
平成 29 年度 夏の「青少年を健全に育てる運動」実施予定 

※7月上旬に実施するものも含みます。 

※事業の詳細は、実施機関にお問い合わせください。 

 
 

事業名 実施場所 実施期間 概 要 実施機関 

広報資料６月号（市町村広報
紙、ミニコミ紙向け情報提供） 県下全域 7月1日以降掲

載予定 夏休み中の少年の非行・犯罪被害の防止についてお知らせを掲載 

報道広報課 

千葉日報「県からのお知らせ」 県下全域 ７月12日掲載
予定 夏休み中の少年の非行・犯罪被害の防止についてお知らせを掲載 

チバテレ「千葉県インフォメー
ション」 県下全域 7月20日放送予

定 夏休み中の少年の非行・犯罪被害の防止についてお知らせを放送 

ｂａｙｆｍ「ｻﾀﾃﾞｲ・ﾌﾞﾚｲｼﾝｸﾞ・
ﾓｰﾆﾝｸﾞ」 県下全域 7月15日放送予

定 夏休み中の少年の非行・犯罪被害の防止についてお知らせを放送 

社会を明るくする運動ＪＲ千
葉駅周辺広報活動 ＪＲ千葉駅周辺 7月1日 

7月は“社会を明るくする運動”及び再犯防止の啓発月間であり、
再犯防止について広く県民に啓発するために、構成機関がＪＲ千
葉駅前に参集し、千葉県警察音楽隊が演奏する中、啓発グッズの
配布を行う。 
出席者：健康福祉部長、千葉県保護司連合会会長、千葉保護観察
所長、千葉市保健福祉局長、ＪＲ東日本千葉支社長、ＪＲ千葉駅
長、県議会議員、警察本部生活安全部少年課長、保護司、更生保
護助成会員、ポートクイーン等70名（予定） 
内 容：啓発グッズ等の配布 

健康福祉指導課 

エイズ等性感染症対策講習会 

茂原市 
7月4日 
7月13日 
7月18日 

高校生を対象としたエイズ・性感染症の予防に関する講習会 
 

疾病対策課 

浦安市 7月5日 養護教諭等を対象とした、エイズ・性感染症の予防に関する講習
会 

旭市 7月13日 高校生を対象としたエイズ・性感染症の予防に関する講習会 

東金市 7月13日 高校生を対象とした性感染症の予防に関する講習会 

いすみ市 7月14日 高校生を対象としたエイズ・性感染症の予防に関する講習会 

市川市 7月24日 養護教諭等を対象とした、エイズ・性感染症の予防に関する講習
会 

松戸市 7月24日 養護教諭等を対象とした、エイズ・性感染症の予防に関する講習
会 

薬物乱用防止街頭啓発活動 

海匝健康福祉セ
ンター 

7月15日～ 
8月31日 来所者向けに薬物乱用防止の啓発ポスターを掲示する。 

薬務課 

習志野市役所前 
グラウンド 7月16日 習志野市民祭り「習志野きらっと2017」に併せて薬物乱用防止の

啓発活動を実施する。 

ＪＲ海浜幕張駅
前 7月22日 

千葉市薬剤師会主催統一薬物乱用防止キャンペーンに参加し、啓
発資材（ポケットティッシュ、リーフレット）を配付し呼びかけ
を行う。 

風土村（香取市） 7月22日 
香取市社会を明るくする運動と共同で風土村を訪れる住民に対
し、啓発資材（ポケットティッシュ、リーフレット）を配付し呼
びかけを行う。 

茂原市 第63回
七夕まつり会場 7月28日 第６３回茂原七夕まつりに併せ薬物乱用防止啓発活動を実施す

る。 

栗源Ｂ＆Ｇ海洋
センター（香取
市） 

8月19日 
香取市社会を明るくする運動と共同で、夏祭りに訪れる住民に対
し、啓発資材（ポケットティッシュ、リーフレット）を配付し呼
びかけを行う。 

親子三代夏祭り
会場 
(千葉市) 

8月20日 千葉の親子三代夏祭り会場において、啓発資材（ポケットティッ
シュ、リーフレット）を配付し呼びかけを行う。 

県下一斉合同パトロールの実
施 県内26市町 7月28日、 

7月29日 
県内各地で、青少年補導員等を中心に、子どもたちへの声かけや
啓発物資の配布等を行う。 県民生活・文化課 

青少年健全育成条例に基づく
立入調査の実施 県内 7月～ 青少年健全育成条例に基づき、青少年の深夜入場が禁止されてい

る施設（カラオケボックス等）等の立入調査を実施。 
県民生活・文化課 
各地域振興事務所 

青少年相談員の活動 県内 通年 県内全市町村に設置されている青少年相談員が、キャンプやスポ
ーツ大会など、様々なイベントを実施。 

県民生活・文化課 
県青少年相談員連絡協議会ほ
か 

  

別紙１ 



事業名 実施場所 実施期間 概 要 実施機関 

犯罪の起こりにくいまちづく
りの推進 

県内 通年 
・ひったくり防止対策 
市町村・警察署・関係団体と連携し、各キャンペーン開催場所等
において広報啓発物（チラシ・自転車かごカバー）の配布等を行
う。 

くらし安全推進課 
県内 通年 

・電話de詐欺被害防止対策 
 夏の高校野球千葉大会（7/11～7/25）等において電話de詐欺撲
滅啓発ＣＭを放送するとともに、チラシや啓発品の配布による広
報啓発を行う。 

暴力団排除教室 
県内の中学校・
高等 
学校 

通年 

当課では、県警本部少年課が主催する「非行防止・薬物乱用防止
教室」において、少年が高額なアルバイトの勧誘等により、電話
ｄｅ詐欺の受け子として詐欺行為に加担しないよう、また、暴力
団に引き込まれてしまう事例や詐欺の被害金が暴力団組織の活
動資金源となっている現状等を説明し、少年を暴力団から守る為
の非行防止活動を行っている。 

本運動の趣旨に基づく取組 所管の専門校・
訓練校等 7月～8月 

所管の県立高等技術専門校、高等職業訓練校等において、以下の
ような取組を行った。 
・夏休みにおける生活指導の一環として、運動の趣旨の説明 
・夏休み期間中の注意事項について文書配布 
・訓練生の登下校時に、職員が校門であいさつ運動を実施 
・車両登校者の安全運転を確認及び注意喚起 
・ビデオ上映による啓発 
・交通事故防止、ボランティア活動への積極的参加 

産業人材課 

水産業インターンシップ 県内 7月～ 水産業への理解を深め、次世代の担い手を育成するため、県内の
高等学校生等を対象とし、水産業インターンシップを実施する。 水産課 

夏季休業中における非行及び
交通事故等の防止を目的とす
る指導通知の発出 

全県下 
7月21日～ 
8月31日 

県教育委員会から，県立学校，教育事務所，市町村教育委員会あ
てに，「夏季休業日における児童生徒の指導について（通知）」
を発出して，夏季休業中の児童生徒の生活の在り方や，教職員に
よる指導等の重点項目について通知し，児童生徒の非行及び交通
事故等の防止に努める。 
なお，市町村立学校に対しては，市町村教育委員会を通して，趣
旨の徹底を依頼する。 
○各学校等における主な対応 
・保護者あて指導資料（「夏季休業中の生活についての諸注意」
等）の配付 
・児童生徒あて指導資料（「夏季休業中の生活についての諸注意」
等）の配付及び指導 
・児童生徒自身による夏季休業中の予定表，一日の生活計画表，
生活チェック表等を活用した指導 
・各学校の教職員，保護者，地域補導員，警察官等による合同パ
トロールの実施 

教育庁指導課 

平成29年度夏季休業日におけ
る児童生徒等の指導 

各県立特別支援
学校 

7月21日 
～8月31日 

県教育委員会より、県立特別支援学校長あて「平成29年度夏季休
業日における児童生徒の指導について（通知）」を発出し、夏季
休業中の児童生徒の生活の在り方や教職員による指導の重点等
について通知し、児童生徒の安全を守り、非行及び交通事故など
の防止に努める。 

教育庁特別支援教育課 

薬物乱用防止教育研修会 習志野文化ホー
ル 7月27日 

県内小・中・高等学校及び特別支援学校の管理職を含む教諭等を
対象に研修会を開催し、指導力の向上を図るとともに、各学校に
おける薬物乱用防止教育についての理解を深める。 
当日は、約1,400名の参加予定で、小学校及び中学校における実践
発表、十文字学園女子大学 教授 齊藤 麗子 氏による講演、
県健康福祉部薬務課、県教育庁学校安全保健課より最近の薬物乱
用の状況及び行政の対応等について説明し、もって教員等の指導
力の向上に資する。 教育庁 

学校安全保健課 

性教育研修会 習志野文化ホー
ル 8月23日 

県内小・中・高等学校及び特別支援学校の管理職を含む教諭等を
対象に研修会を開催し、指導力の向上を図るとともに、各学校に
おける性教育についての理解を深める。 
当日は、約1,400名の参加予定で、中学校及び高等学校における実
践発表、亀田総合病院産婦人科医 遠見 才希子 氏による講演
を行い、もって教員等の指導力の向上に資する。 

いきいきちばっ子コンテスト
「遊・友スポーツランキングち
ば」 

県内小・中・高
等学校、 
特別支援学校 

中期（7月1日～
11月30日） 
※前・中・後期
の3期制 

仲間と楽しく集団で協力し合いながら運動に取り組むことによ
り、好ましい人間関係や社会性を育成することを目的に、チャレ
ンジスピード、長縄8の字連続跳び、ボールパスラリーなど、8種
目から選択し、授業や業間・昼休み等の時間を利用して実施する。 

教育庁体育課 

サポート広場 
不登校サポートセミナー 
サポルーム 

子どもと親のサ
ポートセンター
 他 

通年 

不登校の子どもの安らぎの場を作り，集団活動を通じて社会性を
育む「子どもの居場所」を実施。 
不登校について保護者の理解を深め，心の安定を図り，子どもの
支援を共に考えるサポート広場（懇談会）及び不登校サポートセ
ミナー（講演会・個別相談），サポルーム（個別相談）を実施。 

教育庁子どもと親のサポート
センター 

警察ふれあいフェスタ2017 そごう千葉店６
階 催事場 

8月19日、 
8月20日 

県警が主催して毎年開催している「警察ふれあいフェスタ」にお
いて、「いかのおすし」の飛び出す絵本を作成し、子どもたちに
不審者と遭遇した際の注意を呼び掛けるほか、ステージショーを
行い、来場した多数の子どもや保護者に対し、防犯意識の向上を
図る。 

県警本部生活安全総務課 

  



 

事業名 実施場所 実施期間 概 要 実施機関 

第33回タッチヤング千葉県少
年柔道・剣道大会 
 

県武道館 7月27日 

非行少年を生まない社会づくりの一環として推進しているタッ
チヤング少年柔剣道活動の成果を少年たちが披露し警察職員等
との触れ合いを深めるなど、少年の健全育成に資することを目的
として実施する。 

県警本部少年課 

警察ふれあいフェスタ2017 
 

そごう千葉店 
６階催事場 8月下旬 

県警主催で毎年開催しており、来場した多数の子供や保護者を対
象としたステージショーを行い、低年齢少年の規範意識の醸成を
図る。 

非行防止教室・薬物乱用防止教
室の開催 県内 7月～8月 

少年専門補導員等の警察職員を県内の小・中・高等学校に派遣し、
同生徒を対象とした犯罪予防対策や非行防止等についての啓発
活動を推進し、少年の規範意識の向上や犯罪被害等の未然防止を
図る。 

少年警察ボランティアによる
街頭補導活動 県内 7月～8月 少年警察ボランティアによる街頭補導活動等を通じて、不良行為

少年等の発見・補導に努め、必要な指導・助言等を行う。 

フィルタリング普及要請活動 県内 7月～8月 
県内の携帯電話販売店舗に対して、販売や契約の場においてフィ
ルタリングについての適切な説明や推奨が行われるよう要請活
動を図る。 

広報啓発活動 

県内の小・中・
高等学校 

7月15日～ 
8月31日 

 夏休みに伴い、青少年のネット利用時間が増え、犯罪被害や事
故に巻き込まれやすくなることから、インターネットの安全利用
を促進するため、出前方式によるネット安全教室を小・中・高等
学校の生徒、保護者、教職員を対象に実施予定。 

県警本部サイバー犯罪対策課 

フクダ電子アリ
ーナ 

7月22日、 
8月11日、 
8月16日 
（計3回） 

 プロサッカー及びプロ野球公式戦の開催場所において、大型モ
ニターに、インターネットを安全に利用するための注意喚起等の
画像を掲示し、それに合わせ会場アナウンスにおいて広報啓発活
動を実施予定。 
 また7月22日については、フクダ電子アリーナにおいて、上記
啓発活動に加え、他機関と共に広報資料を活用した青少年及び保
護者に対する 「ネットリテラシー」啓発等を目的としたキャン
ペーンを実施予定。 

日立柏サッカー
場 

8月5日、 
8月9日、 
8月26日 
（計3回） 

ＺＯＺＯマリン
スタジアム 8月中 

「私の思い」～中学生の主張～

千葉県大会作文募集事業 県内 4月27日 
～7月29日 

中学生が日頃考えていること、夢、社会への提言などを作文にま

とめたものを募集。 

公益財団法人千葉県青少年協
会 

リーダー育成 
香取地区青少年相談員連絡協

議会課題研修会 

香取地域振興 
事務所 7月1日 

地域の指導者が知識・技術の向上を図るため研修をおこなう 
演題：みんなで考えよう、ケータイ・スマートフォン 
講師：NPO法人企業教育研究会 竹内正樹氏 

リーダー育成 
山武地区青少年相談員連絡協

議会課題研修会 
東金市役所 7月1日 

地域の指導者が知識・技術の向上を図るため研修をおこなう 
演題：チラシづくり 
講師：(公財)千葉県青少年協会常務理事 入江正了 

リーダー育成 
青少年育成辰巳台地区民会議

研修会 

市原市 
辰巳公民館 7 月 1 日 

地域の指導者が知識・技術の向上を図るため研修をおこなう 
演題：インターネット、スマホトラブル じゃあどうすればいい

の？ 
講師：NPO 法人企業教育研究会 関谷紳吾氏 

リーダー育成 
清川中学区青少年育成住民会

議主催第 5 回教育フォーラム 

木更津市 
東清公民館 7 月 2 日 

地域の指導者が知識・技術の向上を図るため研修をおこなう 
演題：インターネットトラブル ＳＮＳの現状と対策 
講師：千葉県警察本部サイバー犯罪対策課 

情報セキュリティーアドバイザー 星野和彦氏 

リーダー育成 
青少年育成金田地区住民会議

研修会 

木更津市 
金田公民館 7 月 7 日 

地域の指導者が知識・技術の向上を図るため研修をおこなう 
演題：インターネット、スマホトラブルの現状と対策  
講師：NPO 法人企業教育研究会事務局長 市野敬介氏 

青少年育成千葉県民会議推進

大会 
千葉県青少年女

性会館 7 月 8 日 

青少年育成関係者、機関、団体が一堂に集い青少年育成千葉県民

会議の更なる理解と周知を深めてもらうことを目的に開催。 
青少年育成功労者(団体)表彰。青年海外協力隊でのソーシャルワ

ーカー隊員としてインドネシアで活動した菅浦理絵子氏の講演を

おこなう。 

リーダー育成 
東葛飾地区青少年相談員連絡

協議会課題研修会 
東葛飾合同庁舎 7 月 9 日 

地域の指導者が知識・技術の向上を図るため研修をおこなう 
演題：子供の参加者数増加に向けた企画・広報について 
講師：(公財)千葉県青少年協会常務理事 入江正了 

リーダー育成 
木更津市青少年育成岩根西地

区住民会議研修会 

木更津市 
岩根西公民館 7 月 15 日 

地域の指導者が知識・技術の向上を図るため研修をおこなう 
演題：子どものいじめの現状 
講師：千葉県子どもと親のサポートセンター 
   支援事業部長 稲村由則氏 

 


