパネル

ディスカッション動画」の視聴案内について、町民会議役員へ案内を行っ

た。（富士川町）

・ＳＮＳ、スマートフォンの使用ルールづくり等の啓発（昭和町）
昭和町教育委員会、町内各小中学校、町内小中学校ＰＴＡ連合会
夏季休業に向けた家庭向けの指導資料等で、ＳＮＳへの注意喚起や、パソ
コン、スマートフォンの使い方のルール作り、ペアレンタルコントロール
機能の活用を呼びかけた。

・青少年の非行・被害防止全国強調月間の周知（甲斐市）

周知期間 ７月１日～７月３１日

周知方法 ・青少年の非行・被害防止全国強調月間周知のぼり旗設置

① 竜王庁舎駐車場、②敷島総合文化会館エントランス、

③双葉公民館入り口

・甲斐市役所竜王庁舎新館外壁に横断幕を設置

・敷島総合文化会館外壁に懸垂幕を設置

・甲斐市役所双葉支所前に横断幕を設置

・啓発チラシを作成し、市内小中学校の全生徒・児童へ配布

・強調月間啓発用の公告入り種子を購入及び配布（笛吹市）

・ＪＲ利用者に向けてポケットティッシュ配布（市川三郷町）

７月１６日朝、強調月間周知のため、１時間ＪＲ身延線甲斐上野駅前にて
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町民会議役員１６人が参加 

・広報による啓発（山中湖村）

・青少年見守りについてのチラシ及び告知端末の放送（道志村）

１.インターネット利用に係る犯罪被害等の防止

２.有害環境への適切な対応

３.不良行為及び初発型非行（犯罪）等の防止

４.再非行（犯罪）の防止

５.いじめ・暴力行為等の問題行動への対応等について

・「青少年の非行・被害防止全国強調月間」（身延町）

（防災無線による周知；7月 1日、15日）

・地域での子ども見守りの放送（町民会議）（身延町）

放送日；週 3回（月・水・金） 午後 3時（夏季・冬季休業中を除く） 

夏季休業中の町内児童生徒向け「愛の放送」（町民会議）（身延町） 

  放送日 7月 22日～8月 26日 午後 5時 45分 

・７月中に町内全域に対し、強調月間実施の周知チラシを配布し、チラシ内

にて、インターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止を呼びかけ（市

川三郷町）

・青少年育成山梨市民会議及び各地区市民会議（小学校単位）にてチラシを

配布・周知（山梨市）

・インターネット利用に関するチラシを配布（忍野村）

・各学校から夏休みの過ごし方の中で、インターネット等の利用に係る注意

事項を周知（山梨市）

・「夏の青少年生活指導の手引き」を学校を通じて児童生徒の全家庭に

配付（上野原市）
・市広報誌への掲載（富士吉田市）

・パンフレット窓口設置（南部町）
「ゲームの安心安全ブック」（ゲーム機・スマホの正しい遊び方）

・青少年保護育成のための環境浄化のポスター設置（富士河口湖町）
（フィルタリングの積極的な利用についてのポスター）

・ポスターの掲示（内閣府）（昭和町）
強調月間のポスターを掲示し意識の高揚を図った。（ペアレンタルコント
ロールをテーマとしたリモートパネルディスカッションの広報）

・懸垂幕「青少年の非行・被害防止全国強調月間」の掲示（富士吉田市）
・町内５箇所に強調月間周知のため、のぼり旗を掲示（市川三郷町）
○非行防止標語の募集（富士吉田市）
健全な成長への自覚を促すため、市内５中学校の３年生を対象に非行防止
標語を募集、優秀作品を表彰。

○会議・研修会等
・資料送付による「夏季生活指導推進会議」(昭和町民会議) （昭和町）

以下の資料を青少年育成に関わる諸団体１４４名の町民会議会員に送付
し、青少年の健全な成長に向けて非行・被害防止への共通理解を図ると
ともに、地域での取組推進をお願いした。 
・夏の青少年生活指導の手引き
・町内の小学校、中学校、高等学校の夏季休業中生活指導資料

・市教委主催の生徒指導担当者会においての情報共有（甲斐市）

・小中学校，警察，青少年育成カウンセラーによる情報交換

・長期休業を迎える子どもたちへの指導方針等

・青少年育成南部町民会議主催の夏季生活指導会議の実施（南部町）

開催日（書面開催にて実施）：7月 19日（月）

対象者：地域住民代表等青少年育成関係者約 100名へ配付し情報共有

内 容：県の重点目標、及び、町内各小・中学校から夏休みの過ごし方や

地域とのかかわりについて、関係者で確認を行った。 

特に、昨年来の新型コロナウイルス感染症の拡大等に伴い、子ど

もが自宅でインターネットを利用する時間が増え、不適切な受発

学校でアウ

トメディア

の呼びかけ

と何かあっ

た際には教

育委員会や

警察、学校

に連絡でき

るように周

知 し て い

る。（道志

村）
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信によりトラブルに巻き込まれる機会の増加について懸念される

ため、関係者相互協力のうえでの取り組みが大切であることを強

調。 

・青少年育成富士河口湖町民会議の開催及び組織体制の整備（富士河口湖

町）

・連合育成会総会（富士吉田市）

各育成会に「ペアレンタルコントロールによるインターネット利用」につ

いて文書で提案。育成会主催による地域会議の開催、育成会だよりの発行

（ペアレンタルコントロールを勧める育成会だより案を配布）などの取組を 

検討してもらった。 

・夏休み青少年教育関連事業における育成会指導者会議 7/2（鳴沢村）
・夏の青少年生活指導会議開催（7月夏休み前）（書面開催）（身延町）
○地域の代表へ夏休みにおける児童・生徒への指導の文書を送付（山中湖
村）

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

○青少年社会環境健全化推進キャンペーン（県）

地域において青少年が利用することの多い店舗に対し、青少年健全育成に

向けた自主規制の協力要請を実施（7月 20日）場所：富士吉田市

山梨県青少年総合対策本部、やまなし青少年社会環境健全化推進会議

○広報啓発

・青少年育成小淵沢地区民会議青少年健全育成啓発（資料配付）（北杜

市）

・村内放送による呼びかけ（鳴沢村）

・啓発チラシの配布（南アルプス市）

「夏の青少年健全育成のために」

 7月 1日新聞折込 

【再掲】青少年見守りについてのチラシ及び告知端末の放送（道志村） 

【再掲】強調月間啓発用の公告入り種子を購入及び配布（笛吹市） 

【再掲】７月中に町内全域に対し、強調月間実施の周知チラシを配布し、チ 

 ラシ内にて、有害環境への対応を呼びかけ（市川三郷町） 

【再掲】町内５箇所に強調月間周知のため、のぼり旗を掲示（市川三郷町） 

【再掲】ＪＲ利用者に向けてポケットティッシュ配布。７月１６日朝、強調 

月間周知のため、１時間ＪＲ身延線甲斐上野駅前にて町民会議役員 

１６人が参加（市川三郷町） 

○青少年育成推進員会議（武川地区）（北杜市）
【再掲】南アルプス GIGA スクール「情報モラル教育」講演会（南アルプス

市）開催日：7月 27日～9月 30日 

対象：南アルプス市在住の保護者 

内容 ：youtube にて情報モラルについて「子どもとネット

の付き合い方」と題して講演会を配信。 

【再掲】夏休み青少年教育関連事業における育成会指導者会議 7/2   

（鳴沢村） 

【再掲】青少年育成富士河口湖町民会議の開催及び組織体制の整備 

（富士河口湖町） 

○パトロール

・夏季「夜間の防犯パトロール」を 20～21時（中央市）

コロナ禍であることから、本年度は集合場所を特定して、各自の乗用車

で現地集合の形をとり実施する。

・愛のパトロール 地区ごとに行う。７～１１月（甲州市）

環境整備として、有害図書自動販売機設置防止に努める。 

・愛のパトロール（甲斐市）

地区ごとに期間を決めて行う。 
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青少年育成推進委員、警察官、少年補導員、地区民会議事務局、青少年

育成カウンセラーを中心に実施。 

・環境巡回点検・愛のパトロール（南アルプス市）

  期間：小中学校夏休み中 

内容：各地区にて通学路やコンビニ、書店等の巡回・点検、非行・被害

防止のための夜間パトロール。 

  参加：青少年育成南アルプス市民会議、育成会、子どもクラブ、青少年

育成推進委員、PTA 等 

・巡回パトロール（昭和町）

地区ごと育成会長、育成推進員、各小中学校の PTAを中心に実施。 

有害環境調査のための調査と巡回パトロール（昭和町民会議） 

・青少年育成推進員による各地区巡回パトロール（山梨市）

・各地区夏季巡回パトロールの実施（北杜市）

・青少年行政主管担当者・青少年教育関係者による村内パトロールの実

施（鳴沢村）

・青少年育成会役員・指導員・少年補導員・警察による村内の夜間パト

ロール（８／１４～１５）（22:00～23:00）の実施（鳴沢村）

・登下校時のパトロール（忍野村）

○青少年教育関係者による「危険個所の点検」「空家・廃屋・陰になる場

所」の点検（鳴沢村）

○「青少年を取り巻く社会環境実態調査」（甲州市、大月市、韮崎市、富士

川町、昭和町、甲斐市、富士吉田市、都留市、笛吹市、西桂町、上野原

市、北杜市、身延町）

青少年健全育成について協力を依頼。図書や DVD 販売等の店舗を巡回

し、適切な配置に努め、陳列に問題があると見受けられる店舗には、適切

な配置の要請を行う。カラオケ店を訪問し、深夜営業の対応について調査

した。ネットカフェ、コンビニ店、ゲームセンター等、地域にある店舗で

実施した。 

○有害図書、ビデオ等自動販売機実態調査（山中湖村）

○有害図書、ビデオ、DVD 等の回収（山梨市）（青少年カウンセラー）

○有害図書等環境調査（甲府市）

コンビニエンスストア・ビデ販売店・レンタルビデオ店等の調査

〇白ポストの回収（甲州市、大月市、南部町、富士吉田市、都留市、上野原

市、身延町、甲府市） 

○白ポストの設置と維持管理（富士河口湖町）

○夏休み青少年生活指導の推進（北杜市）

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

○広報啓発

・薬物乱用防止啓発冊子およびポスター・ティッシュペーパーを、市内３か

所の市の公民館に設置し薬物の危険等について周知と啓発に取り組んだ。

（甲州市）

・チラシ配布及び広報活動（早川町）

・広報啓発笛吹市ホームページにおいて“薬物乱用は「ダメ。ゼッタ

イ。」”を掲載（笛吹市）

・青少年育成上野原市民会議だよりで回覧（上野原市）

・薬物乱用を禁ずるポスター掲示（南部町）

【再掲】「市民会議だより」第 100号 ７月１日発行（大月市）

【再掲】強調月間啓発用の公告入り種子を購入及び配布（笛吹市）

【再掲】７月中に町内全域に対し、強調月間実施の周知チラシを配布し、チ
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    ラシ内にて、有害環境への対応を呼びかけ（市川三郷町） 

【再掲】町内５箇所に強調月間周知のため、のぼり旗を掲示（市川三郷町）    

【再掲】ＪＲ利用者に向けてポケットティッシュ配布。７月１６日朝、強調

月間周知のため、１時間ＪＲ身延線甲斐上野駅前にて町民会議役員

１６人が参加（市川三郷町） 

【再掲】青少年保護育成のための環境浄化のポスター設置（富士河口湖町）  

○青少年を取り巻く社会環境の実態調査の実施（忍野村） 

○県青少年総合対策本部作成「令和３年度夏の青少年生活指導の手引」等の

活用（富士川町） 

○小中学校訪問時に、薬物乱用防止に向けた学習の確実な実施を依頼した。

（昭和町） 
○社会を明るくする運動（身延町） 学校訪問 7月 1日 ポスター掲示 
○【再掲】非行防止標語の募集（富士吉田市） 

○【再掲】青少年育成富士河口湖町民会議の開催及び組織体制の整備（富士 

     河口湖町） 

○【再掲】愛のパトロール（甲斐市） 

【再掲】各地区夏季巡回パトロールの実施（北杜市） 

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 

・朝のあいさつ運動（富士川町） 

<7/1(木)・7/8（木）> 町内各所 ８カ所 

  出席者：２日間で延べ ３１人参加 

  青少年育成富士川町民会議正副会長、青少年部会員、事務局員 

・社会を明るくする運動（都留市） 

７月１日：都留市・道志村・西桂町の首長へ、犯罪や非行のない明る

い社会づくりについて理解と協力を求める内閣総理大臣メッセージの

伝達及び都留文科大学前駅・道の駅どうしにおいて社会を明るくする

運動の啓発物品を配布。 

・学校声かけ運動（早川町） 

・町内放送の実施（富士川町） 

町内全域午後 6時に音楽を流し、帰宅を促す。 

  今年度より、夏休み午後５時に児童の声で帰宅を促す町内アナウンス 

  を流し、さらに防犯意識の向上をめざしている。 

・市内全域一斉「お帰りメロディー」の放送（通年）（南アルプス市） 

【再掲】強調月間啓発用の公告入り種子を購入及び配布（笛吹市） 

【再掲】青少年の非行・被害防止全国強調月間の周知（甲斐市） 

【再掲】村内放送による呼びかけ（鳴沢村） 

【再掲】７月中に町内全域に対し、強調月間実施の周知チラシを配布し、チ 

    ラシ内にて、有害環境への対応を呼びかけ（市川三郷町） 

【再掲】ＪＲ利用者に向けてポケットティッシュ配布。７月１６日朝、強調 

    月間周知のため、１時間ＪＲ身延線甲斐上野駅前にて町民会議役員 

    １６人が参加（市川三郷町） 

【再掲】青少年育成小淵沢地区民会議青少年健全育成啓発（北杜市） 
  （資料配付）  

・強調月間の横断幕を役場前に設置。地域への周知を行った。（昭和町） 

・社会を明るくする運動の横断幕とのぼり旗を市庁舎へ設置（都留市） 

【再掲】懸垂幕の掲示（富士吉田市） 

【再掲】町内５箇所に強調月間周知のため、のぼり旗を掲示（市川三郷町）     

【再掲】地域の代表へ夏休みにおける児童・生徒への指導の文書を送付 
   （山中湖村） 

【再掲】「夏の青少年生活指導の手引き」を学校を通じて児童生徒の全

家庭に配付（上野原市） 
○【再掲】非行防止標語の募集（富士吉田市） 
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○大自然体験会の実施（富士川町）

<7/29(木）（コロナにより日帰りで実施）  

  於：硯工房での体験学習・大柳川渓谷遊歩道の自然散策 

  小学生１５名参加 

○連合育成会総会（富士吉田市）

資料を配付し、各育成会に飲酒・喫煙・深夜徘徊の防止に繋がる声かけ運

動などの取組を検討してもらった。）

【再掲】夏季生活指導会議の開催（書面開催）（南部町） 

【再掲】青少年育成富士河口湖町民会議の開催及び組織体制の整備（富士河 

 口湖町） 
【再掲】資料送付による「夏季生活指導推進会議」(昭和町民会議)（昭和 

町） 
以下の資料を青少年育成に関わる諸団体１４４名の町民会議会員
に送付し、青少年の健全な成長に向けて非行・被害防止への共通
理解を図るとともに、地域での取組推進をお願いした。 

・夏の青少年生活指導の手引き
・町内の小学校、中学校、高等学校の夏季休業中生活指導資料

○夏休み巡回パトロール（西桂町）（青少年育成西桂町民会議）

夏休み期間中、西桂駐在所、少年補導員、町民会議会員による非行防

止啓発パトロール（7月 30日～8月 20日）
○地域団体における夜間巡回パトロールへの補助（富士吉田市）

○街頭補導活動（甲府市）

【再掲】青少年育成推進員による各地区巡回パトロール（山梨市）

【再掲】各地区夏季巡回パトロールの実施（北杜市）

【再掲】青少年行政主管担当者・青少年教育関係者による村内パトロールの

 実施（鳴沢村） 

【再掲】青少年育成会役員・指導員・少年補導員・警察による村内の夜間パト 

 ロール（８／１４～８／１５）（22:00～23:00）の実施（鳴沢村） 

【再掲】愛のパトロール  （甲州市） 

巡回活動をコロナ禍の中、個人、少人数で行う。通学路の点検、 

地区パトロール活動 ７～１１月 

参加者：青少年育成甲州市民会議役員・青少年育成会長 

【再掲】有害環境調査のための調査と巡回パトロール（昭和町民会議）（昭 

 和町） 

【再掲】環境巡回点検・愛のパトロール（南アルプス市） 

内容：各地区にて通学路やコンビニ、書店等の巡回・点検、非

行・被害防止のための夜間パトロール。 

参加：青少年育成南アルプス市民会議、育成会、子どもクラブ、

青少年育成推進委員、PTA 等 

○各行政地区の育成活動（甲斐市）

地域住民と青少年の参加活動

有価物回収、公園・地域の清掃、草取り、ラジオ体操等

○青少年育成会事業による不良行為抑制及び防止活動（鳴沢村）

・ラジオ体操の実施（７／２２～７／３０）・地区清掃（７／２４）
○「こども 110番の家」の見直しと確認、各地域における通学路等の点検

（昭和町）
育成会長、育成推進員、各小中学校ＰＴＡが中心となり行った。 

重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

○広報啓発

・声かけ・あいさつ運動（昭和町）

７／１～６に町内各小中学校児童会・生徒会が合同で行った。

保護司会による活動

・社会を明るくする運動（山梨市）

・社会を明るくする運動」（身延町）

防災無線による周知 7月 1日、15日 のぼり旗設置 7月 1日～31日
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・社会を明るくする運動（甲州市） 

 コロナ禍のため、保護司会とは連携せず、愛のパトロール、地域パトロー

ルと併せて行っていくことを呼びかけた。 

【再掲】強調月間啓発用の公告入り種子を購入及び配布（笛吹市） 

【再掲】社会を明るくする運動（都留市） 

【再掲】社会を明るくする運動の横断幕とのぼり旗を市庁舎へ設置（都留

市）       

【再掲】県青少年総合対策本部作成「令和３年度夏の青少年生活指導の手 

    引」等の活用（富士川町） 

【再掲】町内放送の実施（富士川町） 

【再掲】７月中に町内全域に対し、強調月間実施の周知チラシを配布し、チ 

    ラシ内にて、有害環境への対応を呼びかけ（市川三郷町） 

【再掲】町内５箇所に強調月間周知のため、のぼり旗を掲示（市川三郷町） 

【再掲】ＪＲ利用者に向けてポケットティッシュ配布。７月１６日朝、強 

調月間周知のため、１時間ＪＲ身延線甲斐上野駅前にて町民会議 

役員１６人が参加（市川三郷町） 

【再掲】青少年育成小淵沢地区民会議青少年健全育成啓発（北杜市） 
  （資料配付）  

○夏の青少年生活指導会議への南部警察署からの資料提供（身延町） 

【再掲】青少年育成富士河口湖町民会議の開催及び組織体制の整備（富士河 

    口湖町） 

【再掲】夏休み青少年教育関連事業における育成会指導者会議（７／２） 

    （鳴沢村） 

○【再掲】愛のパトロール（甲斐市） 

【再掲】各地区夏季巡回パトロールの実施（北杜市） 

【再掲】街頭補導活動（甲府市） 

【再掲】青少年行政主管担当者・青少年教育関係者による村内パトロール 

    の実施（鳴沢村） 

【再掲】青少年育成会役員・指導員・少年補導員・警察による村内の夜間パ 

    トロール（８／１４～８／１５）（22:00～23:00）の実施 

    （鳴沢村） 

【再掲】登下校時のパトロール（忍野村） 

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 

・いじめ等教育問題対策連絡協議会の実施（昭和町教育委員会）（昭和町） 
  ７月２０日（火）昭和町いじめ等教育問題対策連絡協議会、行政関係・学 
 校関係・法務局・警察・児相・町民会議等の団体代表が集まって、いじめ 
 防止等に関する情報共有や意見交換を行った。 
・青少年問題連絡会（上野原市） 

参加者は、主任児童委員、学校カウンセラー、青少年地域カウンセラ

ー、家庭相談員、母子･父子自立支援員、子育て支援担当保健師、校

長会生徒指導担当 
・「中央市いじめ問題対策連絡協議会」（中央市） 

１４名の委員が【中央市いじめ防止基本方針】の施策に則り対策に総

がかりで防止に努めている。小中学校では定期的にアンケート調査実

を実施している。 

・いじめ防止教室開催の検討（忍野村） 

【再掲】夏休み青少年教育関連事業における育成会指導者会議 7/2（鳴沢

村） 

【再掲】青少年育成富士河口湖町民会議の開催及び組織体制の整備（富士河 

    口湖町） 

○作品募集等 

・「少年の主張」山梨県大会への作品募集を各中学校へ呼びかけ、取りまと
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めを行った。（甲州市） 

・市内５中学校に「少年の主張山梨大会」への作品提出を要請・代表 1作品

を市代表として県に推薦。（富士吉田市）

・「少年の主張」の募集（山梨市）

・青少年の健全育成に関わる作文の募集（都留市）

７月～８月：小中学生

・青少年の健全育成に関わる標語の募集（都留市）

７月～９月：小中高生・一般

【再掲】非行防止標語の募集（富士吉田市） 

○広報啓発

・県生涯学習課より案内のあった「障害者の生涯学習実践紹介動画」につい

て、町民会議役員への紹介・啓発を行った。（富士川町）
・ 町の広報誌による相談窓口開設と利用の周知（青少年育成カウンセラ

ー）（昭和町）
・ 市広報に青少年健全育成シリーズ掲載（都留市）
【再掲】強調月間啓発用の公告入り種子を購入及び配布（笛吹市）

【再掲】「青少年だより」第 101 号 ７月１日発行（市内小中学生保護者配

布１155 部）たよりに、「悩みがあったら大人に相談」を呼び掛

け、相談機関の電話番号を掲載。（大月市） 

【再掲】青少年育成小淵沢地区民会議青少年健全育成啓発（北杜市） 
  （資料配付）  

【再掲】７月中に町内全域に対し、強調月間実施の周知チラシを配布し、チ 

 ラシ内にて、有害環境への対応を呼びかけ（市川三郷町） 

【再掲】町内５箇所に強調月間周知のため、のぼり旗を掲示（市川三郷町） 

【再掲】ＪＲ利用者に向けてポケットティッシュ配布。７月１６日朝、強調 

月間周知のため、１時間ＪＲ身延線甲斐上野駅前にて町民会議役員 

１６人が参加（市川三郷町） 

○【再掲】各地区夏季巡回パトロールの実施（北杜市）

【再掲】地域団体における夜間巡回パトロールへの補助（富士吉田市）

○相談関係

・青少年相談室の実施（甲府市）

・相談事業の実施（通年）（富士川町）

・家庭教育支援カウンセリングの実施 地区ごと公民館等で実施（甲斐市）

・相談受付、支援（甲斐市）

甲斐市心のホットライン、各地区教育相談電話による。

・相談窓口の広報（南部町）

・相談窓口の周知のためのポスター設置（富士河口湖町）

児童相談所全国共通ダイヤル「189（いちはやく）」、チャイルドライン

等

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記


