
 

 
 
 
 

（３） 質問 ３  
青少年を有害環境から守るために、あなたの地域ではどのような活動、取組等が行われていますか。知ってる範囲でお答え下

さい。 
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街頭補導(パトロール)をしても何も無いから不用と云う仲間もいますが、「たまり場」「繁華
街」はやはり定期的に巡回することが、事件・事故防止につながるものとコツコツ活動す

ること。 
 （茨城県・50代・男性） 

 
先生と地域の方々で巡回をしている。学校の門前で、朝通学時におはようございますと挨

拶運動を行っている。 
 （茨城県・50代・男性） 

 
剣道の指導を通して行っている。 

 （山口県・60代・男性） 
 

学校で保護者への教育（講習）。 
 （山口県・60代・男性） 

 
地域の町内会、PTA、子ども会等の会議の席上にて、発言を求め、有害サイト等について
の注意点を情報として話している。 

 （岩手県・50代・男性） 
 

年配者、あるいは、仕事をリタイアされた方が、通学時に立ち、当番をしていただき、見

守ってくださっている。 
 （島根県・40代・男性） 

 
柔道指導等に於ける、礼法等の徹底。 

 （愛知県・60代・男性） 
 

町内のパトロール。 
 （愛媛県・60代・男性） 

 
夜間パトロール。 

 （熊本県・50代・男性） 
 

地方自治体や関係団体（青少年育成協議会や小・中学校）が一緒になって、地域巡回が行

われている。 
 （宮崎県・60代・男性） 
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私の住む地域では、様々な生活学習活動などを通し、子供からお年寄りまでが一体となっ

た地域作りを進めている。地域住民が集まれる場を多く作り、交流を深めることで、住民

間の絆も深まり、親同士、大人と子供、隣同士の情報交換も活発になり、「地域の子供は地

域で育てる」との意識も高まり、自然と有害環境も排除されることを目指している。 
 （群馬県・60代・男性） 

 
「地域での子供は、地域で守る」という理念の下、自治委員、民生委員、小・中学校の先

生、PTAと少年補導員で月 2回パトロールしている。 
 （大分県・70代・男性） 

 
地方自治体（市）の「安心、安全の街づくり」と合同で薬物防止キャンペーンや繁華街等

への巡回活動等。 
 （茨城県・50代・男性） 

 
大人と一緒に自転車置き場の整理。週に一回の地域清掃。 

 （鹿児島県・60代・男性） 
 

遊技場やレク施設などへの入場規制の申し合わせ。学校医による薬物に関する講話。地域

単位の情報交換会。 
 （東京都・60代・男性） 

 
学童生徒については、PTA ボランティアによる、パトロールを祭礼時の夜など随時行われ
ている。 

 （愛知県・60代・女性） 
 

青少協などの会合の中で情報交換し、対応策など協議している。学校においてネットマナ

ーの指導の機会を設けて実施した。 
 （佐賀県・50代・男性） 

 
町の巡回。 

 （愛知県・70代・女性） 
 

春休み、夏休み、冬休み等の前後あたりに盛り場の声かけ運動、防犯のチラシ配布、広報

車の巡回、回覧板、のぼり旗の設置。 
 （山形県・50代・男性） 
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有害図書の廃棄ボックスの設置、見回りパトロールの実施。 
 （島根県・60代・男性） 

 
小・中学校情報教育部会や生徒指導部会、現状の報告会、講師を招いての研修会等を実施。

中学校の保護者及び生徒を対象に「情報モラル教育講演会」を実施。青少年支援センター

の活動として、指導員が定期的に溜り場を巡回し、有害環境の店などに申し出。青少協、

民生委員等による地域内の巡回指導。 
 （佐賀県・50代・男性） 

 
青色パトロール等、地域の補導委員や公民館が中心となって広報活動や見回り活動等が行

われている。 
 （愛媛県・50代・男性） 

 
区長やお世話人さん方が積極的に声をかけておられ、どこの子か知っておられます。「ふれ

あい会」などを通じて地域の交流も行われています。 
 （佐賀県・30代・女性） 

 
警察職員と合同による風俗営業所等への立ち入りを定期的に行って、青少年の非行防止及

び営業者に対する必要な助言をしている。また、保護者の会合などでゲームや携帯電話イ

ンターネットによる弊害や危険性を話し合う機会を設けている。 
 （富山県・60代・男性） 

 
学校内での携帯電話の使用禁止。小・中学校への持込みに関しては、どうしても必要と認

められる児童、生徒には登校時に先生が預かり、下校時に返すという方法をとってもらっ

ている。 
 （新潟県・60代・女性） 

 
コンビニ等、有害図書類の立ち入り検査。有害環境をなくすパンフの配布。PTA 研修会で
の啓発。 

 （長崎県・50代・男性） 
 

常日頃からの子供達との顔見知り、特に小学生の頃からの接触が重要という観点から、登

下校時の他の団体との連携により行動を見守る。補導員を自己ＰＲすることにより、保護

者からの相談事が増え、その対応を図っている。山への植樹から木を育てる意義、家庭、 
人間関係の育成を図っている。（保護者、警察官も参加）。 

 （和歌山県・60代・男性） 
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青少年が溜り場になりうる場所のパトロール。 

 （愛知県・30代・女性） 
 

パトロール。 
 （愛知県・40代・女性） 

 
コンビニエンスストアー、ゲームセンター、書店、ビデオ・DVD販売店等に対し、少年警
察ボランティアが積極的に環境改善のため啓蒙活動を行っている。県警本部長から委嘱さ

れたボランティアがサイバーパトロールを励行している。 
 （東京都・60代・男性） 

 
パトロールママによる街頭呼びかけやパトロール。ＰＴＡによるパトロール。大人向け講

演会の開催。 
 （島根県・60代・男性） 

 
地域のパトロール。地域の行事に参加して、情報の収集・相談の機会を増やす。 

 （愛知県・60代・男性） 
 

パトロール。 
 （愛知県・30代・男性） 

 
学校、警察、連絡協議会組織の充実。この会では、有害環境に関する情報交換、シンナー

乱用防止キャンペーンなどの啓発、各地域ごとに巡回補導などを行っている。市民センタ

ー（小学校区単位）を中心にした、青少年を地域で育てる会（地域会議）の充実。この会

では、地域のパトロール、ＰＴＡと連携による啓発活動、地域の行事への積極的な参加な

どを行っている。 
 （福岡県・50代・男性） 

 
PTA活動の中で携帯電話へのフィルタリングを販売店へ要請する活動を行う。 

 （京都府・50代・男性） 
 

学校裏サイトなどの監視活動。 
 （宮城県・50代・男性） 

 
ＰＴＡによるパトロール。役所等によるパトロール。警察官による声かけなど。 
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 （愛知県・30代・女性） 
 

各団体による町内夜間パトロール（ゲームセンターなど）。登下校時の挨拶運動。 
 （佐賀県・60代・男性） 

 
警察、学校との補導活動。広報キャンペーン時に参加し、青少年の非行防止活動に努めて

います。 
 （東京都・50代・女性） 

 
携帯電話のショップへの啓発や、ポスターなどでの啓発。 

 （広島県・40代。女性） 
 

地区で防犯団体が編成されており定期的に巡回等を行っている。 
 （宮崎県・60代・男性） 

 
ＰＴＡ活動で、携帯電話情報の有害性に係る講座を設けている。 

 （埼玉県・50代・男性） 
 

地域パトロール（学校、保護者、地域の代表から成る団体）の実施。また、左記団体の啓

発の新聞等。 
 （岡山県・50代・男性） 

 
たばこにおいては分煙。携帯ショップ等では、フィルタリングの導入を進めている。 

 （岡山県・50代・男性） 
 

少年センター、警察、地域の方と連携しての見回り活動。 
 （和歌山県・50代・男性） 

 
警察本部長、公安委員会からの委嘱者及び市教育委員会からの委嘱者などで街頭巡回、有

害図書の調査、販売自粛要請、ゲーム場などの立入調査など。 
 （石川県・70代・男性） 

 
国民運動として、一人一人の国民が感心を持って活動ができるように、隣組等を単位に毎

回、議題・話題にしている。 
 （三重県・70代・男性） 
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学校に携帯を持ってこさせない、使わせないなど。 
 （栃木県・40代・男性） 

 
有害図書,ビデオ、DVDの自動販売機の撤去運動。民間青パトによる巡回。登下校時の一声
運動。 

 （富山県・50代・男性） 
 

ＰＴＡによる巡回（見まわり）。 
 （岐阜県・40代・女性） 

 
防犯委員による見回り(夜間)や啓発活動。子育て支援協会が、さまざまな団体を巻き込んだ
会員構成になっていて、情報の共有をしている。 

 （京都府・50代・女性） 
 

夜間、空き家の見回り。 
 （愛知県・60代・女性） 

 
補導巡回、コンビニ店へ出向き、未成年に煙草が売られていないか、店側にお願いしてい

る。親の使いと言って買いに来る未成年者には、身分証明又は親の免許証持参し、提出さ

せる位の徹底が必要と店側にお願いしている。又、地域の自治会報にお願いしている。 
 （奈良県・70代・男性） 

 
子供１１０番の家の設置。犯罪情報のメール発信。安全安心マップの作製。見回り隊。 

 （山口県・50代・男性） 
 

補導員を中心とするサポートパトロール活動。違反広告物除去推進員による除去活動。 
 （大分県・50代・男性） 

 
夏休み等に地域の人が夜間パトロール等を実施している。 

 （京都府・50代・男性） 
 

地域によって有害環境が異なりますが、現状ではコンビニにおける有害雑誌やタバコや酒

類の未成年者への販売を排除するための要望を業者に積極的に行っている。 
 （福岡県・60代・男性） 

 
地域のパトロール。 
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 （愛知県・70代・女性） 
 

PTA 活動の主導により、学年教師と保護者が連携し、定期的に巡視活動を促進している。
青少協、防犯協、交通安全協等との連携を深め活動している。 

 （青森県・60代・男性） 
 

青少年に有害な環境を改善しようと、豊見城地区安全なまちづくり推進協議会、約２０人

で豊見城署管内の雑誌やビデオなどを扱う書店やビデオ店、コンビニ、店舗を巡回した。

有害図書等パトロールと称し、成人コーナーの表示の有無や掲示方法などを確認。店舗に

指示・改善を求めた。 
 （沖縄県・50代・男性） 

 
有害環境ではないかもしれないが、小学校の下校時に見守り隊が同行しています。 

 （愛知県・40代・女性） 
 

夜、防犯対策も兼ねて、自治会有志でパトロールをしている。 
 （東京都・50代・女性） 

 
全県、全店舗でされてはいるが、成人雑誌にビニールカバーの梱包がなされている。天草

市内のネットカフェでは年齢を明確にして入店。年齢に応じたフィルタリングがされてい

る。 
 （熊本県・30代・男性） 

 
少年補導員による街頭補導活動。看板の徹去活動(有害看板)。少年補導員が学校を訪問し、
子供を取り巻く環境や地域情報の収集と対策。少年補導員と学校の先生との研修会。 

 （神奈川県・60代・男性） 
 

青少年育成協議会などによるパトロールやテレクラ等のポスターの撤去を行っている。 
 （兵庫県・60代・男性） 

 
時間で盛り場やゲームセンターなど出入りできない。ただ少し時間が早すぎる気もする。6
時(夕方)出入り禁止も早く追出されると、次へ行く可能性が高い。 

 （静岡県・40代・女性） 
 

インターネット安全教室を育成員会主催で実施。教育委員会補導センター主催による校長

クラスへのネットいじめなどの現状と対応方法の講習会の実施。 
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 （千葉県・40代・男性） 
 

量販店、スーパーなどでの万引き防止活動。街頭での巡視活動。青パトによる防犯活動、

携帯インターネットサイトについての地域住民への講習会の開催。 
 （香川県・50代・男性） 

 
お祭り、少年野球チーム、子供の日の餅つき大会とかを開いている。けれども参加者は大

人の方が多いと聞いている。 
 （東京都・70代・男性） 

 
各学校の子どもやＰＴＡを対象に警察職員の来校を依頼し、携帯電話の使用や防犯活動に

ついて講話等している。学校安全見廻り隊など登下校の安全につとめている。各学校の PTA
生活指導部会で長期休業中や定期的に校外の巡回指導にあたっている。 

 （青森県・50代・男性） 
 

携帯電話やインターネットの危険性について、保護者会などで周知する。地区内を PTA・
補導員等で定期的に巡回する。 

 （栃木県・50代・男性） 
 

ＰＴＡのパトロール。 
 （愛知県・60代・女性） 

 
特にこれと言った活動はありません。行政とタイアップして自販機、コンビニでの有害図

書、ビデオ店、カラオケＢＯＸの立ち入り調査等を実施している。 
 （沖縄県・60代・男性） 

 
パトロールや巡回活動。 

 （佐賀県・50代・男性） 
 

有害な看板の撤去。ＪＲでの車内巡回等。 
 （茨城県・40代・男性） 

 
夜店巡回指導。まつり巡回指導。地区防犯少年体育大会。地区弁論大会。 

 （青森県・70代・男性） 
 

定期的にグループを組んで警察と一緒にパトロールをしている（駅・大型ショッピングセ
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ンターなど）。 
 （徳島県・60代・男性） 

 
自治会などが見回りをしていますが、地域で大人が“見ている”というシグナルを発信し

ていることは大切。 
 （埼玉県・50代・女性） 

 
各地区で防犯パトロール隊が組織され、定期的にパトロールをしている。特に下校時や夜

間など特定の音楽を流してパトロールしていることを知らしめている。 
 （富山県・60代・男性） 

 
ボランティアによる補導活動と声かけ。少年の居場所作りの為、地域ボランティア、教師

（教育関係）、保護者などとの連絡、協調及び実行。 
 （兵庫県・60代・男性） 

 
生徒、保護者に対しての携帯、インターネットの被害についての研修会を実施している。

小学校、中学校、町Ｐ連と連携した研修を実施している。 
 （島根県・50代・男性） 

 
携帯電話やインターネットの落とし穴などを紹介している。ビデオなどで啓発活動してい

る。 
 （香川県・50代・男性） 

 
少年センター等による地域巡回指導。 

 （愛知県・50代・男性） 
 

コンビニ、ドラックストア等への定期的な見回り。溜り場やゲームセンターなどへのパト

ロール活動。黄色いポスト。学校での啓発活動。あいさつ運動。 
 （島根県・50代・女性） 

 
非行防止及び薬物乱用「社会を明るくする運動」の街頭活動。「大祭」の時にパトロール。

夏休み、冬休み時各地域でのミニパトロール。挨拶運動。コンビニ、ゲームセンター、ビ

デオ店への協力依頼。 
 （愛知県・60代・女性） 

 
町内での見回り、巡回（定期的ではないが）、地域の行事活動を通して触れ合うこと。また
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一部、学校周辺ですが、「犯罪抑制効果」があると数字の出ている青色の街灯に変えること

によって、その効果を狙っている。 
 （兵庫県・40代・女性） 

 
地域協議会で携帯電話を小・中学生に持たせない呼びかけをしたり、防犯パトロールを行

っている。 
 （栃木県・40代・男性） 

 
地域ごとの青少年健全育成会議が組織されている。 

 （滋賀県・60代・男性） 
 

薬物乱用防止キャンペーン。コンビニ、カラオケ、パチンコ、書店等へ青少年健全育成の

お願いにまわる。溜り場、夜間の補導巡視。街の美化運動の目的で地域住民、子供、生徒

と共に清掃活動をする。 
 （和歌山県・60代・男性） 

 
おやじの会等のボランティア団体による啓発活動や有害場所への巡視活動。 

 （愛知県・50代・男性） 
 

薬物依存回復者による小・中・高校・大学における薬物乱用防止講演活動。 
 （東京都・40代・男性） 

 
補導。道路、河川の清掃。 

 （岡山県・30代・男性） 
 

当少年補導委員会では「お出かけ隊」との名称で、市内幼・保・小・中・高校を対象に誘

拐防止、非行防止、薬乱防止の啓発活動を行っています。21 年度からは携帯電話犯罪の予
防、防止啓発活動にも取り組む為、まず補導員自らが理解する為「ＮＴＴドコモ、関西」

にお願いして、学習会を行います。小・中・高校へ出向き「寸劇」などでより犯罪防止を

盛り上げます。 
 （滋賀県・60代・男性） 

 
不審者情報は、学校から親宛にメールされ、町内会には回覧が回され、子供たちは早めの

下校がなされる場合があります。「お散歩見回り隊」など様々な形の見回りがなされている

様です。携帯電話は親が注意を払っているようです。 
 （広島県・50代・女性） 
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大型店舗の見回りをして、事前に万引き等を防止する。定期的にカラオケボックス、ゲー

ムセンターを年数回見回る。 
 （宮城県・50代・女性） 

 
少年補導活動。 

 （兵庫県・60代・男性） 
 

地域だよりの中に青少年を有害環境から守るための取組が取り上げられている。 
 （岡山県・50代・男性） 

 
学校としては、地域の方々とパトロールをしています。 

 （和歌山県・60代・男性） 
 

｢子どもとメディア｣に関する講演会等の実施。 
 （宮崎県・60代・女性） 

 
声かけ運動。有害環境と思われる場所でのパトロール。 

 （岡山県・50代・男性） 
 

私共の協議会は警察署のご指導の下で４月から夏場にかけて花観桜会、おしき上げ、上越

まつり、謙信公祭で街頭補導を行っています。特に、犯罪防止に配慮して社会環境や地域

作りを進める為に邁進している。 
 （新潟県・60代・男性） 

 
地区防犯協力会メンバーによる月 1回のパトロールを実施している（学校も参加）。 

 （島根県・60代・男性） 
 

有害図書販売機の撤去運動。 
 （青森県・60代・男性） 

 
昨年、基山小学校、若木小学校への脅迫電話があり、登下校時間に子供達の送り迎えを実

行しております。又、電車の中でのマナー指導で列車パトロール等を行っております。 
 （佐賀県・60代・女性） 

 
環境浄化パトロールを行い、有害物を撤去する。 
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 （茨城県・60代・男性） 
 

地域の行事への参加や清掃活動を展開している。 
 （沖縄県・60代・男性） 

 
青少年を犯罪、万引、有害環境から守る為に青少年育成センター、又、地域、警察、少年

補導員による巡回。 
 （香川県・60代・男性） 

 
青少年育成の会を各中学校区単位で立ち上げ、非行防止の巡回や問題行動の情報交換等を

積極的に実施している。警察、学校、保護者をつなぐインターネットを整備して、情報把

握を進めている。 
 （宮崎県・60代・男性） 

 
ショッピングセンター出入り口にて、万引き防止、出会い系サイト防止、薬物乱用防止等

のパンフレット配布。 
 （三重県・60代・男性） 

 
幼・小・中・高、地域、関係機関を交えた協議会の開催。 

 （山口県・50代・女性） 
 

市内各地で青少年育成協議会を中心とした意識啓発事業（駅前での啓発物の配布・呼びか

け）の展開。地区パトロールによる声かけ運動。 
 （埼玉県・50代・男性） 

 
月に二回程度ＰＴＡによる地域巡視。 

 （徳島県・40代・男性） 
 

校区で協議会を作り、有害環境の調査、地図作成と配布、有害環境の撤去運動を進めてい

る。 
 （鹿児島県・60代・男性） 

 
街頭パトロール。声かけ運動（登校時の見守り）。青色回転灯掲載車でのパトロール。青色

防犯灯の設置。 
 （島根県・50代・女性） 

 



 195

少年警察ボランティア主催の会合時（定期総会、研修会等で）、警察の係から携帯電話の危

険性とフィルタリングの必要性を記した文書を配布し、説明して普及を図っている。また、

巡回活動時にも関連パンフを配布している。 
 （青森県・70代・男性） 

 
地域推進員がいて、声かけ運動、見回り等の活動をし、月一回会合をして情報交換をして

おります。 
 （島根県・50代・男性） 

 
青少年育成町民会議の活性化。「地区教育懇談会」の開催。青少年育成町民大会。教育講演

会の実施。 
 （佐賀県・60代・男性） 

 
保護者啓発。地域をあげてのモラル、マナー、ルールを守る運動の徹底。 

 （鳥取県・50代・男性） 
 

警察署が委嘱する補導員、市教委が委嘱する青少年員指導委員、及び教職員が巡回指導し

ている。警察官ＯＢ（サポーター）と学校が連携している。 
 （宮崎県・50代・男性） 

 
警察官が中学校・高校に出向き｢薬物乱用防止｣・｢携帯電話の危険性｣についての講話を実

施。その際、少年補導員も参加。JR和歌山駅等において、中学生が中心となり、少年補導
員、警察官、少年センター職員等が参加しての薬物を防止するための「薬物防止キャンペ

ーン」、迷惑行為をなくし、マナｰアップを図る為の「きのくに、さわやかマナーアップ・

キャンペーン」を実施。 
 （和歌山県・60代・男性） 

 
県や市などの行政や、関係団体などが青少年の健全育成、環境浄化について、キャンペー

ンなどを実施している。 
 （山梨県・40代・男性） 

 
モラルを学校で教える。従って当地区では、子供達は誰に会っても、必ず挨拶する様にな

っている。 
 （山口県・70代・男性） 

 
青少年育成を考えた各種団体による講演会や広報による啓蒙活動。 
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 （鳥取県・50代・男性） 
 

月に１回、警察便りや、小学校便りで、薬物の怖さやインターネットへの注意などが回覧

で回ってくる。 
 （東京都・30代・女性） 

 
補導巡回活動の実施。地域間でも温度差があったり、周囲の環境も異なるので地域間交流

の補導活動も実施している。 
 （新潟県・50代・女性） 

 
大型スーパーなどに行って、声かけ運動（万引き等）。ゲームｰセンター、パチンコ店など。 

 （宮城県・50代・女性） 
 

健全育成会議等の団体を組織し、啓蒙や具体的行動の働きかけを計画的に実践している。 
 （青森県・50代・男性） 

 
近辺を見守る。別に町内、校内を見回っている。 

 （長野県・60代・男性） 
 

PTAのパトロール等。 
 （愛知県・30代・女性） 

 
回覧にて表示。 

 （愛知県・60代・女性） 
 

青少年保護育成委員会と地域の小・中・高の生徒指導主事が定例会で情報交換をしたり、

合同で地域巡回、街頭指導をしたりしている。 
 （秋田県・40代・男性） 

 
携帯を持たせない運動を展開している（県ＰＴA連合会）。 

 （山口県・50代・男性） 
 

防犯パトロール。 
 （鳥取県・60代・男性） 

 
ボランティアによるパトロールや警察と合同のパトロール。 
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 （山梨県・50代・男性） 
 

お祭りなどの時に PTAの人や市の人？が見回りをしている。子供に声をかけているようで
す。 

 （山梨県・40代・女性） 
 

現段階では関係団体（例えば、警察、学校、家庭、青少年育成委員会等）に情報の提供を

行っている。 
 （東京都・60代・男性） 

 
電子メールによる情報配信システムを設置。登下校時における児童、生徒の安全確保。（不

審者情報を携帯メールへ配信）。地域住民も一体となって子供達の見守りをしている。 
（愛媛県・60代・女性） 

 
警察及び県職員の立ち入り調査などはしているようであるが、まだ不十分であると思う。 

 （福岡県・50代・男性） 
 

小・中学校「あいさつ運動」「見守り声がけ」非行防止活動。 
 （愛知県・60代・女性） 

 
見守り及び非行防止パトロール。学校・ＰＴＡ・地域諸団体による意識啓発のための講演

会等の開催。有害と思われる図書・ＤＶＤ等の店頭調査・関係機関への協力要請。青少年

健全育成条例の普及・啓発。 
 （埼玉県・50代・女性） 

 
市民会議、各安全･安心隊との連携を強化して、有害広告物の除去を始めとして、登下校時

の児童の指導等。 
 （宮城県・50代・男性） 

 
地域の見回り、自販機等の運用についての要望。広報誌の発行、地域懇談会の開催。 

 （岡山県・50代・男性） 
 

例えば不審者をみたら、警察に連絡をくださいという立看板があちらこちらに設置してあ

るなど。 
 （愛知県・60代・男性） 
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市で３名のサイバーボランティア。区民祭りにて地域防犯等々区民からアンケートを記入

して頂き、集計し、警察に提出している。 
 （千葉県・50代・女性） 

 
ＰＴＡ、地域教育連絡協議会、青少年育成委員会等による、情報交換、イベント、啓発活

動。 
 （東京都・40代・女性） 

 
青少年問題協議会、子供を守る武蔵野連絡会（武蔵野市を中心に警察、学校、青少協、PTA
地域防犯協会、交通安全協会、非行のない明るい街作り、ひと声運動、民生委員、コミュ

ニティ研究連絡会等の各団体が集まり連絡会を作っている）。その他、女の会、地域安全パ

トロール、商店街連合会等などで連絡をとりながら青少年を有害環境から守る取組をして

いる。有害環境の勉強会や講演等をして、情報交換をしている。 
 （東京都・60代・女性） 

 
携帯電話のフィルタリングについては、小・中学校ＰＴＡの行事等で説明会が開催されて

いる。 
 （新潟県・40代・男性） 

 
中学校区単位くらいで、防犯活動をしている(学校単位)。コミュニティの青少年委員会他。 

 （高知県・50代・女性） 
 

保護者、学校関係者等に対して講習会開催。ただ、参加者が少なく、多くの方に参加呼び

かけをと思っています。 
 （広島県・60代・男性） 

 
「小・中学生には携帯電話を持たせないようにしよう」とする取り決めが本宇都宮市では

進んでいます。ただし「どうしても持たせる場合には親の責任で」という注釈付きです。 
 （栃木県・40代・男性） 

 
学校、ＰＴＡが連携して、携帯電話をもたせないように働きかけている。警察サイバー対

策室の係員から学年集会や保護者会などで講演をしていただく。 
 （富山県・50代・男性） 

 
青少年育成福井市民会議等の健全育成に携わる団体を中心に、地区内の環境点検を実施し

ている。学校と PTAにより定期的な補導活動を行っている。 
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 （福井県・40代・男性） 
 

第一義的には家庭の責任をしっかり自覚していける取組みが必要である。起こり得るすべ

ての状況、特に携帯電話については、買い与えた親の責任という自覚に立ってもらいたい。 
 （鹿児島県・60代・男性） 

 
補導活動。 

 （東京都・60代・女性） 
 

溜まり場、コンビニ等のパトロールを行っている。 
 （千葉県・60代・男性） 

 
市及び地区の青少年指導員、青少年・ＰＴＡ・学校職員によるゲームセンター、溜り場等

の巡回や違反広告物の撤去。携帯電話やインターネット等による有害情報・犯罪性などを

県警本部サイバー室より来ていただき、生徒、保護者、地域の人々に啓発。情報モラル教

育の推進（授業や学校ホームページの中で情報モラル通信の発行等）。 
 （宮崎県・50代・男性） 

 
青少年健全育成協議会による、有害図書自販機、酒・タバコ類の自販機撤去と、ボランテ

ィアによる地域パトロール・あいさつ運動の実施。 
 （佐賀県・50代・男性） 

 
以前から、ピンクチラシ撤去運動を PTA父親等が中心となって行ってきている。 

 （高知県・50代・男性） 
 

県や町が地域学校安全指導員（スクールガードリーダー）に委嘱状を交付し、活動にあた

っている。集落では 1 部の人たちで小学校、中学校、高等学校生徒の上下校時に巡視、巡
回。 

 （青森県・70代・男性） 
 

自主防犯活動者に対して、新しい有害環境の情報を提供している（市の防犯協会）。例えば

「ブタパン」など。パレードや大会など、市が開催している。※どちらも効果があるとは

思えない。 
 （北海道・30代・女性） 

 
山形県では父兄に対するフィルタリングの説明、ネットカフェ事業者に対して青少年保護
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条例の見直しの内容について周知徹底等を行なっている。山形県全体で「少年非行防止の

日」を年４回、各団体を巻き込み、一斉に街頭に立ち、見せる補導活動など行っている。

また、各学校に出向き子供達と対話集会をしている。 
 （山形県・60代・女性） 

 
学校やＰＴＡ等での講習会や研修会の実施。健全育成の団体等による日常的、定期的活動

の実施。 
 （秋田県・50代・男性） 

 
少年補導員や少年指導員と保護司会などで、小・中学校へ携帯電話やインターネットの危

険性と薬物乱用の出前講座（小学 5～6年生、中学 2～3年生対象）を年 12回実施し、後で
アンケートを取っている。（県薬物乱用防止指導員として活動）。 

 （岐阜県・60代・男性） 
 

私が少年補導員として出来ることとして、万引き等の啓発活動及びパトロール活動を行っ

ている。地味な活動であるが根気よく抑止効果をと思い続けています。 
 （神奈川県・60代・男性） 

 
本校のＰＴＡ活動として、保護者に対する講演会の中で「携帯電話の危険性」について説

明を行った。生徒に対する情報教育の中で、携帯電話やインターネットの利用上の注意事

項や危険性について指導を行っている。 
 （北海道・50代・男性） 

 
特には思いつきませんが、祝日などの地域交流イベントが役立っているかもしれません。 

 （東京都・20代・男性） 
 

我々の地域の小学校に於いては、地域の住民と常に連絡を取り合い、学校行事について常

に住民側に連絡、参加等を行っている。又、児童に於いても、住民の顔、町内役員の家等

訪問の機会を取っている。 
 （長崎県・70代・男性） 

 
市内中学校は下校時間を統一している。冬期は５：００ＰＭまで、夏期は６：３０PMまで、
明るいうちに下校させている。 

 （茨城県・60代・男性） 
 

青少年健全育成会議関係団体との定期的なパトロールと販売方法の改善を要求するなど活
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動に取り組んでいる。少年センター等と連携し活動している。 
 （滋賀県・60代・男性） 

 
市の青少年保護団体、警察等と連携した見廻りと共に、本校 PTA独自の見廻り活動、地域
の青少年健全育成団体との一体となった活動を実施。 

 （山形県・50代・男性） 
 

年に一回教育委員会の社会教育課が中心になり、各小・中学校の代表と合同で有害環境と

思われる所を巡回視察し、コンビニでは、成人用雑誌がどの程度のカバーや位置で売られ

ているか確認し、店の人と話すような取り組みをやっている。 
 （佐賀県・60代・男性） 

 
私達の地域では互いに連絡を取り合い、巡回等をしている。 

 （徳島県・70代・男性） 
 

月１回地域の巡回を夜間に行っている。その地域の学校職員、住民育成会議の代表者、PTA
と 10～15人ぐらいの人数で実施している。 

 （和歌山県・50代・男性） 
 

年１回、盆踊り大会を地域の主催で実施しています。青少年やお年寄りの人達を対象とす

ることが目的で、地域周辺の好評を得ています。 
 （山口県・70代・男性） 

 
小・中学生の携帯電話の使用禁止。薬物依存症についての講演(中学)。 

 （岩手県・40代・女性） 
 

学校では保護者への啓発が様々に行われている。例えば、市Ｐ連で「正しいネットと携帯

の活用を子供に伝えよう」というテーマで保護者に、また、学校とＰＴＡの共催で「知っ

ていますか？ケータイ・ネット・ゲームのリスクと対応」というテーマで生徒と保護者に

講演を実施した。 
 （島根県・60代・男性） 

 
団地内でパトロール（住民による）。「こども１１０番」の札を団地内で見かける。保護者

の方が横断歩道のところで見守っていらっしゃいます。 
 （広島県・50代・女性） 
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『自治体、各種ボランティア団体連携による活動、取組』①新学期、卒業期の学校周辺の

パトロール②祭礼、盛り場、ゲームセンターなどにおける補導活動③有害広告・看板類の

撤去活動④PTA、学校、父母からの少年相談の受理⑤幼児、児童、生徒向け紙芝居、寸劇
などによる広報、啓発活動⑤防犯パトロール車による警戒活動。 

 （群馬県・60代・女性） 
 

学校では、警察のスクールサポーターや NPO法人の講師を招いて、生徒や保護者に、イン
ターネット環境が持つ危険性についての講演会を開いている。また、スクールサポーター

には、必要に応じて個別の支援についても協力していただいている。 
 （長野県・50代・男性） 

 
育成会、自治会、少年指導委員による、パトロール、補導の実施。 

 （埼玉県・60代・女性） 
 

ＰＴＡの時に保護者、生徒向けに警察署から携帯電話に関する事件の事案を話してもらっ

た。 
 （秋田県・40代・男性） 

 
駆け込み、逃げ込み OK の個人宅や、法人、希望されるところに貼るシール等を子供安全
協議会、自治会などで準備しているようです。車に貼るシールも昨年末に届きました。 

 （熊本県・50代・女性） 
 

地域自治会の皆様の定期的な見守りと除去活動。 
 （熊本県・50代・男性） 

 
青少年育成市民会議のメンバーが定期的にゲームセンター、小売店舗等へ出向き、立ち入

り調査し、有害な営業や陳列物について適性化するよう依頼している。 
 （岐阜県・50代・男性） 

 
１８歳以下の子を持つ親に対して、携帯電話の良いところ悪いところ、また、フィルタリ

ングの導入についての講演会・研修会を行っている。 
 （佐賀県・50代・男性） 

 
私が知っている範囲では、まず警察署に「暴力団追放」の幕がかかっていることと、お店

のあちこちで「万引きは犯罪です」とのステッカーを見かけるくらいでしょうか。子供が

いないと、学校や地域の活動等子供に関する情報が全く聞こえてこないので、よく分かり
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ませんが、友達や知り合いの話を聞いていると、とっても過保護なわりに自由をたくさん

与えている気がします。学校への携帯電話使用が禁止されていても、子供が言い訳するの

ではなく、親が都合よい理由をつけて持たせていたのではどうしようもない気がします。 
 （東京都・30代・女性） 

 
学校で教育。 

 （新潟県・20代・男性） 
 

中学校では子供達への携帯、インターネットの使用などの注意点を親に指導している。 
 （新潟県・50代・男性） 

 
名古屋市がやっていることでは地下鉄内放送でのくどいほどの呼びかけがあるが、さすが

に、地下鉄内でパン・飲み物・菓子を食べるのが減ってきたように思う。子供の登校監視

は、１０人以上の人が、交差点で見守っているのは数で訴えていると思われる。有害環境

から子供を守るのはたくさんの人が有害チラシ、看板については定義をきちんと決めて、

誰でも取り除くことができるような法整備がないと報復が怖くて行動は起こせない。 
 （愛知県・60代・男性） 

 
親がなるべく子供と話す時間をとる。 

 （愛知県・60代・女性） 
 

防犯協会などで用意してある、旗の使用、看板（防犯）等。青色パトカーで管内のパトロ

ール。 
 （茨城県・60代・女性） 

 
①毎月第一金曜日の夜、街頭補導でパチンコ店を巡回している②昨年学校にお願いし、小

学４・５・６年生全員で第一回防犯ウルトラクイズ大会を開催した。 
 （徳島県・60代・男性） 

 
随時、町内会、学校などでの話し合いの場を作っています。 

 （山口県・50代・男性） 
 

携帯・ネットの情報の研修会。毎月 20日に巡回補導。地域で意見交流会。 
 （岐阜県・70代・女性） 

 
自治区ごとのパトロール、巡回指導（事前防止）。小・中学校教師による登下校指導。 
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 （愛知県・50代・男性） 
 

以前は小学校の通学路に＜有害図書＞が時折落ちているのに気がついて、拾って帰って捨

てたこともありましたが、数年前から子供を見守るボランティア隊が小学校と連携して活

動してくださり、主要な通学ルートごとに、交通安全や、特に低学年を極力一人で帰さな

いこと、また子供同士のコミュニケーションにまで気を配ってくださいます。特に有害情

報の活動は明示していませんが、きっとそちらにも気を配っていただいていると思います。 
 （宮城県・40代・女性） 

 
保護者に対する啓蒙。 

 （静岡県・40代・女性） 
 

携帯電話へのフィルタリングの促進研修会。薬物乱用防止の研修会・キャンペーン。 
 （秋田県・70代・男性） 

 
各地域にてパトロール。 

 （愛知県・40代・男性） 
 

防犯のための市内放送。パネル等の防犯啓発。ゲームセンター等への見回り、パトロール

（補導委員）。 
 （岐阜県・50代・男性） 

 
携帯、ネットの危険から子供を守る行動アピール。各団体はそれぞれの立場を尊重し、具

体的な取組を主体的に進めていく。①家庭は子供の携帯の所持、利用に責任を持ちます②

学校は携帯の取り扱いルールを明確にし、情報モラルを高める③地域は家庭、学校と連携

し、携帯の悪影響から子供を守る④行政はこれらに積極的に応援する⑤営業者はその社会

的責任を認識して健全育成の視点から行動する。 
 （群馬県・70代・男性） 

 
小学生の集団登下校。二人以上での下校。中学生として、寄り道をしての買い物禁止。 

 （茨城県・40代・男性） 
 

講演会。 
 （熊本県・50代・男性） 

 
各学校で児童生徒や保護者に対して、情報提供や啓発活動が行われている。 
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   （香川県・50代・男性） 
 

府は環境浄化推進委員を少年補導の支部長に委嘱されているが、私達の支部では、支部長

が数人の委員に依頼をし、委員は登下校パトロールの時に違法チラシ、貼紙（営利目的の

ポスター含む）があれば即、撤去している。 
 （京都府・60代・男性） 

 
携帯電話の学校持込禁止、親への携帯サイトの危険性を認識させるための講座など。 

（東京都・40代・女性） 
 
警察と連携した啓蒙活動。 
                             （青森県・50代・女性） 

 
青少年育成市民会議と公民館、学校がタイアップして地域における有害張り紙の撤去活動

をしている。（ほとんどなくなっている。）ＰＴＡ、育成会が中心になって、夏季休業中に

夜巡回をしている。 
                           （福井県・60代・男性） 

 
地区の役員が町内を巡回。 

                          （愛知県・60代・男性） 
 

溜り場、居場所、コンビニ等々への巡回を地域の防犯連絡員の方々と実施。団体広報紙で

フィルタリング、有害サイト、等を知らせたり、出版物も親が目を通すことをお願いした

りしている。 
                          （茨城県・60代・女性） 

 
地域内巡回指導・研修会・関係者連絡会。 

 （長野県・50代・男性） 
 

特に行われていないので、これからいろいろな活動が行われる事を期待します。 
 （山形県・50代・女性） 

 
社会参加活動：街頭清掃、花の植栽等の環境美化活動。少年スポーツ活動：少年柔・剣道

教室の推進。スポーツ大会（各種）。有害図書の追放。コンビニ等に対する立寄り補導。 
 （高知県・60代・男性） 
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学校、青少年育成団体及び関係機関等による情報交換を中心とした会議（中・高連絡協議

会、学校・ＰＴＡ等と警察との連絡協議会など）や、地域管内における防犯パトロールの

計画的な実施。 
 （群馬県・60代・男性） 

 
子供見守り 110 番などの表札をあげている家では、子供達が危険にさらされた時、その家
に助けを求めると 110番などの通報を行う。 
                           （山形県・30代・女性） 
 
街頭補導。車にパトロール中等表示しての巡回。 

 （香川県・60代・男性） 
 

青少年に有害と思われる図書類の区分陳列の実態調査及び指導地域住民による学校訪問の

推進活動（地域力の向上）。 
 （石川県・60代・男性） 

 
有害環境から守るためとかではなく、今すぐできることとして交通指導（登校・下校時）

を地域全体をあげて取り組んでいます。（挨拶運動を含め）。 
 （東京都・30代・女性） 

 
違法広告物の撤去活動。学校による生徒のプロフサイト巡回。 

 （福岡県・40代・男性） 
 

町内会や学校などが協力して行っていることは町内のパトロール（歩き、車）。他にはパト

ロールと書かれた腕章を身に付けてもらったり、自転車のかごに付けてもらったり。また

こども１１０番と書かれたステッカーを家の窓（外から見える場所）に貼ってもらったり

と地域住民の協力の下に行なっています。 
 （北海道・50代・女性） 

 
近隣の遠賀郡芦屋町では、小・中学校での携帯使用禁止を決めた。子供対策として一定日

夕刻の見廻を実施。 
 （福岡県・70代・男性） 

 
白ポストの設置。古物商店内の（アダルトコーナー、有害図書）パトロール。「少年センタ

ーだより」等による啓発活動。補導委員による下校時、夜間、行事等のパトロール。 
 （滋賀県・60代・男性） 
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保護者や地域が連携して、見守る活動を行い、子どもたちに安心安全を感じるような働き

かけをしている。特に青少年が地域でボランティア活動することを奨励している。 
 （岐阜県・50代・男性） 

 
補導委員の巡視と取り締まり。 

 （和歌山県・60代・男性） 
 

少年警察ボランティア等地域カンファレンスの開催。警察との情報交換、サイバー犯罪防

止対策研修。皆生温泉防犯パトロールの設置、定期的な繁華街の巡回、協力の要請。 
校内防犯パトロール隊の設置（児童生徒の保護活動）。 

 （鳥取県・60代・男性） 
 

学校や行政が主催するインターネット使用に関する研修会や講演会がありますが、現状は、

働いている親が多く、一部の人しか集まらない様です。現在、行政が子供たち向け、保護

者向け、それぞれ ITメディアの適切な活用推進のための冊子を作成中のようです。 
 （東京都・40代・男性） 

 
夏休み前に、保・小・中・高の関係者による会をもち健全育成について話し合いをもって

いる。補導センターの職員が地域や学校訪問をしてくれている。 
 （徳島県・50代・男性） 

 
青少年育成市民会議による環境調査。「児童生徒を育てる会」による携帯ネットに関する講

演会などの啓発活動。 
 （岐阜県・40代・男性） 

 
見守り隊：地域住民が登下校時に街角に立って、子供達の安全を見守る。 
児童文化センターの運営及び開館：子供や若者が自由に集うことできる地域の居場所。 

 （大阪府・30代・女性） 
 

携帯電話、インターネットによるいじめや出会い系サイト関連での被害の実態を知らせ、

青少年の使用（所持）制限を促す啓発活動。 
 （香川県・50代・男性） 

 
夏季休業中には地域ＰＴＡが精力的に取り組まれている。日常も毎週一回は地域パトロー

ル（夜間）が行なわれている。 
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 （京都府・50代・男性） 
 

青少年育成大会。県少年警察ボランティア連絡協議会にもとづく少年補導員のパトロール

実施。 
 （鹿児島・50代・男性） 

 
年２回の校区巡回パトロールをＰＴＡのボランティアによって行っている。 

 （富山県・50代・男性） 
 

青少年育成協議会と連携し、見回り活動を行なう。 
 （佐賀県・50代・男性） 

 
警察の方を講師に有害環境の講演会を毎年行っております。通学路のパトロール、声かけ

をしております。 
 （東京都・60代・女性） 

 
少年補導センター、警察署員の巡回。 

 （高知県・20代・女性） 
 

長野市には青少年保護条例があります。長野市教育委員会では、青少年育成委員会を組織

し、定期的にゲームセンター、ビデオ店などを巡回し、指導しています。各学校の生徒指

導主事が長期休みなどを中心に巡回指導しています。 
 （長野県・50代・男性） 

 
環境浄化の日に、スーパーマーケット・コンビニ・その他（商店）の補導（万引き）。各地

区における街頭補導。 
 （岡山県・60代・男性） 

 
中・高校夏休み、冬休み前に、歓楽街ススキノにて関係機関・団体合同でパレードによる

広報啓発運動。補導員各支部の実状に合った活動→夜間パトロール。少年の居場所作りの

一端として、アンダーパス内落書き消し。 
 （北海道・60代・男性） 

 
青少年育成市民会議を母体として、中学校区を単位に学区民会議が組織され、啓発、補導

等の常時活動が行われている。 
 （滋賀県・50代・男性） 
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町会内：防犯環境パトロール隊（違法ピンクビラ、電話ボックス内ピンクチラシ有無、撤

去、他）。各団体：市少年補導員、警察少年補導員他、街頭補導（ゲームセンター、カラオ

ケ見回り他）等。 
 （千葉県・60代・男性） 

 
保護育成委員による地域巡回と指導。コンビニ等での成人向け図書やタバコ等の指導。祭

り等非行が考えられる場所等の巡回、有害な本等の自動販売機の撤去。学校から家庭、地

域への啓発活動。学校での防犯教室、携帯電話使用のマナー等の講習会。 
 （秋田県・40代・男性） 

 
リーフレット等の配布。地域、学校、警察の連携事業。地域パトロールの実施。 

 （愛知県・50代・男性） 
 

中学校において生徒や保護者対象に講演、行政（地域振興課）による地域住民を対象とし

た講演による注意喚喚起。 
 （北海道・60代・男性） 

 
育成委員会による、地域パトロールや啓発活動。 

 （和歌山県・60代・男性） 
 

夜間補導、行政による補導、学校、ＰＴＡによるパトロール、不登校のあいさつ運動。 
 （高知県・60代・男性） 

 
少年補導指導員の方の巡視、少年補導協助員女性部での月一回の意見交換や大型店舗やゲ

ームセンターなどでの声かけ巡視、また月一回複数の団体と一緒に駅や問題地域の巡視な

ど。また青少年だけではありませんが、地域の守り隊を結成して活動をしている地域もあ

ります。 
 （広島県・40代・女性） 

 
毎月各班交代で街やショッピングモールを巡回しています。 

 （宮崎県・30代・男性） 
 

青少年の健全育成に携わるボランティアが地域の有害環境を、特に夜間に定期的にパトロ

ールし、青少年の指導に当っている。 
 （大分県・70代・男性） 
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朝（8 時～8 時 30 分）学校に行き、おはよう運動をしている。腕章をつけて、外出、買物
などにも、また定期的に公園、商店街などを巡回している。 

 （北海道・70代・男性） 
 

少年指導員として毎月、警察の方と一緒にゲームセンター等巡回補導しています。小・中

学校での育成会で、学期毎（年３回）情報交換しています。警察ボランティアとして月２

～３回地域を巡回し溜り場の発見に努めています。サイバーボランティアの活動が大きい

と思います。 
 （愛媛県・60代・男性） 

 
連合ＰＴＡで携帯電話へのフィルタリング。 

 （茨城県・40代・男性） 
 

子供が出会う犯罪と暴力に関する安全対策を、市の社会福祉協議会に講師を招いて講演会

を開いている。小学校の登・下校時、地域（町内）から防犯見守り隊を編成し、学校への

道端に曜日により交替で立つ様にしている。 
 （大阪府・70代・男性） 

 
街頭補導。フィルタリング啓発。非行防止チラシ配り。 

 （福井県・40代・男性） 
 

ＰＴＡ対象の講演会。青少年育成団体やＰＴＡの地域パトロール。 
 （滋賀県・50代・男性） 

 
雑誌、出版物に対して、未成年者には悪書、見せたくない本の調査を行い、販売店の方々

へ青少年には売らないよう依頼している。 
 （埼玉県・70代・女性） 

 
警察・自治会・PTAなどのパトロール。警察・自治会・PTAなどの啓発活動。 

 （愛知県・50代・男性） 
 

私立中・高校では学校にいる時間内は携帯の使用を禁止している所が多いが公立について

は分からない。 
 （東京都・40代・女性） 
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地域青少年育成会の会議の活動において、地域環境部会で地域浄化への取り組みを行って

いる。中学校の部活動の取り組みで、地域の道路のゴミ拾い等の活動を繰り広げている。 
 （茨城県・50代・男性） 

 
警察、ボランティアで行なう少年補導。コンビニ等への巡回。 

 （山梨県・40代・男性） 
 

少年補導員として年間計画を立て、毎月非行防止を目的とした巡回パトロールを行ってい

る。特に夏のお祭やお盆の時期、冬の歳末特別警戒時には、地元の警察と協力して合同の

巡回を実施している。 
 （北海道・60代・男性） 

 
有害図書等自販機撤去要望活動。 

 （岩手県・70代・男性） 
 

巡視の回数を増やすことで、有害環境から青少年を守る。1組２～３名で数回に分けて行っ
ている。早い通報により未然に防ぐことが可能となる。 

 （山口県・50代・男性） 
 

福知山市少年補導ｾﾝﾀｰの補導委員による社会環境浄化の一環として、警察等の関係機関と

連携した市内の対象業者店舗等への巡回を実施し、「少年を守る店」のステッカーを配布す

るなど、有害環境浄化への協力の働きかけを行うとともに、意識の高揚が図られている。 
 （京都府・60代・男性） 

 
有害と思われる、広告物看板の徹去（電話番号を書いた貼紙等）を年４回実施している。

年１回、コンビニ等に立入り、成人向雑誌等が、県条例に沿った形で陳列されているか確

認している。 
 （千葉県・60代・男性） 

 
校区青少年育成大会（小・中学生６０人、ＰＴＡ６０人、スポーツ少年団５０人、町内会

１００人、地区民児協１５人、高齢者クラブ１５人、あいご会３０人）で地域として青少

年を見守り育てていく。 
 （鹿児島・60代・男性） 

 
定期的に、ビラ（有害）はがし、行政通信会社等共同作業、コンビニ、ゲームセンター、

溜り場、駅前、公園等青パト補導員が巡回。 
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 （奈良県・60代・男性） 
 

地域の２０以上の団体で作る組織があり、啓発活動やパトロール、あいさつ運動等を行っ

ている。 
 （鳥取県・50代・男性） 

 
親が指導している。 

 （山口県・60代・女性） 
 

地区青少年育成協議会による諸活動が行われている。具体例を以下に示す、地区内巡回指

導。スポーツレクレーション活動の推進。危険箇所調査、巡視。自治会奉仕作業への参加。

通学路点検、指導。機関紙の発行。日常的な行政モニター活動。 
 （宮崎県・60代・男性） 

 
地域の安全なまちづくり協議会は各町内会長、小・中高等学校長、PTA会長、各種団体長、
警察などで組織されていますので、その協議会で情報交換や話し合いが行われている。 

 （青森県・70代・男性） 
 

子供と毎日話し合いを行い、学校での内容を聞き、アドバイスをする。 
 （山口県・30代・男性） 

 
タスポ導入により少年の店頭買いが、又昔の 30年代にもどるのではないかと思い、県少協
力で店頭買いもなくす為に取り組んでいる。 

 （長崎県・60代・男性） 
 

街頭指導、不良広告物の撤去。 
 （茨城県・60代・男性） 

 
日常の声掛け、ＰＴＡ、長寿会、地区役員、学校の先生が協力して挨拶運動を実施してい

る。長寿会の人達が下校時町角に立ち 2～3 人で見守っている。（あいさつは心をつなぐ地
域の輪）。 

 （長野県・70代・女性） 
見守り隊（小学校の登下校）。中・高の PTA 等による、見まわり、声かけ活動など、され
てるようです。 

 （京都府・30代・女性） 
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有害環境浄化活動として、違反広告物撤去、地域の有害環境浄化、報告書の提出（年 4回）、
実践活動の研修、各学区の地域生徒指導、連絡協議会（小・中校各ＰＴＡ）、少補、自治連

合会、保護士、民生児童委員、女性による意見交換、少補による見回り活動（各店舗）等

が有ります。 
 （京都府・60代・男性） 

 
違反広告物（ピンクチラシ等）の除去を即実施している。夜間の見回り、夜８時～。 
出前講座として、学校、公民館等へ、万引防止、薬乱教室の寸劇を通して啓発活動してい

る。 
 （福井県・60代・男性） 

 
ＰＴＡとの連携によるパトロールや夏休み中の行事の青少年健全育成協議会でのパトロー

ル。 
 （長野県・50代・男性） 

 
地域では特に思いつかないが、本校では生徒への日常指導、保護者への情報提供、警察に

よる出前授業を行っている（携帯電話、インターネット）。学校には持ち込まないことを決

め、違反の場合の対応もルルール化し、生徒・保護者に知らせている。 
 （高知県・50代・女性） 

 
地域活動への参加推進。 

 （愛媛県・50代・男性） 
 

警察署や地域などで活動報告会や取りみの方向などが作られ参考にできる点などがある。 
 （京都府・50代・男性） 

 
有害環境排除活動の推進として、有害指定の図書をはじめ、ビデオ・ＤＶＤなどの調査や

勧告などを適時実施している。また協力者を増やしている体制をとっている。 
 （京都府・80代・女性） 

 
地域、校区内で補導。交番所区域内での声かけと補導。有害環境などの診断を行っている。 

 （鹿児島・60代・男性） 
 

薬物乱用防止キャンペーン、街頭での啓発活動。 
 （東京都・50代・女性） 
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学校へは一応携帯電話は持ち込まないと言っていますが、実際には持って行っている。市、

学校などで保護者向けの勉強会がある。 
 （福岡県・30代・女性） 

 
一般の住民や企業を取り込んだ活動。建設現場における「子供１１０番の工事現場」等。 

 （佐賀県・50代・男性） 
 

地域のお祭りやイベントなどで、子供達と接し、顔見知り、話しかけられ易い関係になれ

るように活動している。 
 （大阪府・30代・男性） 

 
有害な看板の監視。 

 （大阪府・50代・男性） 
 

長野県には全国で唯一、青少年条例がありませんが、私の市ではＨ19.10月に市で青少年健
全育成条例を制定致しました。そして以前 50 台以上設置されていた自販機は現在 11 台と
急激に減少し効果を上げています。また同時に育成審議会を組織し、育成プランを全市で

進行中です。 
 （長野県・50代・男性） 

 
催し物があった場合、老人クラブによる巡回。 

 （山口県・60代・男性） 
 

少年の健全な育成に傷害を及ぼす行為を防止する為、警察官と同行しゲームセンター等へ

立ち入り、少年達が入店していれば注意をしている。 
 （茨城県・60代・男性） 

 
毎月１０日、２０日、春休み、夏休みに各補導委員にてゲームセンター、カラオケボック

ス、コンビニエンスストア、漫画喫茶など巡回補導をしています。又、毎年 1～2回「地域
安全ふれあいの日」として、子供達とたこ作りや研修会を開催しています。今年は「オレ

ンジふれあいコンサート」を校区出身のソプラノ歌手、ピアノ演奏者等三人をお招きして、

子供たちと一緒に聞いたり歌ったりしました。 
 （富山県・60代・男性） 
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小学校区通学路の点検と安全マップ作り。児童、生徒の登下校の見守り隊と声かけ運動。

ワンワンパトロール（犬の散歩は登下校に）。警察、行政、自治会、防犯委員、少年補導で

年末安心、安全パトロール。小・中学校区ごとに夜間パトロール（年３～４回）。自動販売

機、コンビニ、書店、カラオケ BOX、ゲームセンター、漫画喫茶の立入調査。講演会、懇
談会（携帯電話、有害サイト等について、青少年の現状、薬物等）。 

 （京都府・60代・女性） 
 

話し合いを多く持っていくことが好ましい。 
 （東京都・60代・男性） 

 
市内に小学校区 10ヶ所で、青少年対策地区委員会が活動している。有害図書を販売してい
ないか、チェック。東京都に報告。 

 （東京都・60代・女性） 
 

有害図書と思われる図書を、青少年に立ち入られないよう店に依頼。色々な団体ボランテ

ィアが地域巡回、声かけ。 
 （埼玉県・40代・女性） 

 
学校で体罰が厳しく言われる様になって、指導ができていない。家庭においても同じこと

である。青少年を守る事は、きちんと法律で厳しくすべきである。世の中に厳しさが無く

なったがゆえにこの様になっている。 
 （長崎県・50代・男性） 

 
定期的なパトロールへボランティア参加。ＰＴＡ等への携帯、インターネットのリスク講

習会。 
 （群馬県・60代・男性） 

 
少年補導員によるパトロール。 

 （北海道・60代・男性） 
 

警察、学校と一体となったマナーアップキャンペーンの充実。 
 （和歌山県・60代・男性） 

 
校区全域にわたり実態調査やパトロールを通して店舗等に立ち入りを行なっている（月に

５回実施している）。 
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 （沖縄県・50代・男性） 
 

「声かけ活動」・・自治区単位で青少年委員を選出し、町で見かけた青少年に、巡回中声を

かける。あくまでも指導ではなく声かけで止めておく運動。 
「あいさつ運動」・・「おはよう」「おかえり」という会話で親近感をつくる。 

 （徳島県・50代・男性） 
 

青少年への啓発の学習会、学校や地域での学習会、青少年への呼びかけレベルではなかな

か改善が図れない。様々な制限を加える取り組みが必要。 
 （北海道・60代・男性） 

 
青少年育成市民会議や、民生児童委員、青少年指導員等との連携をはかるため、ＰＴＡ、

学校が協力して、中学校区友愛事業を行なったり、夜間パトロールや安全安心の街づくり

を行っている。 
 （福岡県・50代・男性） 

 
市内に３＋１＝４ヶ所 有害図書等回収ＢＯＸを設置、年に数回、回収しています。販売

店に徹底のお願いをする。 
 （大分県・50代・男性） 

 
地域諸団体による夜間合同パトロールの実施。啓蒙用ののぼりを作成、団地内各所に立て

ています。補導員としては年３～４回警察と連係し繁華街・須磨海岸等のパトロールの実

施をしています。 
 （兵庫県・70代・男性） 

 
有志の自主的なパトロール。回覧板などで大人の注意を促すチラシが回ってくる。 

 （静岡県・50代・女性） 
 

ネット犯罪に巻き込まれないための講習会を実施した。 
 （茨城県・50代・男性） 

 
青少年育成大会等で講演、映画上映等。ＰＴＡ委員及び学区各種団体役員による学区パト

ロール。 
 （愛知県・50代・女性） 

 
カラオケボックス等でのタバコ、喫煙、飲酒等の巡回。 
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 （徳島県・60代・男性） 
 

白ポストを設置して、有害図書を回収している。少年補導活動。ゲームセンター、カラオ

ケＢＯＸへの立ち寄り、協力要請。 
 （兵庫県・60代・男性） 

 
青少年健全育成協議会があり、スポーツ大会、防犯標語等の活動を実施し、青少年の健全

育成に努めている。 
 （岩手県・60代・男性） 

 
学校や PTAによる地域の巡回を行っている。 

 （富山県・40代・男性） 
 

育友会や青少年健全育成団体による「携帯の危険性」等々についての講演会。業界の代表

者も交えた推進協議会。交番連絡協議会。地域安全パトロール隊、学校安全ボランティア

活動。 
 （山口県・50代・男性） 

 
学校で、有害についての講習会を子供も含めてされている。 

 （山口県・40代・女性） 
 

ショッピングセンターやビデオショップ等への見える補導活動及び見回りパトロール。ピ

ンクビラ等、違法広告物の撤去作業。違法行為少年の居場所づくりの為ファームランド活

動。 
 （福井県・50代・男性） 

 
中学校で行なわれている“挨拶運動”。 

 （福岡県・40代・女性） 
 

自治会単位の地域パトロールが行われています。パトロールには色々な要素がふくまれて

いますが、「地域の皆さんの”目”があるよ。」ということで、青少年が守られている、大

事にされていると感じる場、空間になっていると思います。 
 （埼玉県・60代・女性） 

 
それぞれの青少年保護団体が犯罪予防等の啓蒙活動に熱心に取り組んでいるものの、大体

が講演会や意見交換会の開催程度で終わっている感がある。警察当局と関係諸団体はもっ



 218

と横の連携が必要であろう。 
 （岩手県・50代・男性） 

 
私達の地区では月一回スーパーのゲームコーナー、商店街、その近くの公園、コンビニな

ど定期補導をしています。 
 （愛媛県・60代・女性） 

 
地域との協力を深める活動をしている。 

 （岐阜県・40代・女性） 
 

小学校では週 1回の下校時の見守り。それ以外は見たことがありません。 
 （大阪府・50代・女性） 

 
学校での啓発活動。 

 （静岡県・50代・女性） 
 

少年保護育成委員による、コンビニ、ゲームセンター等の巡回、協力依頼。 
 （秋田県・60代・男性） 

 
子供１１０番、有害図書の回収。登下校時の立哨。 

 （山口県・60代・男性） 
 

条例の制定。各種団体による補導。 
 （岐阜県・40代・男性） 

 
夜間の見回り。 

 （愛知県・40代・男性） 
 

青少年育成市民会議が中心となって、有害雑誌等の販売チェックや申し入れ、パトロール

等を定期的に実施している。 
 （滋賀県・50代・男性） 

 
イベント会場での広報や、学校での啓発広報活動が行われています。 

 （福井県・50代・男性） 
 

少年補導員、青少年センター職員等による巡回補導活動。酒類、タバコ販売における年令
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確認を販売店にお願いしている。幼稚園から高校まで出前の非行防止活動（非行防止教室）。 
 （滋賀県・50代・男性） 

 
子供達の登、下校時、地域住民の挨拶、声掛け運動。地域コミュニティー、町内会等のパ

トロール等。 
 （広島県・50代・男性） 

 
広告物、看板、ピンクチラシ等の撤去。地域住民、PTA、学校による地区巡視の重視。あ
いさつ、声かけ運動の推進。 

 （茨城県・50代・男性） 
 

鹿児島では、地域でのあいご活動（地域ぐるみで子供達を見守る活動）がさかんで、環境

が整備されている。 
 （鹿児島県・50代・男性） 

 
中学校を支える地域協議会があり、地区懇談会や有害環境から子供を守るための啓発活動

は行われている。また保護司会による社会を明るくする運動や、小・中学校 PTAによる地
区巡回なども行われている。 

 （栃木県・40代・男性） 
 

地域のボランティア団体が、定期的に校区内の夜間巡回を行っている。ｅ-とぴあ・かがわ
（情報通信交流館）や県内の公的機関による「インターネット安全教室」等が実施されて

いる。 
 （香川県・50代・男性） 

 
子供の通う小学校では、全校生徒 90名程の少数の為、地域の人や学校、PTA保護者等、み
んなの目でよその子供を見守り、不安定な子供さんなどには注意している。原因は両親の

離婚や家庭環境にあるので、デリケートで難しい。学校以外で他人と交わる学童保育や、

スポーツクラブに所属でもしていれば、もう少しみんなで注意、関わりが持てて対処も出

来る。しかし、原因が解決しなければ難しい。 
 （高知県・40代・女性） 

 
小学校区単位で青少年健全育成の取り組みが実施されている。小・中と警察が定期的に会

合を行っている。 
 （富山県・50代・男性） 
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地域カンファレンスの開催。 
 （神奈川県・60代・男性） 

 
登下校時に子供達と「おはよう」「おかえり」等の挨拶。子供達をホットな視線で、地域で

見守る。 
 （山形県・60代・女性） 

 
年末に限るが夜回り。 

 （大阪府・40代・女性） 
 

インターネットサイバーパトロール、夜間帯における公園や繁華街パトロール等。 
 （栃木県・60代・男性） 

 
居場所作りとして、みこし作成を。大人と子どもとの練り歩き。 

 （岐阜県・60代・男性） 
 

学校、警察、関係機関が連携し、「社会参加活動」の支援や環境点検及び浄化活動を行って

いる。警察及び少年センター、民間機関がインターネットや携帯の裏サイトをモニタリン

グしている。 
 （和歌山県・50代・男性） 

 
地域巡回等の時、書店・コンビニ等において有害図書がどのように取り扱われているか等

を点検している。 
 （秋田県・60代・男性） 

 
県警生安課の皆さんと共にサイバーボランティア活動をしておりますが、より多くの協力

が求められます（必要です）。 
 （岩手県・40代・男性） 

 
国、地方自治体の取り組み以外で民間 NPOが取り組んでいる。（例）チャイルドライン等。 

 （愛知県・40代・男性） 
 

学校で、時々携帯電話の取り扱い方や有害サイトから身を守る方法についてなどの、講演

会を開いて知識を深めるようにしている。 
 （東京都・40代・女性） 
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電柱に貼られた有害広告の撤去。 
 （宮城県・60代・男性） 

 
少年警察ボランティアの会員等による、ピンクビラなどの撤去、学校、地区単位の補導協

力員による巡回。 
 （福島県・50代・男性） 

 
本校においては、携帯電話の学校への持ち込みは禁止しており、保護者にも、機会を通し

て協力をお願いしている。 
 （徳島県・50代・男性） 

 
やはり、小学校等では、校区外などに行く事なども禁止していますし、子供同士でのコン

ビニも、行かない様指導されています。 
 （京都府・30代・女性） 

 
町内で見回り。 

 （愛知県・60代・女性） 
 

青色回転灯付自転車による地域内でのふれあいパトロール。 
 （鳥取県・60代・男性） 

 
PTA でのパトロール。地域のお年寄り（手の空いている大人）が情報を共有する（場合に
よっては警察に通報）。 

 （愛知県・50代・女性） 
 

毎日のあいさつ運動。毎月１～２回の地区パトロール。自然観察会。 
 （長崎県・60代・男性） 

 
ボランティアグループによる巡回パトロール指導。 

 （山口・60代・男性） 
 

少年指導委員・補導員等による街頭補導活動。警察による少年の継続的補導活動。県、市、

民間による、青少年の悩み相談活動。 
 （熊本県・50代・男性） 

 
特に地域での取り組みはありませんが、学校では PTA役員がお祭りの時、夜遅くまで遊ば
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ないように見回りをしています。 
 （山梨県・40代・女性） 

 
有害図書を「見ない・見せない・読まない」の三ない運動を家庭に呼びかけたり、白ポス

ト設置場所の周知や活用など家庭環境浄化活動を地域の青少年育成団体が推進している。

また、中学校では、生徒や保護者を対象にして薬物乱用防止教室や携帯電話インターネッ

トの正しい利用方法について講師を招いて講演会を開催したりしている。 
 （香川県・50代・男性） 

 
有害広告の撤去。 

 （愛知県・60代・女性） 
 

地域の学校、保護者等によるパトロール。 
 （愛知県・40代・女性） 

 
県下一斉毎月第３金曜日は補導（警察、補導員、中学校・高校教員）。夏休み、冬休み期間

中の指導（小・中・高校教員、ＰＴＡ役員、少年補導員）。夏休み中の夏祭り、夜市等の指

導（警察、補導員、教員、ＰＴＡ役員）。有志により結成された青色灯パトロール隊の巡回、

週２～３回。 
 （熊本県・70代・男性） 

 
少年補導委員等巡回・補導要請等を行っている。 

 （富山県・60代・男性） 
 

本校では入学説明会（小 6 対象）の時に情報モラルの指導についての文書を配布。また事
例を通して携帯電話の正しい使用方法についてのお願いをしている。 

 （徳島県・50代・男性） 
 

各中学校区単位での、地域生徒連絡会を組織し、問題行動未然防止の為の活動をしている。 
 （京都府・50代・男性） 

 
登下校時の見回りを老人会やボランティアと一緒にしています。 

 （栃木県・60代・女性） 
 

見回り、チラシ等で呼びかけ運動をしています。 
 （栃木県・60代・男性） 



 223

 
 
保護者による立哨当番、積極的な声かけ運動。ＰＴＡ総会などで、保護者に対して携帯電

話についての説明会実施。学校より、自治体発行のチラシを配布。自治会で回覧板による

周知。各学校において先生、ＰＴＡ役員、保護者と合同で見回り。子供に関する相談がし

やすいように店舗入口に「こども１１０番の店」の幟を設置。 
 （山口県・40代・男性） 

 
学校で、携帯電話やインターネットのフィルタリングサービスのことを子供と PTAが勉強
している。 

 （岩手県・30代・男性） 
 

青少年育成センターを中心に合同パトロールの実施。白いポストの設置（有害雑誌等を家

庭へもって帰らない）。 
 （徳島県・50代・男性） 

 
有害図書の自販機の撤去。地域から業者や商店に要請をした。 

 （東京都・50代・男性） 
 

街頭補導、防犯パトロール時に書店、スーパー等見廻っている。 
 （熊本県・70代・男性） 

 
薬物乱用防止キャンペーン。関連の講習会。インターネットについての学校への出前教室。

有害図書、ＤＶＤの自販機、コンビニの調査。私達のようなスポーツ、文化を通しての青

少年育成を目的としている、総合型地域スポーツクラブ事業などいろいろ。 
 （東京都・50代・女性） 

 
携帯を持たせない、ＰＣをさせない。とにかく相互に声を交わし（挨拶など）、大人と子供

がすれ違わない地域づくりをしている。 
 （山口県・30代・男性） 

 
少年補導員等のパトロール。警察等と一体とした研修、パトロール。青少年育成大会。 

 （鹿児島県・70代・男性） 
 

携帯電話の正しい使い方や保護者の監督をお願いしている。家庭でのインターネットの使

い方の指導。学校には持って来させない。 
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 （愛媛県・50代・男性） 
 

定期的なパトロール。学校に対する啓発活動の実施。 
 （高知県・50代・女性） 

 
毎朝の声掛け、あいさつ運動（いつでも話しやすい環境作り）。子ども会行事、地域行事へ

の参加勧誘。ソフトボール、バレーボール、サッカー、フットベースボール、剣道などス

ポーツを通じての育成活動。 など 
 （広島県・40代・男性） 

 
子供見守り隊を発足し散歩、買物時に帽子、腕章を着用。子供１１０番の増設と協力者へ

の勉強会の実施。補導員防犯、見守隊員でチームを作り地域巡回指導。問題あれば市、学

校、地域で対応する。 
 （山形県・60代・男性） 

 
定期的に補導、パトロール等を実施し、見回り、声かけ活動を実施。 

 （兵庫県・60代・男性） 
 

生活安全課、少年課等の努力により、補導員などは活動協力しておりますが、地域全体と

しての活動は行っていません。 
 （佐賀県・60代・男性） 

 
我々の町会では、防犯パトロール隊を結成し、夜警パトロールを週 1 回不定期日に行って
いる。特に公園でたむろしている青少年には、必ず声を掛けるようにしている。又電柱等

にある、ピンクチラシ等も巡回中にはがしている。 
 （東京都・50代・男性） 

 
ＰＴＡによるパトロール。 

 （東京都・40代・女性） 
 

深夜に少年のたまり場となりやすいカラオケボックス、ゲームセンター等の娯楽施設やコ

ンビニ等の深夜営業スーパー等に対し、不良行為の防止等のための自主的措置の働きかけ

を行うとともに、そこにたまる少年に対し補導活動を行っています。 
 （大阪府・60代・男性） 

 
学校のイジメ問題で親達が団結して学校に対し意見を言うケースが増えている。事なかれ
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主義でイジメを認めない学校の態度は問題がある。 
 （東京都・50代・男性） 

 
巡回補導、情報提供、講習会。 

 （富山県・50代・男性） 
 

不審者については、地域住民が”子ども見守り隊 ””青パト隊”を結成して、朝夕の登下

校時に活発に活動している。しかし、商業上の利益が関わるものについては、有害と思っ

てもうかつに手が出せないのが現状である（トラブルをおこしたくない）。 
 （島根県・60代・男性） 

 
保護者啓発、ＰＴＡ講演会、学校説明の時に注意喚起。 

 （鳥取県・50代・男性） 
 

月に一度毎週金曜日に「地域見守り隊」と同行している。 
 （岡山県・50代・男性） 

 
校区安心安全ネットワーク会議で合同補導を行っている。少年ボランティア補導連絡会を

開催、少年サポート活動を行う。ＰＴＡ活動の取り組みとして街頭補導等を行っている。 
 （鹿児島・60代・男性） 

 
街頭補導。シンナーを扱っている店頭に行って協力を求める。 

 （山口県・60代・女性） 
 

少年センターのコンビニでの成人向け書物の販売、エリアの確保、自販機の認証確認の徹

底等。 
 （和歌山県・60代・男性） 

 
月に１回ゲームセンターとか、溜り場があれば巡視をしています。それと学校とか、地区

の人の情報を交換しています。 
 （香川県・50代・女性） 

 
大府市では携帯電話のメールで犯罪情報を受け取り、防犯活動の参考にできる「犯罪情報

のメール配信サイト（TOP ニュース：配信先 東海・大阪府防犯協会連合会）がある。防
犯モデル地区では要注意の個所に「青色防犯燈」を設置している。 

 （愛知県・60代・男性） 
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大人から青少年に声かけ運動、ささいな事から、こんにちは、おはよー。 

 （東京都・60代・男性） 
 

私の地域は親子で学ぶセイフネットの講座を案内し、開講を 5箇所(内学校 4)で行う。長野
中央警察少年警察ボランティア協会では、NT T・ドコモを呼び、研修会開催。年齢的にイ
ンターネット・○○サイトだとか、「カタカナ」が入ると敬遠しがちの年代が多く、私が務

めて機会がある毎に「皆さんは指導者だから、知らないでは済まされない、興味をもって

覚えましょう」と呼びかけをしている。 
                             （長野県・70代・男性） 
 
有害ビラの撤去運動を行い、県の条例化を勝ち取り、電柱、ボックス等からの有害ビラを

なくしました。書店、コンビニ等の有害図書の置き場を成人用と一般用に分ける作業も大

きく進みました。小・中学生の携帯電話の学校持ち込みについては現在協議中です。 
 （福島県・60代・男性） 

 
毎月２回地域安全推進員と一緒に２０時から２２時頃まで町内のコンビニ、書店、JR 駅、
神社等を巡回して、少年達が居たら、話もして早く帰るように指導している。 

 （徳島県・60代・男性） 
 

小学校区単位の子ども見守り隊。青少年指導センターによる巡回指導（地区有害環境と思

われる所や危険箇所の巡回）。 
 （山形県・50代・男性） 

 
民生児童委員、厚生保護女性会等の皆さんによる卒業生への激励会を兼ねた講演会（携帯

電話について）を毎年企画。 
 （鳥取県・50代・男性） 

 
町内会、PTA、学校、教育関係機関が生徒指導にかかわる会議を組織し、情報交換会、地
域の巡回、小・中学生・保護者・学校・地域住民が一緒になったスポーツやボランティア

などの活動を行っている。 
 （青森県・50代・男性） 

 
人が多く集まる夏祭り盆踊り大会等にＰＴＡ中心で巡回パトロールをしている。学区では

年１回防犯パトロールを実施している。 
 （愛知県・60代・男性） 
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街頭補導の強化。 

 （大分県・60代・男性） 
 

20才前後と見受けられるお客様にコンビニやスーパー等で、アルコール類販売時において、
年齢等の確認をしてから商品購入許可をする。 

 （大阪府・40代・女性） 
 

大人が守る立場で PTAのパトロールがある。 
 （東京都・50代・男性） 

 
携帯を青少年が使用するリスクを知るためのセミナー開催。 

 （茨城県・40代・女性） 
 

ライオンズクラブによる「薬物ぜったいダメ」の活動として、学校訪問による指導、ビデ

オ作成による指導。 
 （茨城県・60代・女性） 

 
少年警察ボランティア７名、防犯指導隊１０名、少年指導員１名、区長会等と月３回の活

動。先日は警察三署、防犯協会、ハートフル会員、中学校生徒とのディスカッション。メ

ディア教育推進員の話を聞いた。 
 （福島県・60代・女性） 

 
長期休業中に PTA を中心に街頭補導を実施している。中学校区内の小学校の PTA を含め
て、携帯電話についての研修を行った。 

 （山形県・50代・男性） 
 

フィルタリング等に関する啓発活動（ＰＴＡ、地域健全育成会等）。 
 （愛媛県・50代・男性） 

 
インターネットの活用の指導。携帯電話の持込禁止。 

 （匿名・50代・男性） 
 

コンビニ等への一人での買い物の禁止。 
 （茨城県・匿名） 
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携帯フィルタリングを強く保護者に訴えている。 
 （匿名・60代・男性） 

 
講師を招いて勉強会を開いている。 

 （匿名・40代・女性） 
 

少年補導員と子供達と一緒に行う行事。青少年健全育成町民大会。少年補導員による街頭

補導。 
 （宮崎県・70代・男性） 

 
ショッピングモール、ゲームセンター、駅構内、公園等（河川敷は夏場が主です）パトロ

ールを中心に”声かけ”をしています。 
 （宮崎県・60代・女性） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


