
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第２部 子ども・若者育成支援施策 

の実施状況 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１章令和元年度における主な取組み

１子ども・若者の育成と自立に向けた支援

（１）子ども知事室

やまがたの未来を担う子ども達が、知事と直接話をする機会を持つことにより、

“ ”県政や県の事業に関心を持ち、ふるさとやまがたを理解する一助とするため

に「子ども知事室」を実施するもの。

県内の小学校５・６年生を対象に参加者を募集し、抽選で選ばれた児童が参加。

知事との懇談の時間では、例年次々と質問が出され、知事と県内の小学生が意見

を交換する貴重な場となっている。

【令和元年度実施内容】

日時：令和元年８月５日（月）、８月７日（水）

場所：県庁、工業技術センター、農業総合研究センター

内容：「一日知事」の辞令交付・記念撮影、

知事との昼食・懇談、施設見学等

２）青少年健全育成県民運動の展開

◇ 「大人が変われば子どもも変わる」県民運動（平成12年～）
子ども達が事件や事故に関わり、犯罪の加害者や被害者となることのないよう、

大人自身が社会のモラルやルールを守り、子ども達を地域社会全体で見守り育む

ための健全な社会環境づくりを推進するもの。

【主な内容】

①あいさつ・見守り運動～子どもを家庭・地域で育てよう！～
オアシス（おはよう、ありがとう、失礼します、すみません）運動、見守り活

動等

②モラル・マナーの向上運動～大人が子どもの手本となろう！～
ゴミ・空き缶・吸殻を捨てない、交通ルール・マナーを守る、公共の場のマナ

ーを守る等

③子どもを事故や犯罪等から守る運動～子どもの安全を地域全体で見守ろう！～
地域の危険箇所の点検や子ども達のたまり場の見回り、有害環境の浄化活動、

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）等のメディア活用のルー

ル周知等

「子ども知事室」の開催

地域における啓発活動の実施の様子
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◇ “ ”いじめ・非行をなくそうやまがた県民運動（平成25年度～）

いじめ・非行の防止・根絶に向け、県、教育機関、警察及び青少年健全育成団

体などが連携し、学校と地域が両輪となって活動を展開することで、県民に「い

じめ・非行をなくそう」という意識の醸成を図るもの。

【令和元年度の主な成果】

① 小・中学校・特別支援学校の児童・生徒を対象とする取組み
◆標語の募集・周知
県内の全小・中学校及び特別支援学校の児童生徒にいじめ防止標語を募集した

ところ、県全体で、344校から56, 487通の応募があり、県内４地区毎に優秀標語

を選定した。

＜令和元年度優秀標語＞

村山地区

やさしさはこころのきずのくすりばこ

（西川町立西川小学校１年前田
まえた

結
ゆ

彩
あ

さん作）

最上地区

受けとめてあなたの周りのＳＯＳ

（大蔵村立大蔵小学校５年門脇
かどわき

里奈
りな

さん作）

置賜地区

おもいやり心で言葉で行動で

（南陽市立漆山小学校６年鈴木
すずき

蛍
けい

助
すけ

さん作）

庄内地区

気づいているの？画面の先で傷つく心

（三川町立三川中学校３年片山
かたやま

愛
あい

彩
か

さん作）

② 高等学校の生徒を対象とする取組み
◆いじめ防止スローガンの作成
県内の全高等学校にいじめ防止スローガンの作成を呼びかけたところ、県・市

立高校52校、私立高校11校において、スローガンが作成された。

◆ポスターのデザイン作成
“ ”県内の高校生にいじめ・非行をなくそうやまがた県民運

動の普及啓発用ポスターのデザインを募集。合計で20点の応募

があり、選考の結果、右記の作品が優秀作品に輝いた。

③ 「いじめ・非行防止セミナー」の開催
山形県青少年健全育成県民大会（令和元年10月27日

（日）新庄市民プラザ）の場で開催。

第58回山形県少年の主張大会で、最優秀を受賞した山形県

立山形聾学校中学部３年佐藤美華さんが「夢に向かって」と

題し、聴覚に障がいがあり自ら新しいことに挑戦することを

怖がっていたが、小さいころからの夢をあきらめず挑戦する

と手話を交えて発表した。

山形県立長井高等学校

遠藤斗和子さん作
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事例発表では、戸沢村青少年育成村民会議の取組みを紹介した。学校・保護者・

地域が一体となって様々な活動をしている様子が伝えられた。

「子ども達の健全な脳発達をささえるために～スマホや基本的習慣の影響～」

と題した東北大学加齢医学研究所長川島隆太氏の講演では、スマホが子どもたち

の脳に与える影響についてをデータをもとに解説し、スマホの使い方の大切さや

読書の大切さを訴えた。

.

④ 各地域における運動の展開
県内の各地域において、街頭や学校での普及啓発活動や、いじめ・非行防止の

ための研修会・懇談会の開催等、地域の実情に応じた様々な取組みが展開された。

（３）インターネット環境に関する取組み

◇ 「地域の大人のためのインターネット利用に関する研修会」
令和２年２月13日（木）、県庁講堂にて、青少年育成団体、保護者団体、関係

行政機関等が集まり、同研修会内において、独立行政法人情報処理推進機構によ

る「インターネット安全教室」を開催した。

子どもたちへの授業を想定した教材の活用方法や模擬授業、グループワークな

どを通じて、子どもたちに伝えるべきポイントなどを学びました。

戸沢村青少年育成村民会議の事例発表と川島隆太氏による講演

地域における研修会 児童・生徒と地域の大人

の対話会

インターネット研修会

学校での啓発活動
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（４）有害環境浄化の取組み

① 遊技営業等
◇カラオケボックス

県内のカラオケボックスは、令和２年１月末現在で42店あり、営業が深夜に

及ぶことや密室性が高いことから、青少年の飲酒、喫煙、不健全性的行為など

が懸念される。

本県では、県青少年健全育成条例を一部改正（平成21年４月１日施行）し、

カラオケボックスへの青少年の深夜（午後11時～午前４時）入場の制限を規定

した他、県カラオケスタジオ協会に対してボックス内の外部からの見通しの確

保等について依頼した。

同協会では、青少年の非行・犯罪被害防止のため、年齢確認の徹底、未成年

者の喫煙・飲酒等の防止強化の意思確認を行ったほか、自主規制措置として16

歳未満は午後６時まで、18歳未満は午後10時までの利用時間と定めている。

◇インターネットカフェ

県内のインターネットカフェは、令和２年１月末現在で６店あり、青少年の

インターネット利用による有害情報の閲覧や、薬物犯罪、わいせつ犯罪などの

場所として利用されるケース等が懸念される。

本県では、県青少年健全育成条例に基づき、カラオケボックスと同様に深夜

入場の制限を規定しているほか、「県インターネットカフェ事業者等連絡会」と

連携し、経営者等と意思疎通を図って青少年の非行防止を強化している。

◇ゲームセンター

県内のゲームセンター（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第２条第５号に該当する営業を除く。）は、令和２年１月末現在で20店あり、

県青少年健全育成条例において、青少年の深夜（午後11時～午前４時）入場の

制限を規定している。

本県では、「日本アミューズメント産業協会施設営業事業部」と連携し、夜

間入場の制限の徹底を図ると共に飲酒・喫煙の防止等についても強化している。

② 深夜スーパー(コンビニエンスストア等)
深夜スーパーのうちコンビニエンスストアは、令和２年１月末現在、県内に

521店あり、青少年による酒、煙草の購入や有害図書の閲覧等の他、深夜等に店

内や駐車場が「たまり場」となることが懸念される。

本県では、県青少年健全育成条例において、コンビニエンスストア等深夜営

業施設の従業員等は、深夜に店舗内及び店舗敷地内にいる青少年に対して帰宅

を促す努力義務を規定している。

県警察本部に事務局を置く、各コンビニエンスストア本部等で構成した「山

形県コンビニエンスストア等防犯対策協議会」では、強盗、万引き等の犯罪被

害防止対策の向上を図るほか、年齢確認の徹底等による青少年への酒類、煙草

の販売禁止の強化にも取組んでいる。

また、ノンアルコール飲料については未成年者の飲酒を誘発するおそれがあ

るとし、県小売酒販組合において酒類と同等の扱いとすると規定したことを受

け、県内コンビニエンスストアにおいても酒類として扱い、年齢確認の励行に
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努めて未成年者への販売は行わないことを決定している。（平成24年11月27日

「青少年のための環境づくり懇談会」）

③ 図書およびビデオ取扱店
県内の図書類取扱店として把握されている店舗数は、令和２年１月末現在、

書店116店、コンビニエンスストア521店、ビデオショップ28店、インターネッ

トカフェ６店、複合店７店の合計678店で、図書類自動販売機は14箇所(計43台)

設置されている。

本県では、県青少年健全育成条例において、著しく性的感情を刺激したり、

粗暴性・残虐性を助長する図書類の他、犯罪・自殺を誘発する図書類について

有害図書類として指定し、青少年への閲覧、販売等を禁止している。

また、大量に出回る残忍なゲームソフトやわいせつ性の高いアダルト映像等

に対応するため、県青少年健全育成条例に基づく「図書類の内容を審査する団

体の指定」のシステムを導入し、各ジャンルの自主規制団体が『成人指定』又

は『18歳以上対象』等と判断したものについては、県内においては有害図書類

とみなすこととした。

現在、審査団体として指定されているのは下記の４団体である。

○「（特活）コンピューターエンターテイメントレーティング機構（略称：ＣＥＲＯ）」
家庭用ゲームソフトを審査する団体

○ 「（一社）コンピューターソフトウェア倫理機構（略称：ソフ倫）」
パソコン用ゲームソフトを審査する団体

○ 「映像倫理機構（略称：映像倫）」 アダルトＤＶＤ等を審査する団体

○ 「（一社）日本コンテンツ審査センター」 アダルトＤＶＤ等を審査する団体
※上記「映像倫理機構」が平成28年１月１日付けで組織改編を行い、名称変更
されたことから、新たな団体として指定した。
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（５）インターネット上の有害情報

① 現状
近年、携帯電話（スマートフォンを含む）や携帯型ゲーム機などのインターネット

接続機器が急速に普及し、全国的に青少年の携帯電話等利用によるネットトラブルや

ＳＮＳのコミュニティーサイトを利用した犯罪被害の増加が問題となっている。この

ような被害児童のうちの多くが被害当時フィルタリングを利用していない現状にあ

り、青少年が自身の裸等をスマートフォン等で撮影し、メール等で送らされる、いわ

ゆる「自画撮り被害」は、山形県でも発生している。また、平成29年に、神奈川県

座間市では、ＳＮＳを利用し自殺願望を投稿した女性等を、言葉巧みに誘い出して複

数名殺害する凶悪事件の発生もあった。

令和元年度に県教育庁が県内全小中学生を対象に実施したＩＣＴ機器利用実態調

査（後期定期調査）では、インターネットにつながる携帯電話や、携帯型ゲーム機等

を含めたＩＣＴ機器の所有率は、小学生で71. 4％、中学生で92. 6％まで普及してい

るものの、有害サイト等への接続を防ぐフィルタリングを「している」「しているも

のとしていないものがある」との回答は、小学生で41. 9％（１年生を除く。）、中学

生で51. 0％となっている。

※ＳＮＳとは、ソーシャルネットワーキングサービスの略。登録するとインターネット上で友人などと交
流することができる。（例：LINE、facebook、Twi tterなど）

② 対策
県では「山形県青少年健全育成条例」を一部改正（平成31年３月15日公布、令和

元年７月１日施行）し、携帯電話販売事業者及び販売代理店に対し、フィルタリング

の必要性・内容等が記載された説明書の交付を義務づけるとともに、フィルタリング

が不要と判断した保護者に対する不要申出書の提出義務を課すとともに、青少年に裸

等の画像を要求する行為を規制したほか、携帯電話販売事業者等に立入調査を行える

こととした。（施行日から令和２年３月末現在：立入数40件、指導件数３件）

また、「地域の大人のためのインターネット利用に関する研修会」を開催し、参加

者に子どもたちを取り巻くインターネット環境やトラブルに巻き込まれる危険性、そ

の予防策等を学ぶ機会を設け、ネットリテラシー教育の充実とフィルタリングの普及

促進を図った。

※フィルタリングとは、インターネット上の有害情報の閲覧を制限するソフトウェアやサービスのこと。

③ 福祉犯の検挙と被害の状況
（単位：人）

平成２７年平成２８年平成２９年平成３０年 令和元年

検挙件数 ３５ ３４ ４７ ６１ ４４

検挙人員 ２１ ２６ ３１ ４０ ３１

被害者数 ２１ ２７ ２５ ３３ ２７

平成２７年平成２８年平成２９年平成３０年令和元年

被害者総数 ２１ ２７ ２５ ３３ ２７

児童買春 １ ２ ３ ４ ２

児童ポルノ １１ ９ １１ １４ １３

うち自画撮り ７ ６ ８ ４ ３

育成条例 ６ １０ ２ １１ １２

その他 ３ ６ ９ ４ ０
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平成２７年平成２８年平成２９年平成３０年 令和元年

被害者総数 ２１ ２７ ２５ ３３ ２７

SNS利用 １４ １４ １７ ２２ １４

構成比 ８３．３％ ６６．７％ ６８．０％ ６６．７％ ５１．９％

※ 福祉犯の被害児童数は27名で、うちＳＮＳ利用に起因する被害児童は14名と、全体
の51. 9％を占めた。

※ 福祉犯とは、児童福祉法違反や児童買春等の少年の心身に有害な影響を与え、少年
の福祉を害する犯罪（児童買春・児童ポルノ法違反、青少年健全育成条例違反など）

をいう。

（６）深夜遊技施設及び図書類取扱い店等立入り調査状況

① 深夜遊技営業等
本県では、県青少年健全育成条例に基づき、カラオケボックス・インターネットカ

フェ・ゲームセンター等の深夜遊技営業等営業者に対し、本庁及び各総合支庁担当職

員が定期的に立入り調査を実施し、青少年の深夜立入り規制の履行状況及び同規制に

関わる表示が適切に掲示されているか等を確認し、不備な点のある店舗に対しては、

その都度指導し改善を図っている。

② 図書類取扱い店
青少年に有害と認められる図書類については、山形県青少年健全育成審議会に諮問

し、有害図書類として指定している。書店・コンビニエンスストア・ゲームソフト販

売店等の図書類取扱い店に対しては、本庁及び各総合支庁担当職員が定期的に立入り

調査を実施し、有害図書類等の区分陳列の状況等について確認している。

令和元年中の立入り調査実施状況

種別 対象箇所数 立入調査回数 指導回数

カラオケボックス ４２ ２３ １

インターネットカフェ ６ ３ ０

ゲームセンター(コーナー) ２０ ５ １

コンビニエンスストア ５２１ ６１６ １５８

書店 １１６ ７２ ４

レンタルビデオ・DVD店 ２８ １６ ０

その他(複合店等) ７ ４ ０

図書類自動販売機 １４ １９ １２

ゲームソフト販売店 １８ ２ ０

計 ７７２ ７６０ １７６

※ 対象箇所数は、令和２年１月末現在の把握数

資料：山形県警察本部
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【参考】

危険ドラッグなどの危険な薬物の乱用を防止するための条例を制定

１条例の制定

本県においても危険ドラッグが原因とみられる交通事故等が発生していたことか

ら、危険ドラッグなどの危険な薬物の乱用を防止するための条例として「山形県危険

な薬物から県民の命とくらしを守る条例」を制定し、平成28年４月１日から施行さ

れている。

２条例の特徴

条例では、法律の規制が及んでいない薬物について所持、使用等の規制を行い、違

反者には最高で２年の懲役または100万円の罰金が科せられる。

また、行政、県民、事業者のそれぞれに責務や役割を定め、啓発や情報提供など様々

な面で連携・協力し、薬物の乱用防止を図ることとした。
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