（東京都）

平成 20 年度「全国青少年健全育成強調月間」実施結果
都道府県名
区

青 少 年 行 政 青少年・治安対策本部 総合対策部
主管課(室)名 青少年課

東京都
分

内

容

備

１ 大会等
（東京都・あきる野市・心の東 ○心の東京革命「安全・あいさつ・スポーツ ５（２）①
京革命推進協議会）
フエア」
開催日：１１月２２日（土）
場 所：日の出イオンモール
内 容：・青少年の健全育成と治安対策等
に関する総合イベント
・スポーツを通じた青少年のあい
さつ運動
・あいさつキャラバン隊による普
及啓発
参加者：一般都民 1,750 人
（東京都・心の東京革命推進協 ○あいさつ運動チャレンジプロジェクト⑤ ５（２）①
議会）
in 江戸川区
開催日：１１月３日（月・祝）
場 所：江戸川区スポーツセンター
内 容：スポーツ（バレーボール）を通じ
た青少年のあいさつ運動
参加者：一般都民 約２００人
○あいさつ運動チャレンジプロジェクト⑥
in 新宿区
開催日：１１月８日（土）
場 所：新宿区立落合中学校
内 容：スポーツ（バレーボール）を通じ
た青少年のあいさつ運動
参加者：一般都民 約３０人
○あいさつ運動チャレンジプロジェクト⑦
in 神津島村
開催日：１１月９日（日）
場 所：神津島村生きがい健康センター、
前浜海岸
内 容：スポーツ（ビーチバレー）を通じ
た青少年のあいさつ運動
参加者：一般都民 約３０人
○あいさつ運動チャレンジプロジェクト⑧
in 立川市
開催日：１１月１４日（金）
場 所：立川市立立川第二中学校
内 容：スポーツ（バレーボール）を通じ
た青少年のあいさつ運動
参加者：一般都民 約６００人
○あいさつ運動チャレンジプロジェクト⑨
in 江東区

考

開催日：１１月１５日（土）
場 所：亀戸スポーツセンター
内 容：スポーツ（サッカー）を通じた青
少年のあいさつ運動
参加者：一般都民 約３０人
○あいさつ運動チャレンジプロジェクト⑪
in 東金町ビーバーズ
開催日：１１月２６日（水）
場 所：葛飾区水元体育館
内 容：スポーツ（バレーボール）を通じ
た青少年のあいさつ運動
参加者：一般都民 約１００人
（東京都・心の東京革命推進協 ○あいさつキャラバン隊による青少年あい ５（２）①
議会）
さつ運動
・開催日：１１月２日（日）
場 所：東村山市立野火止小学校
内 容：小学生以下の児童（一部を除く）
を対象に、
「あいさつ」をモチー
フにしたコント・ゲームなどを通
じて、その場で楽しみながら自然
とあいさつをさせる児童参加型
のイベント
参加者：一般都民 約５００人

（東京都福祉保健局）

・開催日：１１月３０日（日）
場 所：赤坂サカス Sacas 広場
内 容：小学生以下の児童（一部を除く）
を対象に、
「あいさつ」をモチー
フにしたコント・ゲームなどを通
じて、その場で楽しみながら自然
とあいさつをさせる児童参加型
のイベント
参加者：一般都民 約２００人
○平成 20 年度麻薬・覚せい剤乱用防止運動 ５(２)①
東京大会
開催日：11 月 29 日（土曜日）
場 所：九段会館ホール
主 催：東京都､東京都薬物乱用対策推進
本部､東京都薬物乱用防止推進協
議会、(財)麻薬･覚せい剤乱用防
止センター
協 賛：特別区長会、東京都市長会、東京
都町村会
内 容：・式典
・感謝状贈呈
・表彰式
・高校生による発表
・トークライブ
参加者：一般都民 415 人

（東京都教育庁）

（文京区）

（墨田区）

○東京都教育の日記念行事
開催日：１１月１日
会 場：東京都庁大会議場
出席者：教育長、次長、地域教育支援部長
地域教育ネットワーク関係者等
４００人
内 容：健康づくり功労者表彰、教育の日
優秀作品表彰
学校活動支援団体への感謝状贈呈
地域教育フォーラム
○親子ふれあい将棋教室
開催日：１１月２日
会 場：東京都庁大会議場
出席者：２９４名
（参加者２５４名＋見学者４０名）
内 容：都内在住・在学の子供（５歳から
１８歳まで）とその保護者を対象に、①
親子対局：参加親子同士の対局、②指導
対局：社団法人日本将棋連盟所属のプロ
棋士による指導対局、③初心者指導の３
つのプログラムを同時並行で行なった。
○文京区青少年対策地区委員会九地区合同
行事「文の京こどもまつり」
開催日：平成２０年１１月９日（日）
場 所：文京スポーツセンター
教育の森公園
内 容：ストラックアウト
折って飛ばそうスーパー紙ヒコー
キ
手作りおもちゃの広場
ペンシルバルーンと輪なげ
昔あそび
パッと！ねらいうち！！マトレン
ジャー
防災釜でオリンピック、五色カレー
湯島 近代５種競技パンつり競走
ポップコーンの“根津屋”
ボールプール
ミニＳＬ
「あいさつ・声がけ」スタンプラリ
ー
森末慎二の親子でふれあい体操
参加者：約 3,000 人
（文京区青少年対策地区委員会九地区合
同行事実行委員会／文京区／東京オリン
ピック・パラリンピック招致委員会／東京
都）
○墨田区青少年健全育成区民大会
平成 20 年１１月 22 日（土）
場所 曳舟文化センターホール
参加者
約５００人
青少年非行現況報告（本所警察署副署長）
青少年健全育成作文入賞者表彰式
同作文最優秀賞者朗読
小・中学生９人

５（２）①
５（３）①②

５（２）①

５（２）①

５（２）①
５（３）②

（江東区）

（品川区）

区民大会宣言
（墨田区、墨田区青少年育成委員会連絡協議
会、本所・向島警察署）
○歩け歩け大会
５（２）①
開催日：11 月 3 日 場所：江東区
１０６人
○親と子のスポーツ教室
開催日：11 月 15 日 場所：江東区
６０人
○子ども大運動会
開催日：11 月 23 日 場所：江東区
出席者：富岡地区対と少年団体南部連合会
２９４人
○パネルディスカッション小学校編
「もっと知ろう今の子供たち」
開催日：11 月 12 日 場所：江東区
４１人
○天ぷら油リサイクルバスでいく
「エネルギー施設を見学するエコツアー」
場所：江東
２３人
○第９回こまつばしスポーツ大会
開催日：11 月 23 日 場所：江東区
出席者：青少年育成者等 600 人
内容：レクリエーションスポーツ
○青少年健全育成ミニ集会
開催日：11 月 8 日 場所：江東区
出席者：青少年育成者等 188 人
内容：
「身近な人権について」
○親子ラリー(第 20 回しながわ横断ウルトラ ５（２）①
クイズラリー）
開催日；11 月 3 日(月・祝日)
主催；品川区青少年委員会
運営（事業実施委託）
；
品川区青少年委員会
内容；
（教育委員会後援）
参加者；①小学生チーム(小学 3 年生〜)、
②親子チーム
①②共で（40 チーム）募集
内容；クイズを解きながら、区内施設を探
訪（大崎光の滝・御成橋・子供の森・
東品川海浜等の公園他）
参加チーム 40 チーム
運営委託料 304 千円
○品川区民秋季将棋大会（共催事業）
11 月 9 日（日）区立中小企業センター
小学生〜成人を対象とした将棋の
段・級別リーグ戦
主催；品川区教育委員会･品川区アマチュ
ア将棋連盟
品川区アマチュア将棋連盟運営 235 千円
参加者（小中〜高校生 30 人）
○品川区民合唱祭（共催事業）

11 月 9 日（日）きゅりあん大ホール
小学生〜成人対象の区内のコーラスグル
ープの発表会への参加
：少年少女合唱団の参加
主催；品川区教育委員会･品川区合唱連盟
品川区合唱連盟運営 358 千円
参加者：区内の小中学〜高校生 30 人程

（目黒区）

（世田谷区）
（板橋区）

（立川市）

（葛飾区）

○品川区民秋のコンサート（共催事業）
11 月 8 日（土）午後 6 時 30 分〜
きゅりあん大ホール
品川音楽文化協会（演奏は品川区民管弦楽
団）共催事業
主催；品川区教育委員会･品川区音楽文化
協会
参加者 980 人の内、小学生〜高校生 50 人
○要保護児童対策地域協議会（子どもを守る
地域ネットワーク）の開催
代表者会議・実務者会議・行政機関連絡会
の開催
○養育家庭体験発表会
開催日：11 月 29 日
場所 ：目黒区本庁舎
出席者：民生児童委員・主任児童委員
養育家庭体験者・養育家庭希望者
一般区民など
内容 ：パネルディスカッション
○青少年・青少年関係者表彰式
○板橋音楽祭ジュニア 2008
日時：11 月 8 日（土）
場所：区立文化会館大ホール
出席：区立中学校 22 校、板橋ロータリー
クラブ、板橋区青少年健全育成地区委
員会連合会、財団法人板橋区文化・国
際交流財団、区関係者等約 1800 人
内容：文化部活動（主に吹奏楽）を通じて
青少年の健全育成を図る
○少女バレーボール大会（青少年健全育成下
赤塚地区委員会等）
日時：11 月 30 日（日）
場所：赤塚体育館
内容：バレーボールを通じて、近隣他地区
とのスポーツ交流を図る。約 80 名が参
加
○立川市中学生の主張大会
開催日：１１月３日
場 所：立川市市民会館
出席者：市長、教育委員長、教育長、市議
会議長、青少年健全育成関係者等
約５００人
内 容：中学生１５名が主張を発表する。
○少年の主張大会
（葛飾区青少年育成地区委員会・葛飾区教育
委員会）

５（２）①

５（２）①

５（３）①
５（２）①

５（２）①

５（２）①
５（３）②

５（２）①
５（３）②

（青梅市）

区内の小学校５・６年生と中学生が日頃考
えている事柄などを、２３地区予選会場で
発表、代表として選出された小学生２１
名、中学生６名が本大会で主張を発表し
た。
○ロードレース大会（葛飾区青少年育成地区
委員会）
各地区委員会ごとに青少年から成人まで、
年代別に中距離走、長距離走で競い合っ
た。
○小・中学生主張大会
開催日 １１月１日（土）
場所 青梅市民会館
参加人数 発表者１６人
参観者２５６人
内容 青梅市内の小・中学生が、将来の夢
や生き方、身近な生活や社会に対する考
え方、郷土への思いなどについて発表
○ふるさと祭り２００８（青少年対策第１１
支会地区委員会）
開催日 １１月２日（日）
場所 今井市民センター体育館
参加人数 子ども１５６人 大人４１人
内容 ベーゴマ教室、ストラックアウト等
ゲーム
○親子ハイキング
（青少対第八支会地区委員会）
開催日：１１月３日（月）
内 容：永山丘陵を親子等でハイキングを
する。
参加者：１５４名
○今井子供秋祭り
（青少対第１１支会地区委員会今井支部）
開催日 １１月１５日（土）
場所 霞川調節池広場
参加人数 子ども１２０人 大人５３人
内容 小動物とのふれあい
○青梅地区親子ふれあい綱引き大会
（青少対青梅地区委員会）
開催日：１１月１６日（日）
場 所：青梅市天ヶ瀬体育館
参加者：４９人
○綱引き大会ふるさと祭り２００８
（青少対大門地区委員会）
開催日
１１月１６日
場 所
大門市民センター
参加人数 ２５０人
役員 ３３人
合計２８３人
内 容
体力測定・ベーゴマ
○青少年球技大会
（青少対第八支会地区委員会）
開催日：１１月２３日（日）
内 容：スポーツを通して青少年の健全育
成を目指すキックベース、ソフト

５（２）①

５（２）①
５（３）②

５（２）①

５（２）①

５（２）①

５（２）①

５（２）①

５（２）①

（日野市）

（日野市）
（福生市）

（狛江市）

（清瀬市）

ボール、ドッチボールを実施
参加者：１６４名
○ハイキング、ゲーム、昼食交流（青梅市青
少年対策小曾木地区委員会小曾木支部）
開催日 １１月２３日(日)
６３名
○親子触れ合いハイキング
（青梅市青少年対策小曾木地区委員会富岡
支部）
開催日 １１月３０日(日)
５７名
○青少年問題協議会
開催日 １１月１７日
出席者 市長 市職員 学校長代表
青少年育成会関係者 等
○あきなかた（自然のなかでの体験活動）
○日野市表彰式（青少年育成功労）
○福生市青少年の意見発表大会
（福生市青少年問題協議会）
開催日：11 月 1 日（土）
場所：福生市民会館小ホール
内容：市内在住在学の中学生・高校生によ
る意見発表（13 名発表）
○軽スポーツ＆とん汁会（青少年育成地区委
員長会）
開催日を 11 月 16 日（日）に予定して準備
を進めていたが、雨天のため、当日中止と
なった。予定していた概要は次のとおり。
場所：多摩川中央公園
内容：軽スポーツ（キックターゲット、輪
投げ等 10 種目）
、体験コーナー（ペ
タンク、竹馬等 9 種目）とん汁の無
償提供（1,200 食分）
参加者数：2,000 人（予定）
（保護者含む）
○青少年薬物汚染撲滅キャンペーン
（狛江市、狛江市青少年薬物汚染防止対策推
進会議、狛江市青少年健全育成活動実施委
員会、東京都薬物乱用防止推進狛江地区協
議会）
開催日 11 月 9 日（日）
会場 狛江エコルマホール展示多目的室
内容 ・東京都薬物乱用防止推進協議会が
実施する中学生啓発標語・ポスタ
ー入選表彰式
・薬物に関しての講演会
○市民まつりへの出店
（東京都薬物乱用防止推進狛江地区協議会）
開催日 11 月 16 日（日）
会 場 狛江第一小学校校庭
（市民まつり会場）
内 容 啓発活動（パネルの展示、アンケ
ート）中学生を対象に実施した啓
発標語・ポスター入選作品の展示
○夏季少年体育大会（清瀬市）
開催日：７月２０日（日）〜８月２２日（金）
場所：市民体育館ほか

５（２）①

５（２）①

５（２）①

５（２）①
５（２）①、
（３）①
５（２）①
５（３）②

５（２）①

５（２）①、
（３）②

５（２）①
５（３）②

５（２）①

内容：剣道・野球・卓球・ソフトテニス大
会の開催
○わたしの体験・主張発表会（清瀬市）
開催日：１１月８日（土）
場所：清瀬市民センター
内容：作文・ポスター・実践活動等の発表

（羽村市）

○青少年問題協議会５地区合同事業（清瀬
市）
開催日：１１月１５日（土）
場所：生涯学習センター
内容：「非行問題から見えてくるもの」を
テーマに、八王子少年鑑別所所長をお招きし
ての講演会
○青少年健全育成の日
５（２）①
出席者：副市長、収入役、教育長、青少年 ５（３）②
育成関係者等約 3,400 人（市長は
公務のため欠席）
内容：青少年健全育成功労者・模範青少
年・青少年健全育成ポスターコンク
ール入賞者に対する表彰、青少年に
よる模擬店、青少年健全育成ポスタ
ーコンクール入選作品の展示

２ 広報啓発活動
（警視庁・東京母の会連合会・ ○第 46 回親と子の警察展の開催
東京都）
(警視庁少年育成課・東京母の会連合会)
開催日 １１月５日〜７日
場 所 江戸東京博物館
出席者 東京都青少年・治安対策本部長
墨田区長、警視庁生活安全部長
少年警察ボランティア団体等
内 容 少年問題に関するパネル等の資料
を展示し、４，０００名余の来場
者に啓蒙広報活動を行った。
（東京都福祉保健局）
○プロサッカーチーム（ＦＣ東京）との連携
による普及啓発
開催日 10 月 26 日
場所 味の素スタジアム
内容 ・選手から児童虐待防止のメッセー
ジビデオを会場内のオーロラビ
ジョンで放映
・スタジアム内に虐待防止推進のポ
スターの掲示
・児童虐待防止のオレンジリボン等
普及啓発グッズ（絆創膏）の配布
○都庁第一本庁舎におけるライトアップ
日時 11 月 1 日から 3 日間、午後 6 時から
同 8 時まで
○民間企業（日本・ケンタッキー・フライド
チキン（株）
）の自主的普及啓発の促進（都
内全域）
内容 ・店頭のカーネルサンダー像がオレ
ンジリボンキャンペーン啓発のオ

５（１）①②③④

５（１）①③

５（１）①③

５（１）①

（東京都福祉保健局）

（東京都教育庁）
（千代田区）

レンジのタスキをつけてのＰＲ
・店舗内に児童虐待防止のポスター
の掲示
・店員がオレンジリボンバッジを付
けて業務を行なう。
○ＮＰＯ、民間企業、行政が共同で児童虐待
防止をＰＲ
名称 子育て応援とうきょう広場 2008
開催日時 11 月 22 日
午前 10 時から午後 5 時まで
開催場所 都庁広場
内容 会場の一角にブースを設置し、ＮＰ
Ｏ法人児童虐待防止全国ネットワ
ーク提供のオレンジリボン、オレン
ジ風船等の配布
○児童虐待防止推進月間のポスター及びリ
ーフレットの展示及びにチラシの配布
開催日時 11 月 19 日から 25 日まで
開催場所 都庁第一本庁舎南側展望室
○広報紙東京都及び福祉保健局ミニ通信に
よる広報
○オレンジリボン及びオリジナルリーフレ
ット、
ポスター並びに啓発グッズ
（絆創膏）
の作成・配布
○児童相談所・区市町村との協働による普及
啓発活動
内容 ・駅頭キャンペーン
・講演
・パネル展示
○大学祭における健やかな食生活への普及
啓発活動
（東京都南多摩保健医療圏）
開催日：１１月１日
場所：杏林大学（八王子市）
１１月８日
場所：東京家政学院大学（町田市）
対象：大学祭参加者
内容：体組成測定、パネル展示、資料配布
等
○東京都教育の日リーフレットの配布
（テーマ：家庭のコミュニケーション）
○「我が家のじまん料理」作品展及びＤＶＤ
配布
小学生から寄せられた「我が家の自慢料
理」の作品展を実施。
また、それを収めたＤＶＤ（3,500 枚）を
区立小学校全員に配布し、食事バランスガ
イド等食育の推進を図った。
作品展実施期間
平成２０年１１月８日〜１４日
作品展実施場所
千代田区役所１階 区民ホール

５（１）①

５（１）①

５（１）②
５（１）①

５（１）③④

５（１）①②

５（１）①
５（１）①

（中央区）

【幼稚園】
ピカレンジャーデー（園児・保護者による
園舎・園庭清掃活動）
、親子ふれあい活動
（園児・保護者による行事）、収穫祭（園
児・保護者・地域の方々が参加する活動）
、
朝の挨拶運動
【小学校】
ふれあい給食、一斉清掃活動、花の秋植え、
ふれあい教室、
セーフティ教室、いじめ防止のための自己
評価
【中学校・中等教育学校】
キャリア講演会（生徒・保護者が参加する
職や生き方についての講演会）
、一斉清掃
活動
セーフティ教室
○広報紙による広報
「区のおしらせ中央」１１月１日号に啓発
記事を掲載（72,000 部発行）

５（１）①
５（２）②

５（１）①
５（２）②

５（１）①
５（２）②

５（１）②

○教育広報誌による広報
５（１）②
広報誌「かがやき」により、教育相談室の
相談内容、連絡先を周知
（港区）

（台東区）

○啓発ポスター等の掲示、配布
○区広報紙（広報みなと）による広報
(子ども課)
11 月１日号に掲載しました。
127,000 部発行
○青少年対策地区委員会の会長会において
青少年健全育成強調月間の主旨を説明し、
取り組みを依頼 (子ども課)
１０月２８日（火）実施
地域主導の青少年育成活動
○第４回金杉っ子まつり
（青少年育成金杉地区委員会・金杉地区町
会連合会）
開催日：平成２０年１１月２日（日）
場 所：旧竜泉中学校
参加者：約７００名
スタッフ：８５名（青少年委員・各学校Ｐ
ＴＡ・リーダー研修会ほか）
内容：園児から小学生までを対象に屋台、
ゲーム、昔遊び、ミニＳＬ・電動ト
ーマス、バンド演奏を実施
○地域内交流事業「わいわい交流入谷っ子」
開催日：11 月３０日（日）
場所：浅草「花やしき」
参加者：入谷地区内幼児から中学生及びそ
の保護者
スタッフ：青少年入谷地区委員会会長・副
会長、
「花やしき」社長、宇田川教育委
員、町会青少年部役員･根岸小･大正小校
長・ＰＴＡ役員、青少年委員、総勢
内容：花やしき遊園地において、遊園及び

５（１）①
５（１）②

５（１）①
５（２）①

（墨田区）

（台東区）

（台東区）

（江東区）

花やしき少女歌劇団の歌と踊りを
実施。その中で入谷地区内親子との
交流、仲間同士の交流を通じ想い出
づくり、健全育成を図る。
○墨田区のお知らせ
１１月１日号
５（１）②
○墨田区ホームページへの掲載
（青少年健全育成区民大会）
○広報誌（広報たいとう）への掲載
５（１）②
（平成 20 年 11 月 5 日号）
内容：
「11 月は児童虐待防止月間です〜地
域で防ごう 子ども虐待 オレン
ジリボンキャンペーン〜」
○薬物乱用防止啓発パネルの掲示・啓発パン ５（１）①
フレット等の配布
○全国青少年健全育成強調月間懸垂幕掲示
期間：１１月１日〜３０日
参加者：台東区役所、区内四警察署（上野、
下谷、浅草、蔵前）
○講演会と映画上映
「薬物乱用防止啓発ビデオの上映と話し
合い」
「社会を明るくする運動・更生保護」
開催日と実施場所：
9 月 25 日 浅草中学校
10 月 29 日 御徒町台東中学校
11 月 26 日 桜橋中学校
10 月 4 日 大正小学校
11 月 29 日 上野小学校
12 月 26 日 蔵前小学校
参加者：保護司、更生保護司女性会員、
実施校校長・副校長・保護者
○親子スポーツフェア
開催日：11 月 9 日 場所：江東区
出席者：青少年育成者等 303 人
内容：運動会（9 種目）薬物使用防止標語
の表彰
○懸垂幕の掲出（江東区）
開催日：11 月１日〜30 日 場所：江東区
○薬物乱用防止講演会「少年による薬物乱用
の実態」
開催日：11 月 14 日 場所：江東区
○薬物乱用防止パネル展（江東区）
開催日：11 月 23 日 場所：江東区
出席者：青少年育成者等 294 人
内容：薬物乱用防止啓発パネル・中学生ポ
スター等の展示、ビデオ上映及び啓
発物の配布
・薬物乱用防止講演会「ダメ。ゼッタ
イ。…これであなたも薬乱講師」
・講演会「最近の青少年問題について」
・講演会「少年非行の現状について」
開催日：11 月 14 日 場所：江東区
・育成指導者地域別研究協議会
「ＡＤＥによる救命講習」

５（１）③

５（１）①
５（２）②

５（１）①
５（３）②

５（１）③
５（１）①
５（２）②

（品川区）

（目黒区）

（世田谷区）
（中野区）

開催日：11 月 26 日 場所：江東区
８５人
○教育相談アンケート（11/1〜11/30）
○アンケート結果をもとに個人面談（各中小
学校）
「ふれあい月間」の実施（いじめ・不登校）
（〜11/30）
○統合ポスターへの掲示
○懸垂幕の掲出
○「全国青少年健全育成強調月間」広報紙に
よる周知 11 月 5 日号
○オレンジリボンキャンペーン
11 月虐待防止月間中に関係機関などにオ
レンジリボンを配布
○啓発パンフ等の配布
「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏ま
え平成 17 年 12 月に「目黒区子ども条例」
が制定された。条例のパンフレットを小・
中・高校生の児童・生徒及び区民に配布し
た。
また、子どもの人権を擁護するため、子ど
もの権利擁護委員度 （めぐろはあとねっ
と） のリーフレットとカードを小・中・
高校生他区民へも配布した。
○広報誌(紙)による広報
○児童館おたより１１月号で啓発

５（１）①

５（１）①
５（１）③
５（１）②
５（１）①

５（１）①

５（１）②
５（１）②

内容「防犯、子どもの安全確保など」
○児童館おたより１１月号で啓発

５（１）①②

内容「食のバランスをかんがえる」
・
「食育の日」１９日にファーストステップ食育キ
ャンペーン

（杉並区）

○平成２０年度後期 青少年表彰
（杉並区、杉並区教育委員会、杉並区青少年
問題協議会）
日 時：１１月２９日（土）
会 場：勤労福祉会館
受章者・団体：[個人]４６名、
[団体]２８団体
○未成年者の飲酒・喫煙キャンペーン
（未成年者の飲酒・喫煙防止キャンペーン
実施本部）
区広報掲載：１１月２１日号
ポスター、チラシ配布：１１月下旬
配布先：酒・たばこ販売店、飲食店、商店
会、町会・自治会、学校、区施設等
○広報誌「和田育成委員会だより」第４５号
発行（和田青少年育成委員会）
１１月１日発行 ２０００部
各学校、町会等 関係機関に配布
○広報誌「ふれあい」第４９号発行
（阿佐谷青少年育成委員会）
１１月１０日発行 ３５００部
各学校、町会等 関係機関に配布

５（１）①
５（３）②

５（１）①②

５（１）②

５（１）②

（豊島区）

（北区）

（八王子市）

（立川市）

（立川市）
（葛飾区）

（三鷹市）
（青梅市）

○あいさつ標語募集
（高円寺中央青少年育成委員会）
１１月２５日実施
内 容：あいさつ運動の一環事業。地域内
の２校の小学校から集まった４５０通
のあいさつ標語から選ばれた各校１０
作品の標語を町内の掲示板に掲示。
○広報紙（広報としま）による広報
（豊島区）
内容：児童虐待防止と子ども月間に関する
特集
○会議、講演会でのオレンジリボン配布
○「ノーテレビデー」の実施
（青少年委員会）
実施日：11 月 10〜12 日の三日間の中で家
族で決めた日に実施
周知方法：広報としまに記事を掲載。期間
中、各区立小中学校に黄色いのぼり旗
を設置。児童・生徒にチラシを配付
○広報紙による啓発
（北区ニュース１１月１日号）
○啓発ステッカーの作成、配布
○啓発物品の作成、配布
・青少年健全育成キャンペーン
開催日：11 月９日（日）
会 場：ＪＲ八王子駅北口広場をメイン会
場に駅頭、大型店舗前等市内各所にて実
施
出席者：市長、東京都職員、八王子警察署、
高尾警察署、青少年育成指導員 他
内 容：啓発資料（キズバンド）の配付
その他：広報車による広報・啓発活動を行
い、健全育成・環境浄化を訴える
○薬物乱用ダメ・ゼッタイフェア
開催日：１１月８日
場 所：立川市女性総合センター
出席者：市長、教育委員長、
薬物乱用防止協議会、青少年健
全育成関係者等
内 容：薬物乱用防止の広報、チラシ配
布、講演会、標語等の表彰、展示等
○広報紙発行
１回 ５６００部
○広報かつしか（11 月 15 日発行）
・
「１１月は全国青少年健全育成強調月間で
す。
」の掲載
（各世帯および関係施設等２２万部配布）
○ポスターの掲示、リーフレットの配布
○懸垂幕の掲出
○広報紙による広報
広報おうめ１１月１日号に「平成２０年度全国
青少年健全育成強調月間」実施周知の記事を掲
載

５（１）①②
５（３）②

５（１）②

５（１）①
５（１）①②

５（１）②
５（１）①
５（１）①
５（１）①②④

５（１）①
５（２）①②
５（３）②

５（１）②
５（１）②

５（１）の①
５（１）の③
５（１）②

○横断幕の掲出

５（１）③

「青少年を非行から守り健全な育成を」という
内容の横断幕を下記に掲出
設置場所 市役所庁舎・市役所庁舎前横断歩道
橋・市立第四小学校前横断歩道橋の３箇所
期 間 平成２０年１１月１日〜１１月２８日
○薬物乱用防止キャンペーン

５（１）①

開催日 １１月２日（日）
場 所 永山運動広場（産業観光まつり会場）
内 容 青少対委員によるビラ配布

（府中市）

○懸垂幕の掲揚

５（１）①②③④

庁舎西側玄関に掲揚
○電光掲示板による周知
○広報紙による広報
○街頭広報活動の実施
場 所：多磨霊園駅周辺 他６箇所
日 時：平成２０年１１月１１日（火）他
参加者：延べ３２７名
内 容：リーフレット、チラシ等の配布
及び、拡声器による呼びかけ。

（昭島市）

○あいさつ運動推進強調月間

５（１）①②③

・広報誌による広報
・のぼり旗、懸垂幕の掲出
・ちらし配布（自治会・小中学校・地区委員会・
補導連絡会）

（調布市）

○市報，ＦＭラジオによる広報（児童青少年課）

５⑴①及び②

○ポスター及びステッカーによる啓発活動（児童
青少年課）
タイトル：
「地域を見守るみんなの目」
○オレンジリボンによる虐待防止啓発活動
（子ども生活部）

（東京都・小平市）

○薬物乱用防止キャンペーン
実施日：１１月９日（日）

５（１）①②
５（３）②

午前１０時〜午後３時
場所：小平市産業まつり会場
（職業能力開発総合大学校東京校）
実施内容：薬物乱用防止啓発用パンフレット、
啓発用品の配布。
薬物乱用防止ポスター・標語の表彰及び展示。
来場者数：３０，０００人

（日野市）

○日野市の広報誌に、全国青少年健全育成強化月

５（１）②

間 PR

（福生市）

①ポスター、リーフレット、啓発物品等の作成・

５（１）①②③④

配布
②広報誌（紙）
、インターネット・ホームページへ
の掲載
③懸垂幕、横断幕、電光掲示板等の掲出
④街頭キャンペーン活動の実施

（狛江市）

○広報紙による広報
○ポスター掲示
○啓発パンフレットを小学校へ配布
養育家庭制度について展示（狛江市役所ロビー）

５（１）①、②

（東大和市）
（東大和市）

○市役所駐車場フェンスに横断幕の掲出
○青少年健全育成キャンペーン
東大和市青少年問題協議会委員、公立学校健全

５（１）③
５（１）①④

育成会議委員、市内十小学校長、東大和市教育
委員会委員及び事務局職員が市内駅頭等４ヶ所
にて缶バッジ・あいさつふれあい隊プレート等
を配布
１１月１０日（月）に実施
○あいさつふれあい月間

５（１）①②④

・市報１１月１日号に「あいさつ」の呼びかけを
掲載
・市内各所にポスターを掲示
・教育委員会職員が「あいさつふれあいたい（隊）
」
プレートを胸につけＰＲ

（東久留米市）

○広報「ひがしくるめ」11 月 1 日号に強調月間に

（武蔵村山市）
（多摩市）
（稲城市）

○懸垂幕・横断幕の掲出

５（１）②

ついて記載
○広報誌による広報
○広報誌によるＰＲ（広報いなぎ 11/1 号）

５（１）③
５（１）②
5(1)②

・稲城市青少年健全育成運動基本方針
・青少年育成地区委員会合同研修会

（羽村市）

○広報誌による広報（羽村市）
○青少年健全育成ポスターコンクール最優秀作品

５（１）①②
５（３）②

による青少年健全育成ポスター作成・掲示

（あきる野市）

○市広報紙掲載

５（１）①②

実施場所：市内全域
開催日：１１月１日（土）
実施内容：強調月間広報

（瑞穂町）

○広報紙「広報みずほ」による広報

５（１）①②

○啓発ポスターの掲示（公共施設掲示板）
○子ども対象イベントチラシへの啓発標語の掲載

（清瀬市）

○広報紙による周知（市報きよせ１１月１日号）

５（１）②③

○懸垂幕（清瀬市役所・児童センター・クレアビ
ル）

３ 研修会・講習会
（東京都）

（東京都福祉保健局）

（東京母の会連合会）

○地区委員会連絡会 研修会
５（２）②
開催日：１１月２８日（金）
場 所：都民ホール（東京都議会議事堂１
階）
内 容：心の東京革命推進モデル事例発表
スポーツを通した地域青少年健
全育成活動に関する講演
参加者：一般都民等 １３３人
・青年期の健やかな食生活支援フォーラム
５（２）①②
（東京都南多摩保健医療圏）
開催日：１１月１７日
場所：多摩市
出席者：大学、短大、専門学校の関係者や
学生食堂・従業員食堂関係者
内容：講演、事例報告・意見交換
○家庭対策ブロック別講習会
５（２）②
都内を９方面に分け、各方面ごとに講演会
を開催し、少年の諸問題や母の会活動につ
いて話し合った。

（千代田区）

（中央区）

（台東区）

○青少年対策地区委員会合同施設見学会
開催日
平成 20 年 11 月 18 日
視察場所 国立きぬ川学院
○補導連絡会施設見学会
開催日
１１月５日
見学施設 神奈川県立おおいそ学園
（児童自立支援施設）
開催日
１１月１２日
見学施設 東京都むさしが丘学園
（児童養護施設）
○生活指導主任研修・人権教育推進委員会・
１０年経験者研修
研修会
開催日 １１月１３日
場 所 中央区立教育センター
出席者 小中学校生活指導主任、人権教育
推進委員、１０年経験者
内容等 講演等
○職場体験推進連絡協議会
開催日 １１月２０日
場 所 中央区立教育センター
出席者 中学校職場体験学習担当者、校長
内 容 研修・情報交換
○防犯講習会
児童館利用者の登館時などの安全を図る
ため防犯講習会を実施
○食育推進事業
子育て交流サロンにおいて、栄養士による
食事相談を実施
○薬物乱用防止についての研修会
開催日：11 月 17 日
場所：区立馬道会館
参加者：保護司、保護司ＯＢ
内容：青少年を取り巻く有害環境に薬物問
題を話しあう
○児童虐待防止についての講和
場所：区内小学校、幼稚園、保育園
○児童虐待、犯罪被害者についての研修会
（保護司分区会）
開催日：11 月 18 日
場所：金杉会館
参加者：保護司
内容：児童虐待の実態を知る
犯罪被害者の支援と保護司の携わ
る事項を知る
○セーフティー教室等での講和
場所：区内小学校、幼稚園、保育園
○学校警察連絡会議のブロック会議
○台東区要保護児童支援ネットワーク会議
開催日：11 月 19 日
場所：日本堤子ども家庭支援センター
○中学生指導者会議
開催日：11 月 17 日

５（２）②

５（２）②

５（２）②

５（２）②

５（２）②

５（２）②

５（２）②

５（２）②

５（２）②
５（２）②
５（２）②

５（２）②

（台東区）

（墨田区）

（品川区）

場所：浅草中学校
○生活指導主任会
開催日：11 月 4 日
場所：松葉小学校
内容：各学校の児童・生徒の様子から気に
なる点や共有すべき内容について
共通確認する。
各校の健全育成にかかわる取り組
みについて、情報交換。
所管の警察署からの情報提供並び
に健全育成にかかわる指導・助言。
○学校不審者侵入対応訓練
開催日：11 月 4・5・28 日
場所：区内幼稚園、小学校、中学校
○通学合宿「上野小なかよし合宿」
開催日：11 月 19 日(木)〜11 月 22 日(土)
3泊4日
会 場：台東区立社会教育センター
（区立上野小学校）
参加者：２３名
対 象：小学 4 年生から 6 年生
内 容：各小学校を単位として、町会会館
等を利用し、通学しながら 3 泊 4 日程度
の合宿をする。異年齢での共同生活を行
い、生活体験や子ども同士のふれあいや
大人とのコミュニケーションを通して
家庭の大切さを認識していく。
○地域教育懇談会
（地区青少年育成委員会と墨田区教育委員
会の共催）
各地区青少年育成委員会と墨田区教育委
員会との共催で、地域の育成者を対象に、
青少年の健全育成に関する問題を取り上
げて話し合う。

５（２）②

５（２）②

５（２）②④

５（２）②

吾嬬一中・立花中地区合同地域教育懇談会
平成２０年１１月１４日
「雨水をためよう」
（青少年の社会参加を促進する一助とし
て、自然への愛を育み、地球規模の環境問
題への関心を高めることを目的に開催し
た。
）
○校長連絡会（品川区）
５（２）②
開催日：１１月４日（火）
出席者：教育長・教育次長・庶務課長・学
務課長・指導課長・各小中学校長・
指導主事等
内容：各小中学校における生活指導につい
て
○副校長連絡会（品川区）
開催日：１１月１１日（火）
出席者・内容：各小中学校副校長、他同上

（目黒区）

（中野区）

（中野区）

○生活指導主任会（品川区）
開催日：１１月４日（火）
出席者：小中生活指導主任・指導主事等
内容：各小中学校における生活指導の情報
交換等
○目黒区青少年委員会 地域育成者フォー ５（２）②
ラム
開催日：11 月 7 日（金）
場所 ：総合庁舎大会議室
出席者：区内の青少年育成関係者
目黒区青少年委員
内容 ：講演とレクゲーム
「すぐになかよくなれるレクリエ
ーション」
講師 ：総合子どもの遊び情報研究室代表
東（あずま） 正樹氏
○青少年健全育成を考えるつどい「お父さん ５（２）②
お母さん あきらめてませんか！？〜テ
ィーンエイジャーと話すコツ〜」
開催日：11 月 15 日（土）14：00〜16：00
場所 ：青少年プラザ
講師 ：牧野カツコ氏
参加：16 名
○青少年環境浄化推進講演会
５（２）②
開催日：１１月１９日
場 所：区役所
講演者：特定非営利活動法人 日本ガーデ
ィアンエンジェル理事長 小田 啓二
講演テーマ：
「子どもが携帯電話を安全に
使いこなせるために」
〜子どもたちを
被害者にも加害者にもさせない〜
参加者：30 名（区民、中野区青少年環境
浄化推進協議会参加団体）
○少年少女野球教室
５（２）②④
主催：日本体育施設グループ（指定管理者）
共催：中野区教育委員会
運営協力：社団法人全国野球振興会
開催日：平成 20 年 11 月 8 日
場所：上高田運動施設
出席者：日本体育施設グループ代表、教育長
参加者：児童 102 名、保護者 36 名
内容：プロ野球で活躍した OB 選手（3 名）に
よる実技指導等をとおして、青少年の健全育
成並びにスポーツの振興を図る。
○子どもの権利を考える大人のためのワークショ

５（２）②

ップ
開催日：１１月１１日
場所：東中野地域センター
テーマ「イケンやサンカクをうけとめよう」
講師：桜井 高志氏（教育研究所代表）
○食育講座
開催日：１１月２９日
場所：南中野児童館
内容：
「きのこご飯」と「水ぎょうざ」作り
講師：運営協議会メンバー

５（２）②

（中野区）
（杉並区）

（豊島区）

（北区）

○学校を会場として食卓づくり講習会を２回実施

○委員研修（高円寺中央青少年育成委員会）
日 時：１１月１１日（火）
内 容：日本銀行、国会議事堂、議員会
館、最高裁判所、東京タワー等
を見学
参加者：３６名
○青少年健全育成のための研修会「青少年を
とりまく最近の地域環境」
（高円寺北青少
年育成委員会）
日 時：１１月１３日（木）
会 場：高円寺北区民集会所
講 師：杉並警察署 生活安全課
松井係長
参加者：４０名
内 容：薬物乱用、パトロール、振り込め
詐欺について
○委員研修（下井草青少年育成委員会）
日 時：１１月１８日（火）
内 容：横浜「こどもの国」他 見学
参加者：１８名
○区教育長講演会
(南池袋小学校開放運営委員会)
開催日時：11 月 1 日 10〜12 時
場所：南池小多目的室
出席者：PTA 関係者、地域住民、区内小中
学校長等教育関係者有志他
内容：学校教育について
○養育家庭体験発表会
（東京都・豊島区）
開催日：11 月 6 日
場所：豊島区
出席者：アン基金プロジェクト理事/
民生・児童委員/区民/関係機関職員等
合計８９人
内容：朗読「ふたりのお母さんからあなた
へのおくりもの」
区民ピアニストによるピアノ演奏
「瞳」テーマ曲等
講演会「家庭で育つこと」
○区民講演会（豊島区）
開催日：１１月２７日
場所：豊島区
出席者：区民/関係機関職員等合計５０人
テーマ：
「子どもの問題と向き合うために」
−非行、ひきこもり、虐待、いじ
めについて考える−
○e-ネット安心講座
（第 12 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 15 日 10:00〜12:00
開催場所：朋有小学校図書室
○青少年地区委員会委員研修会
（１１月１１日）
講師：森 徹 氏

５（２）②
５（２）②

５（２）②

５（２）②

５（２）②

５（２）②

５（２）②

５（２）②

５（２）②

（足立区）

○竹の塚地区教育懇談会

５（２）②

（主催「青少年対策竹の塚地区委員会」
）
開催日：平成２０年１１月２１日
会 場：竹の塚地域学習センター
第一会議室
内 容：基調講演
（テーマ「家庭と学校と地域の教育力」
）
、
質疑応答 他
出席者：竹の塚地区青少年健全育成関係者他
６２人

（葛飾区）

○ＣＡＰ講習会

５（２）②

虐待やいじめ・性被害などの暴力から子どもを
守るため、小学校・中学校で児童・生徒と保護
者や地域の大人を対象にＣＡＰプログラムを実
施した。

（三鷹市）

○三鷹市青少年補導連絡会講演会

５（２）の②

開催日：11 月 27 日
場 所：三鷹市教育センター
内 容：三鷹市・三鷹市教育委員会・三鷹市青
少年補導連絡会主催による「青少年の
非行防止に地域社会ができること」を
テーマとした健全育成のための講演会
講 師：少年非行問題相談センター長
奥平 裕美 氏

（青梅市）

○新町市民センタージュニアリーダー講習会

５（２）②

開催日 １１月１６日（日）
場所 新町市民センター２階会議室、料理教室
参加人数 １７人
内容 元市青少年委員による講演
「ジュニアリーダーの心得」
グループ作業「キャンドルをつくろう」
たすけあい作業「電気のしくみをしろう
(手作り電気スタンドの作成)」
・青少年対策梅郷地区座談会

（府中市）

○府中市青少年健全育成協力店指定制度連絡会・

５（２）②

講演会
場 所：府中市中央文化センター 講堂
日 時：平成２０年１１月２０日（木）
参加者：小中学校校長会・青少年対策地区委員
会・青少年委員・協力店・府中警察署・
府中市職員 他
内 容：桂才賀氏による講演、情報交換等。

（日野市）
（狛江市）

○生命のメッセージ展 in 日野

５（２）②
５（２）②

○開催日 11 月 28 日（金）

５（２）①②

○児童虐待防止講演会

・会 場 狛江市役所特別会議室
・内 容 養育家庭制度説明、ほっとファミリー
さんによる体験発表

（武蔵村山市）
（稲城市）

５（２）②
５（２）②
開催日：11 月 20 日(水) 午後 7 時 〜 午後 9 時 ５（３）①

・青少年問題協議会会議

○青少年育成地区委員会 合同研修会

場 所：稲城市地域振興プラザ会議室
内 容：
【第１部】顕彰式典

永年、青少年健全育成活動にご尽力いただい
た方々を表彰
受賞者：5 人
【第２部】講演会
テーマ『インターネットの有害情報から子ど
も達をどう守っていくか』
〜心の東京革命出前講演会〜
講 師：大久保 輝夫 氏
（インターネット・ゲームに関する家庭のル
ールづくり講座 e メディアリーダー）
参加者：43 人
※生涯学習だより『ひろば』12/15 号におい
て簡単に内容を紹介。

（清瀬市）

○ジュニアリーダーズクラブ（清瀬市）

５（２）②

開催日：４月２６日（土）〜１２月１４日（日）
場所：市内ほか
内容：ジュニアリーダー講習会

（日の出町）

○日の出町青少年健全育成会・日の出町小中

５（２）②

学校 PTA 連絡協議会主催教育講演会
開催日：１１月９日（日）
場所：日の出町役場 ３F 会議室
演題：
「親の役割・教師の役割」
講師：学校法人 狭山ヶ丘学園高等学校校長
小川義男氏
参加者：青少健理事・PTA 関係 ７９名

４ 青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等
（東京都）
（東京母の会連合会）

（台東区）

（杉並区）

○有害図書の区分陳列要請店舗
○有害図書の自動販売機撤去要請
○街頭補導活動（母の会補導員）
（各地区警察署少年係）
○街頭パトロール（母の会補導員）
○スクールパトロール（地区母の会会員）
○街頭補導活動
開催日：11 月 7 日、12 日、25 日
実施場所：区内数箇所
参加者：上野警察署、上野母の会、少年補
導員、指導委員等
○有害図書類自動販売機の点検・指導
開催日：１１月１２・２０日
場所：ＪＲ鶯谷駅周辺
○清掃活動
開催日：11 月 9 日、19 日、26 日、27 日
実施場所：区内数箇所
参加者：区内３警察署、区内３中学校・
２高校
○全体会（阿佐谷青少年育成委員会）
日 時：１１月２０日（木）18:30〜21:00
会 場：阿佐谷区民集会所
参加者：３２名
○地域パトロール
（下井草青少年育成委員会）
日 時：１１月６日（木）
会 場：下井草地域

５（２）③
５（２）③
５（２）③

５（２）③

５（２）③

５（２）③④

５（２）③

５（２）③

参加者：委員９名、警察関係者１名
（杉並区）

（豊島区）

（北区）

（板橋区）

○通学路パトロール
（上荻窪青少年育成委員会）
日 時：１１月８日（土）
会 場：桃井第一小学校、天沼小学校、
桃井第三小学校周辺
参加者：６０名
○環境浄化パトロール
（阿佐谷青少年育成委員会）
日 時：１１月１１日（火）19:30〜21:00
場 所：阿佐谷区民事務所管轄内
参加者：１２名
○高円寺駅周辺の風俗環境の実態確認とパ
トロール（高円寺北青少年育成委員会）
日 時：１１月１７日（月）
場 所：ＪＲ高円寺駅 北口、南口周辺
参加者：１９名
○環境浄化パトロール（馬橋青少年育成委員
会）
日 時：１１月２０日（土）
場 所：馬橋地域
参加者：６名
○防犯・環境浄化パトロール（高円寺中央育
成委員会）
日 時：１１月２６日（水）20:00〜21:30
場 所：高円寺地域
（ＪＲ高円寺駅、蚕糸の森公園、
高円寺中央公園）
参加者：４３名
○不健全図書類自動販売機調査
（青少年育成委員会）
11 月 1 日〜30 日
区内における不健全図書類の自動販売機
の設置状況調査を実施。調査資料集計後、
区において詳細確認のため追跡調査を行
う。
○防犯パトロール
（第 4 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月水曜日
場所：豊島区第 4 地区内
・ パトロール
（第 12 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 21 日 20:00〜20:30
場所：豊島区第 12 地区内
○青少年健全育成のための地球環境づくり
推進活動（あいさつ運動）
各青少年地区委員会が主催するイベント
会場（１９地区委員会）
○中台地区環境美化活動
内容：各学校通学路にて管内 5 つの小中学
校単位で、社会参加実践活動の一環と
して、街の美化活動を実施
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（葛飾区）

（立川市）

（府中市）

○子どもを犯罪から守る月間の実施
（葛飾区地域安全活動連絡会）
・パトロールや見守り活動の重点実施
・子どもを犯罪から守る各種活動の周知
・安全・安心まちづくり推進リーダー講習会
の実施
・小中学校等への取組み依頼
○あいさつ声かけ運動
４０回 延べ３００人
○環境改善活動
５回
延べ５０人
○府中市内にあるコンビニエンスストア
ー・インターネットカフェ・携帯電話販売
店に対する青少年健全育成店への協力、加
入依頼活動
場 所：府中市内
日 時：平成２０年１１月１日〜３１日
参加者：青少年対策地区委員会
府中市職員

５（２）③

５（２）③
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○携帯販売店へのフィルタリング契約促進
依頼
場 所：京王線府中駅周辺
日 時：平成２０年１１月２１日（金）
参加者：青少年対策地区委員
府中警察署
府中市職員
内 容：資料を配布し、フィルタリング契
約の要請。

（調布市）

○ビデオ・有害図書類自動販売機の点検・指
導
場 所：府中市内（４箇所）
日 時：平成２０年１１月１１日・２８日
参加者：府中市職員
内 容：設置状況の調査及び、府中警察署
と連携し、設置業者に対する指導等。
○違反屋外広告物共同除却
５⑵③
（事務局：環境政策課）
内容：違反屋外広告物の撲滅に向けた行政
の決意を市民及び屋外広告物関係者
に訴え，併せて，調布市都市美化の推
進に関する条例の本旨の定着化を図
り,青少年の健全育成に資するため，
違反屋外広告物の除却作業を実施。
実施日：平成２０年１０月１５日（水）
実施場所：市内京王線各駅（９駅）周辺及
び市内主要道路
参加者：２５２人
○非行防止街頭パトロール
（事務局：児童青少年課）
内容：調布市青少年補導連絡会活動方針に
基づき，青少年の不良化を防止し，また，

（日野市）

（福生市）
（狛江市）

（東久留米市）
（多摩市）

青少年が被害者になる犯罪防止活動の
一環として，駅周辺の店舗を中心にパト
ロールを実施。
（飲酒・喫煙等の不良行
為の防止の啓発，有害環境防止の啓発）
。
実施日：１２月２日（火）
実施場所：調布駅周辺
○あいさつ強化月間
・のぼり旗の設置
・腕章をつけた学校関係者・市職員が登校
時にあいさつをしながら、子どもを見守
る
・下校時に子どもを守るテープを流した広
報車を走らせながら子どもを見守る
○防犯パトロール（各地区委員会）
内容：区域内のパトロール
○実施日 11 月 12 日（水）
内 容 市内のビデオソフトレンタル店
及び雑誌販売店等における区分
陳列、店員が容易に監視出来る場
所への配置等の調査・点検
調査対象 市内ビデオソフトレンタル店、
コンビニエンスストア及びゲー
ムセンター
（狛江市、狛江市青少年問題協議会、狛江市
青少年健全育成活動実施委員会）
○11／8 地域清掃（西中学校地区青少年健
全育成協議会）
４００名参加
○【あいさつ運動と清掃デー】
11 月 2 日（日）開催。
小学生や家族単位が多数参加し、また他団
体も協力して地域の人々とあいさつをし
ながら新大栗橋下から交通公園にいたる
大栗川両岸の清掃を行った。
参加者 158 名。
（第一）
○【市民清掃デー】
11 月 9 日（日）開催。
通学路を子ども達と一緒に清掃し、集めた
落ち葉で収穫したいもで焼きいも大会を
実施。
参加者 48 名。
（竜ヶ峰）
○【清掃デー】
11 月 9 日（日）開催。
2 つの子ども会の協力で不法投棄などのご
みやタバコの吸殻など収集した。
参加者 80 名。
（東愛宕）
○【市民清掃デー】
11 月 23 日（日・祝）開催。
諏訪小学校の校庭や周辺、諏訪中学校の周
辺を小学生や中学生と共に清掃を行った。
参加者 145 名。
（諏訪）
○【清掃デー】
11 月 29 日（土）開催。
サッカー少年団と一緒に学区域周辺の清
掃を親子で行う姿がみられ、地域の方との

５（２）③
５（１）③

５（２）③
５（２）③

５（２）③④
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（稲城市）

（羽村市）

（あきる野市）

（八丈町）
５ 青少年の社会参加活動
（千代田区）

交流も行った。
参加者 120 名。
（東寺方）
○【清掃デー】
11 月 15 日（土）開催。
落合星寿会と共催で、幅広い年齢層で落ち
葉等収集した。参加者 88 名。
（落合）
○【地域清掃活動】
11 月 1 日（土）開催。
聖ヶ丘中学校生徒会と共催で、中学校周
辺、近隣公園、商店街のごみ収集を行った。
参加者 200 名。
（連光寺・聖ヶ丘）
○【清掃デー・学校のまわりをみんなできれ
いにしよう！＆ちょっぴり遊ぼう！】
11 月 22 日（土）開催。
小学校周辺と近隣公園等の清掃を行い、終
了後にカレーを食べた。
参加者 82 名。
（瓜生）
○青少年育成地区委員会 環境浄化対策専門
部会
開催日：11 月 18 日(火)
午後 7 時〜午後 9 時
場 所：市役所会議室
内 容：環境浄化パトロールについて
今後の環境浄化活動について など
○環境浄化パトロール
開催日：11 月 9 日(日) 午前 9 時 〜 正午
場 所：市内全域
内 容：稲城市青少年育成地区委員会が主
体となり、各地区の実態に合わせ
た環境浄化活動を行う。
参加者：384 人
○ビデオ、有害図書類販売店及びゲームセン
ター等のパトロール
（羽村市青少年育成委員会）
○声かけパトロール（増戸地区委員会）
開催日：１１月７日（金）実施
○地域パトロール（屋城地区委員会）
毎週土曜日実施
○地域交流ウォークラリー（一の谷地区委員
会）開催日：１１月２５日（火）
○地域交流ウォークラリー（東秋留地区委員
会）開催日：１１月２９日（土）
○増戸三山ハイキング（増戸地区委員会）
開催日：１１月１６日（日）
○青少健特別講演会「見直そう親子関係・我
が家の家庭教育」
（南秋留地区委員会）
開催日：１１月２９日（土）
○小学生下校時防犯パトロール
（三根老人会）

５（２）③
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５（２）③

○青少年モニター
５（２）④
区内在住・在学の高校生を対象に、
「通学
時を中心とした防災対策」について、視
察・体験・討議を行い、行政・関係機関に

（中央区）

（中央区）

（台東区）
（中野区）

対する提言を行った。
○折り紙教室
５（２）④
内 容 地域のボランティアに講師を依
頼して実施
○ダンス教室
内 容 ダンス教室の講師に指導を受け、
後日、発表の場を設ける
○将棋教室
内 容 将棋の会に講師を依頼して対局
などを行う
○やきいも会
内 容 青少年対策地区委員会の協力を
得て実施
○子ども会議
内 容 児童館を利用している児童と、や
りたい事等の意見交換
○キッズボランティア
内 容 児童館を利用している小学生と
乳幼児の交流
○乳幼児クラブ
５（２）④
内 容 ０〜２歳児の親子の交流、情報交
換、遊びの場の提供
○少年柔剣道訓練
５（２）④
参加者：区内警察署、区内在住青少年
○ボランティア体験「城山公園おそうじ隊」
５（２）④
１１月２６日
内容「福祉作業所の人たちと公園の落ち葉はき」

（杉並区）

（豊島区）

○音楽を楽しむ会（馬橋青少年育成委員会）
日 時：１１月２９日（土）14:30〜16:10
場 所：杉並区立第六小学校 体育館
参加者：６０３名
内 容：地域住民に音楽を楽しんでもらう
機会を提供するために、小・中・高校
の生徒による演奏で音楽会を実施。
○大宮中学校地域清掃
（堀ノ内松ノ木梅里大宮青少年育成委員会）
日 時：１１月２１日（金）
内 容：育成委員会・大宮中生徒有志らに
よる大宮中学校周辺の公園や道
路の清掃活動
参加者：生徒、教職員、ＰＴＡ、育成委員、
森林インストラクター、堀ノ内ク
ラブなど 延１９３名
○いくせい秋のゲーム大会
（第 2 地区青少年育成委員会）
開催日時 11 月 1 日 10:00〜14:00
場所：朋有小学校校庭
○第 3 地区町会連合大運動会
（第 3 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 2 日 9:30〜14:30
場所：池袋小学校校庭
○楽しい運動会
（第 4 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 3 日 8:30〜
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（豊島区）

場所：南池袋小学校校庭
○楽しく覚えられる防災訓練
（第 1 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 3 日 10:00〜12:00
場所：豊島青果市場
○高南フェスタ
（第 5 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 9 日 13:00〜15:30
場所：区民ひろば第二
○第 8 回富士見台小開放まつり
（富士見台小学校開放運営委員会）
開催日時：11 月 9 日 10：00〜17：30
場所：富士見台小校庭、体育館
出席者：児童、中学生、大人 66 人、スタ
ッフ 129 人、合計 195 人。
内容：学校開放利用団体ボランティアによ
る初心者対象のスポーツ大会(少年野
球、硬式テニス、サッカー、空手、ミ
ニバスケットボール、バウンドテニ
ス、バレーボール、バドミントン）
○第 8 回みんなで遊ぼう！スポーツ祭
（千早小学校開放運営委員会）
開催日時：11 月 9 日 13〜16 時
場所：千早小体育館
出席者：幼児、児童 37 人、中学生 3 人、
大人 18 人、合計 58 人。
内容：学校開放利用団体ボランティアによ
る子ども対象のスポーツ大会(卓球、
ドッヂボール）
○子ども区議会
（立教大学・豊島区）
開催日時：11 月 15 日 13:00〜16:00
場所：豊島区議場
○いもに会
（第 11 地区青少年育成委員会）
開催日時・11 月 16 日 9:00〜15:00
場所：池袋本町プレーパーク
○第 9 子どもまつり
（第 9 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 16 日 9:00〜15:00
場所：高松小学校
○としま子どものつどいわんぱくまつり
（ボーイスカウト豊島地区協議会）
開催日時：11 月 23 日 10:00〜14:30
場所：総合体育場
○焼き芋パーティ
（池袋本町プレーパークの会）
開催日時：11 月 29 日 10:00〜16:00
場所：池袋本町プレーパーク
○第 12 回仰高ふれあいまつり
（仰高小学校開放運営委員会）
開催日時：11 月 29 日 10：30〜16：30
場所：仰高小校庭
出席者：幼児、児童 282 人、中学生 3 人、
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（豊島区）

（北区）

（板橋区）

スキップ 60 人、保護者 90 人、学
校職員 5 人、合計 440 人。
内容：児童によるよさこい演舞等、射的等
のゲーム、焼きそば等の出店（無料）
。
○地域清掃
（第 6 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 30 日 10:00〜11:30
場所：長崎神社周辺
○第二地区育成委員研修
（第 2 地区青少年育成委員会）
開催日時：11 月 30 日 8:00〜17:30
場所：鎌北湖、宿谷の滝
○少年の主張発表大会
（昭和町・船堀地区委員会合同）
○スポーツ大会（豊島地区委員会 外）
○ウォークラリー大会
（志茂地区委員会 外）
○子どもまつり（十条台地区委員会 外）
○社会貢献活動（夜警体験など）
（十条台地区委員会 外）
○ファミリーｹﾞｰﾑのつどい
（青少年健全育成下赤塚地区委員会）
日時：11 月 2 日（日）
場所：赤塚新町公園
内容：青少年委員、地元 PTA の役員の協力
を得て、野外活動体験とｹﾞｰﾑを通じて、
参加者間の交流を図る。約 120 人が参加
○桜川ウォークラリー
（青少年健全育成桜川地区委員会）
日時：11 月 9 日（日）
場所：桜川地区管内
内容：地区青健、PTA、保護者等が連携し、
仲間との連帯感、協調性、思いやりの心
やフェアプレーの精神などを育むため
の体験活動として開催。約 90 人が参加
○少年野球秋季大会
（青少年健全育成熊野地区委員会）
日時：11 月 9 日（日）
場所：板橋第二中学校校庭
内容：地域の少年の交流を深め健全育成を
図ることを目的に町会単位の小学
生チームによる野球大会を行う。約
140 人が参加
○ドッジボール大会
（青少年健全育成仲宿地区委員会）
日時：11 月 16 日（日）
場所：帝京中学校・高等学校体育館
内容：ドッジボールを通して地域の交流を
深め、ルールを守ることによって青少
年の健全育成を図る。約 330 人が参加
○少女バレーボール秋季大会
（青少年健全育成熊野地区委員会）
日時：11 月 16 日（日）
場所：板橋第五小学校体育館
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（板橋区）

（武蔵野市）

（府中市）

（昭島市）

内容：地域の少女の交流を深め健全育成を
図ることを目的に町会単位の小学
生チームによるバレーボール大会
を行う。約 130 人が参加
○大縄跳び大会
（青少年健全育成高島平地区委員会）
日時：11 月 22 日（土）
場所：旧高島第七小学校校庭
内容：スポーツを通じて、高島平地区内の
小中学生の交流と親睦を図る。
約 450 人が参加
○チューリップ交流会
（青少年健全育成板橋地区委員会）
日時：11 月 28 日（金）
場所：北東京寿栄園
内容：チューリップの栽培を通じて、中学
生とお年寄りとの交流を深めると
同時に中学生に思いやりの心を育
て、お年寄りにチューリップの花を
楽しんでもらう。約 100 人が参加
○中学生・お年寄り交流事業
（青少年健全育成下赤塚地区委員会）
日時：11 月 29 日（土）
場所：赤塚公会堂
内容：中学生と管内老人クラブの方が輪投
げを通じて、世代間の交流を図る。
約 50 人が参加
○ミニサッカーフェスティバル
（青少年健全育成常盤台地区委員会）
日時：11 月 30 日（日）
場所：上板橋第四小学校校庭
内容：事前に参加者（小１〜小４）を募り、
サッカーの基本を練習し、最後に保
護者も参加してミニゲームを行う。
約 80 人が参加
○市内一斉美化活動
開催日：１１月３０日（日）
場所：武蔵野市内
参加者数：３，９５３名
○地域清掃
場 所：府中第九中学校周辺 他１箇所
日 時：平成２０年１１月２２日（土）他
参加者：青少年対策地区委員会
中学校生徒
内 容：中学生ボランティアと地域内のゴ
ミを収集等。
○青少年フェスティバルの企画・運営
（青少年が、地域社会の中で青少年にかかわ
る多くの人たちとともに、自分達の知恵と
行動力を発揮して、地域の交流と連帯の広
場を創造する機会の場）
・実施にあたっては実行委員会を組織し、そ
の参加者により企画、運営を行う。
（実行委員は、青少年以外に地域の大人、青

５（２）④

５（２）④

５（２）④

５（２）④

５（２）④

５（２）④

５（２）④

(小平市)

少年委員で構成される。
）
(小平市青少年対策地区委員会)
○八小地区青少対
実 施 日：１１月１５日（土）
場
所：八小
実施内容：防災体験

５（２）④

○十小地区青少対
実 施 日：１１月１５日（土）
場
所：十小校庭
実施内容：やきいも大会
○十一小地区青少対
実 施 日：１１月２２日（土）
場
所：十一小校庭
実施内容：親子交通安全教室＆豚汁
○上宿小地区青少対
実 施 日：１１月２９日（土）
場
所：上宿小校庭
実施内容：上宿まつり
○四小地区青少対
実 施 日：１１月３０日（日）
場
所：四小校庭
実施内容：運動会と模擬店

（日野市）
（東久留米市）

（青ヶ島村）

○七小地区青少対
実 施 日：１１月３０日（日）
場
所：七小校庭
実施内容：青少対まつり
○地域一斉清掃の参加
５（２）④
○11 ／3 学校公開参観（一小・八小） ５（２）④
１０名参加
文化発表会参観・作品展示（中央中）
１０名参加
（中央中学校地区青少年健全育成協議会）
○11／3 久留米中地域まつり
（久留米中学校地区青少年健全育成協議
会）２００名参加
○11／4 中央中合唱コンクール（中央中学
校地区青少年健全育成協議会）８名参加
○11／6 手作り研修「チラシを使った籠作
り」
（中央中学校地区青少年健全育成協議会）
２０名参加
○11／14 小展覧会参観・作品展示（一小）
（中央中学校地区青少年健全育成協議会）
１２名参加
○11／26 ミニ懇談会
「こどもとの関わり方」
（中央中学校地区青少年健全育成協議会）
○第 5 回東京都島しょ交流大会への中学生親 ５（２）④
子参加（八丈町）

（清瀬市）
６ 顕彰等の実施
（豊島区）

（福生市）

（武蔵村山市）
（あきる野市）

○市内一斉清掃（清瀬市）
開催日：１１月９日（日）

５（２）④

○“としま”豊かな食コンクール
「元気のでる朝食メニュ−」コンクール
（豊島区）
一次審査・・・書類審査
二次審査・・・実技審査
平成２０年１１月３０日（日）
場所：生活産業プラザ 実習室にて
審査員：教育総務課長/小学校校長/中学長
/栄養教諭等
表彰式：平成２０年１２月１３日（土）
生活産業プラザ 多目的ホールにて
出席者 区長、教育長、保健所長、教育
総務課長、健康担当部長ほか
内容：メニューコンクール
小学生の部、中学生の部、ファミリー
の部、一般の部の４部門に分け朝食メ
ニューを募集。特別審査員にサンシャ
インシティプリンスホテル中国料理
料理長を迎え、一次は書類審査、二次
は実技審査とし、食に関する関する意
識を高め、バランスのとれた献立づく
りを通して、望ましい食習慣の形成を
図るとともに生涯にわたり、心身の健
康増進と豊かな人間形成に役立てる
ことを目的として実施した。
実績：メニューコンクール参加者４９組
二次審査通過者 １９組
最優秀賞 ４組
優秀賞
５組
優良賞
３組
入賞
３組
○福生市善行少年表彰
（福生市青少年問題協議会）
開催日：11 月 1 日（土）
場所：福生市民会館小ホール
内容：個人 5 名と 3 団体を表彰
○青少年健全育成感謝状贈呈式
○青少年善行表彰式
開催日：１１月９日（日）
○「家庭の日」推進事業
・絵画・ポスター入賞者作品展
開催期間：１１月６日（日）〜１１日（火）
・絵画・作文・ポスター入賞者表彰式
開催日：１１月９日（日）
・親子観劇会
開催日：１１月２３日（日）

５（３）②

５（３）②

５（３）②
５（３）②
５（３）②

７ その他（東京都）
（墨田区）

（品川区）

○区民大会は、墨田区、１２地区青少年育
５（２）①
成委員会、本所・向島警察署が主催し、青 ５（３）②
少年の健全育成に携わる関係者・団体等が
一堂に会するとともに、区民に訴える場と
して重要である。
また、区内小・中学校生から募集した「青
少年健全育成作文」の表彰、朗読発表は大
変に好評を得ており、今年は６，６８０編
と多くの応募者があった。
（1）ジュニアリーダー教室
５（２）④
（小学生 3 会場、
、中学･高校生１コース）
開催日；11 月 9 日（日）
主催；品川区教育委員会、青少年委員会へ
通年で事業委託
内容；小学生コース；楽しいパーティを企
画しよう
中学高校生コース；PR 方法を学ぼう
事業委託（年間）
；委託料 3889 千円
小学生コース 125 人・中学高校生コース
33 人 計 158 人
（2）小学校 PTA 委託
「親と子の文化芸術鑑賞会」
（品川区民管弦楽団演奏を楽しむ）
開催日；11 月 23 日（祝日・日）
きゅりあん 大ホール
主催；区小学校 PTA 連合会事業委託
区立小学校ＰＴＡ事業委託
延 1,000 人
（3）障害者青年学級 高校生〜30 歳までの
軽度の知的障害者青年が対象の通年教室
通年 14 回の教室の内､11 月 15,16 日(一
泊二日）特別活動「宿泊研修会」
参加者 55 人
（4)少年少女武道教室
１ 空手道 毎週 1 回連続講座の内 11 月は
4 回 小中学生 総合体育館 ５２人
２ 剣道 毎週１回連続講座の内 11 月は
４回 小中学生 総合体育館 62 人
３ 柔道 毎週１回連続講座の内 11 月は
４回 小中学生 総合体育館 40 人
４ 剣道 毎週１回連続講座の内 11 月は
４回 小中学生 戸越体育館 61 人
５ 柔道 毎週１回連続講座の内 11 月は
４回 小中学生 戸越体育館 120 人
計 335 人
（5）親子体操（スポーツ教室）
①2 歳児コース（８６人）
②3・4 歳児コース 各 50 組の親子
（２３４人）

内容 レクリエーションと体操教室
9〜11 月で延 8 回の内３回
（財）品川区スポーツ協会へ事業委託
（計３２０人）

（品川区）

（6）障害者水泳教室
小学４年生〜高校生までの障害のある人
を対象とした水泳教室
11 月 9 日、23 日の 2 回
スポーツ協会事業委託
計 43 人
○中延児童センター行事
５（２）②
11 月 6 日（木）子育て支援講座
児童虐待防止を目的とした講師による講座
参加者 ２９名
○後地児童センター行事
11 月 14 日（金）子育て支援講座
児童虐待防止を目的とした児童相談所心理
司による講座
参加者 ３１名
○旗の台児童センター行事
11 月 25 日（火）子育て支援講座
児童虐待防止を目的とした児童相談所心理
司による講座
参加者 ３５名
○ゆたか児童センター行事
11 月 29 日（土）子育て支援講座
児童虐待防止を目的とした児童相談所心
理司による講座
参加者 ２６名
○「東京都教育庁指導部指導企画課」からの ５（２）②④
生活指導内容通知
○親子ウォーキング＆しながわ水族館
品川第一地区委員会
参加者 ７０名
○地区委員研修会
大崎第二地区委員会

（杉並区）

参加者４７名

○地区委員研修会
大井第三地区委員会

参加者２５名

○地域交流事業
荏原第一地区委員会

参加者２２６名

○TEPCO 新エネルギーパーク＆親子みかん狩
り
八潮地区委員会
参加者７０名
○スケート教室（荻窪青少年育成委員会）
日 時：１１月１日（土）
会 場：明治神宮外苑アイススケート場
参加者：１２０名

５（２）④

（葛飾区）

○秋の親子デイキャンプ
（成田青少年育成委員会）
日 時：１１月２日（日）
会 場：東田中学校校庭
参加者：２５０名
○町ぐるみ交流会
（下高永福青少年育成委員会）
日 時：１１月３日（祝）
会 場：向陽中学校
参加者：子ども３８３名、大人３６２名
○ＳＴＮ少年サッカー大会
（清沓中通青少年育成委員会）
日 時：１１月８日（日）
会 場：四森小学校校庭
参加者：１０４名
（子ども８７名、大人１７名）
○少年剣道大会
（清沓中通青少年育成委員会）
日 時：１１月１６日（日）
会 場：西荻地域区民センター 体育室
参加者：２５４名
（子ども９８名、大人１５６名）
○凧つくり講習会
（下高永福青少年育成委員会）
日 時：１１月１１日（水）
会 場：下高永福会議室
参加者：４０名
○少年少女サッカー大会
（堀ノ内松ノ木梅里大宮青少年育成委員会）
日 時：１１月２４日（月）
会 場：都立和田堀競技場
参加者：４３３名
○少年野球大会
（堀ノ内松ノ木梅里大宮青少年育成委員会）
日 時：１１月２９日（土）
会 場：杉並区立杉並第十小学校校庭
参加者：２５９名
○凧つくり会（下高永福青少年育成委員会）
日 時：１１月２６日（水）
、２７日（木）
会 場：高井戸第三小学校、浜田山小学校
参加者：延べ子ども１２８名、大人５８名
○スケート教室（宮前青少年育成委員会）
日 時：１１月２９日（土）
会 場：明治神宮外苑アイススケート場
参加者：子ども１０７名、大人２５名
○スケート教室（成田青少年育成委員会）
日 時：１１月３０日（日）
会 場：明治神宮外苑アイススケート場
参加者：８７名
○子どもを犯罪から守るまちづくり活動
・各取り組み団体の環境改善計画（案）の報
告
地域関係者とともに地域の危険箇所等の調
査を実施した７つの小・中学校ＰＴＡが、

５（２）④

５（２）④

５（２）④

５（２）④

５（２）④

５（２）④

５（２）④

５（２）④

５（２）④

５（２）④

５（２）④

（小平市）

（多摩市）

環境改善計画（案）の報告を行った。
・関係行政機関との懇談会
環境改善計画（案）を作成した９つの小・
中学校ＰＴＡが、行動計画を作り上げてい
くにあたり、関係行政機関の支援や協力を
受ける際の一助とするため、関係行政機関
との懇談会を実施し、環境改善についての
提案及び相談を行った。
(こだいら子どもの健康づくり連絡会)
５（２）②
○こだいら子どもの健康づくり２００８
実 施 日：１１月２９日（土）
場
所：小平市立上水中学校体育館
実施内容：講演「家族」
−家族の絆を育む−
講師 堀内 敏宏さん
○【みんなで遊ぼう！】11 月 29 日（土）開 ５（２）④
催。児童館と共催で小学校の体育館に遊び
や工作などのコーナーを設け、小学生も事
前準備から協力し大盛況。参加者 160 名。
（東愛宕）
○【すわっこ祭り】11 月 8 日（土）開催。児
童館と共催でシャボン玉遊びや、ゲームや
工作など行った。参加者 129 名（諏訪）
○【お釜で炊いたご飯を食べよう】11 月 4
日（日）開催。老人会の協力によりグラン
ドゴルフの体験など、ご飯を炊き豚汁を作
った。参加者 157 名（北諏訪）
○【スポーツ大会】11 月 3 日（月・祝）開催。
地域の大人と中学生との交流を図ることを
目的にソフトボールやソフトバレーボール
の対抗試合を行った。参加者約 250 名。
（連
光寺・聖ヶ丘）
○【ソフトグライダー大会】11 月 29 日（土）
開催。幼児から大人まで、年齢別に８グル
ープで飛行時間（滞空時間）を競争し懇親
を深めた。参加者 157 名。
（豊ヶ丘）
○【ウォークラリー大会】11 月 9 日（日）開
催。こま地図を見ながら歩き、問題を解き
タイムを競った交流を図り。参加者 85 名。
（貝取）

