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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 大阪府 青少年行政主管課（室）名 青少年・地域安全室 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

○広報啓発（大阪府）

・啓発ポスター作成、配布（約 3,000部）

内 容：「インターネット利用に係る子どもの犯罪被害等の防止」等 

配布先：府内全ての小学校、中学校及び高等学校等（約 1,860校） 

各市町村教育委員会等(約 50機関) 

各市区町村青少年行政主管課等（約 75機関） 

各警察署(66署)、事業者等 

・啓発チラシ付マスク作成・配布（約１万枚）

内 容：「インターネット利用に係る子どもの犯罪被害等の防止」等 

配布先：各警察署(66署)、大阪府立青少年海洋センター 

啓発キャンペーン等 

・啓発物品配布キャンペーン

開催日：７月６日、７月 13日、７月 20日、７月 27日

場 所：府内のイオンモール４店舗

内 容：「インターネット利用に係る子どもの犯罪被害等の防止」等

を啓発する動画放映、ポスター掲示及びチラシ、啓発物品を 

約 1,100部配布 

・啓発資料の常設展示

開催日：７月２日から７月 31日まで

場 所：大阪府立男女共同参画・青少年センター(ﾄﾞｰﾝｾﾝﾀｰ)１階ロビー

内 容：「インターネット利用に係る子どもの犯罪被害等の防止」等

を啓発する動画放映、ポスター掲示 

・インターネットテレビ出演広報

インターネット生配信番組「大阪府ＴＶ」に出演し、「インターネット

利用に係る子どもの犯罪被害等の防止」等のテーマを放映

・デジタルサイネージ広報

「インターネット利用に係る子どもの犯罪被害等の防止」等を啓発する

画像を、街頭ビジョン、運転免許試験場、商業施設等のモニターで放映

・ホームページ、ＳＮＳ広報

大阪府のホームページ、Twitter、Facebook、YouTube で、「インター

ネット利用に係る子どもの犯罪被害等の防止」等について啓発

・広報紙掲載

大阪府の広報紙（府政だより）に「インターネット利用に係る子どもの

犯罪被害等の防止」等について啓発する記事を掲載

・青色防犯パトロールカー巡回広報

青色防犯パトロールカーで、府内各所を巡回する際に、「インターネッ

ト利用に係る子どもの犯罪被害等の防止」等を啓発する音声を流し広報

・庁内放送広報

大阪府の庁内放送を利用した「インターネット利用に係る子どもの犯罪

被害等の防止」等を啓発する音声広報

○広報啓発（大阪市内）

・啓発チラシ掲示（北区、東成区、鶴見区）

・啓発ポスター掲示（福島区、中央区、港区、大正区、旭区、城東区、住吉区）

・ホームページ、SNS等広報（港区、天王寺区、東成区、城東区）

・啓発画像放映（区役所内テレビモニター）（大正区）

・広報紙掲載（旭区）

・街頭啓発（啓発ティッシュ配布）（旭区）

・地下鉄（５駅）の広報版に掲示（旭区）
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○会議・研修会等（大阪市内） 

・「支え合う仲間」を願う委員会（中央区） 

日時：令和３年７月９日 

場所：東中学校  

対象：学校関係者、PTA関係者、青少年指導員、保護司、民生委員等   

・青少年指導員連絡協議会定例会（生野区） 

開催日：令和３年７月９日 

場 所：生野区民センター301会議室 

内 容：「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」についての説明など 

○非行防止教室（中央区） 

日時：令和３年７月20日  

場所：東中学校 

  対象：東中学校全生徒（全校放送により開催） 

○街頭巡回活動（住之江区） 

 ・青少年指導員及び協力団体による夜間巡回 

○広報啓発（豊中市） 

 ・啓発動画放映 

本市の青少年健全育成の拠点施設（豊中市立青年の家いぶき）ロビーに

てＤＶＤ「子どもを守る！SNSの安全な使い方 保護者向け」を放映 

○会議研修会等（池田市） 

 ・中学校区の生活指導協力委員会（書面開催） 

  学校・保護者・地域住民に情報提供・共有し、被害等の防止・啓発 

○情報モラル講演会（池田市） 

・学校園単位において講師を派遣し情報モラル講演会を開催 

○広報啓発（箕面市） 

  ・広報紙掲載 

箕面市広報誌『もみじだより』にＳＮＳ等での犯罪、被害が増加する

なか、ペアレンタルコントロールの必要性を訴える記事等を掲載 

○広報啓発（豊能町） 

・町立西公民館・中央公民館に啓発用チラシ・ティッシュ等の配布 

・SNSやインターネット利用による子どもの犯罪被害啓発 

・啓発動画放映 

西公民館ロビーにてＤＶＤ「子どもの SNS 等インターネット利用での

被害やトラブルを防ぐためのフォーラム」を放映 

○広報啓発（能勢町） 

 ・広報紙掲載 

町の広報に、青少年の非行・被害防止全国強調月間のお知らせとし

て、注意喚起する文章とともに、内閣府が出しているサイトへの QR コ

ードを掲載 

○広報啓発（高槻市） 

 ・啓発物品配布 

実施日：7月 1日～31日 

配布先：高槻市役所内啓発ブース、青少年センター窓口、 

      富田青少年交流センター窓口、春日青少年交流センター窓口、 

      高槻市保健所窓口 

内 容：有害情報をブロックするフィルタリング推奨の啓発ティッ 

シュ配布 200部 

○会議研修会等（茨木市） 

日時：令和３年７月 31日  

場所：茨木市立上中条青少年センター  

参加者：茨木市青少年指導員 
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内容：講演（子どもたちが上手にスマートフォンや携帯電話を使えるよう

になるために注意すべき点や子どもたちを守る術について） 

○広報啓発（摂津市） 

 ・啓発ポスターの掲示 

摂津市内公共施設（市庁舎内、各公民館、図書館、コミュニティプラ

ザ、別府コミュニティセンター）に令和３年度「少年非行・被害防止

啓発ポスター」を掲示 

○会議・研修会等（摂津市） 

・摂津市青少年指導員連絡協議会役員会 

『「スマホ・ＳＮＳのトラブルから子どもを守る指導者研修資料」を

活用した指導の手引き』を配付し、青少年のインターネット利用に係

る子どもの犯罪被害等の防止について活用を促した。 

○保護者・青少年向けの防犯教室等（摂津市） 

 ・摂津市子ども会育成会連絡協議会にて『「スマホ・ＳＮＳのトラブルか

ら子どもを守る指導者研修資料」を活用した指導の手引き』を配付し、

子どものインターネット利用に係る子どもの犯罪被害等の防止について

活用を促した。 

○会議・研修会等（島本町） 

 ・青少年指導員協議会にて、啓発動画を視聴 

○広報啓発（大東市） 

・啓発ポスターの掲示 

大東市青少年指導員会の掲示板に大阪府作成啓発ポスターを掲示し、

「フィルタリング」と「家庭のルール」の必要性を周知。 

○会議・研修会等（大東市） 

講演会（家庭教育支援の子育て講習会として実施） 

 開催日：７月 12日 

 場所：大東市立市民会館 

 テーマ「考えようスマホとのつきあい方」 

講師：兵庫県立大学 竹内和雄 准教授 

○会議・研修会等（門真市） 

・青少年指導員運営協議会 

日時：令和３年７月７日 

内容：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について周知 

○広報啓発（門真市） 

・啓発チラシの掲示 

各校区の自治会掲示板に啓発チラシを掲示 

○広報啓発（和泉市） 

 ・市役所内デジタルサイネージに少年非行・被害防止啓発ポスターを掲示 

○会議・研修会等（和泉市） 

・青少年問題協議会の実施 

  市議会・警察・小中学校校長・青少年育成関係団体等を招集し、関係機

関相互の連絡調整を図るとともに、啓発動画を視聴 

○会議研修会等（貝塚市） 

 ・貝塚市青少年問題協議会（書面開催） 

○広報啓発（熊取町） 

 ・啓発ポスターの掲示 

ＳＮＳ被害防止に関する啓発ポスターを熊取交流センター「煉瓦館」 

に掲示 

○広報啓発（田尻町） 

 ・町施設に啓発ポスター掲示 
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重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

○広報啓発（大阪府）

・啓発ポスター作成、配布【再掲】

・啓発チラシ付マスク作成、配布【再掲】

・啓発物品配布キャンペーン【再掲】

・啓発資料の常設展示【再掲】

・インターネットテレビ広報【再掲】

・デジタルサイネージ広報【再掲】

・ホームページ、ＳＮＳ広報【再掲】

○広報啓発（大阪市内）

・啓発チラシ掲示（東成区【再掲】）

・啓発ポスター掲示（中央区【再掲】、旭区【再掲】、城東区【再掲】、

住吉区【再掲】、平野区）

・ホームページ、ＳＮＳ広報（港区【再掲】、東成区【再掲】、

城東区【再掲】）

・啓発画像放映（区役所内テレビモニター）（大正区【再掲】）

○指導ルーム活動（大阪市内）

・青少年指導員による夜間巡回活動等（福島区、東淀川区、東成区、

東住吉区）

○街頭巡回活動（大阪市内）

・夜間パトロール、巡回（中央区、住之江区【再掲】）

○街頭巡回活動（箕面市）

○広報啓発（豊能町）

・啓発ポスターを町立西公民館・中央公民館に掲示

○広報啓発（高槻市）

・各小中学校長宛に「夏季休業日における児童生徒の指導について(通知)」

の配布

・啓発物品（未成年者喫煙防止啓発ティシュ 1,000部）配布【再掲】

○広報啓発（茨木市）

・深夜営業店等への青少年健全育成啓発チラシの配布（合計 174枚配布）

業種：深夜営業店（コンビニ含む）、シンナー販売店、ゲームセンター、

図書等販売貸付店（コンビニ含む）、ナイフ等販売業者、 

カラオケボックス

○会議・研修会等（島本町）

・青少年指導員協議会にて、啓発動画を視聴【再掲】

○広報啓発（門真市）

・各校区の自治会掲示板に啓発チラシの掲示【再掲】

○街頭巡回活動（八尾市）

・青少年指導員による夜間・昼間パトロール

○広報啓発（河南町）

・啓発ポスター掲示

○広報啓発（堺市）

・啓発ポスター掲示

○広報啓発（和泉市）

・庁舎内ポスター掲示【再掲】

・啓発動画視聴（青少年問題協議会）【再掲】

○会議・研修会等（和泉市）

・青少年問題協議会の実施【再掲】

○街頭巡回活動（泉南市）

・夜店パトロール：３，４，９の付く日、市内３か所

・祭礼パトロール：７月 27日、種河神社
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重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

○広報啓発（大阪府）

・啓発ポスター作成、配布【再掲】

・啓発チラシ付マスク作成、配布【再掲】

・啓発物品配布キャンペーン【再掲】

・啓発資料の常設展示【再掲】

・インターネットテレビ広報【再掲】

・デジタルサイネージ広報【再掲】

・ホームページ、ＳＮＳ広報【再掲】

・広報紙掲載【再掲】

○広報啓発（大阪市内）

・啓発チラシ掲示（北区【再掲】、東成区【再掲】）

・啓発ポスター掲示（都島区、福島区【再掲】、港区【再掲】、

大正区【再掲】、旭区【再掲】、城東区【再掲】、住吉区【再掲】、

平野区【再掲】）

・啓発パネル展示（阿倍野区）

・ホームページ、ＳＮＳ広報（港区【再掲】、東成区【再掲】、

城東区【再掲】）

○街頭巡回活動（大阪市内）

・青少年指導員等による夜間街頭巡回（住吉区）

○会議・研修等（池田市）

・中学校生徒指導主事連絡会

・禁煙推進ネットワーク会議

○広報啓発（箕面市）

・ポスター、チラシの掲示

○広報啓発（豊中市）

・啓発動画放映【再掲】

○広報啓発（豊能町）

・啓発ポスターを町立西公民館・中央公民館に掲示【再掲】

○広報啓発（高槻市）

・啓発物品（薬物乱用防止啓発リーフレット 400部）配布【再掲】

○会議・研修会等（島本町）

・青少年指導員協議会にて、啓発動画を視聴【再掲】

○広報啓発（大東市）

・啓発ポスターを大東市青少年指導員会の掲示板に掲示【再掲】

○広報啓発（東大阪市）

・国（厚労省）及び大阪府の薬物乱用防止ポスターの掲示
○広報啓発（柏原市）

・市の広報誌に「薬物の乱用をなくそう」掲載

・公共施設に薬物乱用防止ポスターを掲示

○広報啓発（河南町）

・啓発ポスター掲示【再掲】

○広報啓発（和泉市）

・庁舎内ポスター掲示【再掲】

・啓発動画視聴（青少年問題協議会）【再掲】

○会議・研修会等（和泉市）

・青少年問題協議会の実施【再掲】

○広報啓発（熊取町）

・大麻乱用防止に関する啓発ポスターを熊取交流センター「煉瓦館」

に掲示【再掲】

○広報啓発（田尻町）

・町施設に啓発ポスター掲示【再掲】
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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（大阪府）

・啓発ポスター作成、配布【再掲】

・啓発チラシ付マスク作成、配布【再掲】

・啓発物品配布キャンペーン【再掲】

・啓発資料の常設展示【再掲】

・青色防犯パトロールカー巡回、広報【再掲】

・ホームページ、ＳＮＳ広報【再掲】

・広報紙掲載【再掲】

○広報啓発（大阪市）

・啓発ポスター掲示（大阪市役所内）

○広報啓発（大阪市内）

・啓発チラシ掲示等（北区【再掲】、浪速区、東成区【再掲】）

・啓発ポスター掲示（都島区【再掲】、福島区【再掲】、中央区【再掲】、

大正区【再掲】、旭区【再掲】、城東区【再掲】、住吉区【再掲】、

東住吉区、平野区【再掲】）

・社会を明るくする運動パネル展（中央区、東住吉区）

・広報紙掲載（西区、城東区、東住吉区）

・ホームページ、ＳＮＳ広報（港区【再掲】、東成区【再掲】、

城東区【再掲】）

・啓発画像放映（区役所内テレビモニター）（大正区【再掲】）

○指導ルーム活動（大阪市内）

・青少年指導員等による夜間巡回活動等（北区、都島区、福島区【再掲】、

西区、淀川区、東淀川区【再掲】、東成区【再掲】、生野区、旭区、

城東区）

○街頭巡回活動（大阪市内）

・夜間パトロール、巡回（中央区【再掲】、浪速区、西淀川区、住之江区

【再掲】、住吉区【再掲】）

・青色防犯パトロールカー夜間巡回（東成区）

○会議・研修等（豊中市）

・小中学校生徒指導担当者会

・生徒指導研修

・中学校生徒指導主事会

○犯罪防止教室（池田市）

・警察による小学校高学年児童を対象にした犯罪防止教室の実施

○非行防止・犯罪被害防止教室（箕面市）

・市立小中学校において、警察（池田少年サポートセンター、箕面警察署）

による、非行防止・犯罪被害防止教室の実施

○広報啓発（箕面市）

・青色防犯パトロールカーによる巡回

・街頭巡回活動の実施【再掲】

・市ホームページ等での相談窓口の広報

○広報啓発（豊能町）

・啓発ポスターを町立西公民館・中央公民館に掲示【再掲】

○街頭巡回活動（島本町）

・青少年指導員等による夜間パトロール

○街頭巡回活動（枚方市）

・夏季統一パトロール

・夜間防犯パトロール（市内各校区において、定期的に実施）

○広報啓発（大東市）

・啓発ポスターを大東市青少年指導員会の掲示板に掲示【再掲】

○広報啓発（柏原市）

・青色防犯パトロールカーによる巡回
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○広報啓発（松原市） 

・市役所正面に懸垂幕を掲出 

○広報啓発（藤井寺市） 

・生涯学習センターに横断幕を掲出 

・ＳＮＳ（HP・Face Book・LINE）による広報 
○広報啓発（河南町） 

・啓発ポスター掲示【再掲】 

○広報啓発（堺市） 

・啓発ポスター掲示【再掲】 

○広報啓発（泉大津市） 

・社明横断幕の掲出（泉大津駅前、市内小学校７カ所、福祉センター） 
・保護司会役員のＦＭいずみおおつに番組出演及びインフォマーシャルに 

よる広報 

○会議・研修等（泉大津市） 

・泉大津市小・中学校生活指導研究協議会 

・泉北地区二市一町中学校生徒指導主事協議会 

○街頭巡回活動（泉大津市） 

・泉大津市青少年指導員による校区パトロール（泉大津市：条東校区） 
○広報啓発（和泉市） 

・庁舎内ポスター掲示 

・啓発動画視聴（青少年問題協議会）【再掲】 

○会議・研修会等（和泉市） 

・青少年問題協議会の実施【再掲】 

○街頭巡回活動（忠岡町） 

・青少年指導員による夜間防犯パトロール（忠岡町内） 

○街頭巡回活動等（岸和田市） 

・青少年指導員へ「街頭巡回声掛け活動の手引き」を配布 

・青少年指導員による夜店開催時における見回り、声掛け活動 

○街頭巡回活動（泉南市） 

・夜間パトロール 

○広報啓発（泉南市） 

・朝のあいさつ運動（市内１０小学校） 

○広報啓発（熊取町） 

・暴走行為防止に関する啓発ポスターを熊取交流センター「煉瓦館」内に 

掲示【再掲】 

○広報啓発（田尻町） 

・町施設に啓発ポスター掲示【再掲】 

重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

 

○広報啓発（大阪府） 

・啓発物品配布キャンペーン【再掲】 

・啓発資料の常設展示【再掲】 

・ホームページ、ＳＮＳ広報【再掲】 

○広報啓発（大阪市内） 

・ホームページ、ＳＮＳ広報（港区【再掲】、東成区【再掲】、 

城東区【再掲】） 

・啓発画像放映（区役所内テレビモニター）（大正区【再掲】） 

・啓発ポスター掲示（大正区【再掲】、城東区【再掲】、住吉区【再掲】、

東住吉区【再掲】） 

・啓発チラシ掲示（東成区【再掲】） 

○街頭巡回活動（大阪市内） 

・青少年指導員等による夜間街頭巡回（住吉区【再掲】） 

○社会を明るくする運動に関連する啓発（大阪市内） 

・大会、集会等（福島区、阿倍野区） 
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・のぼり、懸垂幕等掲出（此花区、港区、天王寺区、浪速区、東淀川区、

東成区、阿倍野区）

・パネル、ポスター展示（中央区【再掲】、港区、浪速区、東淀川区、

東成区、東住吉区【再掲】）

・広報紙、ホームページ等掲載（西区、港区【再掲】、天王寺区、東成区、

阿倍野区、東住吉区【再掲】）

・啓発動画放映（東成区）

・中学校前で登校時における啓発（天王寺区）

・ガソリンスタンドへの広報啓発（住之江区）

・標語、作文コンテスト表彰（住之江区、平野区）

○会議・研修等（豊中市）

・小中学校生徒指導担当者会【再掲】

・中学校生徒指導主事会【再掲】

○広報啓発（箕面市）

・市ホームページ等での相談窓口の広報【再掲】

○大会実施（茨木市）

・第 71 回「社会を明るくする運動」市民大会

日時：令和３年７月 17日

場所：茨木市市民総合センター（クリエイトセンター）

当日会場参加者：70人

１週間のオンライン配信での動画再生回数：535回

○広報啓発（八尾市）

・「社会を明るくする運動」（声掛け運動）

日時：令和３年７月１日 場所：市内学校園校門

○広報啓発（柏原市）

・社会を明るくする運動

○広報啓発（河内長野市）

・社会を明るくする運動（街頭啓発）

○広報啓発（羽曳野市）

・啓発物品（少年非行防止啓発ウェットティッシュ）配布

・市内公共施設へののぼり、横断幕の掲出

○広報啓発（泉大津市）

・社明横断幕の掲出：泉大津駅前、市内小学校７カ所、福祉センター

【再掲】
・保護司会役員の FMいずみおおつに番組出演及びインフォマーシャルに

よる広報【再掲】

○広報啓発（和泉市）

・庁舎内ポスター掲示【再掲】

・啓発動画視聴（青少年問題協議会）【再掲】

○会議・研修会等（和泉市）

・青少年問題協議会の実施【再掲】

○街頭巡回活動（忠岡町）

・青少年指導員による夜間防犯パトロール【再掲】

○広報啓発（岸和田市）

・「社会を明るくする運動」に関する

懸垂幕とのぼり旗の掲出（市民センター・公民館） 

啓発物品の配布（うちわ・ティッシュ） 

ホームページの開設、作文コンテストの実施

○広報啓発（貝塚市）

・貝塚市駅前電光掲示板に掲示

○広報啓発（岬町）

・社会を明るくする運動講演会及び啓発物品配布
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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（大阪府）

・ホームページ、ＳＮＳ広報【再掲】

○広報啓発（大阪市内）

・相談窓口の広報（中央区）

・ホームページ、ＳＮＳ広報（港区【再掲】天王寺区【再掲】、

東成区【再掲】、城東区【再掲】）

・啓発ポスター掲示（港区【再掲】、天王寺区、城東区【再掲】、

住吉区【再掲】）

・啓発チラシ掲示（東成区【再掲】）

○街頭巡回活動（大阪市内）

・青少年指導員等による夜間街頭巡回（住吉区【再掲】）

○広報啓発（豊中市）

・啓発動画放映【再掲】

○会議・研修等（池田市）

・いじめ・不登校問題対策委員会

○不登校児童生徒支援（池田市）

・スクールアシストメイトが市立小・中・義務教育学校において不登校傾向

にある児童生徒の支援を実施

○広報啓発（箕面市）

・市ホームページ等での相談窓口の広報【再掲】

○生徒会学習会（箕面市）

市内各中学校の生徒会メンバーが今年はオンライン会議で集い、いじめを

なくすために生徒会としてできることを話し合った。

○非行防止・犯罪被害防止教室の実施（箕面市）【再掲】

○会議研修等（箕面市）

・生徒指導担当者連絡会

○広報啓発（高槻市）

・各小中学校長宛に「夏季休業日における児童生徒の指導について(通知)」

の配布【再掲】

○広報啓発（河内長野市）

・「青少年健全育成標語」募集における市立小中学校への依頼

○会議・研修等（泉大津市）

・『いじめ・不登校』研究委員会

・泉大津市小中学校生徒指導研修会

・泉大津市小・中学校生活指導研究協議会【再掲】

・泉北地区二市一町中学校生徒指導主事協議会【再掲】

○広報啓発（和泉市）

・庁舎内ポスター掲示【再掲】

・啓発動画視聴（青少年問題協議会）【再掲】

○会議・研修会等（和泉市）

・青少年問題協議会の実施【再掲】

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記


