
名古屋市・名古屋市教育委員会・名古屋市青少年育成市民会議・各区安心・安全で快適なまちづくり協議会

● 明るい家庭づくりにつとめよう
● 青少年の体験活動・自主的な
  活動をすすめよう

● 非行や問題行動を未然に防ごう
● よい環境づくりにつとめよう
● 犯罪・事故から青少年をまもろう

たくましく 伸びよう 伸ばそう 青少年たくましく 伸びよう 伸ばそう 青少年

運動
目標

冬の青少年をまもる運動
子どもの安全をまもる運動を推進しましょう!!子どもの安全をまもる運動を推進しましょう!!

青少年家庭課

18歳未満の子どものいる家庭（妊婦を含む）を

対象に、買い物などの際に割引などの特典を受

けることができるカードのことです。

カードの画像を携帯電話等の画面で表示して利

用できるサービスも実施しています！

お出かけの際は「ぴよか」をお忘れなく！！

協賛店を探すには、右の二次元コードから検索

サイトへアクセスしてください。

「なごや子育てアプリNAGOMii（なごみー）」でも

検索できます。

【お問い合わせ】 子ども青少年局子育て支援課

☎（052）972-3083

ぴよか

詳しくは▼

「ぴよか」とは…

インターネット・スマートフォン・携帯電話の
正しい利用方法を学ぶコンテンツもご覧ください。

を持って
出かけよう！子育て家庭優待カードわくわ

くする
体験活

動を

見つけ
て出か

けてみ
よう

https://www.wakuwaku.city.nagoya.jp/
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★喫煙・飲酒もさせない

　覚醒剤、大麻などの薬物の使用は、止めようと思っても自分ではコントロールできない状態に

なり、身体的・精神的に悪影響をもたらします。

　子どもたちを薬物などの害から守るためには、周りの大人一人ひとりが正しい知識を持つと

共に、困った時には相談できる信頼関係を日ごろから作っておくことが重要です。

◆１回だけなら平気さ　　 ◆眠気がとれて、勉強ができるよ

◆ただの栄養剤だよ　　　◆ちょっとだけ、ためしてみない

◆お金はこの次でいいよ   ◆クスリでちょっと遊ぼうよ

◆やせられるよ　　　　　◆イライラがとれてすっきりするよ

◆みんなやってるよ　　   ◆最高の気分が味わえるよ

   （やってないのはきみだけ）  ◆とりあえず、預かってよ

◆人生は経験だ　　　　  ◆面白いクスリがあるんだけど

名古屋市保健所健康部環境薬務課

☎052-972-2651

あやしいヤクブツ連絡ネット（厚生労働省委託）

☎03-5542-1865

名古屋市精神保健福祉センターここらぼ

☎052-483-3022

薬物乱用防止普及啓発に
関する相談窓口

薬物に関する消費者等からの
相談窓口

薬物問題等依存症に関する
相談窓口（専用電話）

違法薬物から子どもたちを守るために違法薬物から子どもたちを守るために

深夜、外出している子どもを見かけたら、積極的に声をかけ、帰宅を促すように努めましょう。

【愛知県青少年保護育成条例】

○保護者は深夜、みだりに青少年を外出させてはいけません。

○コンビニエンスストアや飲食店など、深夜営業施設の事業者等は、深夜、施設内等にいる青少年に対して、帰宅を

　促すよう努めなければなりません。

○カラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェの事業者は、保護者同伴であっても、深夜、青少年を立ち入ら

　せてはいけません。（違反には罰則があります。）

こ
ん
な
言
葉
で

誘
っ
て
き
ま
す
！

深夜は、事件や事故に遭う危険が高まります深夜は、事件や事故に遭う危険が高まります

※青少年 ： 18歳未満の者　深夜 ： 午後11時～翌日の午前６時　

近所の子どもたちに声かけをしながら、地域のおじ

さん・おばさんとして子どもたちを温かく見守りま

しょう。息の長い活動として、最初から無理をせず、

下記のようなことから始めましょう。

子どもたちのために始めよう！

◎子どもたちに、積極的に

　「おはよう」「こんにちは」と声かけをする。

◎良い行いをしたときにはほめて、

　危険な遊びやルール違反には注意する。

◎まわりの大人にも積極的に

あいさつや会話をし、活動の輪を広げる。

◎毎月第3日曜日の

　「家庭の日」の普及啓発に努める。

“声かけ”と“見守り”で“声かけ”と“見守り”で
顔見知りの環境づくり！顔見知りの環境づくり！

２０２２年４月から民法の成年年齢は１８

歳に引き下げられますが、飲酒・喫煙

に関する年齢制限は２０歳のまま維持

されます。周りの大人は未成年の喫煙・

飲酒防止に取り組みましょう。



主な設定方法 ● 詳細は携帯電話会社や販売店でご確認下さい

※ 一部機種は本体の機能で制限する設定も必要です。

購入時に携帯電話会社のフィルタリングサービスに申し込む

アプリの利用制限をするアプリ用のフィルタリングを設定する

1

スマートフォンなどでWi－Fi通信を利用してWEB（ブラウザ）を

閲覧する場合にも、制限可能なフィルタリングアプリを設定する

2

3

★携帯ゲーム機、携帯音楽プレイヤーなどでも、インターネットに接続してアプリや

 サービスを利用できるものもあるので、こちらにもフィルタリングを設定しましょう。

1

2 自転車損害賠償保険等への加入義務化
自転車を利用する方は、自転車損害賠償保険等※へ

必ず加入しましょう。未成年の方が自転車を利用する

場合は、その保護者に加入義務があります。

交通安全教育の充実
地域・家庭・職場での交通安全教育に努めましょう。

3

名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

※自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することを約する保険又は共済のことをいいます。

①自転車は、車道が原則、歩道は例外

②車道は左側を通行

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

④安全ルールを守る

⑤ヘルメットを着用

　・飲酒運転・二人乗り・並進・ながらスマホの禁止

　・夜間はライトを点灯

　・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

自転車を安全に利用しましょう!

　だまされたり、脅かされたりして、児童が自分の裸体を撮影させられた上、メール等で送信させら

れる形態の児童ポルノ被害（自画撮り被害）が問題になっています。画像は一度インターネット上に

流出すると回収、削除することは困難です。

●交際相手、友人等の信用している相手であっても、自分の下着姿や裸の写真や動画は送らない。

●児童ポルノ画像を製造、提供等する行為は、児童が行っても違法行為となります。

ヘルメット着用全年齢努力義務化
自転車を利用する方は、乗車用ヘルメットの着用に

努めましょう。

各家庭のスマホ・タブレット等の利用状況に合わせ、

家族で相談してルールを作りましょう。

フィルタリングを設定して、子どもたちにとって

好ましくない有害情報の閲覧やアクセスを

制限するようにしましょう。

家庭でのルールを作りましょう

フィルタリングを設定しましょう
名古屋市おすすめルール

★ 家で利用する時間は夜9時までにする

★ 食卓に持ち込まない

★ 人の悪口や個人情報を書きこまない

★ ケータイ・スマホを使わない人を仲間はずれにしない

★ 知らない相手にメール等を返信しない

ル
ー
ル
の
例

スマートフォン等の危険から

青少年を守るために

スマートフォン等の危険から

青少年を守るために



青少年相談のご案内

編集・発行

〒460-8508　名古屋市中区三の丸三丁目1番1号　電話（052）972-3257　ＦＡＸ（052）972-4439

青少年の悩み事・非行やネットトラブルでお困りのときは、お気軽にご相談ください。

764-1611

【FAX】764-1613

     0120

7867-70

メール相談は子ども教育相談「ハートフレンドなごや」の
ウェブページから相談することができます。

名　　称 実施機関・所在地 電　　話 方　法　等 相談時間 相談内容

月～金 9:30～19:00
　土　 9:30～12:00

来所相談（要予約）

訪問相談
（学校を通じての申し込み）

月～金

9:00～17:00

月～金

9:00～17:00

電話相談・
面接相談（予約）

電話相談・
面接相談（予約）

電話相談

電話相談

千種・東・北・中・昭和・守山・名東区の方

西・中村・熱田・中川・港区の方

電話相談・
（その他カウンセリング、

親支援サービス、
居場所提供等の

支援を実施）

電話相談・
面接相談（予約）

電話相談

フリー
ダイヤル

ナヤムナナヤミゼロ

なやむより いろんないいことあるはずさ

熱田区神宮三丁目6-14
名古屋市教育センター内

愛知県警察本部少年課
少年サポートセンター名古屋
昭和区折戸町４－１６
名古屋市児童福祉センター内

北区平安通一丁目5番地　
ヴュロードリベルテ2階

中区大井町1番37号　
フカヤビル202号室

東区白壁１-１５-１　
名古屋合同庁舎第三号館

違法・有害情報相談センター

（総務省支援事業）

総務省東海総合通信局

愛知県警察本部
中区三の丸二丁目１－１

中央児童相談所
昭和区折戸町４－１６

西部児童相談所
中川区小城町１－１－２０

北区柳原三丁目６－８
名古屋市青少年交流
プラザ内

Eメール相談は愛知県警察ホームページ

からご利用ください

サイバー犯罪に関する情報提供、相談ページ
https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/cyber/index.html

インターネット相談窓口　
https://www.ihaho.jp/

683-8222

325-2890

684-6461

700-2396

951-1611（代）

483-2095

971-9133

随時 

月～土

10:00～17:00
（祝日・年末年始を除く）

月～金

8:45～17:15
（祝日・年末年始を除く）

月～金 9:00～17:00
（祝休日・年末年始を除く）

月～金

8:45～17:15
（祝休日・年末年始を除く）

月～金  9:00～12:00
13:00～17:00

（祝休日・年末年始を除く）

24時間
（返信までに数日かかることもあります。）

（返信までに数日かかることもあります。）

24時間

961-2544

【総合相談ダイヤル】

年末年始及び
日曜・祝日は休業

面接相談（予約）

面接相談（予約）

名古屋市子ども・若者
総合相談センター
東区泉一丁目1－４
名古屋市教育館８階

子ども・若者

総合相談

子ども教育相談

「ハートフレンド

　なごや」

ヤング

テレホン

被害少年

相談電話

児童相談

北部
ステップアップ
ルーム

「みらie.」

南部
ステップアップ
ルーム

「ミライデア」

なごや若者

サポートステーション

サイバー犯罪相談

情報提供

電気通信サービス

相談窓口

インターネット・携帯

違法・有害

情報相談センター

若
者
自
立
支
援
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
事
業

困難を有する

子ども･若者に

関する相談

子どもの教育・

養育上の問題

に関する

あらゆる内容

少年自身の

悩みごとや、

保護者からの

少年に関する相談

犯罪・いじめ・

児童虐待など

少年の被害に

関する相談

就労等自立に

向けて悩みを

有する若者及び

その家族を対象

とした若者支援に

関する相談

不正アクセス・

フィッシング・

コンピュータウイルス

に関する相談

携帯電話や

インターネットの

トラブルに関する相談

中村区名楽町4-7-18 5階

名古屋市
精神保健福祉センター

精神保健

福祉相談

思春期・依存症・

自死遺族に関する

本人や家族から

の相談

養育困難・

児童虐待・非行・

障害・不登校・

しつけ等

誹謗中傷、名誉毀損、
人権問題、自殺、
殺人予告など、

インターネット上の
トラブルに関する相談

月～金 9:00～16:00

月～金 9:30～17:00

※返信までに数日かかる
　こともあります。

（祝日、年末年始を除く）

月・火・水・金・土

10:00～16:00
（祝日・年末年始を除く）

月・火・水・木・金

10:00～16:00
（祝日・年末年始を除く）

（祝日・年末年始を除く）

10:00～18:00火～土

10:00～21:00第２・４金

（祝日、年末年始を除く）

電話相談・面接相談(予約)

電話相談・面接相談(予約)

瑞穂・南・緑・天白区の方

東部児童相談所
緑区鳴海町字小森４８－５

電話相談・面接相談(予約)

365-3231

757-6111（代）

899-4630

月・火・金 11:00～19:00

　木　 11:00～20:00

　土　 11:00～17:00

ハナシ キクヨ

東区東桜一丁目13－3

ＮＨＫ名古屋放送センタービル6階

211-8640

0120-874-994

【子ども専用フリーダイヤル】

【大人用電話番号】

電話相談・来所相談・
FAX・郵便

子どもの権利相談室

「なごもっか」
子どもの権利侵害

に関する相談
（いずれも受け付けは閉所の30分前まで。
 祝休日・年末年始を除く）

【FAX】211-8072

名古屋市子ども青少年局青少年家庭課


