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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 山口県 青少年行政主管課（室）名 こども家庭課 

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 

《県の取組》 

○インターネット・セイフティ・セミナー 

・大学と連携したネットトラブル防止のための情報安全講座 

※高校７校で実施予定（８月末現在）〉 

○広報啓発 

・ラジオ広報（少年課） 

 7/26、ＫＲＹラジオの情報番組（お昼はＺＥＴＴＡＩラジＴＩＭＥ）において、イン

ターネット利用に起因する犯罪被害防止のため、フィルタリングの利用促進、家庭での

ルール作り等のペアレンタルコントロールの必要性を説明したもの 

○会議・研修会等 

・少年指導委員研修会（7/9、少年課及び各警察署～オンライン開催） 

・山口県少年相談員連絡協議会定例理事会（7/13、少年課及び各警察署～オンライン開

催） 

 上記研修会等において、少年指導委員及び少年相談員に対し、インターネット利用に

起因する犯罪被害防止のため、フィルタリングの利用促進、家庭でのルール作り等のペ

アレンタルコントロールの必要性を説明し、協力を依頼したもの 

○青少年向けの防犯教室等 

・青少年への情報モラル教室（岩国署、柳井署、下松署、周南署、防府署、宇部署、山

陽小野田署、美祢署、長門署、下関署、長府署） 

 小学校、中学校及び高等学校において、インターネット利用に起因する犯罪やトラブ

ル等の事例を交えた被害防止講話を実施したもの 

○立入り・実態調査 

・携帯電話販売店に対する立入調査（光署、下関署） 

フィルタリング機能の説明・書面の交付、保護者提出書面の保管状況等を確認すると

ともに、新規携帯電話契約時におけるフィルタリング実施強化について協力を依頼した

もの 

 

《市町の取組》 

○青少年補導員の会議、研修会等（下関市、光市、山陽小野田市） 

インターネット利用、ＳＮＳ利用等について 

○第 42 回ふれあい運動推進大会の開催（宇部市） 

 「地域の力で子どもを見守り、再非行を防ごう！」をスローガンとして青少年健全育

成啓発大会を開催。会場内展示、事例発表等により各種啓発を実施（宇部市教育委員

会、宇部警察署、ふれあい運動推進員会、薬物乱用防止推進員会他） 

○こども環境クリーンアップ活動（宇部市、萩市、防府市、長門市、周南市、山陽小野

田市） 

管内の有害図書設置書店、カラオケボックス、インターネットカフェ及び携帯電話販

売店を立入り。青少年への対応を点検。 

○啓発作品展示（宇部市） 

 市内児童生徒から「ネットの適正利用」等をテーマとして募集したポスター及び標語

並びに地域が発行した青少年健全育成に係る広報紙を市内各所で展示。 

○横断幕等掲出（宇部市） 

 横断幕等を掲出し、市民及び地域住民に啓発。 

○会議（教職員）（宇部市、阿武町） 

 小中学校教員と児童生徒のインターネットに起因する問題等について情報共有。 

○会議（警察）（宇部市） 

 警察関係者と少年補導員の情報交換 

○広報紙配布及び回覧による啓発（宇部市、防府市、岩国市） 

○令和 3年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施要綱の配布（宇部市） 

 地域内の青少年健全育成活動従事者に要項を配布し、協力を依頼 

○地域啓発会の開催（宇部市） 

 地域住民を招き啓発講演会を実施。 

○近郷高校等情報交換会（書面）の開催（山口市） 

 市内学校に対し、生徒の状況やＳＮＳトラブル、学校行事等の情報提供をしてもら

い、協議会内で情報を共有した。学校数：１０校 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に係る啓発活動（山口市） 
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 参加者：山口市青少年健全育成市民会議山口支部会員他 

○青少年問題協議会（柳井市） 

○関係諸機関との情報交換・啓発（周南市） 

夏季休業中の生活指導のほか、児童・生徒１人あたり１台のタブレット端末導入を踏

まえたメディアコントロールについて など（意見交換） 

出席者：周南市西部地区の幼・小・中学校関係者、保護司会、警察、少年相談員、主

任児童委員、行政職員 

○園小中連携によるメディアリセットチャレンジへの取組 

家庭への啓発とルールづくりの呼びかけ（和木町） 

○情報モラル教室（和木町） 

○町生徒指導連絡協議会において、上関町青少年健全育成町民会議事務局より注意喚起

等を行った。（上関町） 

○夏休み前の事前指導（熊毛南高等学校・平生中学校）（平生町） 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

《県の取組》 

○立入り・実態調査 
・書店、コンビニエンスストア、レンタルビデオ店等における有害図書等の実態調査

（光署、周南署、防府署、美祢署、下関署） 
 図書類の陳列や販売状況を確認するとともに、有害環境浄化について協力を依頼した

もの  
・カラオケ店、インターネットカフェへの立入調査（周南署、防府署） 
 深夜の青少年への立入り禁止表示や個室等の設置状況を確認するとともに、有害環境

浄化について協力を依頼したもの 
 
《市町の取組》 

○こども環境クリーンアップ活動（下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、

岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、田布施

町、平生町、阿武町）【再掲】 

管内の有害図書設置書店、カラオケボックス、インターネットカフェ及び携帯電話販

売店を立入り。青少年への対応を点検。 

○青少年補導委員による街頭補導活動（下関市） 

○広報紙配布及び回覧（宇部市）【再掲】 
○令和 3 年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施要綱の配布（宇部市）【再

掲】 
○地域啓発会の開催（宇部市）【再掲】 
○地域巡回（宇部市） 
 公園、駐輪場等の安全点検、見守り協力員宅の巡回、店舗棟で少年非行行為の聞き取

り、駅舎清掃等。 
○有害図書回収ポスト（岩国市、光市） 
市内に設置しているポストから有害図書回収 

○横断幕広報啓発（岩国市） 
水難事故多発河川に注意喚起横断幕掲示 

○こども 110 番ステッカー（岩国市） 
公用車及び協力事業所社有車掲示による犯罪抑止 

○コンビニエンスストアの利用状況調査（７月５日）（和木町） 
調査員２名と警察職員１名で調査実施 

○公園内の安全パトロール（平生町） 

 

県警察 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

《県の取組》 

○私立中・高における「薬物乱用ダメ。ゼッタイ。教室」の開催（７校） 

○薬物乱用防止教室の実施（県内の小・中・高等学校等） 

○Twitter において、大麻関連キーワードを投稿・検索している者に対し、警告動画・画

像を配信 

○薬物乱用防止啓発デジタルチラシを作成し、配布 

○「ダメ。ゼッタイ。」国際麻薬乱用撲滅ヤングキャンペーンは、新型コロナウイルス

感染拡大防止のため中止。（例年実施） 

○広報啓発 

・液晶モニター及び電光掲示板による広報（周南署、山口南署）  

期間中、ＪＲ徳山駅南北自由通路、ＪＲ新山口駅在来線に設置した液晶モニター及びＪ

Ｒ新山口駅新幹線口前のホテル、国道９号線沿いのパチンコ店に設置した電光掲示場に

ついて、薬物乱用防止広報素材の放映を依頼したもの 

○青少年への薬物乱用防止教室（岩国署、光署、下松署、周南署、防府署、山口署、山
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口南署、宇部署、山陽小野田署、小串署、萩署、下関署、長府署） 

 小学校、中学校及び高等学校において、薬物の有害性、危険性及び乱用防止について

講話を実施したもの 

 

《市町の取組》 

○青少年補導委員による街頭補導活動（下関市）【再掲】 

○第 42 回ふれあい運動推進大会の開催（宇部市）【再掲】 

○啓発作品展示【再掲】（宇部市） 

○広報紙配布及び回覧【再掲】（宇部市） 

○令和 3 年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施要綱の配布（宇部市）【再

掲】 

○地域啓発会の開催（宇部市）【再掲】 

○啓発物品配布（宇部市、周南市） 

 地域行事等において啓発物品を配布 

○会議・研修（光市） 

・地区別青少年補導委員会で周知・啓発【再掲】 

○薬物乱用「ダメ。ゼッタイ」教室（岩国市、和木町、平生町） 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

《県の取組》 

○広報啓発  

・自転車盗難被害防止及び交通事故防止広報活動（岩国署、下松署、周南署、山陽小野

田署、美祢署、長門署、萩署、長府署） 

 中学・高校生の有志が、学校や駅駐輪場等の自転車利用者に対して広報用チラシ等を

配布する等、盗難被害防止や交通事故防止等を呼び掛けたもの 

・万引き抑止啓発活動（山陽小野田署） 

 中学生の有志が、万引き防止の視点からスーパーマーケット店内の商品陳列状況や防

犯設備等を点検し、その結果を店舗にフィードバックするＣ・Ｃ（Check&check（点検と

抑止））作戦を実施したもの 

○街頭補導活動（各警察署、少年相談員） 

 公園、駅及び商業施設等、少年のたまり場となりやすい場所において街頭補導活動を

実施したもの 

○青少年への情報モラル教室、薬物乱用防止教室【再掲】 

 

《市町の取組》 

○広報誌による広報（下関市、宇部市、防府市、下松市）【再掲】 

○補導員等による巡回街頭補導活動（下関市、宇部市、山口市、岩国市、柳井市、周南

市、山陽小野田市、平生町） 

○懸垂幕、横断幕の掲示（下関市、宇部市、下松市、平生町）【再掲】 

○第 42 回ふれあい運動推進大会の開催（宇部市）【再掲】 

○啓発作品展示（宇部市）【再掲】 

○令和 3 年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施要綱の配布（宇部市）【再

掲】 

○地域啓発会の開催（宇部市）【再掲】 

○会議（警察）（宇部市）【再掲】 

○啓発物品配布（宇部市）【再掲】 

○あいさつ運動、見守り活動（宇部市、山口市、岩国市、平生町） 

○会議（保護司）（宇部市） 

 保護司との情報交換及び意見交換 

○夏休みお菓子作り教室開催（宇部市） 

 不良行為の未然防止を目的に、児童生徒とお菓子作りを通じ交流 

○仁保地区青少協情報交換会（山口市） 

 青少年の指導に関する情報交換会 

出席者：山口市青少年指導員、幼・保、小、中学校各関係者、山口警察署仁保駐在所

長、山口警察署少年相談員、仁保っ子見守り隊 他 

○標語看板づくりペンキ塗り（山口市） 

○ポスター、看板、のぼりの設置、その他広報（山口市、山陽小野田市、平生町） 

○青少年健全育成協議会定例会（山口市） 

 現況報告及び夏休み中の安心・安全な生活を送るために 

出席者：山口警察署生活安全課 平川交番署長、平川地区青少年指導員・少年相談

員、教育機関 他各関係団体 

○小郡地区青少年健全育成連絡協議会（山口市） 

 出席者：山口南警察署生活安全課長、小郡地区青少年指導員 
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○おごおりウィークエンドアドベンチャー（山口市） 

「ふるさと小郡たずね歩き」 

○市役所番号案内表示機による広報（防府市） 

○生徒指導担当者会議（岩国市、阿武町） 

○会議・研修（光市） 

・地区別青少年補導委員会で周知・啓発【再掲】 

○和木地区生徒指導推進協議会（７月５日）・・・夏休みの生活について確 

 認（和木町） 

○スマイルルーム会議 

不登校傾向、気になる児童生徒および家庭についての情報交換、対応について（和木

町） 

○町生徒指導連絡協議会（上関町）【再掲】 

重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

 

《県の取組》 

○農業体験による立ち直り支援活動（周南署） 

 7/17、継続支援少年を対象とした夏野菜の収穫体験を、少年相談員との協働により実

施したもの 

 

《市町の取組》 

○補導員による街頭補導活動（下関市、宇部市）【再掲】 

○第 42 回ふれあい運動推進大会の開催（宇部市）【再掲】 

○啓発作品展示（宇部市）【再掲】 

○広報紙配布及び回覧（宇部市）【再掲】 

○会議（保護司）（宇部市）【再掲】 

○令和 3 年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施要綱の配布（宇部市）【再

掲】 

○地域啓発会の開催（宇部市）【再掲】 

○会議（警察）（宇部市）【再掲】 

○会議・研修（光市） 

・地区別青少年補導委員会で周知・啓発【再掲】 

○青少年問題協議会【再掲】（柳井市） 

○あいさつ運動（和木町） 

○社会を明るくする運動（山口市、防府市、長門市、和木町、上関町、平生町） 

・のぼり設置、ポスター掲示、チラシ配布、啓発資材配布による啓発活動（山口市） 

・募金箱の設置（山口市） 

・社会を明るくする運動啓発キャンペーン（山口市） 

・作文コンテストの実施（防府市） 

・総理大臣メッセージ伝達式及び掲示、CATV 放送、ショッピングモール・市庁舎に横断

幕、街頭啓発活動（長門市） 

・小中学校前での青少年健全育成関係者と保護司によるあいさつ運動（上関町） 

・懸垂幕、のぼり旗、広報誌掲載（平生町） 

 

県警察 

重点課題５ 

いじめ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

《県の取組》 

○児童生徒の夏季休業中の心得について、各市町教委及び県立学校長宛に 

通知し、７月休業前の指導を依頼（上記※１～４の内容を含む） 

○弁護士によるいじめ予防教室 

・７月５日（月）下関市立夢が丘中学校 

・７月９日（金）岩国市立周東中学校 

※高校５校、中学校１３校で実施予定 

○ＳＣ・ＳＳＷ・ＦＲアドバイザー連絡会議（新型コロナウイルスの感染状況を踏ま

え、11 月以降に延期） 

・11 月以降実施予定、山口県庁 

・ＳＣＳＶ（ＳＣ地区理事）・県ＳＳＷエリアＳＶ・市町ＳＳＷリーダー・ＦＲアドバ

イザー（弁護士、人権擁護委員、民生委員･児童委員 （ＳＳＷ除く））・市町教育委員

会指導主事等出席 

・事例発表・事例検討等 

○ 青少年への情報モラル教室、薬物乱用防止教室【再掲】 

 

《市町の取組》 

○広報誌による広報（下関市、宇部市、下松市、岩国市）【再掲】 

○青少年補導委員による街頭補導活動（下関市）【再掲】 

○第 42 回ふれあい運動推進大会の開催（宇部市）【再掲】 
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○啓発作品展示（宇部市）【再掲】 

○会議（教職員）（宇部市）【再掲】 

○令和 3 年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施要綱の配布（宇部市）【再

掲】 

○地域啓発会の開催（宇部市）【再掲】 

○会議（警察）（宇部市）【再掲】 

○専門家による教育相談（光市） 

・社会福祉士による教育相談 

○相談電話（ヤングテレホン）（岩国市、光市、山陽小野田市） 

○青少年問題協議会【再掲】（柳井市） 

○心の支援室（ふれあい相談室）との連携・支援（山陽小野田市） 

○市内小学校のいじめ問題対策会議への出席、情報交換（山陽小野田市） 

○和木地区生徒指導推進協議会（７月５日）（和木町）【再掲】 

○町生徒指導連絡協議会（上関町）【再掲】 

○電話相談カードの配布 7 月（町内小・中学校）（平生町） 

○生徒指導担当者会議（阿武町）【再掲】 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 


