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区　　分 内　　　　容
1 大会等 
（宮城県，８市町
村，警察本部）
【延べ　９件】

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 第６３回「社会を明るくする運動」推進大会（大崎市）
開催日時：７月１日
開催場所：三本木総合支所 

○ 青少年健全育成松島町民会議（松島町）
開催日時：７月２日，７月９日 

○ 青少年のための涌谷町民会議総会（涌谷町）
開催日時：６月２７日
内　　容：講話「青少年を取り巻く管内の現状について」
　　　　　遠田警察署生活安全課
 　　　 少年・生活安全捜査係長　笠原敦子氏 

○ 第３４回「少年の主張」栗原大会（栗原市）
開催日時：７月１２日
開催場所：栗原市立高清水中学校体育館
参 加 者：高清水中学校生徒・保護者，青少年のための栗原市民
　　　　　会議関係者，市民等
内　　容：栗原市内の中学生８名（各中学校代表１名）が発表・審査

内　容：少年補導功労者等の表彰等の挨拶
　　　　挨拶及び祝辞
　　　　講演「一人でも多くの命を～震災時の警察官活動～」
　　　　各地区活動発表

「白石市青少年健全育成・非行防止推進大会」（白石市）
開催日時：７月６日
開催場所：白石市中央公民館　大ホール
内　　容：講演「サイバー犯罪の現状と対策－青少年を取り巻くネッ
　　　　　ト網－」
　　　　　講師　佐々木　友和氏（宮城県警察本部生活安全課）
参 加 者：２６５名（加盟８８団体の会員，市民，来賓（市議会議員，
　　　　　県議会議員，社会教育委員，警察関係者，学校長，園長））

青少年健全育成講演会（仙台市）
開催日時：７月１１日
開催場所：日立システムズホール仙台　シアターホール
内　　容：講演「地域との関わりにおける子育て」～安心・安全・安定
　　　　　　　した学校づくりの取り組みを通して～
　　　　　講師　仙台大学　教授　久能　和夫　氏
参 加 者：仙台市青少年指導員，社会を明るくする運動関係者，小中高
　　　　　校教職員及びPTA関係者，青少年健全育成団体関係者，一般
　　　　　等　１３０名

青少年育成利府町民会議総会（利府町）
開催日時：７月１日
参 加 者：町長，教育長，議長，警察関係者，学校関係者，行政区長，
　　　　　青少年育成関係者等　約１４０人

社会を明るくする運動・青少年健全育成町民総ぐるみ運動・飲酒運転・
暴走族根絶運動　推進大会（大河原町）
　　　　　　　　　　　（社会を明るくする運動実行委員会）
開催日時：７月１日午後４時
開催場所：大河原町駅前広場及び町内

平成２５年度少年警察ボランティア宮城県大会（警察本部）

開催日時：７月３０日

開催場所：仙台市宮城野区文化センター

参加者：警察本部長，宮城県公安委員会委員，少年補導員協会会長
　　　（公社）宮城県防犯協会連合会会長，各地区少年補導員，大学生
　　　　健全育成ボランティア「ポラリス宮城」，各警察署少年補導員
　　　　等約３００人



  （ 宮城県　 　2 /4） 

区　　分 内　　　　容
2 広報啓発活動等 
（宮城県，１４市町
村,警察本部，
２４警察署）
【延べ３７件】

○ 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 

○

○その他
　１　FM放送等による非行防止広報（警察本部，泉署，加美署，亘理署）
　２　「オープンポリス」における薬物乱用防止広報（遠田署）
　３　非行防止横断幕の作成・掲出（気仙沼署）
　４　子ども見守り隊「東鳴子パトライク隊」出動式に伴う非行防止広報
　　　（鳴子署）

社会を明るくする運動にかかる広報（村田町）
・啓発活動の実施，ポスターの掲示，のぼり旗掲揚，広報車による啓
発，広報誌「広報むらた」による広報
町防犯実働隊による防犯パトロール（村田町）
市内小・中学校に市青少年センターのちらしを配布（大崎市）
「社会を明るくする運動」街頭啓発活動(塩竃市）
「社会を明るくする運動」の横断幕設置（涌谷町）
「社会を明るくする運動」に伴うチラシ配布，呼びかけ等（栗原市）

啓発パンフレット，グッズ等の配布（気仙沼署，登米署，亘理署）

生徒指導だより「くりはら」の発行（北部教育事務所栗原地域事務所）

○　「管内石巻地区少・中学校における生徒指導状況報告」における各校へ
　　の非行防止等の啓発（東部教育事務所）
○　犯罪・非行防止活動（加美町：社会を明るくする運動加美推進委員会）
○　小・中・高への訪問啓発活動（加美町保護司，更女会）
○　チラシ配布による広報（白石市，青少年のための白石市民会議）
○　広報誌（生涯学習だより）による広報（蔵王町）
○　横断幕の掲出（蔵王町）
○　広報誌による広報（広報おながわ　７月号）（女川町）
○　青少年健全育成広報キャラバン（名取市）
　　内　　容：市内を１０地区に分け，５班編成で２日間にわたり広報車で
　　　　　　　巡回。小中学生の夏休みの過ごし方に関する注意事項等を広
　　　　　　　報車から市内の小中学生がアナウンス
　　参 加 者：市内小中学生２０人，市民会議・地区育成会１０人，
　　　　　　　事務局員６人　計３６人
○　「はやね・はやおき・あさごはん」の啓発パンフレットを町内全戸配
　　　布（柴田町）
　　　配布世帯：１４，７６８０世帯
○　あいさつ運動（利府町）
○　社会を明るくする運動（利府町）
○　非行防止チラシ「ゴリラ」全戸配布（大河原町）
○　健全育成チラシ「明青ニュース」全戸配布

広報誌の発行，啓発ポスター掲出（各警察署，交番・駐在所）

非行防止教室等の開催～１６５回（各警察署）

　２　泉パークタウン地区防犯・非行防止キャンペーン（泉署）

　１　未成年者喫煙防止キャンペーン（警察本部，仙台市内５署）

非行防止等キャンペーン（警察本部，各警察署）

　３　増田中学校少年健全育成ボランティア隊員等による非行防止・犯罪
　　　被害防止キャンペーン（岩沼署）
　４　少年非行防止。薬物乱用防止キャンペーン（石巻署）
　５　条南中学校区少年健全育成「まけないよ」キャンペーン（気仙沼署）
　６　出張警察署を活用した非行防止キャンペーン（登米署）
　７　長岡小学校児童による非行防止・犯罪抑止キャンペーン（古川署）
　８　大型スーパーイベント会場における防犯・非行防止キャンペーン
　　　（古川署）
　９　薬物乱用防止キャンペーン（若柳署）
１０　花山中学校健全育成キャンペーン（築館署）
１１　JR瀬峰駅における健全育成キャンペーン（築館署）
１２　亘理高校生徒による登校生徒に対する非行防止キャンペーン
　　　（亘理署）
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区　　分 内　　　　容
3　有害環境浄化活動 ○ 街頭補導活動（各署で随時実施）

（宮城県，警察本 １少年警察ボランティア等との合同補導

部，１３市町村） ２ブロック少年補導，育成センター活動での補導

【延べ２８件】 ３学校教職員との合同での補導

　　４各警察署独自の早朝補導，深夜補導，列車乗車指導，深夜飲食店等
　　　に対する立ち入り指導
　　５違法広告物除去活動（築館署）

○　大型店舗巡回指導（富谷町，青少年健全育成富谷町民会議）
○　夜間パトロール（富谷町，日吉台地区青少年健全育成連絡会）

○ 中学生との交流会（加美町保護司・更女会）

○　青少年相談センターが委嘱した相談員による街頭巡回指導回覧活動
　　（白石市，青少年相談センター）
○　有害広告物撤去活動（白石市，青少年相談センター）
○　定例街頭巡回指導（名取市）
○　有害ビラ等撤去活動（名取市）
○　大規模小売店舗巡回活動（名取市）

○　南三陸町地域安全指導員防犯パトロール（南三陸町）
○　少年非行啓蒙活動，夏休み巡回パトロール（大河原町）
○　花火大会時の少年非行防止パトロール（大河原町）
○　ビデオ，有害図書類自動販売機の巡回（村田町）

○ 専任指導員による定期巡回街頭指導（大崎市）
・週３回（月，水，金），市内中心部の巡回指導

○ 専任指導員と青少年指導員による古川地区の巡回街頭指導（大崎市）
○ 古川地区以外の地区青少年指導員による巡回街頭指導（大崎市）
○ ・鹿島台，松山，田尻，岩出山，鳴子５地区毎計画による巡回指導
国道４号線の地下下水道の清掃（大崎市）

○　塩竈市青少年指導員・所員による街頭指導活動（塩竈市）
○　町内巡回パトロール（涌谷町）
○　「わくやカッパ祭り」特別巡回指導（涌谷町）
○　街頭巡回指導（岩沼市）

○ 違反広告物除去活動（東松島市）
○ 有害図書パトロール活動（東松島市）
○ 夏祭りにおける巡回活動（東松島市） 

4 研修会等 ○　　研修会，各種会議等（警察本部）

（宮城県，警察本
部　１２市町
村）
【延べ４１件】

　１　仙台中央地区万引き防止連絡協議会総会（仙台中央署）
　２　仙台中央地区学校警察連絡協議会例会（仙台中央署）
　３　仙台東地区学校警察連絡協議会総会（仙台東署）
　４　「ポラリス宮城」泉地区研修会（泉署）
　５　塩竃地区万引き防止対策協議会定例総会・研修会（塩竃署）
　６　黒川地区学校警察連絡協議会総会（大和署）
　７　石巻地区学校警察連絡協議会総会（石巻署）

　８　気仙沼地区学校警察連絡協議会総会（気仙沼署）
　９　佐沼地区少年補導員協会総会（佐沼署）
１０　登米地区学校警察連絡協議会（登米署）
１１　河北地区少年補導員協会研修（河北署）
１２　河北地区学校警察連絡協議会定例会（河北署）
１３　少年補導員協会研修（河北署）
１４　南三陸警察署管内学校警察連絡協議会総会（南三陸署）
１５　大崎東部地区学校警察連絡協議会総会（古川署）
１６　若柳地区少年補導員供養会移動研修会（若柳署）
１７　若柳地区学校警察連絡協議会定例会（若柳署）
１８　築館地区学校警察連絡協議会総会（築館署）
１９　大崎西部地区学校警察連絡協議会総会（鳴子署）
２０　大崎西部地区万引き防止対策協議会総会・研修会（鳴子署）
２１　加美地区学校警察PTA連絡協議会研修会（加美署）
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区　　分 内　　　　容
２２　大河原地区学校警察連絡協議会総会（大河原署）
２３　大河原地区万引防止対策協議会定例会（大河原署）
２４　白石刈田地区学校警察連絡協議会（白石署）
２５　角田地区少年補導員研修会（角田署）

○　学校警察連絡協議会（北部教育事務所栗原地域事務所）
　　報告・講話「上半期における少年非行の実態について」
　　　　　　　「管内栗原地区生徒指導の現状と課題」
○　生徒指導連絡協議会（北部教育事務所栗原地域事務所）
　　北部管内中・高生徒指導連絡協議会
○　スクールカウンセラー研修会（北部教育事務所栗原地域事務所）
○　「管内中学校・高等学校生徒指導連絡協議会」での情報交換
　　（東部教育事務所）
○　石巻市生徒指導担当者連絡会（石巻市）
○　石巻地区学校警察連絡協議会総会（石巻市）
○　石巻地区学校警察連絡協議会総会（女川町）
○　名取市街頭巡回背少年指導員並びに青少年育成推進員研修会
　　（名取市）
○　青少年健全育成推進指導員研修会（柴田町）
○　青少年育成推進指導員会議（利府町）
○　インリーダー研修会（大河原町）
○　ジュニア・リーダーキャンプ研修会（大河原町）

○		 いじめ問題対策本部会議（大崎市教育委員会）
開催日：７月４日
開催場所：岩出山総合支所

○	 大崎東部地区学校警察連絡協議会（東部地区学警連）
開催日時：７月１０日
開催場所：大崎建設産業会館
内　　容：青少年非行の動向，夏期休業中の生徒指導，市内巡回 

○	 青少年健全育成松島町民会議（松島町）
開催日時：７月９日（青少年健全育成研修会）
内　　容：子どもの支援に役立つ技術と情報
講　　師：CAPみやぎ代表佐々木豊子氏 

○	 塩竈市小・中学校生徒指導主事・主任者会（塩竈市）
塩竃地区万引き防止対策協議会研修会（塩竈市） 

○　大学生健全育成ボランティア「ポラリス宮城」による中学生に対する
　　学習指導（仙台中央署）

5 その他
（宮城県，３市町

○　七北田中学校区夜間安全パトロール（泉署）村）
○　地域防犯パトロール隊設立に伴う子ども見守り活動の要請（河北署）【延べ１２件】 
○　児童生徒健全育成ボランティア桶中アルカス「咲楽隊」の結成
　　（遠田署）
○　児童生徒健全育成ボランティア「中新田中アルカス」の結成
　　（加美署）
○　万引き防止パトロール（大河原署）
○　職場体験の中学生による携帯電話販売店に対する携帯電話フィルタリ
　　ング普及依頼（白石署）
○　町公用車へ防犯ステッカー（地域安全運動実施中）の貼り付け及び防
　　犯パトロールの実施（女川町）
○　町青少年育成推進指導員による青少年健全育成パトロール（利府町）
○　青少年が多様な交流体験を経験しながら社会性，主体性を育むことが
　　できるようにするとともに，地域における青少年の「居場所」づくり
　　を推進した。（富士の里サマーキャンプなど）（南三陸町）

○		 大崎けやき教室（大崎地区教育委員会適応指導教室）との情報交換及び
指導協力（大崎市）

○	 社会を明るくする運動とあわせ，町内小・中学校訪問（涌谷町）
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