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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 兵庫県 青少年行政主管課（室）名 企画県民部女性青少年局青少年課 

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 

○大会実施 

・スクラム会議の実施 

・青少年育成全県スクラム会議 

→７月１日オンライン開催、行政関係者・警察・商業施設・携帯電話会社・

関係各業界担当者、約 25 名参加（兵庫県） 

→青少年愛護条例を踏まえた｢青少年のネットトラブル防止大作戦｣の展開に

ついての情報共有 

→青少年の非行防止・健全育成等への各団体における取組内容の紹介など 

・令和３年度西播磨地域スクラム会議（西播磨県民局） 

→７月９日開催、行政関係者・警察署・教育関係者・保護司・関係業者な

ど、計 48 名 

→県下及び西播磨４警察署の少年犯罪について 

→｢青少年のネットトラブル防止大作戦｣について 

→青少年を守り育てる県民スクラム運動の展開について 

・青少年を守り育てる中播磨スクラム会議（中播磨県民センター） 

→７月 15 日開催、行政関係者・警察署・商業施設・携帯ショップ等約 30 名 

→県下の青少年非行情勢・青少年を守り育てる活動の推進について 

→eスポーツの教育的価値について(一般社団全国高等学校 eスポーツ連盟 

大浦豊弘理事)、参加機関による情報交換会。 

 

・その他の大会 

・｢明石こどもサミット～ネットトラブル防止に向けて｣の開催 

(明石市教育委員会) 

→７月 27 日開催、明石市立小・中学校に在籍する児童生徒、大学生等。 

→SNS のメリットデメリットをグループごとに討議するなど。 

 

○各種会議・研修会の実施 

・令和３年度播磨町青少年問題協議会(東播磨県民局) 

→７月６日、加古郡播磨町長、播磨町教育長、播磨町議会議長、播磨町内学

校・園長、自治会代表、民生委員児童委員、青少年育成関係者等 24 名。

→｢県・東播磨管内における青少年の健全育成にかかる現状と課題について｣ 

・管内市町青少年問題協議会（但馬県民局） 

→７月１日、兵庫県朝来市ジュピターホールにて開催 

→SNS 利用に係る被害及びペアレンタルコントロールによる保護者の見守り

について講話。 

・ネット見守り隊研修会(加東市) 

→加東市補導委員、兵庫教育大学関係者を招いたインターネット利用に係る 

子供の犯罪被害等防止についての研修 

・青少年問題協議会(福崎町) 

→町・小中高等学校生徒指導担当者、警察、補導委員などでの青少年のイン

ターネット利用に係る被害等についての情報交換、研修など 

・赤穂市幼小中高生徒指導担当者連絡協議会(赤穂市) 

→赤穂市内の幼稚園の代表者、小中高の生徒指導担当、教育委員会、警察な

どによる問題行動事案等の情報共有と連携強化。 

・学校・警察連絡会(加東市、赤穂市) 

・学・警補導連絡会(西播磨県民局) 

・小中高補導連絡会(西播磨県民局) 

・小中養護学校長会(明石市教育委員会) 
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・生徒指導担当者会議(三田市、小野市、たつの市) 

・青少年育成運動推進委員会(小野市) 

・青少年の健全育成協議会(上郡町) 

・少年補導員研修会(上郡町) 

・消費者教育出前講座(洲本市) 

・小学校研修会(たつの市・太子町) 

 

○広報啓発 

・インターネットトラブル未然防止キャンペーン（但馬県民局） 

→７月 19 日開催、豊岡総合高等学校生徒、教職員、豊岡くらしの会、但馬

消費生活センターなど計 22 名。 

→学習会・意見交換会、のぼり旗を活用しての啓発活動など。 

・小中学校、高等学校への訪問活動(但馬県民局) 

→７月中４回、計 37 校訪問。 

→ペアレンタルコントロールの有効性について情報伝達。 

・啓発グッズ・チラシの配布、リーフレットの作成など 

（阪神北県民局、阪神南県民局、北播磨県民局、中播磨県民センター、 

西播磨県民局、丹波県民局、淡路県民局、加古川市、加東市、福崎町 

神河町、市川町、赤穂市） 

・広報誌に掲載、啓発パンフレットの配布 

（中播磨県民センター、神河町、川西市、猪名川町、相生市、上郡町） 

・新聞折り込みチラシにより啓発（市川町） 

・のぼり作成及び掲示（小野市、上郡町） 

・垂れ幕（懸垂幕）、横断幕の掲示（猪名川町、西脇市、川西市） 

・啓発ポスターの掲示 (神戸県民センター、阪神北県民局) 

 

○保護者・青少年への防犯教室等 

・「ケータイ・スマホ安全教室」の実施 (相生市) 

→小学校５･６年生、中学校３年生(計 675 名)を対象 

→｢ケータイ・スマホ・サミット｣は８月に開催予定 

・学校等における情報モラル・防犯教室など(神戸市、加古川市) 

・青少年を対象としたサイバー犯罪被害防止教室の実施（県警本部） 

→16 回、3,191 名対象 

・ネット見守り活動、サイバーパトロールなど(明石市教育委員会、加古川

市、加東市、小野市) 

・青少年健全育成地区別懇談会(加古川市) 

・小学校における研修会(たつの市、太子町) 

→ネット利用に係る子供の犯罪被害防止について 

・青少年・保護者への非行防止教室(川西市) 

→市内小・中学校にて、警察官を招致し｢インターネット有害サイトの危険

性やＳＮＳの使用に係る問題｣についての講話を実施 

・保護者等へ対するペアレンタルコントロールの啓発(加古川市) 

 

○立ち入り・実態調査 

携帯電話販売店への立入、保護者等に対するフィルタリングの説明状況等

の調査（各県民局・県民センター） 

 

○その他 

・ケータイ・スマホ等利用に係るアンケート調査実施（加古川市）  

・ネット見守り活動、サイバーパトロールなど 

(明石市教育委員会、加古川市、加東市、小野市) 
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重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

〇大会実施 

・青少年育成全県スクラム会議（兵庫県）【再掲】 

・地方スクラム会議【再掲】 

・西播磨地域スクラム会議(西播磨県民局) 

・青少年を守り育てる中播磨スクラム会議（中播磨県民センター） 

 

○広報啓発 

・「タブレット活用のルールづくり」(養父市) 

→小学校６年生の児童が考え全校児童へ啓発、リーフレット配布など 

・啓発グッズ・チラシ配布､リーフレット作成（加東市、市川町）【再掲】 

・広報誌に掲載、啓発パンフレットの配布 

（阪神南県民センター、神河町、川西市、猪名川町、相生市)【再掲】 

・新聞折り込みチラシにより啓発（市川町) 

・のぼり作成及び掲示（相生市） 

・垂れ幕（懸垂幕）の掲示（猪名川町）【再掲】 

・啓発ポスター掲示(東播磨県民局、相生市、市川町)【再掲】 

・消費者教育出前講座(洲本市)【再掲】 

 

〇会議・研修会等の実施 

・令和３年度播磨町青少年問題協議会(東播磨県民局)【再掲】 

・中学校生徒指導ブロック会(神戸市) 

・ネット見守り隊研修会(加東市)【再掲】 

・多可西脇補導連絡会(西脇市) 

・青少年補導委員理事会(西脇市) 

・青少年問題協議会(福崎町)【再掲】 

・学校・警察連絡会（加東市）【再掲】 

 

○立ち入り・実態調査 

（神戸県民センター、阪神南県民センター、阪神北県民局、東播磨県民局、

北播磨県民局、中播磨県民センター、西播磨県民局、但馬県民局、丹波県

民局、淡路県民局、明石市、加古川市、川西市、小野市、上郡町など） 

 

○補導活動など 

・列車補導活動（中播磨県民センター) 

・街頭補導活動（明石市青少年補導委員会、播磨町） 

・町内環境浄化活動(播磨町) 

・巡回パトロール（明石市青少年育成センター、福崎町、たつの市・太子

町、相生市、上郡町） 

 

○その他 

・白ポストによる有害図書類回収 

（加古川市、伊丹市、三田市、赤穂市、相生市、上郡町） 

 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

〇大会実施 

・青少年育成全県スクラム会議（兵庫県）【再掲】 

・地方スクラム会議【再掲】 

・西播磨地域スクラム会議(西播磨県民局) 

・青少年を守り育てる中播磨スクラム会議（中播磨県民センター） 

 

○広報啓発 

・啓発グッズ・チラシの配布、リーフレットの作成 

（北播磨県民局、中播磨県民センター、西播磨県民局、丹波県民局、 

福崎町、上郡町) 
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・広報誌に掲載、啓発パンフレットの配布 

（神河町、川西市、猪名川町）【再掲】 

・新聞折り込みチラシにより啓発（市川町）【再掲】 

・垂れ幕（懸垂幕）の掲示（猪名川町）【再掲】 

・啓発ポスターの掲示（阪神北県民局、東播磨県民局、神戸市）【再掲】 

 

〇会議・研修会等  

・学校・警察・センター連絡会及び生徒指導担当者会(佐用町) 

→７月 16 日開催、薬物乱用防止対策についての情報共有など 

・令和３年度播磨町青少年問題協議会(東播磨県民局)【再掲】 

・中学校生徒指導ブロック会(神戸市)【再掲】 

・生徒指導担当者会議(三田市)【再掲】 

・青少年育成センター所長研修会(小野市) 

→薬物事犯の現状と問題点について講話 

・赤穂市幼小中高生徒指導担当者連絡協議会(赤穂市)【再掲】 

・学校･警察連絡会（加東市）【再掲】 

 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

・学校などにおける薬物乱用防止教室 

(西播磨県民局、神戸市、加古川市、たつの市・太子町、養父市) 

・薬物乱用防止教室の実施・57 回、14,636 名対象（県警本部） 

 

○キャンペーン 

・薬物・非行防止キャンペーン(小野市) 

 

○補導活動 

・街頭補導活動(明石市青少年補導委員会)【再掲】 

・巡回パトロール（明石市青少年育成センター、相生市）【再掲】 

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  

・青少年育成全県スクラム会議（兵庫県）【再掲】 

・地方スクラム会議【再掲】 

・西播磨地域スクラム会議(西播磨県民局) 

・青少年を守り育てる中播磨スクラム会議（中播磨県民センター） 

 

○広報啓発 

・啓発グッズ・チラシ配布、リーフレットの作成（伊丹市、小野市） 

（北播磨県民局【再掲】） 

・広報誌に掲載、啓発パンフレットの配布 

（神河町、川西市、猪名川町)【再掲】 

・新聞折り込みチラシにより啓発（市川町）【再掲】 

・のぼり作成及び掲示（神河町） 

・垂れ幕（懸垂幕）、横断幕の掲示（明石市教育委員会) 

(伊丹市、川西市、猪名川町【再掲】) 

・啓発ポスターの掲示（阪神北県民局、東播磨県民局、小野市）【再掲】 

・消費者教育出前講座(洲本市)【再掲】 

 

〇会議・研修会等の実施 

・令和３年度播磨町青少年問題協議会(東播磨県民局)【再掲】 

・管内市町青少年問題協議会（但馬県民局）【再掲】 

・学・警補導連絡会(西播磨県民局)【再掲】 

・小中高補導連絡会(西播磨県民局)【再掲】 

・中学校生徒指導ブロック会(神戸市)【再掲】 
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・生徒指導担当者会議(明石市教育委員会、小野市)【再掲】 

・少年補導委員役員会・理事会（加古川） 

・学校･警察連絡会（加東市）【再掲】 

・青少年問題協議会(福崎町)【再掲】 

・青少年補導委員会(神河町) 

・小・中・高・特別支援学校情報交換会(たつの市・太子町) 

・赤穂市幼小中高生徒指導担当者連絡協議会(赤穂市)【再掲】 

 

〇保護者・青少年への防犯教室等 

・青少年健全育成地区別懇談会（加古川）【再掲】 

・非行防止教室・211 回、36,379 名対象（県警本部） 

 

○補導活動 

・街頭補導活動（伊丹市、三田市、川西市、播磨町、西脇市、たつの市・太

子町、上郡町）（明石市青少年補導委員会【再掲】) 

・列車補導活動（丹波県民局、たつの市・太子町) 

・巡回パトロール（たつの市・太子町、福崎町、神河町） 

(明石市青少年育成センター、相生市【再掲】) 

重点課題４ 

再 非 行 （ 犯

罪）の防止 

 

〇大会実施 

・青少年育成全県スクラム会議（兵庫県）【再掲】 

・地方スクラム会議【再掲】 

・西播磨地域スクラム会議(西播磨県民局) 

・青少年を守り育てる中播磨スクラム会議（中播磨県民センター） 

 

○広報啓発 

・広報誌に掲載、啓発パンフレットの配布（猪名川町、神河町）【再掲】 

・新聞折り込みチラシにより啓発（市川町）【再掲】 

・垂れ幕（懸垂幕）、横断幕の掲示（明石市、猪名川町）【再掲】 

・啓発ポスターの掲示（東播磨県民局）【再掲】 

 

〇会議・研修会等 

・令和３年度播磨町青少年問題協議会(東播磨県民局)【再掲】 

・管内市町青少年問題協議会（但馬県民局）【再掲】 

・保護司会・警察との情報交換会(三田市) 

・生徒指導担当者会議(明石市教育委員会)【再掲】 

・学校･警察連絡会（加東市）【再掲】 

・各中学校区青少年健全育成会議(西脇市) 

・赤穂市幼小中高生徒指導担当者連絡協議会(赤穂市)【再掲】 

・保護司との連絡会（上郡町） 

 

○その他の取り組み 

・社会を明るくする運動(播磨町、上郡町、川西市) 

・防犯教室：小学校における不審者侵入対応訓練(小野市) 

 

○補導活動 

・街頭補導（明石市青少年補導委員会）【再掲】 

・巡回パトロール（相生市)【再掲】 

 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

〇大会実施 

・青少年育成全県スクラム会議（兵庫県）【再掲】 

・地方スクラム会議【再掲】 

・西播磨地域スクラム会議(西播磨県民局) 
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・青少年を守り育てる中播磨スクラム会議（中播磨県民センター） 

 

○広報啓発 

・啓発グッズ・チラシの配布、リーフレットの作成など 

(北播磨県民局、明石市)（伊丹市、福崎町、市川町【再掲】） 

・広報誌に掲載、啓発パンフレットの配布（明石市) 

(猪名川町、神河町【再掲】) 

・新聞折り込みチラシにより啓発（市川町）【再掲】 

・垂れ幕（懸垂幕）の掲示（猪名川町）【再掲】 

・啓発ポスターの掲示（東播磨県民局）【再掲】 

 

〇会議・研修会等 

・令和３年度播磨町青少年問題協議会(東播磨県民局)【再掲】 

・管内市町青少年問題協議会（但馬県民局）【再掲】 

・文科省によるいじめ問題に関する説明会(神戸市) 

・事例研修会(神戸市) 

・青少年健全育成連絡協議会・情報交換会(三田市) 

・生徒指導担当者会議(播磨町、加古川市、上郡町) 

(明石市教育委員会、三田市【再掲】) 

・青少年問題協議会(播磨町) 

・青少年健全育成地区別懇談会(加古川市)【再掲】 

・学校･警察連絡会（加東市）【再掲】 

・多可西脇補導連絡会(西脇市)【再掲】 

・各中学校区青少年健全育成会議(西脇市)【再掲】 

・青少年問題協議会(福崎町)【再掲】 

・小・中・高・特別支援学校情報交換会(たつの市・太子町)【再掲】 

・学校・警察・青少年育成センター連絡協議会(赤穂市、上郡町) 

・児童問題関係者会議(相生市) 

・学園(児童養護施設)連絡会(上郡郡) 

・子ども支援会議（丹波篠山市） 

→７月 15 日開催、家庭児童相談員、スクールソーシャルワーカーなど参加 

→不登校・いじめの現状について 

 

〇その他の取り組み等 

・こうべっ子悩み相談いじめ・体罰・こども安全ﾎｯﾄﾗｲﾝの再周知(神戸市) 

・｢あかしハッピースマイルキャンペーン｣の実施(明石市) 

・｢いじめ防止対策改善基本５か年計画｣の推進（加古川市） 

・青少年相談(三田市、川西市、小野市、上郡町) 

・関係機関との情報共有など(小野市) 

・ＳＯＳミニレターの実施(川西市) 

 

○アンケートの実施 

・いじめに関するアンケート実施(西播磨県民局、明石市教育委員会) 

・小・中学校における｢生活実態アンケート｣と個人面談(川西市) 

 

○補導活動 

・街頭補導（明石市青少年補導委員会）【再掲】 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と表示 


