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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 

 京都府 担当課（室）名 健康福祉部家庭支援課 

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 

・青少年の非行・被害防止啓発パネル展（京都府、宇治市、京都府青少年育

成協会） 

京都府庁及び山城広域振興局、南丹広域振興局、中丹広域振興局、丹後広

域振興局、宇治市においてポスター等を掲示。（青少年の非行・被害防止 

全国強調月間、社会を明るくする運動、薬物乱用防止、ネットトラブル等  

の啓発、府民防犯の日、京都府青少年協会チラシ・横断幕・のぼり等） 

・広報誌（紙・電子媒体）による広報（宮津市） 

・啓発チラシ「心豊かな子どもをはぐくむ」を配布（宮津市） 

・ＳＮＳ利用による危険性や、家庭でのルール作りの必要性、ペアレンタ

ルコントロール機能の活用等について記載 

・広報啓発（宇治田原町） 

・チラシの裏面に「スマホ・ケータイ利用のルールとマナー」を印刷して

小・中学校の学習発表会・文化発表会の会場で保護者に配付 

・スマートフォンやＳＮＳ等を正しく活用できる環境を整えてもらうため

にチラシを小中学校の全児童生徒の保護者に配付。 ・ペアレンタルコ

ントロール ・積極的なフィルタリングの利用 ・時間管理機能、課金

制限機能等による適切な利用 ・話し合いによる家庭内ルールつくり 

・広報啓発（与謝野町） 

町連合ＰＴＡ協議会の啓発チラシを全会員へ配布「携帯電話・スマホ・ 

ゲーム機などの対応について」 

内容：①家庭でのルール作りの申し合わせ 

    ②町ＰＴＡとしての使用制限時間の設定 

・広報啓発（城陽市） 

南城陽中学校区における「町ぐるみ町づくり推進会議」において、「地域

の子どもたちは地域で守り育てよう」というスローガンのもと、学校・家

庭・地域が一つとなって様々な活動を行っている。その中に『ネット犯罪

警戒中』ののぼりを、市内数カ所のコンビニエンスストアや商業施設に掲

示する活動を継続して実施し、インターネットに係る子どもの被害を防止

するために保護者や地域への啓発を行っている。 

・ケーブルテレビを活用した文字放送による啓発活動（京丹波町） 

・町内有線テレビ放送（文字放送）における広報による啓発（与謝野町） 

・携帯電話販売店へのフィルタリング要請活動の実施（府内各地、３件）

（京都府警察本部） 

・府警あんぜん広場（府民だより内）でのネット被害防止啓発（京都府警察

本部） 

・ケーブルテレビ（Ｊ:ＣＯＭ京都みやびじょん）のＮＥＷＳ番組におい

て、「夏休みにおける少年の非行・犯罪被害防止」をテーマに、薬物乱用

防止やインターネットに起因する性被害防止について保護種向けの５分番

組を放映（京都府警察本部） 

・広報啓発「家庭で話そう！～スマホ・ケータイ・タブレット利用のルール

とマナーについて～」リーフレットを作成（令和３年３月発行）し、スマ

ホ・ケータイ・タブレットの危険性や家庭でのルールづくりのポイント、

ペアレンタルコントロールの活用、困ったときの連絡先（相談窓口）等に

ついて市町（組合）教育委員会所管の小・中・義務教育学校、附属中学校

に配布、周知（京都府教育委員会） 

・夏休みを迎える子どもたちに向けてのメッセージとして、広報誌｢わかも
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の京都｣夏号の作成・発信（京都府青少年育成協会） 

 ■広報誌「わかもの京都」夏号の紙面において、≪「青少年いいねット京

フォーラム」～家族でメディアリテラシーと情報モラルについて考えよ

う～の開催や啓発動画「みんなで正しいスマホの使い方を勉強していこ

う!!」について≫を掲載 

【対  象】児童・生徒、保護者、教職員、青少年に関わる人等 

【取組方法】・ホームページに掲載 

・各小中高等学校の児童・生徒・保護者などへの周知 

 

○会議・研修会 

・令和３年度青少年いいねット京
みやこ

フォーラム事前学習会（京都府） 

インターネットの適切な使用に関するワークショップの開催 

 実施主体：オール京都で子どもを守るインターネット利用対策協議会 

 開催日：７月 26 日 場所：京都府立京都・学歴彩館、福知山広域振興局 

 参加者：府内の高校生、中学生９校 34 人 

 内容：インターネットの良いところと悪いところについて参加者同士が討

論 

 

・家庭教育研修会の実施（京都府教育委員会） 

実施主体：京都府ＰＴＡ協議会 

第１回 開催日：９月 18 日 場所：宇治市生涯学習センター 

    （役員のみ集まって開催し、後日動画配信予定） 

第２回 開催日：11 月 27 日 場所：未定（与謝） 

出席者：幼・こども園・小・中・義務教育学校・府立学校の各単位ＰＴＡ

会員及び教員等 約 100 名 

内 容：ネットトラブル等に関わる研修会 

 

○保護者・青少年への防犯教室等 

・非行防止教室の実施（暴力、万引き、いじめ、ケータイ、性課題、薬物乱

用をテーマに学習。）（京都府警察本部、宇治市、宮津市、八幡市） 

・保護者に対する教養講座の実施（京都府警察本部） 

・携帯・スマホ教室の実施（携帯電話会社から講師を招き、スマートフォン

の危険性、依存性、ルールやマナーを学習。）（京都市、与謝野町） 

・情報モラル教室の実施（京都市情報モラル市民インストラクター（市民ボ

ランティア）と教員が協働で，スマートフォン・ゲーム機の長時間利用や

ＳＮＳトラブル等に関する授業を実施（児童生徒対象））（京都市） 

・情報モラル講座の実施（京都市情報モラル市民インストラクターを，家庭

教育講座やＰＴＡの研修会に派遣し，子どもたちのスマートフォン・ゲー

ム機の長時間利用やＳＮＳトラブル等の現状について講演等を実施（保護

者対象））（京都市） 

・情報モラル教室、講座等の実施（八幡市） 

 

○その他 

・日常的な指導（京田辺市） 

 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○広報啓発 
・青少年の非行・被害防止啓発パネル展（京都府、宇治市、京都府青少年育

成協会）【再掲】 
・事業所に対して、タバコ、お酒、有害図書等を未成年に販売しないように 
する声かけ協力の依頼を実施（舞鶴市） 

・広報誌（紙・電子媒体）による広報（宮津市）【再掲】 
・啓発チラシ「心豊かな子どもをはぐくむ」を配布（宮津市）【再掲】 
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・リーフレット「宮津市子どもをはぐくむ７ヵ条」による啓発（宮津市） 
・広報啓発・実態調査（城陽市） 
夏季休業中に城陽市教育委員会で、23 日間校区パトロールを実施 

・広報啓発（向日市） 
・青少年の非行・被害防止全国強調月間啓発ポスター掲示 
・広報誌での啓発（青少年の非行・被害防止全国強調月間の周知） 

・安全パトロールの実施（宇治田原町） 
・補導・防犯活動（与謝野町） 
単位ＰＴＡや町青少年育成会支部による夜間パトロール等の実施 

・「夏季休業期間中の児童等の生徒指導について」令和３年７月２日付（３

教学第 941 号）にて、該当市及び該当市町（組合）教育委員会、附属中

学校に対し、以下のとおり通知（京都府教育委員会） 
・「喫煙、飲酒、大麻等の薬物乱用に対する指導を徹底する。また、深夜

徘徊、無断外泊、不健全な場所への出入り等、非行や反社会的問題行動

については、『問題行動を起こす児童生徒に対する指導について』（平

成 19 年２月９日付け９教学第 106 号）の内容を確認の上、未然防止に

努めるとともに、自分や他者の生命を大切にする指導、暴力を許さない

指導、交通関係の非行及び問題行動を防止する指導を徹底する。」 
・「スマートフォンや携帯電話等の所持・利用の在り方について、特に、

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）やコミュティサイ

トの利用も含め、いじめやトラブル、性犯罪被害等に発展することがな

いよう適切に指導する。」 
・地域パトロールの実施（府内各地、71 回）（京都府警察本部） 
・酒類提供点への要請活動（未成年者飲酒・喫煙防止・深夜年齢確認） 
 （京都市、８店舗）（京都府警察本部） 
・夏休みを迎える子どもたちに向けてのメッセージとして、広報誌｢わかも

の京都｣夏号の作成・発信（京都府青少年育成協会） 

 ■広報誌「わかもの京都」夏号の紙面において、≪京都府の青少年の健全

な育成に関する条例について≫を掲載 

【対  象】児童・生徒、保護者、教職員、青少年に関わる人等 

【取組方法】・ホームページに掲載 

・各小中高等学校の児童・生徒・保護者などへの周知 
 
○保護者・青少年への防犯教室等 
 ・非行防止教室の実施（京都市）（八幡市）【再掲】 
 
○立ち入り・実態調査 
・ドラッグストアへの通年立入調査（京都府） 
  
○その他 
・日常的な指導（京田辺市）【再掲】 
 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○広報啓発 

・青少年の非行・被害防止啓発パネル展（京都府、宇治市、京都府青少年育

成協会）【再掲】 

・広報啓発（パンフレット、ポスター等の配付、啓発）（京都府教育委員

会） 

 ・世界禁煙デー、禁煙週間啓発ポスター 

 ・Ｎｏ Ｄｒｕｇ～子どもに忍び寄る違法薬物の誘い～ 

 ・受動喫煙対策リーフレット 等 

・広報啓発（宮津市）【再掲】 

 ・広報誌（紙・電子媒体）による広報 
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 ・啓発チラシ「心豊かな子どもをはぐくむ」を配布 

・広報啓発（城陽市） 

城陽市青少年健全育成市民会議の評議員に、薬物乱用防止啓発ポスターを

地域で掲示をしてもらうように依頼 

・啓発ポスター掲示（南山城村） 

・広報啓発（向日市）【再掲】 

 ・青少年の非行・被害防止全国強調月間啓発ポスター掲示 

 ・広報誌での啓発（青少年の非行・被害防止全国強調月間の周知） 

・ポスター掲示による啓発活動（八幡市） 

・井手町青少年を育てる会による地区別パトロール（井手町） 

・広報啓発ケーブルテレビ放映（京都府警察本部）【再掲】 
・夏休みを迎える子どもたちに向けてのメッセージとして、広報誌｢わかも

の京都｣夏号の作成・発信（京都府青少年育成協会） 

 ■広報誌「わかもの京都」夏号の紙面において、≪薬物の体に伴う影響や

状況、ルールについて≫を掲載 

【対  象】児童・生徒、保護者、教職員、青少年に関わる人等 

【取組方法】・ホームページに掲載 

・各小中高等学校の児童・生徒・保護者などへの周知 
 

○会議・研修会等 

・京都府社会環境浄化推進員に対するオンライン研修（YouTube 限定公

開）の実施（京都府） 
対象：南丹管内の京都府社会環境浄化推進員 
内容： ①「京都府社会環境浄化推進員制度と責務」 

         ②「新型コロナウイルス」の３つの顔を知ろう！～負のスパイラル

を断ち切るために～」 
・薬物乱用防止に係る大学等関係者セミナーの開催（７月 30 日）（京都

府） 

・京都府薬物乱用防止対策推進本部会議の開催（書面開催）（京都府） 

・青少年育成地域活動協議会会議の実施（亀岡市） 

 ・青少年育成活動内容協議、薬物乱用対策リーフレットの配布 

・薬物乱用防止教育推進教職員研修会（動画配信）（京都府教育委員会） 

・薬物乱用防止教室指導者講習会（動画配信）（京都府教育委員会） 

 

○保護者・青少年への防犯教室等 

・非行防止教室の実施（京都市）【再掲】 

・薬物乱用防止教室の実施（警察等からの外部講師や薬物乱用防止教育の指 

導的役割を担う教員を講師として，薬物に対する正しい知識や薬物乱用の

影響等を学習。）（京都府、京都市、宇治市、宮津市、八幡市、宇治田原

町、伊根町、与謝野町） 

・各警察署が所管する各小中学校において、スクールサポーターを中心に薬

物防止教室を開催（京都府教育委員会） 

・薬物乱用防止教室の実施（府内各地、627 回）（京都府警察本部） 

 （内訳）小学校 409 回、中学校 185 回、高校 29 回、その他 ４回 

 

○その他 

・日常的な指導（京田辺市）【再掲】 

・薬物乱用防止国連支援募金の実施（京都府） 
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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 

・青少年の非行・被害防止啓発パネル展（京都府、宇治市、京都府青少年育

成協会）【再掲】 

・広報啓発（綾部市） 

・ＦＭ放送による広報 

・ライフビジョンによる広報 

・広報誌（紙・電子媒体）による広報（宮津市）【再掲】 

・啓発チラシ「心豊かな子どもをはぐくむ」を配布（宮津市）【再掲】 

・リーフレット「宮津市子どもをはぐくむ７ヵ条」による啓発（宮津市）

【再掲】 

・広報啓発・実態調査（城陽市） 

・城陽市青少年健全育成市民会議校区会議による夏季休業期間中のパトロ

ールを実施 

・城陽市青少年健全育成市民会議の広報紙「やまびこ」による広報活動を

実施 

・広報啓発（向日市）【再掲】 

 ・青少年の非行・被害防止全国強調月間啓発ポスター掲示 

 ・広報誌での啓発（青少年の非行・被害防止全国強調月間の周知） 

・広報啓発（懸垂幕・啓発ポスターの掲示）（長岡京市） 

・街頭啓発（チラシ、ポケットティッシュの配布）（宇治田原町） 

・広報啓発（和束町） 

・社会を明るくする運動 街頭啓発活動 

・和束町青少年育成委員会 街頭啓発活動 

・街頭啓発活動（与謝野町） 

町青少年育成会構成団体参加による懸垂幕・横断幕掲示、啓発幟掲示 

・町内啓発チラシの回覧、全小中学校 PTA 会員へ啓発チラシ配布（与謝野

町） 

・街頭補導活動（舞鶴市） 

・補導活動（中学校区パトロール）（長岡京市） 

・安全パトロールの実施（宇治田原町）【再掲】 

・補導・防犯活動（与謝野町）【再掲】 

単位ＰＴＡや町青少年育成会支部による夜間パトロール等の実施 

・井手町青少年を育てる会による地区別パトロール（井手町）【再掲】 

・地域パトロールの実施（京都府警察本部）【再掲】（八幡市）                   

・街頭補導（府内各地）（京都府警察本部） 

・いじめ・非行防止キャンペーン事業「声かけ（あいさつ）・見守り運動」

の実施（京都府教育委員会） 

  実施主体：京都府ＰＴＡ協議会  

※各中学校区の単位ＰＴＡが連携して展開 

  実施場所：府内小・中学校の通学路 

・ケーブルテレビを活用した文字放送による啓発活動（京丹波町）【再掲】 

・酒類提供点への要請活動（未成年者飲酒・喫煙防止・深夜年齢確認） 

 （京都市、８店舗）（京都府警察本部）【再掲】 

・広報啓発ケーブルテレビ放映（京都府警察本部）【再掲】 

・夏休みを迎える子どもたちに向けてのメッセージとして、広報誌｢わかも

の京都｣夏号の作成・発信（京都府青少年育成協会） 

 ■広報誌「わかもの京都」夏号の紙面において、≪初発型非行防止等の取

組≫を掲載 

【対  象】児童・生徒、保護者、教職員、青少年に関わる人等 

【取組方法】・ホームページに掲載 

・各小中高等学校の児童・生徒・保護者などへの周知 
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○保護者・青少年への防犯教室等 

・非行防止教室の実施（京都市、宇治市、八幡市）【再掲】（京都府、京都

府教育委員会、宇治田原町） 

 

○その他 

・日常的な指導（京田辺市）【再掲】 

 

重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

 

○広報啓発 

・青少年の非行・被害防止啓発パネル展（京都府、宇治市、京都府青少年育

成協会）【再掲】 

・懸垂幕作成・掲載（福知山市） 

  青少年の犯罪の未然防止と健全育成の観点より、市民や福知山駅及び周 

辺施設の利用者への啓発として、年間を通して掲載している。 

 掲載期間：令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 掲載場所：福知山市市民交流プラザふくちやま（福知山駅前） 

 内  容：懸垂幕 

     「地域の子 声かけ見守り育てよう みんなでつくる明るい社会」 

・広報誌（紙・電子媒体）による広報（宮津市）【再掲】 

・社会を明るくする運動（ポスター掲示）（宮津市、八幡市） 

・広報啓発（向日市）【再掲】 

 ・青少年の非行・被害防止全国強調月間啓発ポスター掲示 

 ・広報誌での啓発（青少年の非行・被害防止全国強調月間の周知） 

・社会を明るくする運動（啓発物品の配布）（南丹市） 

・社会を明るくする運動（懸垂幕・横断幕・のぼり・啓発ポスターの掲揚、

掲示、広報車による広報活動・啓発物配布）（大山崎町） 

・社会を明るくする運動（作文コンテスト募集）（宇治田原町） 

・社会を明るくする運動 街頭啓発活動（和束町）【再掲】 

・ケーブルテレビを活用した文字放送による啓発活動（京丹波町）【再掲】 

・懸垂幕・幟による啓発（与謝野町） 

社会を明るくする運動における啓発（保護司、民生児童委員、学校、行

政・青少年育成関係団体、ＰＴＡ、行政等） 

・青少年育成（補導）委員会による夜間パトロール（笠置町） 

・実施期間 7 月下旬～8月上旬の中で 3日間を予定 

・実施場所 笠置町内 （河原、コンビニ、学校など） 

・実施時間 20：30～22：00 

・実施者  笠置町青少年育成委員、笠置駐在所職員、事務局職員 

・広報啓発ケーブルテレビ放映（京都府警察本部）【再掲】 
・夏休みを迎える子どもたちに向けてのメッセージとして、広報誌｢わかも

の京都｣夏号の作成・発信（京都府青少年育成協会） 

 ■広報誌「わかもの京都」夏号の紙面において、≪非行全般に伴う取組≫

を掲載 

【対  象】児童・生徒、保護者、教職員、青少年に関わる人等 

【取組方法】・ホームページに掲載 

・各小中高等学校の児童・生徒・保護者などへの周知 
 

○保護者・青少年への防犯教室等 

・非行防止教室の実施（京都府、京都市、八幡市、京都府教育委員会、京都

府警察本部）【再掲】 

 

○その他 

・ユース・アシストによる立ち直り支援（京都府、京都市） 

・京都府と家庭裁判所と協力して清掃活動を月に１回実施（北青少年活動
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センター） 

・定期的な学習支援や面談の場所の提供。（北・山科・中央・南青少年活

動センター） 

・日常的な指導（京田辺市）【再掲】 

 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○広報啓発 

・こどものための電話・ネット相談窓口紹介カードの配付（京都市） 

・相談窓口の広報（舞鶴市） 

・広報啓発（宮津市）【再掲】 

 ・広報誌（紙・電子媒体）による広報 

 ・啓発チラシ「心豊かな子どもをはぐくむ」を配布 

・リーフレット「宮津市子どもをはぐくむ７ヵ条」による啓発 

・広報啓発（亀岡市） 

 ・児童虐待リーフレットの市内全戸配布、ポスター掲示（市内各町各地

区） 

・広報啓発（城陽市） 

 城陽市青少年健全育成市民会議の広報紙「やまびこ」において、京都府や

城陽市で実施している各種教育相談窓口を、相談内容別に整理して紹介 

・広報啓発（向日市）【再掲】 

 ・青少年の非行・被害防止全国強調月間啓発ポスター掲示 

 ・広報誌での啓発（青少年の非行・被害防止全国強調月間の周知） 

・いじめ・非行防止キャンペーン事業「声かけ（あいさつ）・見守り運動」

の実施（京都府教育委員会）【再掲】 

  実施主体：京都府ＰＴＡ協議会  

※各中学校区の単位ＰＴＡが連携して展開 

実施場所：府内小・中学校の通学路 

・夏休みを迎える子どもたちに向けてのメッセージとして、広報誌｢わかも

の京都｣夏号の作成・発信（京都府青少年育成協会） 

 ■広報誌「わかもの京都」夏号の紙面において、≪いじめ等に伴う取組≫

を掲載 

【対  象】児童・生徒、保護者、教職員、青少年に関わる人等 

【取組方法】・ホームページに掲載 

・各小中高等学校の児童・生徒・保護者などへの周知 
 

○会議・研修会等 

・青少年育成地域活動協議会会議の実施（亀岡市）【再掲】 

 ・相談窓口の周知、関連リーフレットの配布 

 

○保護者・青少年への防犯教室等 

・非行防止教室の実施（京都市、宮津市、八幡市、京都府警察本部）【再

掲】 

 

○立ち入り・実態調査 

・京都府いじめ調査の実施（京都府教育委員会） 

１学期間のいじめの状況を把握し、解決するため、京都府いじめ調査を６

月から７月上旬に実施するように、各市町（組合）教育委員会及び附属中

学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校（京都市を除く）に依頼

し、いじめや暴力等について、児童生徒から丁寧に調査等を実施している 

・いじめアンケートの実施（小・中学校）（八幡市） 

 

○その他 

・相談窓口の設置（こどもパトナ カウンセリングセンターにおける来所相
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談（通年）、こども相談 24 時間ホットライン・いじめメール相談（通

年）（京都市） 

・日常的な指導（京田辺市）【再掲】 

・青少年の主張大会（宇治田原町、和束町） 

・学校や人権擁護委員等と連携した日常的な情報収集・情報交換と相談（与

謝野町） 

・町いじめ問題対策連絡会議等での情報交換（学校関係・青少年育成社会 

教育団体等で構成）（与謝野町） 

 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 


