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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 岐阜県 青少年行政主管課（室）名 私学振興・青少年課 

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 

（例） 

○大会実施 

 開催日：６月２６日（土） 場所：養老町（オンライン） 

 大会名：養老郡町 PTA 連合会研究大会 

 出席者：教育長、教職員、PTA、教育委員会事務局 

 内容：子どもの居場所をつくる家庭教育・ＰＴＡ活動の工夫 

 講演：学校で配慮と支援が必要なＬＧＢＴｓの子どもたち 

 ※スマイル宣言（情報モラル）の厳守率 

 

○広報啓発 

 ・啓発物資による啓発  

 （岐阜県、市町村他に啓発チラシ、クリアファイル、ティッシュを配布） 

（羽島市、小学４年生及び５年生に啓発チラシを配布） 

 （各務原市、少年補導員研修会での啓発チラシの配布） 

 （山県市、市内小中学校へ啓発チラシ、クリアファイル、除菌シートを配

布） 

（本巣市、啓発チラシ、クリアファイル、ティッシュを市内小中学生及び

その保護者に配付） 

 （笠松町、各団体代表者へ啓発物品を配布し、啓発のお願い） 

 （北方町、中学校 MSJ と青少年推進員による街頭啓発活動でチラシ配布） 

（美濃加茂市・可児市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白

川町・東白川村・御嵩町、啓発クリアファイルとリーフレットを配架） 

（東白川村、情報モラル・夏休みの約束などの啓発チラシ配布） 

（瑞浪市、中学生へリーフレット、ファイルの配布） 

（恵那市、ネット犯罪防止チラシ等の窓口設置） 

（白川村、啓発チラシ全戸配布） 

 ・広報誌等による啓発 

（瑞穂市、広報みずほ 7 月号に、「青少年の非行・被害防止全国強調月

間」について掲載） 

（本巣市、広報誌に、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」を掲載） 

（可児市、少年センターだよりに青少年のネット被害の状況を紹介、全戸

回覧） 

（御嵩町、町民会議だよりにネット被害防止の啓発資料掲載） 

（下呂市、広報誌（広報げろ）及びホームページによる周知） 

・その他啓発 

（岐阜県、庁内放送・広報車による啓発） 

（本巣市、ホームページに掲載・懸垂幕設置） 

（養老町、人権問題に関わる SNS が関わっている事例等の紹介、情報モラ 

ルについての啓発） 

（養老町、啓発リーフレットの配付） 

（安八町、青少年育成町民会議総会で啓発クリアファイルを配布） 

（垂井町、各地区青少年育成推進員会における全国強調月間の広報） 

（多治見市、庁舎や公民館での啓発活動） 

（中津川市、のぼり旗設置） 

 

○会議・研修会等 

・青少年育成町民会議総会（安八町） 

出席者：町長・議員・区長等青少年育成関係者 106 名 
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概 要：青少年育成町民会議表彰、町民会議事業計画、 

青少年健全育成宣言、思いやりのある町づくり運動  

・情報モラル教室・情報モラルワークショップ（海津市） 

各小中学校において実施 

・教育講演会「スマホ・ゲーム機等の危険性」実施（瑞浪市） 

方法：Web 配信  

視聴者：幼児園保護者、小中 PTA 会員、青少年育成関係者約１００名 

 ・恵那市少年センター研修会の実施（恵那市） 

  開催日：７月１２日（月） 場所：恵那共同福祉会館 集会室 

  出席者：運営委員長(教育長)、県青少年育成推進指導員、 

市青少年育成推進委員、市 P連、市子連、保護司会、 

      地域安全指導員、民生児童委員、社会教育委員長等 

  内 容：『子どもたちと関わる現場から』～大人の関わり方～ 

  講 師：岐阜県警察本部少年サポートセンター少年補導員 田中 聡氏 

・ネットトラブル研修会の実施（中津川市） 

  各支部で実施（含;各支部広報での啓発） 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等 

 （富加町、小学校高学年を対象とした情報モラル教室） 

 

○立入り・実態調査 

・携帯電話販売店への立入調査 

保護者等に対するフィルタリングの説明状況等の調査 

（岐阜県、岐阜市、大垣市、養老町、美濃加茂市、可児市、坂祝町、 

御嵩町、多治見市、瑞浪市、土岐市、高山市、飛騨市、下呂市） 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○広報啓発 

 ・広報紙等による啓発 

（岐阜市、北方町、池田町、高山市、飛騨市、下呂市、白川村） 

・その他の方法による啓発 

 （岐阜市、横断幕による広報） 

 （岐南町、防災無線による広報啓発活動） 

 （北方町、推進員会において、強調月間についての話題提供） 

（海津市、相談窓口の広報） 

（白川町、ケーブルテレビによる啓発放送） 

 （中津川市、広報無線による啓発活動） 

 （白川村、村民カレンダーによる周知） 

 

〇会議・研修会等 

 （岐阜県、現地機関青少年連絡会議） 

（揖斐川町、揖斐川町青少年育成町民会議） 

 

○立入り・実態調査  

有害図書類取扱店舗、インターネットカフェ、カラオケ店、コンビニエン

スストア等への立入調査 

 （岐阜県、岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、岐南町、笠松

町、大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、 輪之内

町、安八町、関市、美濃市、郡上市、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富

加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、御嵩町、多治見市、瑞浪

市、土岐市、中津川市、恵那市、高山市、飛騨市、下呂市、白川村） 

 

〇補導活動等 

 （岐阜市、地域パトロール） 
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 （各務原市、青色回転灯防犯パトロールにより通学路、不審者頻出地域、

危険箇所等を巡回） 

 （本巣市、子どもの被害防止のため、「防犯パトロール」表示物品を作成

し、市民へ「ながら見守り」の啓発） 

 （北方町、青少年育成町民会議による町内パトロール） 

（安八町、青少年の見守り活動、下校状況等の把握と指導） 

 （安八町、公共施設や学校・園、コンビニを中心に夜間街頭パトロール） 

（養老町、交通安全指導） 

（神戸町、青色回転灯装着車両による巡視パトロール） 

（坂祝町、小中学生の下校の見守り活動） 

（関ヶ原町、町内小中学校の下校見守り、通学路点検） 

（大野町、町内各地区青少年育成員による地域巡回パトロール） 

（瑞浪市、夜間巡回（夏期特別街頭指導）安全、帰宅声掛け、ゴミ拾い） 

 

〇白いポスト投函物回収作業 

 （各務原市、:白いポストに投函された有害雑誌や有害 DVD 等の回収） 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

〇大会実施 

（海津市、社会を明るくする運動推進大会） 

 

○広報啓発 

 （岐阜県、ポスター掲示） 

 （大垣市、喫煙防止ポスターの掲示、喫煙防止啓発ティッシュ等の窓口配

付） 

 （美濃加茂市・可児市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白

川町・東白川村・御嵩町、喫煙防止ティッシュの配架及びポスターの掲

示） 

 

〇会議・研修会等 

（海津市・養老町、各小中学校における薬物乱用防止講座） 

 

○補導活動等 

（土岐市、少年補導員による声掛け活動の実施） 

 

○立入り・実態調査 

 （美濃加茂市、漫画喫茶・インターネットカフェへの立入調査） 

 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

〇大会実施 

（【再掲】海津市、社会を明るくする運動推進大会） 

 

○広報啓発 

 ・啓発物資による啓発 

（【再掲】笠松町、各団体代表者へ啓発物品を配付し、啓発のお願い） 

（北方町、庁舎、町内施設等窓口に啓発ティッシュを置く） 

（【再掲】大垣市、喫煙防止ポスターの掲示、喫煙防止啓発ティッシュ等

の窓口配付） 

（郡上市、公共施設や商業施設等で啓発グッズを配布） 

 （下呂市、各振興事務所の教育窓口に啓発物資を備え付ける） 

 ・その他の方法による啓発 

 （岐阜県、庁内放送による啓発） 

（各務原市、市内２７箇所の電光表示盤に：青少年の非行・被害防止に関

わる啓発メッセージを表示） 
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 （笠松町、広報誌及び町内回覧による啓発） 

 （笠松町、ポスター、横断幕、のぼり旗等の掲示物の利用） 

（垂井町、巡回広報、広報車による屋外放送） 

（神戸町、強調月間の PR、広報誌を全戸配布） 

（郡上市、懸垂幕の掲示） 

（可児市、少年センターだよりを全戸回覧） 

  

〇会議・研修会等 

（岐阜県、西濃地域関係現地機関青少年連絡会議） 

（岐南町、少年補導員研修会の実施。岐阜工業高等学校生徒指導主事によ

る講話など) 

（揖斐郡、揖斐郡小・中・高・特生徒指導連携強化委員会） 

（揖斐郡、揖斐郡学校警察連絡協議会の書面開催） 

 

○補導活動等 

 （羽島市、羽島市専任補導員、市ボランティア補導員で街頭補導活動） 

 （山県市、青色回転灯防犯パトロール） 

 （岐南町、少年街頭補導、夜間の公園やゲームセンターなどのパトロール

活動） 

（養老町、街頭補導活動） 

（輪之内町、青色回転灯搭載車による夜間パトロール） 

（【再掲】安八町、青少年の見守り活動、下校状況等の把握と指導） 

 （【再掲】安八町、公共施設や学校・園、コンビニを中心に夜間街頭パト

ロール） 

（郡上市、夏期夜間巡回活動） 

（美濃市、青色防犯パトロール講習会） 

（美濃加茂市・可児市・八百津町・御嵩町、街頭補導活動） 

（可児市・七宗町、青パトによる街頭補導） 

（瑞浪市・土岐市、少年補導員による声掛け活動） 

（恵那市・中津川市、防犯パトロール・夜間補導活動） 

（高山市、高山少年補導センターと街頭補導活動） 

 

○立入り・実態調査 

 （可児市・川辺町・八百津町・白川町・御嵩町、刃物販売店への立入調

査） 

 

○その他 

（中津川市、河川、堤等の危険個所の点検） 

重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

 

〇大会実施 

（【再掲】海津市、社会を明るくする運動推進大会） 

 

○広報啓発 

 ・啓発物資による啓発 

（山県市、社会を明るくする運動における配布用啓発物品の配置） 

  （【再掲】笠松町、各団体代表者へ啓発物品を配付し、啓発のお願い） 

（中津川市、啓発チラシ、バンドエイド、ウェットティッシュの配布） 

（白川村、「地域の子どもは地域で育てよう」チラシ及び啓発クリアフ

ァイルを村内全戸配布） 

 ・その他の方法による啓発 

  （【再掲】笠松町、広報誌及び町内回覧による啓発） 

  （【再掲】笠松町、ポスター、横断幕、のぼり旗等の掲示物の利用） 

（【再掲】垂井町、巡回広報、広報車による屋外放送） 
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（可児市、市役所玄関等にのぼりや横断幕による啓発） 

（可児市、啓発除菌ティッシュ、不織布マスク等を配架） 

 

〇会議・研修会等 

  （【再掲】岐阜県、西濃地域関係現地機関青少年連絡会議） 

（【再掲】揖斐郡、揖斐郡小・中・高・特生徒指導連携強化委員会 

（【再掲】揖斐郡、揖斐郡学校警察連絡協議会の書面開催） 

（美濃加茂市、補導研修） 

 

〇補導活動等 

 （岐南町、社会を明るくする運動における防犯パトロール等） 

（【再掲】大野町、町内各地区青少年育成員による地域巡回パトロール） 

（土岐市、少年補導員による声掛け活動の実施） 

（【再掲】高山市、高山少年補導センターと街頭補導活動） 

 

○その他 

 （中津川市、あいさつ運動） 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

〇大会実施 

（【再掲】海津市、社会を明るくする運動推進大会） 

 

○広報啓発 

 （岐阜県、庁内放送） 

（岐阜県、青少年 SOS センター利用啓発リーフレット配布） 

 （岐阜県、「あったかい言葉かけ県民運動～いじめをしない！させない！

許さない!～」の周知） 

（【再掲】笠松町、各団体代表者へ啓発物品を配付し、啓発のお願い） 

 （【再掲】笠松町、広報誌及び町内回覧による啓発） 

 （【再掲】笠松町、ポスター、横断幕、のぼり旗等の掲示物の利用） 

（養老町、町内小中学校に相談窓口の啓発カード配付） 

（垂井町、あったかい言葉かけ運動の広報） 

（関ヶ原町、啓発横断幕の設置） 

（【再掲】垂井町、巡回広報、広報車による屋外放送） 

（恵那市、青少年育成市民会議発行の機関紙に青少年 SOS センター、少年

サポートセンターの周知記事を掲載） 

（関市、社会を明るくする運動を市広報にて啓発） 

（美濃市、保護司会による社会を明るくする運動懸垂幕・横断幕設置） 

（【再掲】可児市、少年センターだよりを全戸回覧し、市の相談窓口を紹

介） 

（可児市、青少年、保護者向けの「可児市及び岐阜県の相談窓口の紹介カ

ード」を全小中学生に配布） 

 

〇会議・研修会等 

（恵那市、いじめ問題対策会議の開催） 

 

○補導活動等 

 （垂井町、夜間パトロール） 

 （【再掲】土岐市、少年補導員による声掛け活動の実施） 

 

〇その他 

（神戸町・七宗町、社会を明るくする運動） 

（揖斐川町、中学生・高校生に対して標語作品の応募を実施） 

（土岐市、相談窓口の開設） 
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その他 〇少年の主張大会の実施（岐阜県内各市町村） 

 

〇清掃活動  

 （各務原市、「ふれコミ隊」による清掃活動） 

 

○あいさつ運動 

（川辺町・御嵩町、あいさつ運動） 

（郡上市、小中高校門前で生徒への声掛けを実施）  

 （多治見市、市内１３小学校で挨拶運動） 

（土岐市、土岐市あいさつデー） 

 

○その他 

（郡上市、夏休み標語の募集） 

（中津川市、親子映画会や太鼓等各地での体験活動推進） 

 

 

 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 


