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平成２６年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施結果 

都道府県名 宮城県 青少年行政主管理課（室）名 共同参画社会推進課 

区分 内   容 備考 

１大会等 ○少年警察ボランティア宮城県大会（警察本部） 

 開催日：７月２５日 場所：仙台市青葉区 

 出席者：公安委員長、警察本部長、（公社）宮城県防犯協会連合会

長、宮城県少年補導員協会長 

     少年警察ボランティア 約２５０名 

 内 容：表彰 

     後援 （公社）みやぎ被害者支援センター事務局長 

     説明 生活環境課サイバー犯罪対策室課長補佐 

     披露 少年非行防止メッセージソング「まけないよ」 

        大会宣言 

○「みやぎ中学生いじめ問題を考えるフォーラム」 

（宮城県：義務教育課） 

 開催日：７月３１日 場所：県庁講堂 

 出席者：教育長、教育委員長、教育委員、知事（ビデオメッセー

ジ）、県内外大学生２８名（ファシリテーター） 

      中学生１１０名、引率教員５５名 

○平成２６年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」記念行事 

「青少年健全育成講演会」の開催（仙台市） 

開催日：７月１６日 １４時３０分～１６時３０分まで 

場 所：日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター） 

講 師：仙台大学教授 青沼 一民氏 

演 題：「子どもの力」 

○白石市青少年健全育成・非行防止推進大会（白石市） 

 開催日：７月５日 １３時～ 

 場 所：白石市中央公民館 大ホール 

 講 師：大崎市立鹿島台小学校長 元宮城県保健福祉部子育て支援

課子育て専門監 大橋るい子 先生 

内 容：演題「地域みんなで！子育ておせっかい♪」 

     大会決議 

 参加者：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）など 

     ＜計２８１名＞ 

○第３５回少年の主張仙台地区大会（多賀城市） 

 開催日：７月８日 

 場 所：亘理中学校（６月３０日多賀城市大会開催） 

○多賀城市防犯まちづくり推進協議会総会（多賀城市） 

 開催日：７月１６日 

 出席者：市長、塩釜警察署、防犯協会 

○気仙沼市青少年健全育成推進大会（気仙沼市） 

 開 催：気仙沼市教育委員会、気仙沼市青少年育成協議会 

 開催日：７月１０日 １３時３０分～ 場所：はまなすホール 

 講 師：社会福祉法人 旭が丘学園 園長 小原善博氏 

 演 題：学園の運営から見える青少年の健全育成 

 参加者：気仙沼市長（代理副市長）、警察署長、県議会議員、市議

会議員、教育委員、学校関係者、青少年健全育成関係者 
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     市民等 ＜計１９６名＞ 

○青少年健全育成利府町民会議総会（利府町） 

 開催日：７月４日 場所：利府町公民館文化ホール 

 講 師：塩釜警察署員 

演 題：青少年をネット犯罪から守るために 

内 容：事業計画、予算等の承認、総会決議 

 出席者：副町長、副議長、教育長、議会議員、行政区長、各学校Ｐ

ＴＡ、小中学校長、青少年育成指導員ほか関係機関・団体 

     ＜計１４０名＞ 

○利府クリーンクラブ総会（利府町） 

 開催日：７月１４日 場所：利府町役場会議室 

 内 容：町・企業・地域が一体となって、青少年の健全育成や非行

防止を図るため、情報交換等を実施。 

 出席者：町内の企業関係者、町長、教育長、警察署員、行政区長会

会長、ＰＴＡ連合会会長ほか関係機関 ＜計９０名＞ 

○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） 

開 催：社会を明るくする運動実行委員会（主管課：健康福祉課） 

開催日：７月１日 １６時～ 場所：大河原町駅前広場及び町内 

○健全育成のための講演会（川崎町） 

 対 象：町内小中高教員 

○青少年のための涌谷町民会議総会（涌谷町） 

 開催日：６月２４日 

 講 師：遠田警察署生活安全課  

少年生活安全捜査係長 河村麻記子氏 

 演 題：青少年を取り巻く管内の状況について 

２広報啓発

活動 

○大河原町社会を明るくする運動推進大会（大河原町） 

 開催日：７月１日 場所：ＪＲ大河原駅前 

 出席者：大河原町、大河原警察署 

大河原小学校児童生徒等約２００名 

 内 容：大河原小学校児童生徒の鼓笛隊約１３０名が先導し、大河

原町役場までの約１キロをパレードし、青少年の健全育成

を呼び掛けた。 

○本県初の「フィルタリング宣言」（警察本部） 

 開催日：７月１６日 場所：仙台市立大沢中学校 

 出席者：仙台市教育委員会、仙台市立大沢中学校全徒会、父母教師

会、警察本部、仙台北警察署等約４００名 

 内 容：インターネット利用で犯罪やトラブルに巻き込まれる青少

年が増えていることを受け、有害サイトの閲覧規制などに

学校全体で取り組む「フィルタリング宣言」を行ったも

の。 

○映画制作会社とのタイアップポスターの作成・掲示（警察本部） 

 開催日：７月２３日 場所：県内全域 

 内 容：映画制作会社（株）東映の協力を受け、少年の非行防止に

資する広報ポスター１，０００枚を作成、各地区の万引き

防止協議会加盟店６２４店舗のほか、警察施設等に掲示し

た。 

○その他（警察本部） 

 １ 非行防止教室 
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   県下２４警察署において１５７校で開催。 

   （対象児童・生徒等  ４４，５４９名） 

   内訳 小学校 ６９校（１８，９７６名） 

      中学校 ６３校（２０，７１６名） 

      高 校  ５校（ １，７４３名） 

      その他  １校（   １３７名） 

 ２ 薬物乱用防止教室（非行防止教室と同時開催を含む） 

   県下２４警察署において５６校で開催。 

   （対象児童・生徒等  １８，９７６名） 

内訳 小学校  ５校（   ６１１名） 

   中学校 ４５校（１６，４８５名） 

   高 校  ５校（ １，７４３名） 

   その他  １校（   １３７名） 

○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） 

配布先：栗原市内小中学校 

○「管内石巻地区小・中学校における生徒指導状況報告」による石巻

地区各小・中学校への非行防止等の啓発（東部教育事務所） 

○広報啓発活動（大河原教育事務所） 

 ・「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発・広報ポスター掲

示 

 ・青少年健全育成県民総ぐるみ運動リーフレット配布 

 ・「家庭の日」カレンダー掲示 

 ・青少年みやぎ（いんふぉみやぎ）掲示 

○宮城県未成年者喫煙防止街頭活動への参加（仙台市） 

 開催日：7 月１８日 １５時３０分～１７時 

 場 所：仙台駅前ペデストリアンデッキ 

 内 容：啓発ポケットティッシュの配布 

○青少年健全育成広報キャラバン（名取市） 

 参加者：市内小中学生２０名、市民会議・地区育成会１０名 

     事務局職員５名 ＜計３５名＞ 

 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 

○チラシ配布による広報（白石市） 

 内 容 

 ・市の広報誌での開催とチラシの各地区での回覧依頼 

 ・各種団体の会合時での配布、市内小中学校ＰＴＡへの配布、幼稚

園保育園への保護者への配布、各加盟団体への配布 

○社会を明るくする運動（登米市） 

 内 容 

・ポスターの掲示 

 ・懸垂幕の掲出 

 ・街頭におけるリーフレット等啓発物の配布 

○少年の主張市大会チラシ配布（多賀城市） 

 内 容：プログラムに本強調月間のことを明示 

○社会を明るくする運動（多賀城市） 

 内 容 

 ・公用車による巡回指導、チラシ回覧 
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 ・駅前など４箇所に「のぼり」設置 

 ・地区懇談会 

 ・保護司による「児童生徒の心配事相談所」開設 

○広報啓発グッズ等の配布（気仙沼市） 

 内 容 

・気仙沼市青少年健全育成推進大会で参加者に配布 

（「社会を明るくする運動」のポケットティッシュや花の種） 

・青少年育成支援センターのチラシ、カードの配布 

 （気仙沼市青少年育成支援センター） 

○社会を明るくする運動（塩竈市） 

 開 催：青少年相談センター、青少年育成塩竈市民会議 

○青少年の健全育成のための巡回パトロール（利府町） 

 実施日：７月１８日、２４日、３１日 場所：町内一円 

 内 容：町内イオンショッピングセンターや公園、不審者出没箇所

を中心に巡回パトロールを実施。 

 参加者：青少年育成推進指導員（学校教員含む） ＜計２７名＞ 

○非行防止チラシ「ゴリラ」全戸配布（大河原町） 

 主管課：教育総務課 開催日：７月１５日 

○第６４回社会を明るくする運動にかかる広報（村田町） 

 ・街頭啓発運動の実施（７月１日 役場前交差点） 

 ・保護司会、更正保護女性会による社会啓発運動（７月 道の駅） 

 ・啓発広報ポスターの掲示（７月 学校、教育委員会に送付） 

 ・のぼり旗掲揚（役場敷地内） 

 ・広報車による啓発（７月中計４回） 

 ・広報誌（「広報むらた」おしらせ版７月号） 

○町防犯実働隊による防犯パトロール（村田町） 

○防犯実働隊による防犯パトロール（蔵王町） 

○町内中学生による防犯キャンペーン（蔵王町） 

○あいさつ運動啓発活動（柴田町） 

開催日：７月１０日、１７日 ７時２０分～８時 

 場 所：中学校１箇所 参加者：町民会議メンバー７名参加 

○犯罪・非行防止活動（加美町） 

 開 催：社会を明るくする運動加美推進委員会 

①開催日：７月１３日 

 内 容：やくらい文化センターで開催された、健康のつどい＆スポ

ーツ講演会で、保護司・更正保護女性部会が犯罪・非行防

止への呼び掛け活動を実施。 

②開催日：７月１５日 

 内 容：イオンスーパー加美店前で、保護司・更正保護女性部会３

０名が買い物に訪れた客に犯罪・非行防止への呼び掛け活

動を実施。７月は毎週１回（計５回）、交通防犯指導員と

広報車で、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を明る

くするために町内巡回を実施。また、公共施設（公民館、

学校）へのポスター掲示を行った。 

○小・中・高への訪問啓発活動（加美町） 

 開 催：加美町保護司、更女会 

 内 容：７月期間中、３地区の保護司・更正保護女性部会が各地区

の小・中・高校に訪問し非行防止などの呼びかけを実施。 

○社会を明るくする運動（川崎町） 

 内 容 
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・懸垂幕、横断幕の掲出 

 ・強調月間の町民への周知、啓発パンフレット等の配布 

 ・社会を明るくする運動のメッセージを町広報誌に掲載 

○毎月第４金曜日、１９時から町有線放送を通して、青少年の健全育 

成と非行防止、社会環境浄化への取組について広報啓発活動を推 

進。（色麻町） 

○女川町広報７月号に「青少年の非行・被害防止全国強調月間」の旨

掲載（女川町） 

○社会を明るくする運動（涌谷町） 

 開催日：７月中 

内 容：横断幕の掲出 

３研修会等 ○宮城県万引き防止対策協議会・研修会（警察本部） 

 開催日：７月８日 場所：警察本部 

 出席者：宮城県万引き防止対策協議会委員、生活安全部長等 

約７０名 

 内 容：総会、被害届出の勧奨、検察事務官の講話 

○県下２４警察署管内における関係機関・団体との研修会の実施 

 （警察本部）（９５回） 

 ・各学区単位の健全育成会議  ２３回 

 ・各地区学校警察連絡協議会  １３回 

 ・教育委員会等主催会議    １３回 

 ・その他行政機関等主催会議  ２８回 

 ・各地区少年補導員協会     ６回 

 ・各地区万引き防止協議会    ２回 

 ・各地区未成年者喫煙防止協議会 １回 

・各地区防犯団体主催会議    ９回 

○中学校高等学校生徒指導連絡協議会（宮城県：義務教育課） 

 ①開催日：７月８日  場所：大崎合同庁舎 

 ②開催日：７月９日  場所：石巻市桃生公民館 

 ③開催日：７月１１日 場所：大河原合同庁舎 

 ④開催日：７月１４日 場所：仙台合同庁舎 

 出席者：それぞれの教育事務所管内の中学校・高等学校の生徒指導

主事 

○生徒指導主事研修会（宮城県：義務教育課） 

 開催日：６月２５日 場所：県庁講堂 

 講 師：国立教育政策研究所生徒指導進路指導研究センター 

     総括研究官 中野澄氏 

 出席者：県内公立中学校生徒指導主事 １３５名 

○ネットパトロールスキルアップ研修会（宮城県：教育庁） 

 開催日：７月２日 場所：宮城県総合教育センター 情報研修室１ 

 参加者：公私立高等学校の教職員３６名 

 内 容：講演会「子どもたちの利用実態とその対策」及び実技講習

会「ＳＮＳシミュレーター」 

○北部管内大崎地区問題行動対策推進協議会（北部教育事務所） 

 内 容：問題行動等の未然防止・早期発見・早期解決のための情報

交換を実施。 

○北部管内大崎地区小・中学校生徒指導担当者会（北部教育事務所） 

 内 容：生徒指導の現状と課題を理解し、問題行動等に対する実践

的な指導力の向上を図った。 
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○管内栗原地区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） 

出席者：小・中学校スクールカウンセラー、栗原市スクールソーシ

ャルワーカー、栗原市問題を抱える子ども等の自立支援事

業訪問相談員、県教育委員会登校支援ネットワーク事業訪

問指導員 

開催日：７月３１日 

内 容：スクールカウンセラーが果たすべき役割を理解するための

仮想事例検討会及び情報交換と指導助言 

○「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） 

○平成２６年度「思春期の子どもの理解」セミナーの開催（仙台市） 

 ①開催日：７月１０日 １８時２０分～２０時 

  場 所：仙台市役所錦町庁舎２階会議室 

  講 師：文教大学 教授 布紫靖枝氏 

  演 題：「思春期の子どもとの関わりに悩む家族への支援-家族

療法の視点から-」 

 ②開催日：7月１７日 １８時２０分～２０時 

  場 所：仙台市役所錦町庁舎２階会議室 

  講 師：宮城教育大学 准教授 久保順也氏 

  演 題：「不登校の子どもの理解と支援」 

○宮城県万引き防止対策協議会総会及び研修会への参加（仙台市） 

 開催日：7 月８日 １４時３０分～１６時 

 場 所：警察本部４階大会議室 

○定例街頭巡回指導（名取市） 

 参加者：市内小中学校教員５名、市民会議育成推進員５名 

     岩沼警察署１名、事務局職員４名 ＜計１１名＞ 

○有害ビラ等撤去活動（名取市） 

 内 容：定例街頭巡回指導時のほか、随時実施 

○大規模小売店舗巡回活動（名取市） 

 内 容 

・大型ショッピングセンター「イオンモール名取」の巡回活動 

・開店以来継続して実施。７月中は定例巡回時に１階実施 

○青少年相談センターが委嘱した相談員（１６名）による街頭巡回活

動（白石市） 

 内 容：前期（５月～９月）延べ７２回実施予定。７月は１６回予

定。 

○有害広告物撤去活動（白石市） 

 開催日：７月１０日 １５時３０分～ 

 場 所：市街地、駅周辺、バイパス方面 

 内 容：６つのコースに分かれて徒歩あるいは自転車で実施予定で

あった（台風のため中止）。 

 参加者：相談員、市民会議役員、少年補導員、育成指導員、白石警

察署員、県土木事務所、事務局 ＜計２４名＞ 

 ※１０月２１日に実施予定 

○登米市青少年問題協議会（登米市） 

○登米地区学校警察連絡協議会（登米市） 

○専任青少年補導員との情報交換会（多賀城市） 

 開催日：７月２日 

 内 容：街頭巡回指導、青少年補導の基本、高齢者の運転（研修） 
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その他意見要望など 

○塩釜地区学校警察連絡協議会幹事会（多賀城市） 

○多賀城市生徒指導担当者会（多賀城市） 

○第２回生徒指導担当者連絡会（石巻市） 

 開催日：７月１５日 

 内 容：各小中学校の生徒指導担当者による研修及び情報交換 

○生徒指導問題対策協議会事業教育講演会（石巻市） 

 開催日：７月２５日 

 内 容：各校教頭、生徒指導担当者及び保護者を対象とした教育講

演会 

 講 師：県警サイバー犯罪対策室職員 

○市内１３地区青少年育成協議会連絡会（気仙沼市） 

 開 催：気仙沼市青少年育成協議会 

 開催日：８月下旬予定 場所：気仙沼中央公民館 

 講 師：気仙沼警察署生活安全課 少年警察補導員 亀山岳也氏 

 演 題：少年非行の現状と課題 

 出席者：市教育委員会生涯学習課長、学校教育課長、各地区の青少

年育成協議会長、各中学校地区青少年育成協議会事務局 

○塩竈市小・中学校生徒指導主事・主任者会（塩竈市） 

 開 催：市生徒指導部会、青少年相談センター 

○塩竈地区万引き防止対策協議会研修会（塩竈市） 

 開 催：加盟店舗、関係企業、関係機関、関係団体、警察、学校 

○青少年育成推進指導員の会議（利府町） 

 開催日：７月１０日 

 内 容：指導員の任務及び活動、巡回報告、不審者情報等情報交換 

 参加者：青少年育成推進指導員（学校教員含む） ＜計２７名＞ 

○平成２６年度生徒指導支援事業「問題行動等対策推進協議会」 

 （南三陸教育事務所） 

○大郷町青少年健全育成町民会議研修会（大郷町） 

 開催日：７月１２日 場所：大郷町中央公民館 

 講 師：大和警察署生活安全課・少年生活係長 

     少年補導員 日野泉氏 

 演 題：青少年の健全育成について 

○ジュニア・リーダーキャンプ研修会（大河原町） 

 主管課：生涯学習課 開催日：８月３日～４日（１泊２日） 

 場 所：南蔵王野営場 

○生徒指導担当者会（川崎町：教育委員会） 

○児童生徒の夏休み対策及び申し合わせ内容の確認 

（川崎町：小中高健全育成協議会） 

○小中高の児童生徒に関する情報交換(川崎町：民生児童委員協議会) 

○青少年育成村民会議研修会（大衡村） 
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４環境浄化

活動等 

○県下一斉「少年を非行から守る日」における合同補導の実施 

（警察本部） 

 実施日：７月１１日 場所：県下２４警察署管内 

 出席者：県下２４警察署生活安全課員、各地区少年補導員協会員等

約３９０名 

 内 容：カラオケボックス等のたまり場を中心に巡回し、広く少年

に非行防止・被害防止を呼び掛け、喫煙等で２４人を補

導、保護者連絡等を実施。 

○その他（県下各警察署における環境浄化活動）（警察本部） 

 ・夏祭り等の開催に伴う街頭補導の実施 

 ・風俗営業所に対する立入り 

 ・カラオケ店に対する非行防止対策の要請 

 ・関係機関・団体合同の環境浄化（地下道清掃）活動 

○若柳地区学校警察連絡協議会（北部教育事務所栗原地域事務所） 

 開催日：７月 1日 

 出席者：警察署員、小・中学校生徒指導担当者、青少年育成関係者 

 内 容：青少年の健全育成に関する講話・情報交換等 

 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」 

○北部管内中・高生徒指導連絡協議会 

（北部教育事務所栗原地域事務所） 

 開催日：7 月８日 

 出席者：中学・高校の生徒指導上の諸問題についての情報共有と分

科会ごとの中学・高校の情報交換 

○青少年を取り巻く環境実態調査を実施（東部地方振興事務所） 

 実施日：７月２３日 実施件数：１１件（コンビニ） 

 実施地区：石巻市湊・渡波地区 

○名取市街頭巡回青少年指導員・青少年育成推進員合同研修会 

（名取市） 

 参加者：街頭巡回青少年指導員１５名、青少年育成推進員９名 

     事務局３名、 ＜計２７名＞ 

 内 容：定例街頭巡回指導の実施に向けて、巡回時の注意事項等の

ほか、岩沼警察署管内の少年非行の概況について岩沼警察

署少年警察補導員を講師に、研修会を実施。 

○白石市生徒指導問題対策会議（白石市） 

 開催日：６月４日 

 内 容：「相談内容から見た生徒指導上の問題」（白石市青少年相

談センター） 

     「少年補導員の現況」（白石警察署生活安全課） 

○街頭巡回指導（登米市） 

○市内巡回補導（多賀城市） 

 ・含有害広告物等の除去 ９回 

  （平成２４年４月以来、違法・有害広告物は見当たらない） 

○青少年指導員及び育成相談員による市内全域の街頭巡回指導活動 

 （気仙沼市） 

○街頭巡回指導（岩沼市） 

 ・３回実施 

○塩竈市青少年指導員・所見による街頭指導活動（塩竈市） 

 開 催：青少年相談センター 

○南三陸町地域安全指導員防犯パトロール（南三陸町） 
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○少年非行啓蒙活動、夏休み巡回パトロール（大河原町） 

 主管課：総務課 

開 催：防犯指導員、防犯協会、小中学校教員、ＰＴＡ、関係５課 

 開催日：７月２２日～８月２２日 火・金曜日（全１０回） 

 場 所：ショッピングセンター「フォルテ」 

○花火大会時の少年非行防止パトロール（大河原町） 

 主管課：総務課 

開 催：防犯指導員、防犯協会、小中高教員 

 開催日：８月９日 １９時～２１時３０分 

 場 所：白石川河川敷、駅前再開発ビルオーガ周辺 

○ビデオ、有害図書類自動販売機の巡回（村田町） 

○中学生との交流会（加美町） 

 開 催：加美町保護司会小野田地区 

 内 容：小野田中学校と保護司がビデオ鑑賞、意見交換等を実施。 

○街頭補導活動（川崎町） 

 ・中学校ごとの巡回活動 

○町内コンビニ訪問による有害図書等実態調査 

（川崎町：保健福祉課福祉係職員） 

※２年に１回実施 

○大型店舗巡回指導（富谷町：青少年健全育成富谷町民会議） 

 ※夏休み中に実施 

○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） 

 ・期間中３回実施 

○有害図書実態調査（美里町） 

○町内巡回パトロール（涌谷町） 

 実施日：７月１０日 参加者：指導員３名 

○町内大型店舗街頭キャンペーン（涌谷町） 

 ※３１名参加 

○「涌谷カッパ祭り」特別巡回（涌谷町） 

 ※６名参加 

５その他 ○少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動の実施（警察本部） 

 ・継続補導少年に対する農業体験（仙台中央署、気仙沼署） 

 ・支援対象少年に対する農業・漁業体験等（石巻署、河北署、築館

署、白石署） 

○児童生徒健全育成ボランティア「アルカス」の結成（石巻署） 

○ほっと in くりはらの会（北部教育事務所栗原地域事務所） 

 開催日：７月１０日 

 出席者：不登校（傾向）の児童・生徒と保護者及び関係教職員 

 内 容：事務所カウンセラーによる講話と情報交換 

     「ペアレントトレーニング入門～ほめる子育てを学ぼう～ 

○“社明”フェスティバル・みやぎへの参加（仙台市） 

 開催日：７月１日 ８時３０分～９時３０分 

 場 所：仙台駅前 

○ＰＳＣいじめ撲滅活動の常時活動（白石市） 

 開催日：７月１７日 １５時～ 

 場 所：登下校時、市内イベント 

内 容：ＰＳＣ総会 

参加者：市内６中学校 

○小学生サッカー教室の開催（登米市） 
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○社会を明るくする運動（気仙沼市社会福祉事務所） 

 内 容：大型店前等での街頭キャンペーン 

○あいさつ運動の実施（利府町） 

 開催日：７月１日、１５日、利府駅前、各小中学校前及び通学路等 

 内 容：朝の通勤通学時に町内各所で、町民総ぐるみによるあいさ

つ運動を展開し、青少年の健全育成に寄与した。 

 参加者：町長、教育長、各学校長、各生徒・児童会、各町内会、関

係機関団体会員ほか 

○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 

くりを推進している。（南三陸町） 

※富士のさとサマーキャンプ（富士山登山） 

 庄内町ふるさと交流（月山登山）など 

○社会を明るくする運動（川崎町、富谷町、美里町、女川町） 

 ・のぼりの設置（女川町） 

 ・町防災無線による周知（女川町） 

○青色防犯車両による町内パトロール（女川町） 

○町公用車に防犯ステッカーを貼付し町内の防犯パトロールを実施。 

○社会を明るくする運動と合わせ、町内学校訪問（涌谷町） 

 実施日：７月１日  

 参加者：保護司、町民会議役員等６名参加 
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