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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 愛媛県 青少年行政主管課名 県民生活課 

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 

 

 

〇えひめ青少年の非行・被害防止県民大会の開催（愛媛県） 

 月日：7/30（金） 

場所：県生涯学習センター 

内容：顕彰式及び基調講演 

人員：210 名 

〇啓発ポスターの掲示（愛媛県） 

 強調月間中、庁内に啓発ポスターを掲示 

〇携帯電話販売店への立入調査（愛媛県） 

青少年への契約時におけるフィルタリングの説明状況の確認 

〇広報用啓発「ポスター」の掲示（今治市） 

〇情報モラル・ネットワークマナー教室（上島町） 

日時：令和３年７月１９日開催 

講師：伯方警察署 

主催：弓削中学校 

内容：ネットワークの利用における便利さと怖さを知り、自分のこととし

て考え行動することの大切さを学んだ。 

〇「STOP ネット犯罪」チラシ配布（市内小・中・高等学校の生徒の家庭、

青少年健全育成に関わる地域の方へ配布）（西条市） 

〇不審者情報の発信（四国中央市） 

ホームページへの掲載・携帯電話へのメール配信・関係機関への FAX 送信 

〇情報モラル教育研修会（四国中央市） 

 講師 ＮＩＴ情報技術推進ネットワーク㈱  

代表取締役 篠原嘉一氏 

 演題 安心して使うために知っておきたいネットのリスク 

    ～子どもたちのネット利用の現状～ 

 日時 令和３年６月２６日（土）１３時３０分～ 

〇各小中学校へチラシ配布等による啓発活動（伊予市） 

 （インターネット利用に係る犯罪に関する資料含む） 

〇公民館、図書館等公共施設へのポスター掲示やチラシ配布（伊予市） 

 （インターネット利用に係る犯罪に関する資料含む） 

〇補導委員会の実施、情報交換（伊予市） 

（インターネット利用に係る犯罪に関する資料含む） 

〇「学校だより」「夏休みのしおり」による啓発（久万高原町） 

〇インターネット利用に係る犯罪被害の実態と家庭でのルール作り等につい

て掲載（久万高原町） 

〇学級活動において、インターネット利用の際の危険についての情報教育

（久万高原町） 

〇インターネット利用に係る犯罪被害の実態と家庭でのルール作りの重要性

について指導（久万高原町） 

〇学校・警察連絡協議会での情報共有 （久万高原町） 

〇インターネット利用に関する研修（PTA 対象） ※10 月実施予定（久万高

原町） 

〇各学校において「夏休みのくらし」にインターネット利用やＳＮＳ利用に

係る犯罪防止に関する事項を組み入れ、子どもたちに事前指導を行うとと

もに、個人懇談等で保護者と共通認識を図る。（松前町） 

〇夏休み前、松前町青少年補導連絡協議会（７月 15 日実施）で子どもが性

被害にあわないように地域の方々の協力を得る。（松前町） 

 



 

2 

〇『青少年の非行・被害防止全国強調月間』ポスター掲示（砥部町） 

〇高等学校生徒指導連絡協議会への参加・助言活動（宇和島市） 

 ・市内小中学校でタブレット端末の家庭に持ち帰りにおける不正利用防止

対策（実態把握、利用制限の強化＝市教育委員会） 

〇中学校区まもり育てる協議会への参加・助言活動（宇和島市） 

  ・ＳＮＳによるいじめの深刻さを共有することの確認 

〇学校警察連絡協議会の開催（八幡浜市） 

 ・毎月１回開催。市内全小中学校及び高等学校の生徒指導主事、八幡浜警

察署少年補導職員を交えた情報交換。問題行動を含め地域の協力が必要な

内容については、補導員会役員会や地区長会時に周知。スマホやパソコン

など子どもが利用するＩＴ機器をめぐる事案や問題点などについて生活安

全課より話していただき、今後の指導や対策なども協議。 

〇市いじめ対策委員会の開催（八幡浜市） 

 ・情報通信機器等の取扱いにかかわる提言～ネット社会を生きる子どもた

ちのために～を再確認し、ＰＴＡへの啓発活動を実施。フィルタリング、

ペアレンタルコントロール設定の利用の徹底などを呼びかけた。 

〇市ＰＴＡ連合会役員合同研修会の開催（八幡浜市） 

・県ネットワーク協会代表理事、メンタル・トレーナーの幸田裕司氏を講

師として招き、新型コロナウイルス感染症対策を十分に取り、人数も 100

名以内に制限して、『ＳＮＳとの向き合い方』と題した講演を聞き、ゲー

ム依存、ネット依存の実態と対応の在り方について知識を深めた。 

〇中学校生徒指導連絡協議会の開催（大洲市） 

 ・市内全中学校の校長、生徒指導主事及び警察署等関係機関が参集し、子

どもたちのＳＮＳ利用の実態に関する情報交換、協議を実施。 

〇小学校生徒指導連絡協議会の開催（大洲市） 

 ・市内全小学校の校長、生徒指導主事及び警察署等関係機関が参集し、子

どもたちのＳＮＳ利用の実態に関する情報交換、協議を実施。 

〇市 HP 掲載による啓発（西予市） 

 ・「西予市共通のきまり（小中高生の校外生活のきまり）」を掲載。 

〇「夏休み生活心得」による周知（伊方町） 

 ・インターネットやスマートフォンの利用方法および保護者向けにフィル

タリングサービスについても周知。 

〇小中学校警察連絡協議会の開催（愛南町） 

 ・愛南警察署員、南宇和地区保護司会長、スクールガードリーダー、町子

ども支援センター所員、小中学校生徒指導主事が一堂に会し、小中学校の

ネット端末使用や夏季休業中の過ごし方に関する統一事項について確認

し、保護者への配付文書の内容を決定。 

〇情報モラル教室の開催（愛南町） 

 ・庁内各中学校において、各校全校生徒、教職員、PTA 参加希望者が参加

し、愛南警察署刑事生活安全課係長の指導講話を聴講し、家庭におけるル

ール作りの重要性等を学んだ。 

重点課題１ 

有害環境への適

切な対応 

 

 

 

〇有害図書等の実態調査の実施（愛媛県） 

〇インターネットカフェ、カラオケボックス店等への立入調査（愛媛県） 

〇有害刃物類に関する販売状況の確認（愛媛県） 

〇広報用啓発「ポスター」の掲示（今治市）【再掲】 
〇市広報誌（７月号）掲載（新居浜市） 
   掲載内容：青少年の非行・被害防止全国強調月間広報 

〇青少年健全育成標語ポスターについて（新居浜市） 

   （募集） 小・中・高校、各校 3点募集   応募総数 93 点 

（表彰）7月 2日  最優秀、優秀作品について表彰 

（掲示）7月中、最優秀 3点優秀 5点佳作 12 点のポスターを市内

小・中高等学校、公民館及び市の施設に掲示 
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（掲載）市広報誌（８月号） 

掲載内容：青少年健全育成標語入選 20 作品 

〇センター職員による街頭補導（月～金）の実施（四国中央市） 

〇少年補導委員による街頭補導の実施（四国中央市） 

 通常補導（各地区） 

〇子ども見守りパトロールの実施（四国中央市） 

〇白ポストの設置（四国中央市） 

〇｢令和３年度第２回児童生徒をまもり育てる日｣における登下校の見守り活

動の実施（松山市） 

７月５日(月)、市内小学校 53 校、中学校 29 校の登下校時において PTA

をはじめ学校関係者、青少年育成支援委員、町内会等地域関係者、警察、

交通安全協会・防犯協会、教育支援センター事務所職員等、合計 8,577 人

が、児童・生徒の登下校の見守りや巡回活動、危険個所・有害環境等点検

の被害防止諸活動を行い、活動を通じて児童・生徒を守り育てる保護活動

と、その保護活動の大切さについての啓発を行った。 

〇補導委員会の実施、情報交換（伊予市）【再掲】 

〇不良図書回収（7月 17 日）（東温市） 

〇街頭補導活動（7月 15 日、30 日）（東温市） 

〇児童生徒の登下校見守り活動の実施（7月 5日）（東温市） 

〇各校区（小学校 7 校、中学校 2 校）健全育成協議会との情報交換（東温

市） 

〇カラオケ店やゲームセンター等の遊興施設への保護者同伴の注意喚起（久

万高原町） 

〇校区別に危険箇所点検、「きけん」赤旗の設置（松前町） 

〇「青少年を守り育てる店」を訪問及び協力依頼（松前町） 

〇有害図書の回収（３地区公民館設置の有害図書等回収ボックス）（松前

町） 

〇「まもるくんの家」について現状を把握し防犯協会と連携のもと管理運営

を図る。（松前町） 

〇白ポスト有害雑誌等回収（宇和島市、八幡浜市、内子町） 

〇非行防止等の発生場所の現地調査及び公園清掃（宇和島市） 

〇未成年の喫煙防止ポスターの掲示（西予市） 

〇街頭指導等の実施（伊方町） 

〇各地域（地区）補導会（伊方町） 

〇夏休みの生活指導の実施（鬼北町） 

〇下校指導の際に大型店舗への見回り実施（鬼北町） 

〇インターネット、ＳＮＳの利用に関する実態調査の実施（鬼北町） 

〇児童・生徒の登下校中の見守り活動の実施（愛南町） 

重点課題２ 

薬物乱用対策の

推進 

 

〇「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金街頭募金活動の実施（愛媛県） 

〇薬物乱用防止啓発パネル展の実施（愛媛県） 

〇看護学生を対象とした地域看護実習において、薬物乱用防止対策について

講義を実施（愛媛県） 

〇広報用啓発「ポスター」の掲示（今治市）【再掲】 

〇補導委員会の実施、情報交換（伊予市）【再掲】 

〇「薬物乱用教室」の計画及び実施 ※11 月実施予定（久万高原町） 

〇啓発用ポスターの掲示（久万高原町） 

〇学校・警察連絡協議会での情報共有 （久万高原町）【再掲】 

〇松前町青少年補導委員連絡協議会定例会で現状を報告し、薬物の恐ろしさ

と乱用対策について協議する（松前町）【再掲】 

〇各学校において発達段階に応じて、薬物乱用対策教室を開き、子どもたち

に指導する。（松前町） 

〇薬物乱用防止啓発ポスター等の掲示（宇和島市） 
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〇シンナー使用に関する情報提供・情報交換（宇和島市） 

〇各小中学校において薬物乱用防止教室を開催（大洲市） 

〇市 HP 掲載による啓発（西予市）【再掲】 

〇各校、愛南警察署や学校薬剤師を講師に、２学期に教室実施予定（愛南

町） 

重点課題３ 

不良行為及び初

発型非行（犯

罪）等の防止 

 

〇街頭補導活動（今治市、各地域・中央補導）（今治市） 

〇ＦＭラジオ放送（地域コミュニティＦＭ）による広報（今治市） 

〇広報いまばりに掲載し広報（今治市） 

〇広報用啓発「ポスター」の掲示（今治市）【再掲】 

〇児童生徒の登下校の見守り活動実施（上島町） 

「児童生徒をまもり育てる日」令和３年７月５日（月）実施 

（警察・少年警察共助員・教職員・生児童委員・PTA 役員・地域住民等） 

〇夏期特別街頭補導(７月中)（新居浜市） 

少年補導委員による夏越祭等の街頭指導        

昼 1 回、夜 13 回 延べ 82 人 

 （7 月 5日県下一斉街頭補導  昼 1 回、夜 3回  延べ 25 人） 

教員・ＰＴＡによる夜市、夏越祭等の夜間街頭補導 

(巡視補導の実施 20：00～21：00） 

〇西条市青少年補導委員・西条市青少年育成センター職員による街頭補導活

動（ゲームセンター・夏祭り会場・河川など）（西条市） 

〇「小・中・高校生の校外生活」チラシ配布（西条市） 

（市内小・中・高等学校の生徒の家庭、青少年健全育成に関わる地域の方

へ配布） 

〇「加茂川 MAP 水遊びにはライフジャケットを！！」チラシ配布（西条

市） 

 （市内小・中・高等学校の生徒の家庭、青少年健全育成に関わる地域の方

へ配布） 

〇「青少年の非行被害防止強調月間」のマグネットシートを公用車に貼り付

け広報した。（西条市） 

〇センター職員による街頭補導（月～金）の実施（四国中央市）【再掲】 

〇少年補導委員による街頭補導の実施（四国中央市）【再掲】 

 通常補導（各地区） 

〇子ども見守りパトロールの実施（四国中央市）【再掲】 

〇地区補導委員会・地区青少年健全育成協議会（四国中央市） 

〇教職員等による合同補導（四国中央市） 

〇児童生徒の登下校の見守り活動の実施（四国中央市） 

 「児童生徒をまもり育てる日」７／５（月） 

〇児童生徒の登校の見守り活動の実施（東雲小学校区・湯築小学校区）（愛

媛県） 

 「児童生徒をまもり育てる日」７月５日（月） 

〇児童生徒の登校の見守り活動についてホームページで紹介（愛媛県） 

〇令和３年度松山地区高等学校校外補導協議会への出席（松山市） 

７月５日(月)、松山市青少年センターにおいて開催された松山地区高等

学校校外補導協議会７月例会に担当者が出席し、学校関係者・関係団体と

補導活動等の現況報告及び情報交換等を行った。 

〇街頭補導活動（１３地区）※月平均２回実施（伊予市） 

〇青色防犯パトロールの実施（見える補導）（伊予市） 

〇青色防犯パトロール活動（随時）（東温市） 

〇街頭補導活動（7月 15 日、30 日）（東温市）【再掲】 

〇夏休みの生活指導・安全指導（久万高原町） 

〇学校・警察連絡協議会での情報共有 （久万高原町）【再掲】 

〇松前町青少年補導委員連絡協議会で現状を報告や情報交換を行い、不良行
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為及び初発型非行防止について協議し協力を得る。（松前町）【再掲】 

〇街頭補導・特別街頭補導（大型ショッピングセンター、輪ごし等）（松前

町） 

〇登下校指導、青色回転灯パトロールでの巡回（松前町） 

〇街頭補導（児童生徒の見守り活動）（砥部町） 

 ７月５日、８日、９日、13 日 

〇登校指導（砥部町） 

 ７月５日、６日、12 日、13 日、16 日、20 日 

〇防犯パトロールの実施（宇和島市） 

〇街頭補導の実施（宇和島市、西予市、内子町） 

〇補導員による補導活動の実施（八幡浜市） 

〇懸垂幕・横断幕の掲示（大洲市、西予市） 

〇市内一斉放送による啓発（大洲市） 

〇強調月間懸垂幕の掲示（西予市） 

〇登下校の見守り活動（内子町） 

〇学校と警察の連絡会議の開催（伊方町） 

〇地区懇談会の開催（伊方町） 

〇各地域（地区）補導会（伊方町）【再掲】 

〇下校指導の際に大型店舗への見回り実施（鬼北町）【再掲】 

〇自転車の施錠検査の実施（鬼北町） 

〇小中学校警察連絡協議会の開催（愛南町）【再掲】 

重点課題４ 

再非行（犯罪）

の防止 

 

 

 

〇えひめ青少年の非行・被害防止県民大会の開催（愛媛県） 

 月日：7/30（金） 

場所：県生涯学習センター 

内容：顕彰式及び基調講演 

人員：210 名 

〇再犯防止啓発月間ポスターの掲示（愛媛県） 

〇社会を明るくする運動大臣メッセージ伝達式（愛媛県・松山保護観察所） 

〇社会を明るくする運動の県ホームページ等での啓発活動（愛媛県） 

〇広報用啓発「社会を明るくする運動、ポスター」の掲示（今治市） 

〇広報いまばりに掲載し広報（今治市） 

〇社会を明るくする運動街頭キャンペーン（上島町） 

（保護司・警察・少年警察協助員・教職員・民生児童委員・行政） 

〇上島町 CATV 及び広報誌への掲載（上島町） 

〇青少年の非行・被害防止県民大会への参加（松山市） 

〇補導委員会の実施、情報交換（伊予市）【再掲】 

〇街頭補導活動（東温市）（7月 15 日、30 日）【再掲】 

〇学校・警察連絡協議会での情報共有（久万高原町） 【再掲】 

〇更生保護女性会へ参加（総会はコロナ予防のため書面開催）（松前町） 

〇松前町要保護児童対策地域協議会への参加（松前町） 

 内容 事例研修、情報交換 

〇青少年の非行・性被害防止県民大会（７月 30 日開催）に参加し、講演に

より再非行防止、支援について研修する。（松前町） 

〇市内中学校からの情報提供に対する対応（宇和島市） 

〇懸垂幕の掲示（大洲市）【再掲】 

〇市内一斉放送による啓発（大洲市）【再掲】 

〇児童生徒を守り育てる日の活動の実施（伊方町） 

〇社会を明るくする運動に係る懸垂幕やのぼり旗の設置（鬼北町、松野町） 

〇小中学校警察連絡協議会の開催（愛南町）【再掲】 
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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 

 

 

〇カード・リーフレットによる、悩み相談窓口の広報（今治市内小中学校）

や夏休みに向けてのリーフレット（今治市内小中学校及び就学前施設）や

管内の公立中学校へ『青少年の非行・被害防止強調月間』の周知メールを

送信や『少年の主張・県大会募集』について文書で周知や児童生徒健全育

成地域活動推進のための補助金を出し小中学校・ＰＴＡ・校区住民相互の

連携活動により、児童・生徒の非行防止健全育成に寄与（今治市） 

〇社会を明るくする運動:中学生弁論大会の開催（今治市） 

〇児童生徒の登下校の見守り活動実施（上島町） 

「児童生徒をまもり育てる日」令和３年７月５日（月）実施 

（警察・少年警察共助員・教職員・民生児童委員・PTA 役員・地域住民等） 

〇相談窓口の広報（市政だよりに掲載）（新居浜市） 

〇新居浜市教育委員会適応指導教室「あすなろ教室」に於いて相談受付（新

居浜市） 

〇相談受付（青少年センターに於いて常時）（新居浜市） 

〇こども支援室による各小中学校訪問（四国中央市） 

〇子ども支援室による保護者、児童、生徒への訪問相談業務（四国中央市） 

〇松山市いじめ問題対策連絡協議会への参加（松山市） 

  ７月１５日(木)、松山市教育研修センターにおいて開催された、松山市

いじめ問題対策連絡協議会に参加し、講話･情報交換を行った。 

〇相談窓口（青少年センター内）の設置（伊予市） 

〇定例教育委員会で各校からの報告を情報共有（伊予市） 

〇教育相談室（2ケ所）における相談対応（東温市） 

〇各校区（小学校 7 校、中学校 2 校）健全育成協議会との情報交換（東温

市）【再掲】 

〇いじめストップスローガンの作成・全校周知・具体的な取組みについての

話し合い（久万高原町） 

〇「こころのけんこうしらべ」「学校生活を明るくする調査」の実施※毎月

（久万高原町） 

〇生徒会による人権週間の活動（久万高原町） 

〇SSW,SC による教育相談の実施（久万高原町） 

〇学校・警察連絡協議会での情報共有（久万高原町）【再掲】 

〇各学校と松前町青少年補導委員連絡協議会が情報を共有し、早期発見、早

期対応を図る。（松前町） 

〇スクールソーシャルワーカー、県警スクールサポーター等との情報交換・

非行問題の対応策検討（宇和島市） 

〇中学校まもり育てる協議会の開催（宇和島市）【再掲】 

〇7/5 児童生徒まもり育てる日の登校指導及び情報交換（宇和島市） 

〇学校警察連絡協議会の開催（八幡浜市）【再掲】 

〇市いじめ対策委員会の開催（八幡浜市）【再掲】 

〇中学校生徒指導連絡協議会の実施（大洲市）【再掲】 

〇小学校生徒指導連絡協議会の実施（大洲市）【再掲】 

〇いじめ０の日、いじめ０強調月間の設定（大洲市） 

〇いじめ防止に関するアンケートの実施（大洲市） 

〇いじめ等に関する相談窓口の設置（大洲市） 

〇いじめ相談ダイヤル 24 ポスターの掲示（西予市） 

〇あおぞら子ども会（人権を考える子どもの会）の開催（松野町） 

〇児童生徒を守り育てる日の活動実施（松野町） 

〇いじめ等に関する生徒アンケートの実施（鬼北町） 

〇教育相談の実施（１回／学期）（鬼北町） 

〇警察と教育委員会による情報共有・連携強化（愛南町） 

 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と表示 


